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北側調査区遺構群 (北西より)

19号住居址遺物出土状態(北西より)
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42号住居址出土遺物

包含層出上の和鏡

1号方形周溝墓出土遺物



口

古川町は、宮川と荒城川の合流点に広がる古川盆地と呼ばれる沖積地に

位置します。古川町上町に所在する上町遺跡は市街地の南部にあた り、奈

良時代を中心とする遺跡であります。

今般、国道41号線のバイパス建設に先立ち行われた第二期の緊急発掘調

査が完了し、調査報告書を発刊する運びとなりました。この発掘調査では、

奈良時代を中心とする大規模な集落跡を検出することができました。広範

囲に広がると予測される上町遺跡のみならず、この地方の古代史を研究す

るうえで貴重な調査となりました。特に大形の掘立柱建物址の検出は、本

遺跡の性格を考えるうえで提起する問題は大きく、今後の研究を期待する

ものであります。

本調査の遂行にあた り、多大なるご指導とご尽力を賜わ りました建設省

と岐阜県、また調査団長をお引き受けいただき、長期にわたる発掘調査を

詳細に実施され、適切な記録保存をしていただきました玉川大学文学部講

師 戸田哲也氏に、深 く謝意を表します。

本調査が今後の研究の鍵となることを願いながらここに調査結果を報告

し、併せて調査にご協力いただきました関係者に心よりお礼申し上げます。

平成 3年 3月

岐阜県吉城郡古川町

古)|1町長 野 村 憲 一

序



発干Jにあたって

奈良時代中葉の遺跡 として知られていました古川町上町地区が、今回国

道41号線国府古川バイパスの建設が実施されることになり、それに伴い工

事予定地である地内の埋蔵文化財の発掘調査を、玉川大学文学部講師戸田

哲也氏を調査団長にお願いし、昭和62年から平成元年の 3ヶ 年にわた り、

地元や各関係者の全面的な協力を得て発掘調査にあたっていただいたもの

であります。

この上町遺跡 C・ D地点の発掘調査にあたっては、綿密な計画と周到な

注意をはらって発掘作業が進められ、その結果は本報告書に詳述されてい

ますが、 6世紀後半から8世紀代を主体とした大規模集落跡であり、大形

の掘立柱建物址をはじめ予想以上に多くの遺構群が検出され、その内容は

古川盆地のみならず飛騨地域の考古学的な研究の深化にとって貴重な資料

となるものと思われます。

本報告書の発刊にあたり、 3ヶ 年間という長期にわたる今回の発掘調査

に、常に学究的熱意と誠意をもって発掘作業や調査にあたられた渾身のご

努力と地元の厚いご理解ご協力に対し深甚の謝意を表するものであります。

最後に、本報告書が地方史を物語る遺産として、今後の研究の資となり、

また文化財保護への関心を高めることの一助ともなれば幸いに存じます。

平成 3年 3月

岐阜県吉城郡古川町教育委員会

教 育長 橋 本 友 和
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1.本書は、岐阜県吉城郡古川町大字上町字上畑919番地ほかに所在する「上町遺跡 D地点」

の発掘調査報告書である。

2.本遺跡の調査は、昭和62年 8月 より開始した建設省中部地方建設局高山国道工事事務所

による国道41号線国府古川バイパスの道路新設工事に伴 う埋蔵文化財の継続調査であ り、

調査は昭和63年 9月 17日 から平成 1年 12月 14日 まで実施された。

3.発掘調査は、岐阜県教育委員会指導部文化課指導のもと、調査団長戸田哲也以下、上町

C地点遺跡調査団が担当した。

4.出土品等の整理ならびに報告書作成に至る作業は、古川町教育委員会および玉川文化財

研究所内において行った。

5。 本書の執筆は、調査団長戸田哲也 との協議を経て、河合英夫 。中山良 。小山裕之・木村

百合子が担当し、河合が一部記述内容の統一をはかった。執筆分担は以下のとお りである。

河合英夫 第 I章第 1節～第 3節、第Ⅱ章第 1節～第 4節 。第 8節 。第11節 。第14節、第

Ⅲ章第 1節、第Ⅳ章

中山 良 第 二章第 4節、第Ⅱ章第 5節～第 7節・第 9節・第10節・第12節 。第13節

小山裕之 第Ш章第 2節

なお、第H章の各遺構出土の遺物は河合英夫が、遺構の覆土および遣物出土状態につい

ては中山良の草稿をもとに載せた。tt H章・第Ⅲ章の出土遺物観察表は、河合 との討議を

経て木村百合子が担当し、第H章第 5節以降の中近世に属する遺物の観察表および第Ⅲ章

第 2節の観察表については小山裕之の車稿をもとに載せた。

6.奈良教育大学教授の二辻利一氏には、本遺跡および周辺の窯址から出土した須恵器や瓦

類の胎上分析と分析結果に関する玉稿を賜 り、付編として掲載させて頂 くことが出来た。

記して謝意を表する。また、浅川利一氏 (日 本考古学協会会員)には、 7号配石遺構から出

上した石仏について御教示いただき、一文を寄せていただいた。併せて謝意を表する。

7.本書の編集は、河合英夫が行った。

8.本書使用の図版作成は、遺構については中山良・北平朗久が中心となり、小川光彦の協

力を得て作成した。また遺物については河合英夫 。木村百合子が中心となり、】ヒ平朗久・

荻野裕美・ 峯岸由美 。中村美江・川村真里・ 内藤まゆみ 。竹原淑美・橋本真由美の協力を

得て作成した。また、上記の トレースについては玉川久子・秋山理央・ 神戸もと子が行っ

た。土器の復元は山辺隆枝が担当した。なお石製品については中山豊の協力を一部得た。

9。 本書に使用した写真は、遺構については河合英夫・ 中山良 。北平朗久・池永弘美・尾下

智子が撮影し、遺物および焼付けは上原練二郎氏にお願いした。併せて感謝の意を表する。

10。 発掘調査から報告書作成に至る過程で、大野政雄氏(岐阜県文化財保護審議会委員。古川町文

化財保護審議会委員)に終始御教示をいただいた。また、岐阜県教育委員会指導部文化課の

町川克巳氏には、文化財行政全般についての指導をいただいた。記して謝意を表する。

例
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両氏以外にも多 くの方々および各機関の御指導と協力をいただいた。ここに記して感謝の

意を表する次第である。(敬称略・順不同)

八賀晋・石原哲爾・吉朝則富・藤本建三・ 田中彰 。倉田裕之 。岩花秀明 。大屋勇

建設省中部地方建設局高山国道工事事務所 。岐阜県教育委員会 。高山市郷土館 。国府町教

育委員会

11.発掘参加者

河合英夫・ 中山良・北平朗久・吉田浩明・秋山重美 。迫和幸 。小山裕之 。牧野健― 。池永

弘美・峯岸由美 (玉川文化財研究所)

足立勲・井上米造・ 石原栄吉・板橋恭子 。今村修平・岩島嘉藤 。上野勝郎 。牛丸きゃう。

大江隆雄 。大嶋豊― 。大塚幸一 。大森真佐子・ 岡田秀男・岡田良平 。尾下智子・鎌村長平 。

川上フミ。北原幸吉 。北村八郎・倉上知久 。倉家博・坂下行裕 。坂 口喜代美・坂本典子 。

清水芳太郎 。清水吉衛・砂田長市 。住田昌之・高木政亨 。田上長平・竹林由蔵・竹原淑美・

竹原春雄・玉腰正三・玉舎重夫・中垣未切 。中田久夫・中村直二 。西野和郎・野口登美代・

野中弘良・野村京太郎・野村時蔵・野村実・橋本真由美 。橋本盛蔵・平澤啓介・福田三平 。

藤田都喜造 。古田茂―・洞 口昌央・三藤田力三・官腰秋信 。宮下昭三 。宮島春夫・ 邑上美

千男・村坂守弥・村杉秀雄 。山畦義―・ 山口博丸・山口由理子・ 山本一夫・柚原末三・柚

原昇・和田甫志子・和仁幸七郎・清水登喜男

12.整理・報告書作成参加者

河合英夫・中山良・北平朗久・小山裕之・玉川久子 。木村百合子・秋山理央・荻野裕美・

峯岸由美 。中村美江・川村真里・神戸もと子・ 山辺隆枝・ 内藤まゆみ・竹原淑美・橋本真

由美 。河合真里子 。小川光彦・ 小枝美紀

13.関 係者名簿 (敬称略)

建設省中部地方建設局高山国道工事事務所 調査課長吉崎収 。調査課長真下英人 。調査第

一係長小瀬増男・計画係長田中信一 。建設技官石原幸宏・建設技官保庭正人

岐阜県教育委員会指導部文化課 文化課長加藤英夫・総括課長補佐北条統督・総括課長補

佐菱田慶治 。課長補佐兼文化財第二係長丸山幸太郎 。課長補佐兼文化財第二係長波多野寿

勝 。課長補佐高橋宏之 。課長補佐町川克巳 。課長補佐内木員一 。教育主事青木久・教育主

事佐野康雄・教育主事大熊厚志

古川町教育委員会 教育長橋本友和 。社会毅育課木下勇・ 英義雄 。中村輝政 。中嶋国則・

小屋雅信 。白川修平 。清水貢 。井之上浩和 。松下直喜 。上谷貴代美 。米村明美

14.整理終了後の出土品は、古川町教育委員会に移管する予定である。

15,付編として載せた蛍光X線分析の試料収集にあたっては、大野政雄氏には中原田窯およ

びよしま窯、竹原淑美氏からは丸山窯の資料を得た。両氏には記して謝意を表する。

16.遺構の土層説明においては、農林水産省農林水産技術会議事務局 。日本色彩研究所監修

『新版標準土色帖』と、ベ ドロジス ト懇談会編『土壊調査ハンドブック』を参考にした。

17,本書の記述にあたって紙面の制約から参考文献を網羅することができなかった点につい

てはお許し願いたい。
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第 I 立早 調査の概要

第 1節 調査 に至 る経緯

古川町上町周辺の田畑に、奈良時代中葉を主体とした須恵器が濃密に分布していることは、

岐阜県教育委員会文化課による遺跡分布調査からすでに知られており、また当該期を中心と

した集落跡の存在も予想されていた。

先般、国道41号線の渋滞緩和の措置として国府古川バイパスが計画され、その計画範囲に

先の分布調査による周知の遺跡が含まれていたことから埋蔵文化財の発掘調査が行われた。

調査は昭和62年 8月 から翌63年 3月 にかけて行われ、予想どお り古墳時代後半から奈良時代

にかけての集落跡が発掘され、その成果は平成元年 3月 に「上町遺跡 C地点発掘調査報告書」

として刊行された。また調査中に行った本遺跡周辺の分布調査において、宮川右岸の縁辺部

を南限とする北側一帯の微高地上に、奈良時代はいうまでもなく、古墳時代においても飛騨

地方屈指の古代集落跡埋存必至の地域であることが予察された。

このような状況を踏え、C地点の調査も終 りをむかえた63年 3月 頃、古川町教育委員会と

調査団 (団長 玉川大学文学部講師 戸田哲也)と で、埋蔵文化財に関してはほとんど未確認

の状況にあった北東側のバイパス予定地の未発掘部分について、埋蔵文化財保護の立場から

遺跡の存否確認の必要性が協議された。

古川町教育委員会では、岐阜県教育委員会の指導を仰 ぐとともに、まずは遺跡の内容を把

握するための確認調査を行い、その結果をもとに今後の対応を検討することになった。これ

を受けて、上町C地点調査終了後の63年 5月 、C地点北東側のバイパス予定地約500m間 につ

いてテス トピット (50cm四方の試掘抗)に よる確認調査が行われた。結果は17箇所中、10箇

所で須恵器を主体とする遺物が検出され、内 2箇所で竪穴住居址にあたった。またバイパス

予定地の北端では瓦が発見され、そこはのちに白鳳期の瓦集中区と命名した瓦の廃棄場所で

もあった。土層の堆積状態については、表土直下ですぐ河岸礫層に達する所もみられたが比

較的安定しており、遺物包合層としても期待がもたれた。

この所見をもとに、古川町役場において原因者側の建設省中部地方建設局高山国道工事事

務所、文化財担当の行政側として岐阜県教育委員会文化課ならびに古川町、そして調査団の

各担当者による初協議がもたれた。そこでは確認調査の所見と埋蔵文化財保護の主旨、工事

工程、開発時における事前調査の必要性などについて討議され、今後の対応に関して関係者

間で腸議していくことになった。その後、協議を重ねた結果、先の確認調査の所見からみて
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第 I章 調査の概要

北東側に続 くバイパス予定地未発掘部分の調査が必要 と判断され、 C地点の継続調査 として

「上町D地点」の調査が行われることになった。調査はC地点の継続調査 とい うこともあ り、

岐阜県教育委員会文化課の指導のもと上町 C地点遺跡調査団が継続 して担当することになっ

た。調査は、昭和63年 9月 16日 より2箇年の予定で開始 し、平成元年 12月 14日 を以って無事

終了した。遺跡の具体的内容については後述するが、その調査内容からは数多 くの新知見を

得ることができた。 とくに古墳時代後半から奈良 。平安時代の集落構成や土器の編年的研究

および中近世の遺構の実態を知 るうえでは、その端緒 として注 目すべき内容をもつ ものとい

える。また、調査地区の境界が耕作中の田畑や道路などに接 していたために地権者の方々や

住民の方に多大な不便をかけたことを深 くお詫び申し上げるとともに、終始調査 の指導、助

言、楊力をいただいた建設省高山国道工事事務所、岐阜県教育委員会ならびに古川町教育委

員会の方々の労に厚 く感謝の意を表する次第である。

えと  言己

1)河合英夫他 1989『上町遺跡 C地点発掘調査報告書』古川町教育委員会

上町C地点遺ltl調査団構成表

調査団長 戸田哲也

調査主任 河合英夫

中山 良

北平朗久

玉川大学文学部講師

日本考古学協会会員

玉川文化財研究所主任研究員

日本考古学協会会員

玉川文化財研究所研究員
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第 2節 遺跡の立地と関連する考古学的環境

第 2節 遺跡 の立地 と関連 す る考古学的環境

ここに報告する上町遺跡D地点は、岐阜県吉城郡古川町上町字上畑919番地ほかに所在し、

JR高山本線飛騨古川駅の南方約1.3kmの 地点に位置する。また先のC地点とは町道清水橋線

を境に南端で隣接する (第 3図 )。

すでに先の報告でも述べたように、県の北部、吉城郡の南部に位置する古川町は、地勢的

には飛騨高地のほば中央部にあり、周囲を標高1000m前後の山々で囲まれ、町の中央部に古

川盆地が開け、西寄 りを飛騨高地南部の分水嶺から流れる官川が南東から北西へ貫流する。

盆地内では東西両山地から荒城川や太江川、宇津江川、殿川などの中小河川が宮川に合流し、

途中、富山県境で飛騨山脈を源 として西北流する高原川と併せて神通川となり富山湾へ注 ぐ。

宮川と荒城川の合流地点を中心に古川 。国府両町にまたがる古川盆地は、古川町野口北方

の飛騨変成岩地帯の隆起に伴って官川の浸食が止まり、河岸の低地に堆積した砂礫層によっ

て形成されたことで知られる。現在の市街地や耕地は、その流域の海抜500m前後の河岸段丘

の平地を中心に、中小河川の氾濫による三角州性の沖積低地や扇状地の末端などに開けてい

る。第 2図で示した範囲はそのほぼ中心で、南西は官川を境に国府町と接し、北東に荒城川、

両河川にはさまれた平坦地の水田地帯が遺跡の立地する上町地区である。

遺跡は、宮川によって形成された右岸上位段丘上の縁辺部に立地し、周辺は海抜約500mを

測る。官川とは約120～ 160mの 距離をとり、流路とはば並んでバイパス予定地約500mの 長さ

がD地点の調査区である。調査区の南端と北端では約 5mの比高差があり、宮川の現河床と

遺跡 とでは 6～ 9mほ どの差が認められる。古 くからの集落は南東側の微高地上に点々と分

布しており、昭和62年 に発掘調査がここで開始されるまでは大半が水田として利用されてい

た。この遺跡の東、上町の中央部を国道41号線が官川と並んで走るが、一歩離れると、飛騨

のどこにでもある日園風景が今もみられる。

上町遺跡の発掘調査が行われるようになった契機は、前章で述べたように国府古川バイパ

スの建設である。この遺跡は、すでに岐阜県教育委員会によって確認されてはいたが、当初

は建設省が上町地区で計画したバイパス路線全域が遺跡調査の対象地区ではなかった。それ

らの経緯はすでに述べたが、今次調査によって最終的には12,000m2以 上の面積を発掘し、検

出した遺構は先のC地点を併せると、主なものでも竪穴住居址67軒、掘立柱建物址29棟、竪

穴状遺構20基、配石遺構19基、そして集石土坑11基、古川盆地では初めての方形周溝墓など

多数に上った。

何分にも道路幅という限られた範囲であるため、遺跡の全体像を考えるとき、今次調査の

みで全体の特徴がわかるというものではなく、今後の分析のなかで、その普遍性 と特殊性が
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わかってくるものと思われる。ただ土器の分布している地域から判断すると、東側では国道

41号線界隅まで及び、南側は栗原神社付近まで広が り、北側では上町と接する向町字下町、

瑳峨山付近までの南北1.5km、 東西500mが、おおょそ推定される範囲である。現存する遺跡

では飛騨はもとより県内最大級の遺跡とみることができる。古墳時代から奈良 。平安時代、

さらには中近世までと多時期にわた り、また遺構 。遺物をとってみても各時期とも注 目すべ

き内容を合んでいる。なかでも多量に出上した瓦については、その界隅に未発見の新たな古

代寺廃跡の存在を予想させる。今次調査区内では発見されなかったものの、これを受けて、

岐阜県遺跡地図の改訂版に為いてこの付近を古町廃寺跡の推定地とした。これ以外にも、一

つの計画のもとで整然とした建物配置をとる大形の掘立柱建物址の一群が発見されている。

調査区外に及がため今一つ判然としないが、大規模で計画的に柱筋や棟通 りを揃えた建物配

置が看取される。左右対称型のコの字状型の建物配置を想定するならば、国衝の政庁 と共通

した形態をとり、それをひとまわ り小さくした規模 と見ることもできる。遺構の性格は措 く

としても、古川盆地におけるこのような大規模遺跡の存在は、古代以来、高山、国府 ととも

に飛騨の中心をなしてきた地であり、古代の古川を、ひいては飛騨を語るうえできわめて重

要なものであると考えられる。

第 1図は盆地内で確認されている主な古代遺跡を中心に載せたものであるが、当地が高山

盆地とともに飛騨の中心をなしていたことは古墳の分布や古代寺院推定地の数などからも、

このことを裏書きするものであろう。飛騨の古墳はすでに消滅したものも含めると、総数は

約350基にも及がといわれ、とりわけ古川盆地に集中している。宮川および、その支流の荒城

川両岸地帯を中心に、山麓・ 山腹には小円墳からなる後期の群集墳が形成され、大形墳はあ

る一定の領域内に 1、 2基が段丘上の平地に営造された向きがある。

飛騨地方での古墳造営の開始時期は、墳丘の規模や内部構造、出土遺物などから5世紀代

に遡ることは疑いえないが、美濃地方よりはかなり遅れる。古川盆地では国府町広瀬の亀塚

古墳、高山盆地では冬頭王塚古墳が現在知 られる最古の古墳であり、両者は円墳であるとと

もに川原石積みの竪穴式石室という構造上の共通点をもち、加えてこの時期の古墳は自然地

形を利用しながらも平地部に造られる特徴がある。飛騨における古墳造営の開始時期を大和

政権による地方首長の地位の外的承認を前提において考えるならば、この造営年代は中央の

勢力が及んだ時期を示すことになるものと思われる。

古川盆地の北西端、宮川左岸の上位段丘上にある信包八幡神社古墳は、盆地を一望の下に

見下ろすことができ、現在知られる前方後円墳としては飛騨地方唯―のものである。先の亀

塚古墳などに続 く6世紀初頭の大形墳であ り、この石室は従来竪穴式石室とされたが、現在

は横穴式石室と考えられ、飛騨における横穴式石室の導入時期ともみられている。内部主体
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第 I章 調査の概要

に流紋岩の小形石板を小口積みにした開口部をもつ無袖式の形態を特徴としており、飛騨で

は宮川流域に数例が知られ、また分布に限 りがあるとされている。高山盆地の小丸山古墳は

6世紀後とされるが、信包八幡神社古墳の石室と類似し導入期の横穴式石室の形態を留めて

いる。この形態は 7世紀に入っても部分的に用いられるという。

国府町広瀬の官川右岸の段丘上に立地するこう峠口古墳は、飛騨地方最大規模の横穴式石

室を有する7世紀代の古墳である。横穴式石室の巨大化と巨石化を特徴としており、このほ

かに古川町高野の水上古墳、同光泉寺古墳、中野の大洞平 1号墳、高山市西之一色町の岩屋古

墳などでもみることができ、飛騨地方通有の石室内部構造といえる。またこう峠口古墳や岩屋

古墳などにみられる玄門の特徴は、両側壁に立石を立て、天丼石を一段低 く架設して羨道と

の区分を明瞭にするもので、美濃地方においては通有のものであるが飛騨地方においても7

世紀代に普遍的に認められ、飛騨支路を媒介とする美濃地方からの導入が考えられている。

以上のほか、後期は飛騨地方においても群集墳盛行の時期であり、古墳数の爆発的増加を

みる。先にも述べたように周辺の山麓の各所に群集墳があり、いずれも数基から10数基の横

穴式石室を蔵する円墳の小群である。これら古墳被葬者の画期的増大は、共同体的な体制の

なかに家父長制家族が広範に拾頭した時期という事ができ、家父長制世帯共同体の発展と自

立化の歩みを反映するものともいえる。かつて格崎彰一氏は飛騨地方における古墳文化の展

開について、高山・古川両盆地に形成された古墳群を 8地区に分けて叙述し、「それぞれ独立

の古墳群を形成し、他と互いに区別される領域を背景にもっていた」と、その間の事情を説

明した。このように考えると、それら古墳群の相対的独立性を保証した基礎は、盆地内の小

河川がつ くった沖積低地を単位とする農業生産力の独立性にあったことがうかがえ、また後

期における群集墳の爆発的展開は、先の家父長制世帯共同体の自立化が、さらに進展したこ

とを示すものといえる。飛騨における群集墳の最盛期をいつに求め得るか、この点に関して

は今後の調査の進展を待たねばならないが、古川盆地ではこの間、群集墳の衰退とともに 7

世紀末葉を中心に寺院の造営が相次いで活発化し、造寺活動の背景にある歴史的動向が注目

されている。

飛騨地方における群集墳の終焉を、群集墳の展開に示された家父長制世帯共同体の拾頭に

もとづく支配体制の混乱と、群集墳の衰退に現われた支配体制再編の動きのなかでみるなら

ば、新たな政治的再編の成果が反映しているものと思われる。こうした背景には畿内支配層

の動向に伴 う地方支配強化にあみきらせることになった、律令制にもとづく国家体制の整備

嬢きにしては理解することはできない。

群集墳の衰退、そしてその終末後に消ltる 盆地内での活発化した造寺活動や、先の報告で

概略を示した須恵器指向ともいうべき状況のなかで土器様式の変化をみるならば、 7世紀後
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半から8世紀初頭での須恵器の器形の交代や形態の変化は、 6世紀代ないしは 7世紀前半ま

での比較的緩やかな形態変化 と自然な形式的発展 とは異なり、食器類を中心 とした多様な器

種の分化 と法量の規格化に代表される広い斉一性をもつ土器様式を成立させている。また集

落内においても、新たに掘立柱建物の出現によって集落内部における構造的変質のなされて

いく状況が看取され、 8世紀以降、竪穴住居 とともに普遍化 してい く。 こうした一連の大き

な変化は、過度的な段階を経て、新たな支配体制である律令制を基軸 とする国家体制の枠組

のなかに、その一地方 として包括されたことを示 しているとともに支配体制再編の着実な進

展を反映するものといえよう。

先に述べた食器類を中心 とした多様な器種の分化 と法量の規格化に代表 される斉一性をも

つ新たな土器様式の成立は、きわめて規範の強い現象であ り、また政治的動向を反映するも

のとして、加えて遺跡のあ り方からしても、この上町遺跡が飛騨における律令制下の比較的

およびやすい地域の一つであったことが うかがい知れるのである。

先に造寺活動について触れたが、飛騨の古代寺院は飛騨国分寺・ 尼寺までを含めると14箇

所の寺院跡推定地がある。 この うち古川盆地に10箇所を数え盆地内に広 く分布するが、その

あ り方をみると、ある一定の領域を意識 した定立が看取される。古川町内に 6寺、国府町内

に 4寺がそれである (第 1図 )。 国分寺・ 尼寺を除 くと、平瓦の造瓦技術においては桶巻作 り

であることから一般に国分寺建立以前の造営 と考えられ、いずれも白鳳寺廃 と推定されてい

る。狭小な盆地内に一種乱立の様相を呈しているが、律令制古代国家の成立や飛騨の特殊性

を考慮すれば、仏教文化の波及 もむしろ当然のことであろうし、盆地内における有力豪族の

高文化や文物の積極的受容も、 こうした背景 と動きの一環 として捉えなければならないもの

かもしれない。

律令制施行以降の盆地内の状況は、上町遺跡 C地点の調査を契機に、ここ数年来の調査例

の増加により会 々にではあるが集落の景観が明らかになってきた。今次報告のD地点では途

中、断絶はあるものの灰釉陶器の衰退に伴い、無釉のいわゆる山茶娩、小婉などからなる単

純な器種構成を特徴 とする新たな土器様式の段階まで竪穴住居が存続することが明らかとなっ

た。常滑窯や渥美窯などで広域流通中世陶器が生産 されだす直前段階と考えられ、11世紀末

葉から12世紀前葉頃に比定される。

今のところ、この間の推移を考古学的資料で説明するには心もとないが、いわゆる「律令

的土器様式」の成立 。発展を経て、 8世紀後半に入ると食器類は前段階に比較 して法量の縮

小化傾向が現れるとともに、 口径による多様な分化は減少する傾向を示 しはじめる。また邪

の底部に回転糸切 り痕をそのまま残すものが出現 し、この土器にあらわれた様式変化の方向

は 9世紀に入っても続 き、地域的な土器様式へ と変容していく。 こうした、この時期の背景
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には、浸透しつつある私領形成の動向と律令制の弛緩が表裏一体の歴史的事象であることか

らして、土器様式にあらわれる変容は単に土器の指向性の違いによるものではなく、一地方

にあってもその背景を形づ くっていた律令制のゆるやかな変質・解体の過程を示す形跡がみ

られるのである。

9世紀のそれは、回転糸切 り技法の定着を一応の目安として、後半代から10世紀前半にな

ると灰釉陶器の需給範囲が一層ひろが り密度をもつようになる。上町遺跡ではこの時期、遺

構が減少するためまだ十分明らかになっていないが、器種数の減少が次第に顕著になってく

る。また10世紀前半代は須恵器生産の衰退に伴い、食器類は灰釉陶器塊を主体として、土師

器不やロクロ土師器婉からなる単純な器種構成が一般的になってくる。こうした現象は11世

紀代に入っても続き、やがて灰釉陶器の衰退に伴い、無釉のいわゆる山茶娩の出現をみるま

での間、他にその需要を満たす量の土器が存在しない以上、木製品の普及を想定するのも穏

当と思われる。遺跡内における建物構成をみると、 7世紀代に掘立柱建物が出現し、 8世紀

前半には掘立柱建物中心の構成を一時とるが、以後、掘立柱建物 との併存が一部みられるも

のの、山茶婉窯期まで竪穴住居が終始一貫して存在していた。しかし遺跡内では、無釉のい

わゆる山茶婉生産の成立時期に至ると、前代よりもさらに単純な器種構成をもつ新たな様式

の成立をみる。また、この時期には中国より将来された比較的品質の高い白磁の玉縁坑がわ

ずかではあるが共伴している。加えて窯業史的立場からみても山茶塊生産の成立は、新たな

中世的様式発展の方向を示すものであり、遺跡内における古代から中世への画期をここに求

めることができるものと考える。

律令制支配の解体とともに始まる中世社会の古川については、今のところその動向を語る

史料はない。しかし遺跡内においては先の山茶坑窯期以降、12世紀までは大小の玉縁をもつ

白磁婉が共伴し、続 く13世紀から14世紀代になると、舶載陶磁器では龍泉窯系青磁の境類の

比率が高まり、国産陶器は13世紀代では常滑瓶、瀬戸灰釉瓶子、天ロナ宛などの東海産からの

移入が日立つ。14世紀になると、舶載陶磁器の量が減少し、国産陶器が増えはじめる。14世

紀中葉以降の龍泉窯系青磁はほとんどみられなくなり、かわって国産品では瀬戸・美濃系の

天ロナ宛、招鉢、平鉢、常滑系の瓶など東海産が主体をなし、また越前焼の瓶、招鉢などの北

陸産も流入する。14世紀後半から15世紀代にかけて遺物量はピークをむかえ、瀬戸・美濃系

の製品が大半を占める。16世紀以降、依然として東海産が主体をなすが、遺物は減少傾向を

たどる。こうした陶磁器類の推移は、当遺跡で調査された竪穴状遺構や配石遺構、あるいは

道路状遺構などの中近世遺構 との関連でみれば容易なことである。

鎌倉時代にかかわる直接資料が皆無であることから地域の生活を明らかにすることは難し

いが、記録に残る姉小路氏が飛騨国司に補任さたれのは建武年間 (1334～ 37)と いわれ、こ
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うした動向を駆使 して、当時の支配層および民衆の生活をかろうじてかいまみることはでき

よう。岐阜県地名大辞典によれば、姉小路家網は小鷹利郷信包に居城 し北方の吉城郡に拠点

を置いたとい う (尊卑分脈 )。 一方、幕府は南朝に対抗し、延文 4年 (1359)京極 (佐 々木)

氏を飛騨国守護に補任 し南方の益田から大野郡を勢力範囲とした。この対立は、応永18年 (1411)

に姉小路氏が京極氏らと戦って敗れ、乱争後、小島・ 小鷹利 。古河の三家にわかれた。小島

城の小島家が嫡流 となり、向小島城の小鷹利家、古河城 (蛤城)の古河家が鼎立することに

なった。応仁の乱の影響は山国飛騨にも及び、姉小路三家の対立に守護京極氏が加わって乱

以後 も混乱は続いた。 この時期以降約百十数年間、三木氏を滅ばして金森氏が飛騨に入部す

る天正14年 (1586)ま で、 この時代は戦乱に次 ぐ戦乱で、盆地内は時の権力者に翻弄されて

民衆は疲弊 していたと考えられる。 この間、京極氏の被官三木氏の台頭によりその勢力は失

われ、また江馬氏が台頭 し、弘治 2年 (1556)に姉小路三家を攻め落 とした。当時飛騨は甲

斐の武田氏と越後の上杉氏の対立抗争の渦中にあって去就が定まらなかったが、天正10年 (1582)

三木 。江馬両軍が決戦 し、江馬氏が敗れて三木氏が飛騨の全土をほば統一した。

姉小路三家のなかに古河城 (蛤城)の名がみえるが、上町遺跡はまさにこの城の東方、宮

川右岸に位置 している。古河城が絡む抗争では寛正 6年 (1465)に 古河氏の古河郷が武士の

押妨を うけ、また金森氏が天正17年 (1589)に 増島野に増島城を築いた際に、高野のかつて

の古河城下の町家を増島に移動させたとい う。

遺跡が示す内容 と、南北朝・室町・戦国時代を通 してみる歴史的推移は、まさにこの段階

にあたるものである。古代 とはまった く違った階層制の社会を作 り上げていった中世 とい う

時代の到来を遺跡のなかに日にしたとき、その時代の具体相を切らかにし、時代の特質、そ

の形成 と変容の過程がどのようなものであったか、先の古代社会の展開と同様、今後大きな

問題を提起するものと思われる。

注 記

1)岐阜県教育委員会 1990『改訂版 岐阜県遺跡地図』

2)八賀 晋 1988「 2飛騨の古墳と古代寺院」『飛騨国府シンポジウム 古代の飛騨一その先進性

を問う一』岐阜県吉城郡国府町

3)『前掲注12池 八賀 晋

4)成瀬正勝 1989「 岐阜県における横穴式石室の受容」『第10回三県シンポジウム 東日本におけ

る横穴式石室の受容』 千曲川水系古代文化研究所他

5)植崎彰- 1972「第 5章古墳文化 第 3節飛騨地方における古墳文化の展開J『岐阜県史 通史

編原始』岐阜県

6)『前掲注(lX 12池  岐阜県教育委員会、八賀 晋

7)「角川日本地名大辞典」編集委員会 1978『 角川日本地名大辞典 21岐阜県』角川書店
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第 3節 調査の経過 と概要

ここでは延べ 2箇年にわたる上町D地点の調査の経過と概要について述べることにしたい。

調査の開始 C地点調査終了後の昭和63年 5月 、D地点となったバイパス予定地約500m間

のテストピツトによる確認調査が行われた。この目的の一つに予定地内における基本層序の

確認があり、このときの所見をもとに調査区内での遺物包含層のあ り方や、昭和30年代以降

の土地改良事業に伴 う微地形の変化を考慮しつつ、発掘の準備に取 りかかった。また、これ

らとは別に調査区内には未買収地区が存在していたことと、周囲の水田に水を供給するため

の水路が区割ごとに調査区を横断していたことから、調査の開始時期については田の水の供

給が止まる9月 を目処に、バイパス予定地の北側から開始することになった。

地区名の呼称 とグリッ ドの設定 調査区内はほば全域が水田であったことから、水田層を

重機によって除去したのちにグリッドの設定を行い、調査にあたることを基本方針とした。

その間の調査の進行および出土遺物の把握のために、調査区を便宜的に水田の区割をもとに

南側から北側へ 1、 2、 3区…と命名し、最北端について北側調査区と呼称した (第 5図 )。

グリッドは8m方眼を基本に、調査対象地内の全域をカバーできるように設定した。方向

はバイパスが直線となるセンターを使用し、グリッドの長軸は真北から47度西偏する。グリッ

ドの呼称は、長軸方向に南東から北西へは算用数字の 1～ 65、 長軸に直交する方向の北東か

ら南西へはアルファベットのA～ Gと し、また 8mグ リッドはそのなかを四分割にして 4m

方眼とし、南東より時計回 りに a～ dの小文字のアルフアベットを付した。それらの組み合

わせによって調査区内をA-1区 、B-2a区 というように表示区分を行った。なお便宜的に、

北西側の官川下流方向を「北側J、 南東側の上流方向を「南側」と称 した。また遺構密集区が

大きく北側と南偵Jに存在していたため、それらを北側遺構群および南側遺構群 と呼称した。

やや煩雑な面もあるが、使い分けしているために留意されたい。

調査経過 D地点の初年度調査は昭和63年 9月 16日 から開始され、第 5図の遺構およびグ

リッド配置図をもって要約すれば、47列以北 (北側調査区)お よび 6区 。7区 (29列 ～37列

相当)が調査区に該当する。このうち47列以北は確認調査において瓦が発見されるとともに、

遺物包含層までの深度が比較的深いこともあって、当初から期待のもたれた地区であった。

調査は重機によって水田層を除去したのち、遺物包含層へと進められた。遺物が顕著に認

められた地区は北側調査区の48列 以北、53列以南に限られ、 7世紀末葉から8世紀初頭の須

恵器を中心に土師器、灰釉陶器、瓦、山茶婉、青磁、白磁などが検出され、そのなかで瓦の

出土が目を引いた。こうした遺物の出土量からみて、北側調査区ではかなりの遺構数が予想

された。Ⅲb層 からⅣ層上面まで下げると予想どおり竪穴住居址を中心とした遺構群が検出さ

― H―



第I章 調査の概要

れ、順次調査を進めた。瓦の多 くは竪穴住居内で発見され、そのなかにはカマ ドの構築材に

転用されているものも確認された。54列から57列 までは遺/74はほとんどみられなかったが、

58・ 59列 の一部に瓦集中地点があり遺構の存在が考えられた。当初は古川盆地における未発

見の寺院の存在を予想させたが、瓦集中区は文字どおり瓦が多量に出土し、いずれも破損が

激しく廃棄されたものと推測された。しかし、この付近に寺院跡の存在を予想 させるととも

に、瓦を伴出した住居址との関連を印象づけた。なお文様瓦は「重圏縁単弁蓮華文軒丸瓦」

や「押引き重弧文軒平瓦」があり、国府町丸山窯址、同名張廃寺 と同範であ り、また平瓦や

丸瓦のなかには古川町信包の中原田窯址出上のものと類似し、供給地のあり方が注目された。

6・ 7区は試掘時にはすでに遺物包含層はほとんど認められず、水田層を除去するとすぐ

Ⅳ層面に達した。遺構の密度は北側調査区に比して低 く、 4軒 の竪穴住居址以外には道路状

遺構と土坑が調査された。通常12月 中旬以降、翌 3月 頃までは降雪などにより調査不能とな

るため、瓦集中区以北の配石群の一部を残して12月 14日 をもって一旦終了した。

2年次調査は平成元年 4月 12日 より開始し、初年度の末調査部分は5月 4日 で終了した。

末買収地区がすべて解決したことから5月 9日 には調査を再開し、南北両方向より適宜、重

機と車両を併用し、水田層の除去に取 りかかった。 4区・ 5区については確認調査時の所見

において水田直下です ぐ河岸礫層に達したため遺構 。遺物とも遺存の可能性はきわめて低い

ものと考えられた。そのため 4・ 5区間については トレンチ調査を行ってから判断すること

となり、具体的には幅 2m、 長さ100mの トレンチを等間隔に 2本設定して対応 した。結果は

ほとんど遺構 。遺物もなく、す ぐ河岸礫層に達したが トレンチ内の落ち込みから大規模な石

敷遺構の発見につなが り、また集落構成との関連でみるならば、北側と南側では各々異なる

形成過程が考えられ、全面調査の必要性を改めて痛感させられた。

6月 下旬には水田層の除去が終わ り、北側の 8・ 9区の遺構調査に入った。Ⅳ層の黄砂層

が安定して堆積し遺構の確認においても容易に進められた。発掘した遺構は竪穴住居址16軒、

掘立柱建物址14棟 が主なものであるが、このほか竪穴状遺構や土坑なども合まれている。住

居址のうちの何軒かは山茶婉窯期に属し、飛騨地方では始めての発見と思われる。掘立柱建

物についても同様な事がいえ、両者の併存関係が注目され、 8・ 9区 も9月 上旬にはほぼ終

了した。並行して7月 からは南側の 1区から3区の遺構確認に入った。 1区から2区にかけ

ては予想をはるかに上まわる結果となり、配石遺構や竪穴状遺構を中心とする中世段階に比

定される一群と、竪穴住居や大形の掘立柱建物を中心とする古代の一群が明らかにされ、ま

さに足の踏み場もないほどの遺構の重複であった。この間、 3回 に及ぶ航空測量を併用して

調査を進め、平成元年12月 15日 を以って 2箇年にわたる発掘調査を終了した。なお調査面積

は10,684m2に及んだ。
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第 3節 調査の経過 と概要
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第 I章 調査の概要

第 4節 遺跡 の層序

遺跡は、前述のように官川右岸の微高地上に位置 し、その広がりは上町一帯に広範囲にわ

たって展開すると推測される。調査の対象となったバイパス建設予定地は、宮川の流向に沿

うように予定されており、そのため調査区は微高地の縁辺部を細長い トレンチで設定したよ

うに南東から北西に延びている。発掘にあたっては、この特性を利用すべ く調査区域内に一

定の厚さと広が りをもつ土層にについて対比を行った。また、遺構と土層の関係を検討する

ため、全体に安定した広が りを持つ特徴的な層相を示す土層を鍵層とした。中世に比定され

る遺物を包合するⅡb層 (上位)を鍵層A、 古代に属する遺物を包合するⅢa層 を鍵層 Bと 呼

称する。 しかし、地形的に一番低い北側配石群付近 (第 4図 。①)では、Ⅱ層層準と考えら

れる層位が整合せず、異なった堆積 (状態・成因)カミ認められた。その判定には不十分では

あるが、土層断面をもとに層相を概観する (第 Ⅱ章第10節 )。

現況は主に田畑で構成され、土地改良事業による影響もあり、一見すると平担地のような

景観を呈している。しかし、層序柱状図からも判るように、地形は緩やかに傾斜しながら凹

凸をもち変化に富んでいることがわかる。土層の堆積状態は、こうした地形に制約されなが

らも、河川の運積作用とその人為的な変革によって形成されたものと考えられる。以下、大

きくI層からV層 に分けられた土層について特徴を述べる。

近 世 併

中 世 卜

平安時代 卜

古墳 ～奈良時代 レ

弥生時代 併

①      ②      ③      ④
C-61区     C-49区    D-42区     D-27区

第 4図 上町遺跡 D地点 層序柱状図 柱状図‰ ,

(①～⑤は第 5図遺構配置図の番号に対応)

⑤
F-7区

標高所 O
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第 4節 遺跡の層序

第 I層―褐灰色～黒褐色土(10YR 4/1～ 10YR 4/2)水 田土壌で作土(Ap)層・ スキ床

(Ag)層 および、潅漑水によって斑鉄がみられるリモナイト層からなる。 Ia～ Ic層 に区分

され、Ia・ Ib層 は昭和30年代以降の土地改良により、Ic層 はそれ以前で近現代の陶磁器片

や石臼等が出土している。層厚は20～ 30cm。 構造はカベ状で、土性はシル ト質壌土である。

第Ha層―黒褐色土(10YR 2/2.5)層 上位に I層の浸食と考えられる鉄・マンガンの斑紋

がみられ、グライ斑が存在する。層下位から、磨耗 した近世陶器が出土している。層厚は10

～15cmで I層 との層界は平坦で明瞭である。上位と下位に細分される可能性があるが、広が

りが一様でない。構造は力べ状から角塊状で、土性は砂質埴土から砂質埴壌上である。

第Hb層―黒褐色土(10YR 2.5/2) 鍵層Aと 呼称する。土粒は密で締まり、粘性が強い。

平安時代以降中世の遺物を包合する。Ⅱa層 との層界はやや波状を呈するが明瞭である。上位

と下位に分けられる箇所がある。主に遺構・遺物が検出される部分にみられるようで、斑紋

状のブロックや礫を含んでいる。層厚は15～ 20cm。 構造は亜角塊状で、土性は砂質埴壌土か

ら砂壌上である。本層は、調査区域全体に安定した広が りをもっている。

第III a層一黒色土(10YR 2/1)鍵層 Bと 呼称する。土粒はやや密で、粘性は中程度である。

Ⅱ層と層界は明瞭である。粒径0.2～ 0,8cmの 亜角礫を5%ほ ど合む。また、特徴的な黄色粒

子が 2%ほ どみられ、調査区域全体で観察される。また、ラミナとして赤色粒子が混 じる箇

所もみられる。これは火山降下物とは考え難 く、河川の運積作用によって運ばれてきたもの

と考えられる。本層は古墳時代後半から奈良時代の遺77Jを包含し、遺構の切 り込み面となっ

ている。その周辺では、黄色粒子や訣、斑紋状のブロツクが特徴的な分布状態を示すことが

観察される。層厚は約10～ 17cm、 構造は亜角塊状で、土性は砂壌土。

第Ⅲb層一黒褐色土(10YR 2/2)Ⅲ 層とⅣ層の漸移層にあた り、黒褐色土と黄砂が斑紋状

ないしは波状に入 り混 じっている。そのため、それぞれの層界は不明瞭である。 C地点では

縄文中期から弥生時代後期の時間幅をもつ、磨耗した遺物が数点出土している。層厚は10～

17cm、 構造は亜角塊状から単粒状構造である。土性は砂壌土から壌質砂土。

第Ⅳ層―にぶい黄橙色土(10YR 4/3)黄砂層と呼称 している。遺構のほとんどが本土層中

に掘 り込まれ、多 くは確認面となる。10～ 25cmの層厚をもちⅢb層 との層界は平坦な面と、波

状を呈することがある。Ⅲ層の堆積が厚い部分は後者である。単粒状構造で乾燥すると大き

く崩落する。土性は砂土。

第 V層―河岸礫層 表面は起伏をもち、その高まりは調査区内では主として南東側にある。

これはおそらく宮川系の流路に調和すると思われ、河床上に生じた礫州と考えられる。この

河岸礫層には、砂や粘土質シル トが互層となってはさまっているが、それぞれラミナに相当

し一連の堆積物 とみなされる。
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

上町遺跡 D地点の発掘調査が行われるようになった契機は、前章にも述べたとお り、国府

古川バイパスの建設である。 この遺跡は、すでに岐阜県教育委員会によってはぽ確認されて

お り、建設省が進めるバイ′くスの計画路線がその遺跡にかかったことから発掘調査が始めら

れたものである。 D地点の発掘は、昭和62年から開始された C地点の継続調査である。

調査はバイパス建設 とい うこともあって、限られた幅ではあったが、 C地点を併せれば長

さは約660mに も及び、また土器の分布 している範囲から判断すると、南北 1.5km、 東西500m

が、推定される遺跡であ り、発見された遺構 。遺物 とともに飛騨地方では前例のない古代か

ら中近世にまで及ぶ大規模発掘 となった。 しかし、 この調査 された上町遺跡のみで遺跡全体

の特徴がわかるとい うものでなく、今後の分析の中で各時代の具体相を引らかにし、時代の

特質、その形成 と変容の過程がどのようなものであったか、その普遍性 と特殊性がわかって

くれるものと考えられる。

ところで、検出された遺構の内訳 と遺跡の様相について概観すれば、まずD地点において

検出された明確な遺構は、竪穴住居址44軒、掘立柱建物址27棟、柱穴列 1条、瓦集中区 1箇

所、方形周溝墓 1基、竪穴状遺構19基、配石遺構19基、集石土坑 8基、土坑17基、墓羨 3基、

道路状遺構 2条、溝状遺構 8条、石敷遺構 1基、そして北側配石群 1群 とからなる。それ ら

の遺構群はバイパス予定地内に広が りをみせるが、巨視的にみれば北側 と南側の調査区に集

まっている。また遺構群は、出土遺物が示す時間幅から、おおよそ 4世紀代から16世紀代頃

までが営まれた時代である。その中心は古墳時代後期の群集墳の展開期から律令形成期まで

の 6世紀中葉から 8世紀中葉頃までを下限とする時期 と、山茶婉や小婉などのきわめて単純

な器種構成に変わる中世的土器様式 とでもいえる段階を契機に、舶載陶磁類や国内産陶磁類

が伴出する、為およそ16世紀代頃までを下限とする時期の、大きく二つの段階に分けてみる

ことができよう。

前者は竪穴住居址 と掘立柱建物址 との消長関係から、その推移が追える。 6世紀代に竪穴

住居のみで成立 した集落は、 7世紀代に入って掘立柱建物 との併存が部分的にみられるよう

になる。 7世紀末頃と思われるが、瓦が出上 した北側調査区では二面に廂がつ く規模 も大 き

い掘立柱建物が出現した。 この建物は、この地区の中心的位置を占めた遺構 と考えられ、集

溶内の有力者の階層から漸次、掘立柱建物へ と移行 していたことが推定できる。 しかし、 こ

うした移行 も 8世紀前半段階での現象であって、掘立柱建物のみからなる集落に完全に移行

するものではなかった。 8世紀 も後半以降になると、摩たたび竪穴住居を主体とする集落構
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第 1節 竪穴住居址

成に変わ り、当遺跡では11世紀代まで竪穴住居は確実に存続 している。 7世紀末から8世紀

初頭頃、突如出現した大形の掘立柱建物群 こそ、その形成過程を考えたときに特殊性が垣間

みれよう。前者を古代社会のなかの展開とみるならば、後者は古代 とはまった く違った階層

性の社会を作 り上げていった中世 という時代の到来を意識させるものといえよう。以下、竪

穴住居址から説明してい くことにする。

＝
撫
鷲

鰹 lri

一′一．
，

||||II'||■ ||'|| | ―  |.| | ■■|||

19号住居址遺物出土状態

7号掘立柱建物址全景
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

第 1節 竪穴住居址

1号住居址 (第 6図、図版 6)

本llLは調査区北側のA-54区 に位置し、周辺は北側調査区内でも比較的遺構が集中してい

た箇所である。このうち、 1号、 2号、 3号、 5号 の各住居址、それに 1号掘立柱建物址か

らは白鳳期の瓦類が検出された。それらのグループは、規模でみる限 りでは竪穴住居よリー

回り大きい掘立柱建物を中心とする、一つの集落単位であったものと考えられる。また本址

は、遺構の大部分が調査区外に広がっていたことから、調査は南側コーナーを中心とした部

分的なものとなった。 したがって規模や形態については判然としないが、関連をもつ 2号、

3号の各住居址を参考にすれば、一辺が3.5～ 4mの方形プランと考えられ、カマドは東壁に

設けられたと推定される。

竪穴内の状態については、まず壁の高さは約35cmを測 り、土層断面図からも分かるように

Ⅲa層 まではぼ垂直に立ち上がっている。またⅣ層の黄砂を15cmほ ど掘 り込んでいる。周溝は

壁に沿って存在していることから、全周していたものと考えられる。幅は15～ 20cm、 深さは

床面から8 cmほ どを測 り、断面は幅の広いU字状を呈する。

床面はⅣ層の黄砂まで掘 り込んだのち、その一部をもどして貼 り床を構築している。壁際

はあまり良好ではなかったが、中心部はよく踏み固められ土間状に硬化していた。なお、調

査区内では柱穴は検出されなかった。

覆土は10層 に分けることができた。各層とも基質はⅢa層に類似し、層相の変化に乏しい。

各区分は、暗褐色土ブロックや黄砂・礫等の含有量やラミナ (薄層)の分布状態等を基準と

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はⅢa層に近値だが

切度・彩度とも増す。暗褐色シルト質垣土ブロック5%。

黄色粒子 (2,1土)2%。 亜円礫 (15,8～ 5)5%。 炭
化物 (1■ )1%未満。 〔中・ 26～ 27〕

第2層  黒褐色土 (10YR 2/3・ 2/25)基質は1層に類似。
層界は不朔瞭。暗褐色土ブロック含まず。黄色粒子 (1■ )

1%。 炭化物微量点在。亜円礫 (15,8～ 5)2%。 b層で
は上位を中心に3～ 5%集積部分あり。 〔中 。24～ 26〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)1層 との層界は粥瞭平坦。黄
色粒子徴量点在。a層 では亜円礫 (7■ )1%。 板状炭化
物の薄層中央下位。 b層では亜円礫 3%集積。同一流動方
向。 〔中 。24～ 26〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ш a層類似上を基質として

黄砂・亜円礫の薄層がみられる。 b層 は薄層が密に観察さ
れる部分である。 〔中 。26～ 27〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/2・ 25/3)Ⅲ a層に近値の上
層。黄色粒子 (2,1± )2%。 炭化物 (1± )1%未満点
在。 a層は均質な土層。 b層では斑紋黄砂ブロック (15～

10)3%、 亜円礫 (10,5± )2%。 c層では黄砂ブロック

5%、 亜円礫 3%。 〔中・24～ 27〕

第6層  暗褐色土 (10YR 3/3,35/3)Ha層 類似土と黄砂
で構成 (5:1)。 下位を中心に炭化物 (1± )2%。 亜円

礫 (10,8～ 5)3%。 b層では基質中の黄砂10%強。〔中・
25～ 28〕

第7層 黒褐色土 (10YR 3/2)基 質は2層 に類似。a層では

亜円礫 (10,5± )3%。 基質中の黄砂7%。 異斜方向から
の黄砂薄層と互層。 b層では薄層みられず均質。c層 では

基質中の黄砂10%。 〔中・ 26～ 28〕

第8層 暗褐色土(10YR 3/35・ 35/35)基 質はⅢa層類似
土と黄砂で構成 (4:1)。 亜円礫 (20,10～ 7)5%。 a層
では斑紋黄砂ブロック (70,50～ 25)15%。 b層では20%。

第9層  にがい黄褐色土 (10YR 3 5/4・ 3/4)基質はⅢa層
類似土。壁際から黄砂浸食。 a層では基質中の黄砂30～40

%。 b層は40～ 50%。 〔中 。24～ 25〕

第10層 暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。暗褐色土と責砂で構

成 (4:3)、 薄層を形成。 〔中 。29以上〕

第 a層 黒色土 (10YR 2/15)基質はⅢa層 に近値。無核の

斑紋黄砂ブロック (20,10土 )3%。 黄色粒子 (1■ )2
%。 黒褐色土 (10YR 2/2)の 薄層が異斜方向にみられる。
〔中・ 27～ 28〕

第b層 暗褐色土 (10YR 3/3)基 質はⅢa層 と黄砂で構成。
亜円礫(15,5± )3%。 b2層 では黄砂が斑紋となる。〔強・

26～ 27〕
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第 1節 竪穴住居址
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

して行った。偏在する部分については、細かく区分した。堆積状態は、 1層から9層 まで、

いわゆる交互堆積を示している。この堆積過程をみると、基質にみられる礫やブロック等の

流動方向、黄砂や暗褐色上のラミナの分布状態と方向から、人為的な埋めもどしを想定する

ことができる。土層断面にみるように、住居址周辺から中央に向かって土砂が流動している。

壁際では緩やかな土層推積を示すが、中央付近は盛 り上がって複雑な堆積を示す。覆上の最

上部は、本区域の遺構が集中する箇所を中心に堆積するⅢ a′ 層に覆われている。基質はⅢa

層に近値で黄色粒子を合んでいる。

出土遺物 (第 7・ 8図、図版126)

調査された範囲内からは36点 の遺物が出土した。内訳は須恵器類16点 (ナ下4・ 蓋 1・ 甕11)、

土師器類10点 (lTh 2・ 甕 8)、 瓦類10点 (軒丸瓦 1・ 九瓦 4・ 平瓦 5)であり、図示した以外

は細片が多かった。

遺物の分布状態は、覆土の走向や傾斜にはば適合しており、住居l■の西側から中央に向か

う範囲に集中し、層界付近にいわゆる面上の分布を示すものが多かった。この傾向は層上位

から下位にかけて観察され、覆土の生成過程のなかでみるならば、遺物は比較的短時日のう

ちに投棄されたものと推定される。第 6図下の遺物断面投影図をみても分かるように、何回

かの投げ込みによって覆土中に堆積したものと考えられる。また、その図は土砂と遺物の投

げ込みが交互に、ないしはほば同時に行われたことを示すものでもあり、覆上の走向や傾斜

と相関関係をもっている。 7の須恵器甕の接合例は、そのことと、投げ込みの同時性を示す

資料となろう。

図示した遺物の出上位置は、プラン確認時に覆土最上層から2が出土し、上位からは 5・

8・ 10が、中位からは3と 4と 6が出土している。下位から最下位にかけてがもっとも多 く、

1・ 7・ 9があげられる。このうち 1と 7の一部は床面に接していた。なお 1の蓋は混入遺

物と考えられる。また瓦は、軒丸瓦を含めて 3点を載せたが、 8の軒丸瓦は内区に 1+4の

小さな連子と10葉の蓮華文を配し、三条の圏線を周縁に巡らす二重圏縁単弁連華文軒丸瓦で

あり、国府町の九山窯llLと 同範と考えられる。九瓦は4点出土したが、破片であり全容を知

りえるものはない。しかし、いずれも凹面には布目痕を残し、糸切 り痕や粘土板合せ目のあ

るものもみられることから、それらは粘土板巻き付けによって製作されたものと考えられる。

平瓦は凹面に残されたいくつかの痕跡から、粘土板桶巻作 りであることが判断される。

最後に本址の年代観について触れるならば、床面から検出された 1の須恵器邪が有効と考

えられる。破片からの復元であることからやや心もとないが、口径の拡大による法量の増大

傾向に着眼すれば 7世紀後半から末頃にかけてのものと把握できよう。

―- 20 -―
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

為言

第 8図  1号住居址出土遺物(2)%

第 1表  1号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

芥

法量 口径(158)現存高(37)cm 現存率 体部以上%弱 破片数 1点 形態 体

部は直線的に聞いて回縁部まで立ち上がり端部で尖る 調整 内外両面―ロクロ調整
胎土 細砂粒 。白色微粒子を多く含みザラつく 焼成 酸化贈焼成ぎみ 色調 灰白

色 5Y8/2 出上位置 床直

2
須 恵 器

ネ

法量 底径(69)現存高(14)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

部から丸みをもって立ち上がる E」q整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面― ロク
ロ調整 胎土 細砂粒・ 白色微粒子を多く含みザラつく 焼成 酸化烙焼成ぎみ 色

調 灰白色 5Y8/2 出土位置 覆土最上位

3
須 恵 器

蓋

法量 現存高(26)cm 現存率 天丼部/ 破片数 i点 形態 天丼部は丸みをもち
口縁部との境は弱く細い 2段の凹線が巡る 調整  天丼部外面―%回転ヘラケズリ

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰色
75Y5/1 出上位置 覆土中位

4
須 恵 器

甕

法量 頸径(193)現存高(109)cm 現存率 顕部% 破片数 2点 形態 頸部は

斜上方に立ち上がり肩部は強く屈折する 凹線の間に斜位の櫛状刺突連続文を 2段巡

らす 調整 内外両面―
「

クロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好 色

調 灰白色 5Y7/1 出土位置 覆土中位

5
土 師 器

外

現存率 体部以上小片 破片数

ち上がりわずかに外反  調整
胎土 緻密 砂粒を含む 焼成

備考 畿内系

1点 形態 丸底の底部から体部は九みをもって立

外面―ナデ→ヘラミガキ 内面―横位のヘラミガキ

良好 色調 橙色 5 YR6/8 出上位置 覆土上位

6
土 師 器

甕

法量 口径(158)現存高(4.8)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部
は「く」の字形で口唇部でやや外反 調整 外面―口縁部縦位のハケメ→ヨコナデ 内

面―横位のハケメ 胎土 砂粒・ 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良 色調

にがい褐色7.5YR5/4 出上位置 覆土中位

7
須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数 2点 形態 丸底と思われる底部から弱い丸みをもっ

て立ち上がる 調整 外面―斜行叩き目文 内面―ナデ 胎土 堅緻 砂粒・小礫を

含む 焼成 良好 色調 外面―灰色5Y6/1 内面―オリーブ灰色25Y4/1 出土仕

置 覆上下位+床直 備考 外面胴部下端に他の甕の一部が付着 焼成時のものと考
えられる

―- 22 -
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8
二重圏縁単弁

蓮華文軒丸瓦

成形・調整 内区に1+4の小さな蓮子をもつ 弁数は十弁で蓮華文を配す 外縁は

3条の圏線を周縁に巡らしている 瓦当部内面はナデ調整 胎土 石英粒・白色粒子

を含む 焼成 良好 色調 灰色75Y5/1 出上位置 覆土上位 備考 丸山窯址と

同範 瓦当径15cm

9 平   瓦

成形 。調整 凹面一布目 全面に綾杉叩き 枠板圧痕

杉叩き 胎土 石英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼成

色調 灰黄色25Y6/2～にぶい橙色7.5YR7/4 備考

凸面―綾杉叩き 狭端面―綾

良好 出上位置 覆上下位

8。 10と 胎土は共通

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 部分的に綾杉叩き 側縁および狭端

縁にケズリ調整 凸面―綾杉叩き 狭端面―綾杉叩き 胎土 石英粒 。自色粒子を含

む 焼成 良好 一部酸化贈焼成ぎみ 色調 橙色7.5YR6/8～ 灰色75Y6/1 出上位

置 覆土上位 備考 8・ 9と 胎土は共通

2号住居址 (第 9図、図版 7)

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/2)鍵 層Bに対比。黄色粒子 (2,

1± )2%。 粘土粒子 (3,2± )上位中央付近に3%集積。

灰化物・粘土粒子 1%弱点在。全体に均質。 【中 。26～ 27〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3。 25/25)a層の基質は1層

に類似するが層界明瞭平坦。黄砂ブロック (30,15士 )7
%。 上位中心に不連続黄砂薄層。 b層の基質はa層 に近値。

黄砂ブロック (40,25± )7%。 亜円礫 (10,8～ 5)5%。
粘土粒子 (2■ )下位端部2%。 〔中 。24～ 25〕

49480n一二

9_______ュ _一―――十一~~Pm

第 3a層 黒褐色土(10YR 3/25)北 東側の2b層端部と類似。

黄砂含まず。層界やや不明瞭波状。北東側にカマド用材の

流動とみられる粘土粒子(5,3士 )3%集積。〔中 。23～ 24〕

第 3b層 暗褐色上 (10YR 3/3)基 質は黄砂とⅢa層類似土

で構成 (3:7)。 亜円礫 (25,10～ 8)5%。 下位端部・

壁際に炭化物 2%集積部分あり。 〔中・ 26～ 27〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。圧縮により板状を呈

す暗褐色土ブロツクと黄砂の薄層で構成。 〔中 。29以上〕

第 9図  2号住居丸L%
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

本址は調査区北側のBoC-52区 に位置する。南東側で 6号住居址 と重複するが、新旧関

係では本l■ の方が新 しい。周辺には瓦類が検出された 1号・ 3号の各住居 l■が北側に、 5号

住居址はす ぐ南側に位置する。また北東側の 1号掘立柱建物址 とは約 7mの距離をお く。

住居址は、北東壁のほば中央に瓦を使用 したカマ ドを持ち、主軸方位はN-55° ― Eを指す。

規模は長軸 (北西～南東)3.9～ 4.lm、 短軸 (北東～南西)3.4～ 3.6mを 測 り、プランは長

方形を呈する。床面積は132m2で ぁる。

竪穴内についてみると、壁の高さは約10cmを測 り、やや開きぎみに立ち上がっている⑤床

面は、Ⅳ層の黄砂まで掘 り込んだのち、その一部をもどして薄い貼 り床を形成している。カ

マ ドの前面を中心によく踏み固められ検出は容易であったが、 しかし壁際では認められず、

部分的に直床式の構造がとられ、一部では軟弱な様子もうかがえた。床面の調査後、貼 り床

を象」がして掘 り方の精査を行ったが柱穴は確認されなかった。

覆土は 3層 に分けることができた。各層 とも基質はⅢ a′ 層に類似 してお り、そのなかで 1

層はとくに近値 していた。粘土粒子の分布やラミナ、黄砂ブロックなどの合有量を基準に分

層 したものが第 9図の上層断面である。各層は竪穴の中央に向かって緩やかに堆積するが、

ラミナや礫、粘土粒子などの流動方向を観察すると、上端部では急な走向がみられる。また

ラミナには不連続のものや、異斜方向に走るものもある。 2a層 は東側のみに分布 し、 3a層

はカマ ド前面にしかみられない。覆土はいわゆるレンズ状堆積を示すが、上述のあ り方から

考えると人為的な埋めもどしが行われた結果 とみることができよう。

カマ ド (第 10図、図版 7)

カマ ドは北東壁のほば中央に設けられ、袖部には平瓦が多用されていた。また同様な例は

5号住居址においてもみられた。 このカマ ドでは構築方法が順を追ってみることができる。

最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りまで約75cm、 両袖部最大幅は約90cm

であった。また焚 口幅は35cmを 測った。

構築順に追ってみると、まず竪穴の床面が作 られると、カマ ドの位置が決まり、基礎部分

が整 う。つまり掘 り方である。第10図の掘 り方図にあるように、壁外へは煙道部分が掘 り込

まれ、床面もカマ ドの部分だけが掘 り下げられている。奥壁 (5層 )に は粘上が塗 り込まれ、

つづいて周囲の壁 も同様に形が整えられる。火床面にあたる部分では、掘 り上げた上を一部

もどして平 らにしている。以上の工程で基礎部分が作られると、粘土 と黄砂によって袖部が

積まれ、同時に内壁には平瓦が立てられ、壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が形づ くられる。

燃焼部の両脇にある長円形の凹みが、瓦の立てられていた掘 り込みであ り、その外側が袖部

の位置 となったところである。また瓦は、袖部の補強材 としても多用されていた。調査で確

認された過程は袖部までであったが、順次、煙道部、天丼部へ と進められたものであろう。
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カマド土層説甥

第 1層 黒褐～暗褐色土 (10YR 3/25。 3/3・ 3/35)基質は

Ⅲa′ 層に近値で、a層では上位にシルト質壌土ブロック・

黄砂ブロックを約 5%含む。焼土粒子2～ 3%分布。 b層

には約 5%焼土を含み、 c層 には粘上が5%混 じる。

第 2層 灰黄褐～黒褐色土(10YR 4/2。 25/25)Ⅲ a層類似

上で構成。 a層 は塊状を呈する黄褐色粘土ブロックを約40

%含む。 b層では粘土ブロックlo%、 焼土粒子5%含む。

第 3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)均質なⅢa層類似土。

第 4層 暗褐色土 (7 5YR 3/4)焼 土・黄砂・Ⅲa層類似土

で構成 (3:2:5)。 最下位に炭化物約 5%集積。

第 5層  褐色土 (10YR 4/4)〔 奥壁塗 り込み〕被熱赤化した

粘土主体。

第 6層 赤褐色土 (2 5YR 4/8)焼 土 (層 理は火床面)。

第 7層 暗褐色土 (7 5YR3/3)〔 2層 とともに天丼部崩落〕

基質は2層に類似するが、粘土・焼土・黄砂が入り混じる。

a層では粘土ブロック (15,10± )5%ほ ど。基質は粘土

約50%、 焼±15%、 黄砂20%で ある。 b層では粘上が60%、

焼±15%で 黄砂はみられない。

49480m―里

第8層  黒褐色土 (10YR 2 5/2)基質はⅢa層類似上で構成c

a層では焼土粒子と炭化物による薄層がみられる。

第 9～ 14層  黒褐～暗褐～褐色土 〔袖部〕9層 (10YR 4/4)

粘土・黄砂・Ⅲa層類似上で構成。a層 では黄砂色粘土約60

%と 主体。 b層では塊状粘上ブロツク (30,20± )25%含
む。10層 (10YR 3/25)均質なⅢa層類似上で構成。11層

(10YR 3/4)Ш a層類似土・黄砂・粘土ブロックで構成さ

れる (513:2)。 12層 (10YR 3/2)Ⅲ a層 類似上で構成。

13層 (10YR 3 5/35)皿 a層 類似土と貢砂で構成。塊状の

責褐色粘土ブロツク (25, 10± )20%分 布。14層 (10YR
3/3)13層 に近値。粘土ブロックを含まず。

第15層  にぶい責褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。Ⅲa層類似

土と粘土ブロック (25,10■ )が 10%ほ ど混じる。

第16層  黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質は住居址覆± 3a層 に

近値。 a～ cは焼土および粘上の合有量によって区分。

第17層  黒褐色土 (10YR 3/2)基質は15層 に近値であるが黄

砂は10%ほ どで、Ha層類似土主体。

第10図  2号住居用:カ マド%

―- 25 -―



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

覆土についてみると、燃焼部内に堆積する土層のうち、 2層 には粘土が多くみられ、また

下位は焼土化が進んでいることから、この上層は天丼部が崩落したものと考えられる。また、

この 2層 中からは面上の分布を示す平瓦の出上があり、天丼部の架構用材としても利用され

ていた可能性がある。カマドに転用された瓦の接合関係をみると、カマドの周辺に移動もし

くは散乱した状態のものと接合するものが日立ち、単に自然崩壊だけの問題では済まされな

いものがあるといえよう。ここでは住居廃絶時に故意に破壊されたとみておきたい。

出土遺物 (第 11～ 16図、図版126～ 131)

遺物は瓦類を中心に比較的まとまって出土し、総数は307点 を数え、内訳は須恵器類32点 (ナ不

7・ 蓋 4。 高lTA 3・ 甕16・ 鉢 2)、 土師器類130点 (lTX 6・ 高杯 7・ 甕117)、 瓦類145点 (丸瓦

18・ 平瓦127)である。これらの分布状態は、カマドとその前面に集中し、次いで東側と西側

にも若千みられた。カマドから出土した多くは、用材として転用された瓦である。袖部の内

壁に使用されたものがほとんどであるが、袖部の補強材としても利用されていた。また用途

上、平瓦が大半を占めていた。竪穴内の遺物は、いわゆる面上の分布を示すものと、層中の

分布を示すものがみられたが、それぞれは堆積上の走向と傾斜に適合しており、なかには接

合するものもみられた。遺物は土砂とともに投棄されたものと理解するのが穏当と思われる。

図示した遺物のなかで接合関係を示すものとしては、 2・ 8・ 9。 10・ 13・ 14・ 22の 7点が

あり、そのなかで 2の須恵器蓋は 3号住居l■ 内出上の遺物 とも接合している。これ以外でも

●須 恵 器 不   □土 師 器 変
★須 恵 器 蓋   。丸   瓦

■須 恵 器 変   □平   瓦

:圭纏 桑    9-     獅

第11図  2号住居 lll:遺 物出上分布図 %

同様な例 としては平瓦の小片において

も認められた。

ここでは、出土遺物のなかで比較的

まとまりをみた瓦類について種別 し、

観察結果を整理 したい。すでに触れた

ように調査で出土した瓦は、破片総数

にして145′くを数え、内訳は丸瓦 18′く、

平瓦127点 とな り、平瓦が 8割強を占め

る。以下、種別ごとに要約 して説明す

ることにしたい。

はじめに丸瓦からみると破片数にし

て18点を数えるが、玉縁付の形態を示

す破片が認められないことから、いず

れも行基葺式丸瓦である可能性が高い。

ここでは辛 うじて 2点を図示できた。

骸 09  
口 >

ゴ         e脩
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第 1節 竪穴住居址

いずれも凹面には布 目痕を残し、糸切 り痕や粘土板合せ 目のあるものなどがみられることか

ら粘土板巻き付けによって製作されたものと考えられる。また凸面には叩き日はなく、ヘラ

ナデによる調整が加えられている。側面は平滑に調整され、側縁・端縁 とも面取 り風にケズ

リ調整されている。

平瓦は破片数にして127点 を数えたが、造瓦技術における相違は認められず、いずれも同一

の技法によって製作されたものと思われる。それは桶状の器具の周囲に粘土板を巻きつけて

粘土円筒を作 り、これを分害」して製作 したことから粘土板桶巻作 りと呼ばれる技法である。

はじめに平瓦の凹凸面に残された痕跡について整理すると、桶巻作 りであることから、その

凹面には枠板の連綴 した一枚一枚の圧痕を留めている。また凹面には布 目痕を残 してお り、

その一部には桶の周囲に被せた布の綴 じ合わせた縫い目が観察される。さらには粘土角材か

ら切 り取 った粘土板を桶に巻き付ける方法がとられることから、粘土板の切 り取 りの際に生

じる糸切 り痕を認めることができる。 この粘土板を桶の周囲に巻きつける段階で、粘土板の

両端を多少重ね合わせることになり、 このときに生じる粘土板合せ 目面は、多 くの場合、破

片のなかに継 目ないしは粘土板二枚重ね として存在している。 こうした痕跡について、図示

した21点 の資料からそれぞれの比率をみると、枠板圧痕を残すもの85.7%(18点 )、 以下、糸

切 り痕66.7%(14点 )、 粘土板合せ 目42.9%(9点 )、 布の綴 じ合せ 目238%(5点 )と なる。

ただし、枠板圧痕や糸切 り痕などについては、二次的な成形や再調整によって消されること

もあ り、その比率はさらに増すものと思われる。また、布の綴 じ合せ 日は瓦の側縁に対 して

やや斜方向に走 っていることが多いが、本例では 5例中 2例において端縁にはば平行して縫

目が確認されている。為そらく継ぎたしの縫い日と考えられようが、注意を要 したい。凹面

での叩き目および調整などの二次成形については、布 目痕のみを残す もの53.5%(68点 )、 以

下、布 目十綾杉叩き26.0%(33点 )、 布 目十同心円叩き0.8%(1点 )、 布 目+平行叩き0,8%

(1点 )、 不明18。 9%(24点)と なり、布 目痕のみを残すものと、綾杉叩きが加えられている

もので全体の 8割以上を占める。また凸面 と凹面の相関関係では、凸面に綾杉叩きが加えら

れているものには凹面にも同様の叩き目の影響を受ける害J合が高 く、平行叩き系の叩き目文

が加えられている例では同心円叩きとのかかわ り合いが深いように思われる。

平瓦の凸面の場合では、叩き目の種類および調整によって分類できる。破片総数127点の内

訳は、綾杉叩き87点 (685%)、 平行叩き 8点 (63%)、 スタンプ状平行叩き 8点 (63%)、

ヘラナデ調整 2点 (1.6%)、 不明22点 (17.3%)、 となり綾杉叩きを有するものが断然に多い。

最後に本址の年代観について触れるならば、図示 した 2お よび 3の須恵器蓋が有効 と考え

られる。蓋に身受けのかえりが付 くことを重視するならば、MT21型式以前であ り美濃須衛窯

では那加 5号窯期頃 と推定される。 7世紀後半を中心 とする時期に収まるものといえる。
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2

3

第12図  2号住居丸に出土遺物(1)/
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第 1節 竪穴住居址

第13図  2号住居角に出土遺物(2)%
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第14図  2号住居用:出土遺物(3)%
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第 1節  竪穴住居址

第 2表  2号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

芥

法量 口径(108)底径(8.1)器高(43)cm 現存率 %強 破片数 1点 形態

丸底ぎみの底部から急激に立ち上がり口縁部で弱く外反 調整 底部外面―ヘラ切 り
→全面ナデ 胎土 堅級 細砂粒がやや多くφl～ 4 mm大 の4‐rを少量含む 焼成 良好
色調 外面―灰色5Y5/1 内面―灰白色25Y7/1 出上位置 覆土最上位

2
須 恵 器

蓋

法量 口径(141)現 存高(27)cm 現存率 天丼部以下% つまみ部欠損 破片数

2点  形態  天丼部は丸みをもつ笠型で口縁部でやや扁平になり端部は丸く収める

内面のかえりは形骸化 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調

整 胎土 砂粒 。白色粒子が多く小礫をやや多く含みザラつく 焼成 やや軟質 色

調 灰色7.5Y5/1 出上位置 覆土最上位 備考 3号住出土(覆上下位)の 7と 接合

3
須 恵 器

蓋

法量 口径(151)現存高(25)cm 現存率 口縁部%弱 破片数 1点 形態 口端

部は丸く収め内面にかえりをもつ 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂粒 。白

色微粒子を多く含む 焼成 酸化烙焼成ぎみ 色調 淡黄色25Y8/3 出土位置 覆

土最上位

4
器

芥

恵須

高

法量 口径(146)底径(10.6)cm 現存率 外部% 脚柱状部以下略完形 破片数

4点 形態 外部は丸底で日縁部でやや立つ 口唇部内面に弱い面をなす 脚部は柱

状部から裾部にかけて大きく裾広がりに開き脚端部で段をなす 調整 外面―外部下

端回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒がやや多く白色粒子
を少量含む 焼成 良好 色調 外面―灰色10Y5/1 内面―灰白色10Y7/1 出土仕

置 覆土上位 備考 調整は丁寧でゆき属いている 不部内面と裾部外面に自然釉が

掛かる(浅黄色 5Y7/3)推定器高13cm

5
須 恵 器

鉢

法量 日径(249)現存高(57)cm
体部は直線的に開いて立ち上がる

粒・ 白色針状物質を多く含む 焼成

現存率 体部上半以上% 破片数  1点  形態

調整 内外両面―●クロ調整 胎土 堅緻 細砂

良好 色調 灰色75Y4/1 出土位置 覆土中位

6
須 恵 器

甕

外面―平行叩き目文 内面―ナデ 胎

酸化烙焼成ぎみ 色調 灰白色25Y8/2鵡
触

現存率 胴部上半小片 破片数 1点
土 細砂粒を含みザラつ く やや軟質

出土位置 カマド中位

7
土 師 器

芥

法量 口径(174)現存高(47)cm 現存華 口縁部%強 破片数 1点 形態 体部
は立ち口縁部でやや内湾 調整 外面―ヘナラデ 内面―ヘラミガキ状の調整 胎土

細砂粒を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/3 出上位置 覆土下位

8
器

不

師上

高

法量 脚底部(130～13.2)現存高(5.8)cm 現存華 脚部%弱 破片数 6点 形態

脚裾部は「ハ」の字形に大きく開く 調整 外面―ヘラナデ 内面―ヘラナデ ー部ヘ

ラミガキ状 胎土 細砂粒が多く赤色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 にがい黄

橙色10YR7/3 出土仕置 覆土上位十中位 備考 器面調整・色調・焼成等 7と 類似

9
土 師 器

甕

法量 口径(156)現存高(53)胴部現存高(120)cm 破片数 20点 現存率 口縁

部% 胴部下半% 形態 口縁部は「 く」の字形に外傾 胴部はやや長く最大径を上位

にもつ 調整 外面一口縁部ヨコナデ 胴部縦位～斜位のハケメ 内面―口縁部ヨヨ

ナデ 胴部横位のハケメ(全体に黒変し調整不明瞭)胎土 砂粒が多く小礫・雲母 。

赤色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR6/6 出上位置 カマド右袖

崩落十カマド焚口部仄直

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 23)側縁および狭端縁はケズリ調整 凸面一偵1縁方向
にヘラナデ調整 破片数 2点 胎土 小礫・石英粒がやや多く白色粒子を少量含む

焼成 良好 色調 浅黄橙色10YR8/3～灰色10Y5/1 出土位置 カマド左袖補強材

11 丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 20)側縁および狭端縁はケズリ調整 凸面一端縁方向
にヘラナデ調整 破片数 2点 胎土 石英粒 。白色粒子を含む 焼成 やや軟質

酸化贈焼成ぎみ 色調 浅黄橙色7 5YR3/3 出上位置 カマド下位+左袖補強材

平   瓦

成形・調整  凹面―布目(22× 31)枠 板圧痕 糸切り痕 狭端縁に沿って綾杉叩き

両偵1縁 ケズリ調整 凸面一平行叩き 一部平行叩き 両側縁ケズリ調整 狭端面―平

行叩き 胎土 石英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 凹面―にがい赤

褐色2.5YR4/4 凸面―赤灰色25Y4/1～暗赤灰色25Y3/1 出土位置 カマド中位

備考 狭端幅27 6cm 粘土板合せ目
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平   瓦

成形 。調整 凹面―布目 側縁方向にヘラナデ調整 両側縁ケズリ調整 凸面―ヘラ
ナデ調整 部分的にスタンプ状の平行叩き 両側縁ケズリ調整 破片数 9点 胎土
石英粒 。白色粒子 。小礫が目立つ 焼成 やや軟質 色調 灰白色2.5Y8/1～ 7/1 出
土位置 カマド右袖補強材十カマド中位・下位+覆土上・ 中位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(20× 28)枠板圧痕 糸切り痕 側縁方向に一部ヘラナデ調
整 広端縁平行に1条の凹みあり 側縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 広端縁ケズリ
調整 広端面―綾杉叩き 破片数 6点 胎土 石英粒 。白色粒子がやや多く小礫を
少量含む 焼成 やや軟質 色調 にがい橙～橙色7.5YR7/3～ 7/6 出土位置 カマ
ド左袖補強材十カマド中位+覆土中位

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 布の綴じ合せ目 枠板圧痕
き 側縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 破片数 2点
礫を含む 焼成 軟質 全体に酸化贈焼成ぎみ 色調
～7/3 出土位置 カマド左袖補強材

糸切り痕 ほば全面に綾杉叩
胎土 石英粒・白色粒子・小
黄橙～にがい黄橙色10YR8/6

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 枠板圧痕を消すように綾杉叩きが一
部あり 狭端縁狼1に平行する凹みあり 凸面一綾杉叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・
小礫を含む 焼成 やや軟質 色調 浅黄橙色10YR8/3 -部灰白色7 5YR8/1 出
土仕置 覆土上位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 一部綾杉叩き 凸面―綾杉叩き 胎
土 石英粒が多く小礫 。白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 一部酸化贈焼成ぎみ
色調 凹面―明黄褐～褐色10YR7/6～4/6 凸面―褐～灰色7 5YR4/4～ 5/1 出上位
置 覆土中位 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(21× 23)枠板圧痕 糸切り痕 一部綾杉叩き 側縁ケズリ
調整 凸面―綾杉叩き 部分的に指頭痕あり 胎土 石英粒 。白色粒子がやや多く小
礫を多く含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR7/6 出土位置 カマド右袖補強材

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(21× 29)枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁側に綾杉叩き 側縁
方向に沈線あり 凸面―綾杉叩き 狭端面一綾杉叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・小
礫を含む 焼成 やや軟質 色調 にがい橙～橙色5 YR7/4～ 7/6出土位置 覆土下位

平   瓦

成形 。調整 凹面―布日(22× 30)端縁方向に布の綴じ合せ目(はぎ合せと思われる)

枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁分ズリ調整 狭端縁側には布目が及んでいない 凸面―
綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 狭端縁平行に沈線あり 破片数 3点 胎土 石英粒・
白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 凹面―にがい燈～灰色5 YR6/3～ 6/1 凸
面―灰～オリーブ黒色75Y4/1～3/1 出上位置 覆上下位

平  瓦

成形 。調整 凹面―布目 枠板圧痕 狭端縁に綾杉叩き 狭端縁平行に1条の凹みあ
り 凸面―綾杉叩き 狭端面―綾杉叩き 胎土 石英粒 。小礫が目立ち白色粒子を少
量含む 焼成 良好 色調 黄橙色7 5YR8/8～ 7/8 出上位置 覆土上位

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 32)布の綴じ合せ目 枠板圧痕 糸切 り痕 部分的に
綾杉叩き 凸面―平行叩き 一部綾杉状 破片数 2点 胎土 石英粒が多く白色粒
子 。小礫を少量含む 焼成 良好 色調 黄灰色2.5Y5/1 出上位置 覆土下位+8
区 備考 12と きわめて類似する

平   瓦

凸面―綾杉叩き 狭端面―綾杉叩き 胎土 石
良好 色調 橙色7.5YR7/6 出上位置 カマド

成形 。調整 凹面―布目 綾杉叩き
英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼成
中位

平   瓦

成形・調整  凹面―綾杉叩きのため布目はほとんど消されている 側縁ケズ リ調整
凸面―綾杉叩き 狭端面―綾杉叩き 胎土 石英粒が目立ち白色粒子・小礫を少量含
む 焼成 軟質 色調 切黄褐色10YR6/6 出上位置 カマド右袖補強材 備考 粘
土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 ほぼ全面に綾杉叩き 凸面―綾杉叩き 狭端面
―綾杉叩き 破片数 4点 胎土 石英粒・小珠が目立ち白色粒子を少量含む 焼成
やや軟質 全体に酸化烙焼成ぎみ 色調 FIB黄橙色10 YR7/6出土位置 カマド上位・
下位

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 29)枠板圧痕
沈線を境に布は狭端縁側には及んでいない
ズリ調整 狭端縁ケズリ調整 胎土 石英粒
ぎみ 色調 浅黄橙色10YR8/3 出上位置

糸切 り痕 端縁平行に 1条 の凹みあり

凸面―綾杉叩き 側縁方向に部分的にケ

・小深・白色粒子含む 焼成 やや軟質
カマド右袖補強材 備考 粘土板合せ目
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平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 34)枠板圧痕 側縁および広端縁ケズリ調整 端縁方
向に2条の凹みあり 凸面―綾杉叩き 側縁 。広端縁ケズリ調整 胎土 石英粒・ 白
色粒子 。小礫を含む 燃成 良好 色調 灰色5Y5/1 出上位置 覆上下位 備考
粘土板合せ目

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(21× 26)枠板圧痕 糸切り痕 凸面―綾杉叩き 側縁ケズ
リ調整 胎土 石英粒 。白色粒子をやや多く小礫をわずかに含む 焼成 良好 色調
掻色 5 YR6/6 出上位置 覆上下位 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形・調整 凹面―布目 綾杉叩き 凸面―綾杉叩き
杉叩き 胎土 石英粒 。白色粒子が多く小礫を少量含む
YR6/6 出上位置 覆土下位 備考 粘土板合せ目

側縁ケズリ調整 広端面―綾
焼成 良好 色調 橙色 5

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(22× 28)端縁方向に布の綴じ合せ目 枠板圧痕 糸切り痕
綾杉叩き 端縁平行に1条の凹みあり 広端縁ケズリ調整 布目は沈線を境に広端縁
側には及んでいない 凸面―綾杉叩き 広端縁ヘラナデ調整 胎土 石英粒 。白色粒
子・小礫を含む 焼成 やや軟質 色調 橙色5 YR7/8 出上位置 覆土中位

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(21× 28)枠板圧痕 糸切り痕 側縁平行に部分的にヘラナ
デ調整 凸面―綾杉叩き 破片数 4点 胎土 石英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼
成 やや軟質 色調 橙色75Y7/6～切黄褐色10YR7/6 出上位置 カマド右袖補強
材+カ マド上位 。中位

平  瓦

成形・調整 凹面―布目 端縁平行に布の綴じ合せ目 枠板圧痕 布目は狭端縁側に
は及んでいない 凸面―平行叩き 胎土 石英粒がやや多く白色粒子・小礫を少量含
む 焼成 やや軟質 色調 橙色5 YR7/6～ 黄橙色10YR7/8 出上位置 覆上下位

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 33)枠板圧痕 糸切り痕 同心円叩き 側縁ケズリ調
整 凸面―平行叩き 側縁ケズリ調整 胎土 石英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼成
良好 色調 にがい黄橙色10YR7/4 出上位置 覆土最上位

3号住居址 (第 17図、図版 8)

本址は、調査区北側のB・ C-53区に位置する。2号住居l■が南側約4.3mに あり、北側約

2mには 4号住居址が隣接している。カマドおよび、その周辺に瓦が多量に出土したが、 2

号住居址のようなカマド用材に転用されたものはなかった。

住居l■ は方形を呈し、北東側の壁面中央にカマドが設けられている。規模は、長軸 (北西～

南東)4.5～ 4.7m、 短軸 (北東～南西)3.9～4.Omを測 り、主軸方位はN-63° ―Eを指す。

床面積は14.lm2で ぁる。

住居址の遺存状態をみると、比較的良好である。壁の高さは、確認面となった皿b層下位か

ら約20cmを 測 り、Ⅳ層の黄砂を15cmほ ど掘 り込んでいる。壁はやや開きぎみに立ち上がる。

Ⅳ層に掘 り込まれた床面は、掘 り上げた土を一部もどして貼 り床を形成している。壁際には

認められなかったが、竪穴の中央からカマ ド前面にかけてはよく踏み固められ土間状を呈し

ていた。柱穴については、 2号住居址同様に貼 り床を象」がして掘 り方の精査を行ったが発見

することはできなかった。いわゆる主柱をもたない無主柱形式の構造と考えられる。

覆土は 6層 に分けることができ、各層ともⅢa層に類似している。基質中に分布する粘土や

責砂、礫の合有量やラミナの有無を主な基準として区分される。土層断面にみられるように

各層は竪穴の中央に向かって15度から30度 の傾斜をもって堆積している。これらの走向は一
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引
一

404 90m A

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はma層類似土。黄色粒

子 (2,1±)1%未満点在。亜角礫 (8,2～ 1)3%。
炭化物 (1上 )両端部付近に1%未満点在。斑紋粘± 3%。

〔中 。25～ 26〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/25。 25/25)鍵層Bに対比。

基質は1層 に類似し、層界不明際。黄色粒子 (2,1■ )2
%。 亜円礫 (5,2± )3%。 b層では5%。 〔中・ 25～ 26〕

第3層  黒褐色土 (10YR 2/2。 25/2)基質はⅢa層類似土
であるが亜円礫 (8,5～ 3)5～ 7%。 2層 との層界は明

瞭。炭化物 (2～ 1)2%。 a層 では粘土粒子 (3,2± )

2～ 3%。 b層では微量点在。それぞれに斑紋黄砂ブロッ

ク (30,20～ 10)3%。 〔中・ 26～ 27〕

第4層 黒褐色上 (10YR 2 5/25)基 質は3層 に類似し、層

9                   ?m

界は不明瞭波状。亜円礫 (5,3～ 2)3%。 黄色粒子 (1
士)1%。 a層・ c層 は近値であるが、 c層下位に炭化物

3%集積部あり。b層では責砂薄層密。 〔弱～中 。24～ 27〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/25)基質はⅢa層類似上。斑紋

黄砂ブロック (30,25士 )3%。 亜円礫 (5～ 3)2%。
b層では粘土粒子 (3,2～ 1)3%、 カマド側では5%。

〔中 。25～ 26〕

第6層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質は5層 に類似し、層界は

不明瞭波旗。 5層 より粒径の大きな亜円礫 (50,25～ 10)

3%。 斑紋黄砂ブロック (30,25～ 15)7%。 〔弱～中 。

21～ 22〕

第7層 暗褐色土 (10YR 3/3)貼 り床。暗褐色土と責砂で構

成 (3:2)。 薄層形成。 〔中 。29以上〕

第17図  3号住居洵に%

定ではなく、 ラミナの分布範囲や礫の偏在、黄砂 ブロックや粘上の分布状態から、人為的な

埋めもどしが推定される。 これは、上位から下位までの一連の堆積過程 として据えられるこ

とができる。また、各層の分布にも偏在がみられ、 3層および 5層 は竪穴の北東偵1か らカマ

ドの焚 口付近に分布 し、 4層・ 6層 は南西側にみられる。

カマ ド (第 18図、図版 8)

カマ ドは、北東壁面のほば中央に設けられている。最終的に検出された範囲は、焚 日から

煙道の立ち上が りまで約45cm、 両袖部最大幅は80cmほ どであった。また焚 口幅は約35cmを 測っ
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494 80nl 齊

|

o                   lm

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質は住居址覆± 5b層 に類    類似土・黄砂・粘土ブロツクで構成 (3:1:2)。 被熱。

似。 a層では黄褐色粘上が10%ほ ど分布。 b層では粘土は   第5層 暗赤褐色土 (25YR3 5/3)焼 上 (層 理は火床面)。

亜塊状を呈し約25%ほ どみられる。焼土粒子・炭化物を2   第6層 褐色上 (10YR 3 5/35)〔 奥壁塗 り込み〕基質は 4

～3%ほ ど含む。                      層に近値。ma層類似上 。黄砂・粘上で構成される(3:1:

第2層 黄褐色土 (10YR 5/5)〔 天丼部崩落〕黄褐色粘土主    3)。 被熱赤変。

体。 a層では暗褐色±25%、 黄砂10%は どを合む。 b層は   第7層 暗褐色土 (10YR 3/4)〔 奥壁塗 り込み〕6層 に類似

暗褐色±15%、 黄砂 7%が入り混じり、下位は被熱赤変。    するが黄砂主体。Ⅲa層類似上が約30%、 粘±10%は ど。

c層は粘土塊の集積部分。                  第8層 黒褐色土 (10YR 3/2)黄砂・Ⅲa層類似土 。焼上で

第3層  褐色土 (7 5YR 4/3・ 35/3)〔天丼部内壁崩落〕基    構成 (5:3:1)。

質は被熱で赤変した粘土と焼上で構成。 a層では下位を中   第9～ ■層 暗褐～裾～黄禍色土 〔袖部〕9層 (10YR 5/6)

心に約25%の 暗褐色土浸食。 b層では約40%は ど分布。c    黄褐色粘主主体。10層 (10YR 3/25)Ⅲ a層 類似土と粘土

層は固結し焼土化。                     が入り混じる (3:1)。 ■層 (10YR 4/3)10層 に近値だが、

第4層 暗褐色土 (10YR 3/3)〔 奥壁塗 り込み崩落〕ma層    15%ほ ど黄砂を合む。

第18図  3号住居蜘Lカ マド%

た。 ここでのカマ ドの特徴は、壁外にほとんど掘 り込まれていないことである。また床面ヘ

はカマ ドの部分だけが掘 り下げられている。第18図でみるように、燃焼部から煙道部にかけ

ては長円形の掘 り方がみられ、その両脇の凹みがのちの袖部にあたるところである。その過

程を順に追ってみると、荒掘 りののち煙道 となる奥壁 (6・ 7層 )には粘上の混入する用材

が塗 り込まれ、急激に立ち上げている。また周囲の壁にも同様な整形がとられている。火床

面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部 もどして、ほぼ平 らに整えている。 こうして基礎

部分が作 られると、つぎに粘土 と黄砂を主体に袖部が積まれ、続いて壁の整形 とともにカマ

ドの輪郭が形づ くられる。そして順次、天丼部、土器の掛け口と築かれ、完成したものと考

えられる。調査で確認できた工程は袖部の構築までであったが、燃焼部内に残された土層を

みると、 とくに 2層 は粘上が多 く含まれ、また下位では焼土化が顕著であった。 この土層は

袖部に使用された用材 ともきわめて類似 してお り、このことからも 2層 は天丼部の崩落を示

しているものと推定される。

＼＼＼＼カマド用材分布チ
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この 2層上面からは、面上の分布を示す瓦類が検出された。映が一緒に出土 してお り、そ

れらは覆上の流動方向と共通 し、またカマ ドのす ぐ南側から検出された瓦や礫類が分布する

南北方向とも、ほぼ同一の軸上にある。カマ ドおよび用材分布範囲を中心 とした瓦や礫の出

土状態は、見方を変えれば、瓦や礫によってカマ ドが壊 されたこととみることもできよう。

そこには儀礼的な側面 としての住居廃絶時におけるカマ ド機能の停止行為を想起 させるもの

があるが、 ここでは指摘するに留めたい。なお、瓦は本l■のカマ ド用材 としては使用されて

おらず、瓦が転用された 2号および 5号の各住居址 とは異なっている。

出土遺物 (第 19～26図、図版132～ 139)

住居址から出土した遺物の総点数は166点である。内訳は須恵器類44点 (ナ不11・ 蓋 7・ 甕23・

鉢 1・ 遂 2)、 土師器類35点 (ITh15。 高lTX 7・ 甕13点 )、 瓦類87点 (軒平瓦 4・ 丸瓦 9。 平瓦

73・ 隅切 り平瓦 1)である。これらはカマドとその前面に偏在しており、覆上の 3a層 と4b

層の分布範囲および走向によく適合している。また、床面上と5b層 の界面に面上の分布を示

して消り、覆土とともに南北を軸として流動している。遺物の接合関係についても覆土の走

向に適合しているとともに、3a層 および 5b層 の分布範囲に収まっている。礫を含むこうし

た遺物の出土状態は、人為的な埋めもどしが推定される覆上の堆積過程のなかでみると、住

居廃絶後の比較的短時日のうちに廃棄されたものとみるのが穏当と考えられる。図示した遺

物のなかで接合関係をもつものは、 1・ 4・ 7・ 10・ 12・ 16・ 17・ 22・ 41の 9点がある。ま

た、 7・ 17・ 23・ 41は 5号住居址内の遺物 と接合している。これ以外でも図示できなかった

が、覆土中位出上の平瓦片が 2号住居l■ カマド付近出土の瓦と接合しており、竪穴間での遺

物のあり方を考えるうえで注意される。時期的には 2号住と近似するものと考える。

最後に出土遺物の主体をなす瓦類についてみることにしたい。すでに触れたように住居址

から出土した瓦は、破片総数にして87点 を数える。瓦は軒平瓦、九瓦、平瓦、隅切 り平瓦な

どに種別され、内訳は先に示したとお りであり、平瓦が出土量全体の 8害Jを越えている。種

別した瓦の接合後における数量の変化においても、多少の差こそあれ大きな比率の変化はみ

られない。以下、種別ごとに要約することにしたい。

まず軒平瓦は、瓦当部および顎部の断面観察によると、平瓦凸面の広端縁に顎部を貼 り付

けたものと推定され、この顎部は平瓦の造瓦技術と同様に粘土角材から切 り取った粘土板に

よって形成されたものである。このことは接合面に残る糸切 り痕からも判断できる。瓦当部

の文様は、いずれも箆描きによる押引き重弧文である。顎の深さおよび額面の調整において

も共通している。瓦当に箆描きされた押引き重弧文は、31に おいても当初は 3条からなる構

図を意識していたものと思われる。

丸瓦は破片数にして 9点を数えたが、玉縁付の形態を示す破片が認められないことから、
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第19図  3号住居址遺物出土分布図 %

いずれも行基葺式丸瓦である可能性が高い。製作技法では、凹面には市目痕を残し、糸切 り

痕、あるいは粘土板の合せ目などがみられることから、粘土板巻き付けによって製作された

ものと考えられる。平瓦は、いずれも造瓦技術における相違はなく、 2号住居址と同じく粘

土板桶巻作 りによる技法がとられている。凸面は叩き日の種類および調整によって分類でき、

破片総数73点 の内訳は綾杉叩き47、 平行叩き 9、 平行叩き+斜格子叩き 1、 ヘラナデ調整 6、

不明10と なり、綾杉叩きのものが断然に多い。凹面は大半に布目痕が認められ、また粘土板

桶巻作 りであることから枠板圧痕、糸切 り痕、粘土板合せ日、布の綴じ合わせ目などが観察

される。図示した20点 (軒平・隅切 り合)の それぞれの痕跡比率をみると、枠板圧痕を残す

もの90%(18点 )、 以下、糸切 り痕75%(15点 )、 粘土板合わせ日45%(9点 )、 布の綴 じ合せ

lm

銚
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日25%(5点 )と なる。ただし、枠板圧痕や糸切 り痕などの場合においては、痕跡の不明瞭

なものや二次的な整形によって消されたものもあることから、それらの比率はさらに増すも

のと考えられる。また、布の綴 じ合せ 日は 5例中 3例において端縁にはぼ平行 して縫 目が確

認された。凹面での叩き目および調整などの二次成形については、布 目痕のみを残すもの466

%(34点 )、 以下、布 目十綾杉叩き274%(20点 )、 布 目+同心円叩き6.8%(5点 )、 ヘラナ

デ調整2.7%(2点 )、 不明16.4%(12点 )と なり、布 目痕のみ残すものと、綾杉叩きが加え

られるもので全体の 7割以上を占める。また凸面 と凹面の相関関係では、凸面に綾杉叩きが

加えられているものには凹面にも同様の叩き目の影響を受けている害J合が高 く、平行叩き系

の叩き目文が加えられている例では同心円叩きとのかかわ り合いが深いものとみられ、互い

に関係を持つことが うかがえる。

最後に、隅切 り平瓦であるが、識別できたものは 1個体であった。広端縁の隅を端縁に対

して約56度 の角度で切 り取ったものである。狭端面を下にしてみた場合、左上から右下に切

り取ったものである。凹面には布 目痕のほかに、同心円叩きが加えられ、枠板圧痕や糸切 り

痕 もわずかではあるが判別される。凸面には平行叩き目文をもつ①

第 3表  3号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

ネ

法量 口径(108)底径(57)器高(38)cm 現存率 底部%強 体部以上% 破片
数 3点 形態 平底の底部から弱い丸みをもって立ち上がる 体部は外傾して口縁
部に至 り端部は丸く収める 調整 底部外面―ヘラ切 り→全面ヘラナデ 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を多く含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y7/1 出土
位置 覆土中位 +下位

2
須 恵 器

芥

法量 底径(65)現存高(29)cm 現存率 底部%強 破片数 1点 形態 平底の
底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面―ヘラ切り→全面ヘラナデ 内外
両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色微粒子をやや多く含む 焼成 良好 色
調 灰色 5Y6/1 出土位置 覆土最上位 備考 底部内面に自然釉が掛かる

3
須 恵 器

外

法量 口径(129)底径(57)器高(39)cln 現存率 底部% 体部以上/ 破片数
1点  形態 平底の底部から丸みをもって立ち上がリロ縁部で弱く外反 調整 底部
外面―ヘラナデ→周縁ナデ 内外両面―ロクヨ調整 胎土 堅級 組砂粒・白色微粒
子を多く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 部分的に暗青灰色 5B3/1 出上位
置 覆土中位 備考 底部外面はヘラ切 り調整と考えられる

4
須 恵 器

外

法量 口径(155)底径(105)器高(42)cm 現存率 体部以上% 底部% 破片数
3点 形態 平底の底部から直線的に外傾して立ち上がり日縁端部で弱く内湾 調整
底部外面―ヘラ切 り→ヘラナデ 内外両面―

「
クロ調整 胎土 堅級 砂粒・ 白色微

粒子・小礫を多く合みザラつ く 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1～陪青灰色10BG3/1
出上位置 覆土中位・下位十床直 備考 底部外面には粘土紐巻上げの継ぎ目が螺旋
状に残る 内面全体に自然釉が掛かる

5
須 恵 器

高台付ネ

法量 底径(10,0)現存高(20)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 平底の
底部に断面方形状の高台を付ける  高台はあまり高くなくわずかに外方に踏ん張る
調整 底部外面―全面回転ヘラクズリ→高台貼付 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅
緻 白色微粒子が多量にφ l mm大 の小課をやや多く含む 焼成 良好 色調 外面―明
褐色7 5YR5/8 内面―灰褐色7.5YR5/2 出上位置 覆土最上位

須 恵 器

ネ

法量 口径(121)底径(58)器高(40)cm 現存率 底部% 体部以上% 破片数
1点 形態 平底の底部から弱く丸みをもって立ち上がりほぼ直線的に外上方へのび
る 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・
白色微粒子をやや多く含みザラつく 焼成 良好 色調 灰色7 5YR6/1 出上位置
覆土最上位 備考 底部内面に重ね焼き痕 内面の一部分に自然釉が掛かる(オ リーブ
灰色10 YR6/2)
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7
須 恵 器

蓋

法量 口径(14.1)現存高(27)cm 現存率 天丼部以下% つまみ部欠損 破片数
2点  形態  天丼部は丸みをもつ笠型で口縁部でやや扁平になり端部は丸く収める
内面のかえりは形骸化 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調
整 胎土 砂粒・白色粒子が多く小礫をやや多く含みザラつく 焼成 やや軟質 色
調 外面―灰色7.5Y5/1 内面―灰白色 5Y7/2 出上位置 覆上下位 備考 2号住
出土(覆土最上位)の 2と 接合

須 恵 器

蓋

法量 口径(168)現存高(25)cm 現存率 天丼部% 口縁部小片 破片数 4点
形態 天丼部は丸みをもち口縁部でやや外傾ぎみに屈曲する 日縁端部は丸く収める
調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・
白色粒子を多く含む 暁成 良好 色調 緑灰色7 5GY6/1 出土位置 覆土最上位

須 恵 器

題

法量 口径(8.6)現存高(36)cm 現存率 顕部以上% 破片数 1点 形態 頸部
は外上方に開き口縁部で段をつくりさらに直線的に開く 調整 内外画面―ロクロ調
整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色微粒子を含みザラつく 焼成 良好 色調 灰色10Y
5/1 出上位置 覆土下位

10

11

須 恵 器

鉢

法量 口径(21.8)底 径(10.9)現 存高(100)clu 現存率 体部以上% 破片数 2
点 形態 低い器体に短 く外反する日縁部をつけた広日の土器で日縁部には稜が形成
される 器壁は厚 く重量感があり全体に扁平な印象を与える 調整 体部外面―ナデ

下端 1段 のヘラケズ リ 内外画面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色微粒子を
多く合み器面がザラつく 焼成 良好 色調 暗緑灰色7 5GY4/1 出土位置 10は カ
マド上位 (右袖)11はカマド流出中位 備考 接合面はないが10・ ■は同一個体

須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数 3点 形態 胴部は丸みをもって立ち上がる 調整
外面―斜位の平行叩き目文 内面―青海波文 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調
灰白色N7/1Bl 出上位置 カマド上位(右袖)十 覆土中位 備考 外面の一部に自然釉
が掛かる 器体はやや小振り

土 師 器

不

法量 口径(160)現存高(38)cm 現存率 体部以上/弱 破片数 1点 形態 扁
平な底部と斜上方にまっすぐのびる日縁部からなリロ唇部外面には 1条の沈線が巡る
調整 外面―底部ヘラケズリ 体部以上磨耗により調整不切瞭 内面―ロクロ調整
胎土 砂粒・小課を多く含む 焼成 良好 色調 浅黄色25Y8/3 出上位置 覆土
下位 備考 いわゆる盤状形態

14
土 師 器

必

法量 口径(15.8)現存高(35)cm 現存華 %弱 破片数 2点 形態 丸底の底部
から内湾ぎみに立ち上がり口唇部は丸く収める 調整 外面―底部手持ちヘラケズツ
→口縁部ヨコナデ 内面―ヘラナデ→口縁部ヨヨナデ(磨耗により不明瞭)胎土 砂
粒 。小礫が多く黒雲母を少量含む 焼成 良好 色調 にがい掻色7 5YR7/4 出上位
置 覆土最上位 備考 内外両面ともに赤彩の可能性大 器面の調整は丁寧である

土 師 器

甕

法量 口径(13.9)現存高(37)cln 現存率 口縁部%弱 破片数 1点 形態 口縁
部は弱い「 く」の字形を呈する 調整  口縁部外面―ヨヨナデ 内面―ハケメ 胎土
砂粒 。小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰黄色2.5Y6/2 出上位置 覆土下位

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布目(22× 30)布の綴じ合せ目 枠板圧痕 糸切り痕 綾杉叩き
側縁・広端縁ケズリ調整 一部枠板圧痕を消すようにテデ調整が見られる 凸面―綾
杉叩き 顎部―平瓦凸面の広端縁に粘土板を貼 りつけて形成(段顎)顎の深さは約37
cm顎面―綾杉叩き 瓦当面―押引き三重弧文 破片数 3点 胎土 石英粒・小礫 。

白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出土位置 覆土中位・下位十床直

17 丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 36)糸切り痕 両側縁および広端縁ケズリ調整 凸面
―ヘラナデ調整 広端縁ケズリ調整 破片数 3点 胎土 石英粒・白色粒子 。小礫
を含む 焼成 やや軟質 色調 灰白色5Y8/2 出土位置 カマド前面下位+5号住
覆上下位tD 備考 粘土板合せ目

丸  瓦

成形・調整 凹面―布目(31× 24)all縁ヶズリ調整 凸面―ヘラナデ調整 側縁ケズ
リ調整 胎土 石英粒 。白色粒子がやや多く小礫を少量含む 焼成 良好 色調 青
灰色10BG5/1 出土位置 覆土最上位

丸  瓦

成形 。調整 凹面―布目(22× 24)

ラナデ調整 破片数 2点 胎土

色調 灰白色25Y8/2 出上位置

糸切 り痕 側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘ

石英粒 。白色粒子・小礫を含む 焼成 やや軟質
覆土最上位
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九   瓦

成形・調整 凹面―布目 糸切り痕 側縁および狭端縁ケズ

調整 胎土 石英粒・白色粒子・小礫をやや多く含む 焼成

色2.5Y6/1 出上位置 覆土最上位

り調整 凸面―ヘラナデ

やや軟質 色調 淡黄

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目(23× 32)糸切り痕 広端縁ケズリ調整 凸面―ヘラナデ調

整 胎土 石英粒・ 白色粒子・小4~4を 含む 焼成 やや軟質 色調 灰褐～褐灰色75
YR5/2～ 5/1 出上位置 覆上下位

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 31)糸切 り痕 側縁ケズ リ調整 凸面一ヘラナデ調整
→平行叩き 偵」縁ケズリ調整 破片数 2点 胎土 石英粒・ 白色粒子がやや多く小

礫を少量含む 焼成 やや軟質 色調 灰褐～褐灰色7 5YR5/2～ 5/1 出土位置 カ

マド上位+覆上下位

隅切 り平瓦

成形・調整 凹面一布目 枠板圧痕 糸切り痕 同心円叩き 両側縁ケズリ調整 凸

面―平行叩き 両側縁ケズリ調整 破片数 4点 胎土 石英粒 。白色粒子をやや多

く小礫を少量含む 焼成 やや軟質 色調 灰白色2.5Y8/1 出土位置 カマド中位

+5号住床直00+B49・ 50区 +B54a区  備考 広端縁左隅から右下へ56度 の角度

をもって切り落している その面は直線的である 隅切 り平瓦は本資料が唯―の物

平  瓦

成形・ 調整 凹面一端縁平行に布の綴じ合せ目(はざ合せと思われる)側 縁ケズリ調

整 凸面一綾杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 2点 胎土 石英粒・ 白色粒子・小

礫を含む 焼成 良好 色調 灰～灰オリーブ色75Y5/1～ 5/2 出土位置 カマド上

位 。中位 備考 粘土板合せ目 凹面は綾杉叩きにより布目および枠板圧痕の大半が

消されている

平   瓦

成形・調整 凹面―同心円叩き 凸面一平行叩き 胎土 石英粒・白色粒子・小礫を

含む 焼成 やや軟質 色調 淡黄色25Y8/3 出土位置 覆土最上位 備考 凹面

は同心円叩きにより二次成形は不明瞭 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 同心円叩き 狭端縁ケズリ調整 凸

面―平行叩き 胎土 石英粒・ 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰白色25
Y8/2 出上位置 覆土最上位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(15× 20)枠板圧痕 糸切り痕 同心円叩き 側縁ケズリ調

整 凸面―平行叩きののち部分的に斜格子叩き 胎土 石英粒・ 白色粒子をやや多く

合み小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰白～浅黄橙色2.5Y8/2～ 75Y8/3 出土

位置 覆上下位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(26× 31)枠板圧痕 糸切 り痕 狭端縁ケズリ調整 凸面―ヘ

ラナデ調整 一部部分的に格子状叩き 胎土 石英粒・小礫がやや多く白色粒子をわず

かに含む 焼成 良好 色調 黄灰色25Y6/1 出上位置 床直 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 36)枠板圧痕 偵1縁および狭端縁ケズリ調整(狭端縁の

ケズリ幅は広い)凸面一ヘラナデ調整 部分的に平行叩き 側縁ケズリ調整 破片数

3点 胎土 石英粒・白色粒子 。小礫を含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙～褐灰

色10YR6/3～ 6/1 出上位置 覆土最上位・中位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 36)枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁ケズリ調整 端縁平

行の沈線あり 凸面―ヘラナデ調整 一部平行叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫

を含む 焼成 良好 色調 褐灰～灰黄褐色10YR5/1～5/2 出土位置 カマド中位

備考 粘土板合せ目

軒 平 瓦

成形・調整 凹面一布目(26× 34)枠板圧痕 糸切り痕 端縁平行の沈線あり 沈線

を境に広端縁側には布目が及ばない 凸面―綾杉叩き 顎部―平行凸面の広端縁に粘

土板を貼 り付けて形成(段顎)顎面―綾杉叩き 瓦当面-1条の押引き重弧文 ただ

し当初は三重弧文であった可能性が高い 破片数 2点 胎土 石英粒 。白色粒子・

小礫を含む 焼成 軟質 全体に酸化階焼成ぎみ 色調 橙～黄橙色7.5YR7/6～ 7/8

出上位置 覆土中位 備考 瓦当面の押引き文は16よ り深く明瞭である

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 34)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 ケズリ調

整は枠板圧痕にも及んでいる 側縁平行に 1条の凹み 凸面一平行叩き 側縁ケズリ

調整 胎土 石英粒・白色粒子をやや多く小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰色

5Y6/1 出上位置 覆土中位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 26)端縁平行に布の綴じ合せ目 枠板圧痕 糸切り反

狭端縁ケズリ調整 凸面一綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 胎土 石英粒・ 白色粒子・

小操を含む 焼成 軟質 酸化耀焼成ぎみ 色調 橙色 5 YR7/8 出上位置 覆土上位
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平   瓦

成形・調整 凹面―布目はわずかに認められる 枠板圧痕 綾杉叩き 凸面―綾杉叩
き 一部ケズリ調整 胎土 石英粒が目立ち白色粒子・小礫を少量含む 焼成 やや
軟質 色調 にぶい橙色2 5YR6/4 出上位置 覆土最上位

平  瓦

成形 。調整 凹面―布目(34× 26)糸切 り痕 一部綾杉叩き 狭端縁ケズ リ調整
面―綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 胎上 石英粒 。白色粒子・小礫を含む 焼成
好 色調 男緑灰色10GY7/1 出上位置 覆土最上位 備考 粘土板合せ目

凸

良

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(20× 32)端縁方向に布の綴じ合せ目
行に 1条の凹み それを境に狭端側には布目は及んでいない
縁ケズリ調整 胎土 石英粒・ 白色粒子 。小礫を含む 焼成
7.5YR6/6～6/8 出上位置 覆土中位

枠板圧痕 狭端縁平

凸面―綾杉叩き 狭端
やや軟質 色調 橙色

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁側に綾杉叩き 凸面―綾杉叩
き 狭端面―綾杉叩き 胎土 石英粒が目立ち白色粒子・小礫を少量含む 焼成 や
や軟質 色調 捲色 5 YR7/6 出上位置 覆土下位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(34× 26)布の綴じ合せ目 枠板圧痕 糸切り痕 凸面一綾
杉叩き 一部ヘラナデ調整 胎土 石英粒・ 白色粒子 。小礫が目立つ 焼成 やや軟
質 色調 橙色 5 YR7/6 出上位置 覆上下位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 一部綾杉叩き 側縁ケズリ調整 凸
面―綾杉叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫が目立つ 焼成 やや軟質 全体に酸
化耀焼成ぎみ 色調 橙色7.5YR7/6 出土位置 床直

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 28)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 広端縁に
綾杉叩き 凸面―綾杉叩き 側縁ケズリ調整 広端縁一部ケズリ調整 広端面―綾杉
叩き 胎土 石英粒・白色粒子・小礫が目立つ 焼成 良好 色調 灰赤～褐灰色10

YR6/2～ 5/1 出上位置 カマド流出下位 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(22× 28)枠板圧痕 糸切り痕 ほぼ全面に綾杉叩き 偵」縁
ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 4点 胎土 石英粒・ 白色
粒子・ 小礫を含む 色調 にがい橙色 5 YR6/4 出土位置 覆土中位・下位+5号住
覆土上位9ゆ+8区

4号住居址 (第 27図、図版 9)

本址は、調査区北側のB-53・ 54区 に位置する。周辺には、北東側3.3mに 1号住居址、東

側55mに 1号掘立柱建物址が存在する。また、南側 2mに は 3号住居址が隣接する。なお、

本址の北西側では堅穴住居は検出されていない。

住居址は、北東壁のほば中央にカマドを設けており、規模は長軸 (北西～南東)4.5～ 46

m、 短軸 (北東～南西)3.9～ 4.Omを 測 り、プランは方形を呈する。主軸方位はN-65° ―E

を指し、床面積は約16.3m2であった。

竪穴の遺存状態をみると、比較的良好であった。まず壁の高さは、確認面であるШb層下位

から約25cmを 測 り、Ⅳ層の黄砂を約20cmほ ど掘 り込んでいる。壁はやや開きぎみに立ち上がっ

ており、これに沿って周溝がカマド部分を除き全周している。周溝の断面は、逆台形状を呈

し、比較的幅が広い。幅は12～20cmを 測 り、床面より約 8 cmほ ど掘 り下げられている。床面

は、Ⅳ層の黄砂を掘 り込み、その凹凸をならしたいわゆる直床式であるがよく踏み固められ

ていた。なお床が貼 り床式の構造をとるようになるのは、当遺跡では 7世紀後半以降からに

多い。柱穴は、 4本 (Pl～ P4)検 出された。いずれも住居址の各隅を結ぶ対角線上にほば
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Ｂ一‐‐‐ｂ一外

。 上師器芥

Δ土師器高芥

□土師器甕

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25。 25/25)基 質は皿a′ 層に

類似。 a層 では黒褐色土ブロック (20,10± )3%。 黄色

粒子 (05士 )1%未満。b層は竪穴東側に分布し、a層 と

基質は近値。層界やや不甥醸波状。竪穴東側を中心に亜角

礫 (20,6～ 4)5～ 7%。 〔中・ 25～26:27～ 28〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 2/2)鍵 層Bに対応。基質はⅢa層
に近値。 1層 との層界やや不明瞭。 a層 とした竪穴中央付

近に亜角礫 (10,3～ 2)3%集積。b層 は基質 。流動方向

ともa層に近値。 〔中 。26～ 27〕

第3層  黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質は2a層 と同一。明黄

褐色粘上粒子 (2,1±)2～ 3%。 〔中 。25～ 26〕

第4層  黒褐色土。基質はそれぞれ2層 に類似するが、責色

粒子・礫・粘土粒子等の割合によって区分。層界はやや不

明瞭。 a層 (10YR 2/3)は 2a層 に近値。亜角礫 (10,3
～ 2)10%。 b層 (10YR 2 5/2)は 2a層 に近値で礫2%。

c層 (10YR 2 5/25)基 質には黄砂15%、 礫7%。 d層 (10

YR 2/2)基 質は3層 に類似。北東側から流動する黄橙色粘

第 1節  竪穴住居址

494 80m B'

上粒子 (5,2土 )

〔中 。25～ 27〕

o                  ?m

柱穴土層説明

第 1層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)基 質

は4層 に近値。炭化物 (2～ 1)上
位 1～ 2%。 黄砂壁際20%浸食。

第2層 褐色土 (10YR 3 5/4)黄 砂主体。

第3層 暗褐色土 (10YR 3/3)黄 砂・

Ⅲa層 類似上で構成 (4:6)。

第4層 暗褐色土 (10YR 3/4)黄 砂・

匝a層類似土・下位円礫で構成(4:
3:2)。

第5層  暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層

類似土。黄砂。円礫で構成(6:3:1)。
第6層  褐色土(10YR 4/35)黄 砂主体。

5%、 板状灰化物 (5,3～ 1)3%。

第27図  4

第5層 暗褐色土(10YR 3/3)カ マド用材の流動と推定。ma
層類似土と粘上で構成 (5:4)。 〔強 。24～ 25〕

第6層 黒褐色土(10YR 3/25)基 質はlb層 ないし4b層 に

類似し均質。黄砂全体に20%浸 食。 〔中・26～ 27〕

第7層 黒褐色土 (10YR 2/2)均 質で密な壊質砂上で構成。

炭化物 (1■ )最下位 2%。 Ⅲb層で構成か。〔中・ 27～ 28〕

第8層 黒禍色土。基質は2層 ないし4層 に類似。亜角礫(10,

3～ 2)7～ 10%。 a層 (10YR 2/3)黄 砂15～20%浸食。

b層 (10YR 2 5/25)a層 に近値だが礫10%。 c層 (10YR
2/3)a層 に類似。礫 7%、 黄砂20%以上浸食。〔中 ,26～ 27〕

第9層 暗禍色土 (10YR 2 5/3)Ⅲ a層類似土・黄砂・亜円

礫 (3士 )で構成 (5:3:2)。 黄色粒子 1%未満。 〔中・

27～ 28〕

第10層  褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体70%。 〔強 。25～ 26〕

号住居l li%

騨娑r螢
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

位置 してお り、規則的な配置が うかがえる。柱穴の底面はV層の河岸礫層に達 してお り、そ

の面ではば揃っている。覆上の平面および断面の観察では、柱痕跡はみられなかった。それ

ぞれ、平面形は略円形を呈 し、径25cmほ どを測 る。

覆土は10層 に区分され、大きく竪穴中央付近 (1層 ～ 4層)と 壁際 (5層 ～10層)に分け

られる。前者は黒褐色土を基質 とし、層相の変化に乏 しい。後者は基質に黄砂を含む ことを

特徴 としてお り、壁側ではその合有量がやや多い。層の傾斜は、西側では緩やかであるが、

南東側ではやや強 くなる傾向が看取 された。 しかし、全体的にはいわゆるレンズ状の堆積状

態 と考えられ、 自然流入の可能性が高い。

カマ ド (第28図、図版 9)

カマ ドは北東壁のほぼ中央に設けられ、袖部および支脚用材 として礫が使用されていた。

注

49480m ′Y

カマド土層説明

第 1層 暗褐色～黒褐色土(10YR 3/3・ 3/25。 25/25)
基質は覆±5層 に類似。 a層では粘上が10%ほ どlFtじ

る。b層 はⅢa層類rLA土 主体。粘上が約 7%分布。c層
はa層 に近値だが、塊状粘土を約 5%含む。

第2層 黒褐色土(10YR 2/3・ 25/25)基質はma層類

似上で構成。 a層には粘土粒子・炭化物を2～ 3%ほ
ど合む。 b層 では下位に粘土粒子約10%集 積。

第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)均質なШa層類似土。

第4層 褐色土 (7 5YR 3/4)〔 天丼部崩落〕Ⅲa層類

似土・黄砂・塊状粘上で構成 (5:2:3)。
第5層 黒褐色土 (7 5YR 3/2・ 25/25)ma層類似土

で構成。 a層では粘土粒子・焼土粒子が下位を中心に

3～ 7%。 b層 には粘±15%分布。

第6層 暗褐色土 (10YR 3/3。 25/3)Ⅲ a層類似土と

黄砂で構成。割合はa層 で 4:6、 b層では6:4。

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似上で構成。

第8～ 12層  暗褐～褐～灰黄褐色土 〔袖部〕8層 (10YR
3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(6:3)。 9層 (10YR
4/4)8層 と近値だが約15%黄砂が混じる。10層 (10YR
6/2)灰黄禍色粘土。11層 (10YR 2 5/3)Ⅲ a層類な

土主体。12層 (10YR 4/4)黄砂主体。

第28図  4号住居上とカマド%

blфヽ

r    /

＼`__=/″
~″/ヵ マド用材分布
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第 1節 竪穴住居址

最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りまで約52cm、 両袖部最大幅は約100cm

ほどを測った。また焚 口幅は35cmで あった。崩壊土はカマ ドの範囲からやや南西側に流出し

てお り、円弧状に20cmほ ど広がっていた。

まず袖部からみると、両袖 とも内側によく面取 りされた扁平な礫が据えられてお り、その

裏に粘土を主体 とと́た用材が積まれて形づ くられている。また礫面は燃焼部の内壁を兼ねて

いる。天丼部はすでに崩れていたが、両袖部の間に粘土を多 く含む土層 (4層)があ り、そ

の下位では焼土化 した様子が看取された。また、それは袖部の用材 ともきわめて類似 してい

ることから、 4層 は天丼部が崩落 したものと考えて差し支えなかろう。なお 2層 についても

同様な指摘ができる。燃焼部は、カマ ドの主軸に沿ったほば円形の浅い凹みによって構成さ

れてお り、奥壁寄 りには河原石を転用 した石製の支脚が据えられていた。煙道部は壁外への

掘 り込みをそのまま利用 し、急激に立ち上がっている。

掘 り方は、第28図 にあるように、カマ ドの部分だけがほば正確に掘 り下げられている。 こ

こでの特徴の一つ として、今までのカマ ドが縦長の掘 り方であったのに対 し、本例ではやや

横長 とみることができる。燃焼部から煙道部ではほぼ円形を呈し、その両脇には長円形の浅

い凹みが確認 されている。後者はのちに袖部になるところである。また壁外への掘 り込みは

わずかに10cmほ どであった。火床面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部 もどして皿状に

整えている。 カマ ド内からは焚 口付近に面取 りされた礫が出上している。全体に焼けてお り、

また出土状態や形状からみてもブリッジとして天丼部用材に使用された可能性が高い。

出土遺物 (第29図、図版139)

本址からは総点数39点 の遺物が出土した。その内訳は須恵器lTh 8点、土師器類30点 (ナ不15。

甕 15)、 それに砥石である。これらの分布状態は、カマ ドの周辺に偏在 してお り、カマ ドの前

面では 4層 および 5層 の走向と出土遺物は合致 している。 こうした傾向は礫についてもみら

れた。本址の年代観ついて触れるならば図示 した 1の須恵器蓋が有効 と考えられる。有蓋高

界の蓋 と考えられ、天丼部 と口縁部 とをわける稜は失われているが内面端部に内傾する面を

残す事を重視するならば、 T K10型式頃に相当する段階と考えられる。

第4表  4号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 日径(81)器高(48～ 52)cm 現存率 つまみ部完形 天丼部ほぼ完形 日縁

部% 破片数 7点 形態 天丼部は高 く丸みをもち中央が凹むつまみを付ける 日

縁部は立ちぎみで端部はやや尖 り内面に稜をもつ 調整 内外両面―ロクロ調整 外

面一つまみ貼付→全面ヘラナデ再調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 外面―

暗青灰色 5B4/1 内面―灰色10Y6/1 出上位置 カマド煎床直十覆土中位

2
土 師 器

不

法量 口径(120)器高(46)cm 現存華 %強 破片数 4点 形態

ら体部は九みをもって立ち上がり口縁部はやや内傾し端部はやや尖る

底部不定方向の手持ちヘラケズリ→体部ヘラナデ→日縁部ヨヨナデ

ミガキ→口唇部ヨコナデ 胎土 赤色粒子・ 白色粒子・小礫を含む

調 にぶい褐色7.5YR6/3 出上位置 カマド左袖際床直

丸底の底部か

調整 外面―

内面一体部ヘラ

焼成 良好 色
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m(%)

0            10cm(%)

第29図  4号住居址出土遺物 /,/

3
土 師 器

不

法量 口径(127)底径(6.0)器高(46～53)cm 現存率 底部完形 体部以上%強
破片数 10点  形態 平底の底部から外傾ぎみに立ち上がり口縁部でわずかに外反
調整 外面―底部ヘラナデ→体部縦位のハケメ→日縁部ヨヨナデ 内面一口縁部～体
部横位のハケメ→底部ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 やや粗 色調
灰白色10YR8/2 出上位置 床直 備考 甕から転用した可能性あり

4 砥   石

法量 長さ240 最大幅104 厚さ36～ 7 2cln 現存率 完形 重量 2560g 形態
いわゆる短冊型 調整 前面に研磨痕ないし磨耗痕が見られる いずれの面も使用頻
度が高く中心が凹み歪曲している 端部には擦痕が多 く見られる 石材 均―で緻密
な硬砂岩 出上位置 覆土中位 備考 自然礫をそのまま利用しており砥石としては

大形品
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第 1節 竪穴住居址

3号住居址 (第30図、図版 10)

本址は、調査区北側の C-51・ 52区 に位置する。周辺には、北側約10mに 3号住居址、北

東側約 4mに重複する 2号・ 6号の各住居址、そして南西側約 7mに 9号住居址がある。本

址にもまた瓦が出土してお り、袖部用材 としても利用されていた。

住居llLの 南西側は調査区外に広がることから、おおよそ 2/5ほ どが検出しえたものと考え

られる。カマドは、北東壁の中央からやや南西寄 りに築かれている。竪穴の形態・規模につ

いては推定の域をでないが、瓦が出上した 2号消よび 3号の各住居址を参考にすると、カマ

ドをもつ北東側を長辺とする一辺3.7m前後の竪穴住居と推定される。なお、主軸方位はN―

53° 一Eを指す。

第30図  5号住居址及び遺物出土分布図 %

0                   ?m
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住居 l■の遺存状態は、土層断面図にみるように、皿a層 まで立ち上が り比較的良好である。

壁の高さは約30cmで 、ほば垂直に立ち上がってぃる。床面は、Ⅳ層の黄砂中につ くられてお

り、掘 り上げた土を一部もどして 3～ 6 cmほ どの貼 り木を形成 している。全体によく踏み固

められ、また凹凸はほとんどみられない。貼 り床は壁際にも及び、検出は容易であった。な

お、周溝および柱穴は調査区内では存在 しなかった。 とくに柱穴については貼 り床を象Jが し

て確認に努めたが検出できなかった。

覆土は 5層 に分層された。各層 とも基質はⅢa層 に類似 している。暗褐色土ブロックや粘土

粒子、ラミナや黄砂および礫の合有量によって区分 した。土層断面にみるように、各層は竪

穴中央に向かって堆積 している。 しかし、これらの流動方向は必ずしも一定ではなく、ラミ

ナの分布範囲や各層にも偏 りがみられる。 こうした所見から、覆土の堆積過程においては人

為的な影響が及んでいるものと考えられる。

カマ ド (第31図、図版 11・ 12)

カマ ドは北東壁の南東寄 りに設けられてお り、袖部の用材に平瓦が用いられている点では

2号住居址の袖部 と共通 した構造をとる。またカマ ド用材 と考えられる崩壊土は、焚 口付近

を中心に円弧状に流出している。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りま

で約55cm、 両袖部最大幅は約90cmほ どを測 り、焚 口幅は36cmほ どであった。

構築順に追 ってみると、まず掘 り方であるが第31図 にあるように、壁外へはほとんど掘 り

込まれていない。 これは瓦が出上 した 3号住居址 とも共通した構造である。床面 もカマ ドの

部分だけが掘 り下げられている。燃焼部から煙道にかけては台形状の掘 り方がみられ、その

両脇の凹みがのちの袖部にあたるところである。火木面になる部分では、掘 り上げた土を一

部もどして平 らに整えている。焚 口周辺の床面 と比較すると、幾分低 くなっている。

また煙道 となる奥壁部分は、壁体をそのまま利用 している。 こうしてカマ ドの基礎部分が

住居址土層説切

第 1層 黒褐色土(10YR 2 5/2)鍵 層Bに対応。黄色粒子(3,
05～ 1)1～ 3%。 a層 の基質は皿a′ 層に近値。b層は密
で均質な土層。粘土粒子 (1士 )上位に3%。 c層 の基質
はa層に近値。北側から流動する亜角礫 (30,10± )2%、
灰化物・粘土粒子 1%未満点在。 〔中・ 19～ 21〕

第2層 黒禍色土 (10YR 2/2)基質は1層 に類似し層界やや
不明瞭。黄砂・粘土粒子・炭化物を含む黒褐色土 (10YR
2/1)が竪穴中央に向かってみられる。 〔弱～中・23～ 24〕

第3層  黒褐色土 (10YR 3/2)基 質はⅢa層 類似土。炭化物
(5,2± )2%、 粘土粒子(3,2～ 1)1%。 〔中 。23～ 24〕

第4層 黒褐色～暗褐色土。基質はma層類似上で構成。a層
(10YR 2/2)亜角礫 (15,7士 )7%、 炭化物 1%未満。
b層 (10YR 2/3)礫 5%、 黄砂 (30,15～ 10)5%。 c層・
d層 (10YR 3/2・ 3/3)層界不明瞭波状。d層はカマド用
材流動と推定される粘土粒子 5%、 焼土粒子 3%、 及化物

1%。 c層 はd層が浸食し下位を中心に粘土粒子 2%、 焼
土粒子 1%。 〔中～弱 。24～ 27〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)基 質はⅢa層に近値。層の

端部に壁の劉離。 b層 に顕著。 〔中～弱 。24～ 26〕

第6層 暗褐色土 (10YR 3/3)貼 り床。圧縮により板状を畢
す。暗褐色土ブロックと黄砂で構成。上位に粘土の薄層が
みられる。 〔中 。29以上〕

第Ⅲa′ 層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)基質は皿a層で構成。
黄砂 7%、 亜角ないし亜円礫 3%、 責色粒子3%集積する
部分あり。炭化物 1%未満点在。 〔中・ 25～ 26〕

第a層 黒褐色土 (10YR 2/2)基質は皿a′ 層に近値。黄砂
ブロック (20,10± )3%。 黄色粒子 1%。 〔中・24～ 25〕

第b層 黒褐色土(10YR 2/3)基 質はa層に近値。黄砂ブロッ

クおよび黄砂15%。 〔中・23～ 24〕
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40480m ド

0                   1m

カマド土層説切

第 1層 暗褐色土 (10YR 3/25)基質は覆±4層 に類似。粘土が約15%分布。

亜塊状の粘土ブロック (20,10± )が 3%み られる。炭化物・焼上が約 1

%点在。

第2層 暗褐色土 (10YR 2 5/25)1層 に類似するがやや粗。粘上が5%ほ
ど混じる。戊化物・院土粒子を1～ 2%ほ ど含む。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅲ a層類似上で構成。粘土粒子・炭化物・焼

土粒子を1～ 2%ほど含む。

第4層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質は3層 に類似するが、下位や端部を中心

に粘土ブロック (20,10■ )5%集積。焼土粒子・粘土粒子 1～ 3%。

第 5層  にがい黄掻色土 (10YR 4/3)〔 天丼部崩落〕粘±・Ⅲa層額似土・

黄砂で構成 (3:2:1)。
第6層 暗褐色上 (10YR 3/3)〔 奥壁塗 り込み崩落〕5層 と基質は同じ構成。

被熱赤変。

第7層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 3/35)1層 に類似。 a層には約10%ほ ど粘

土分布。 b層では25%ほ どとなる。

第8～■層 暗褐～褐～女褐色土 〔袖部〕8層 (10YR 3/3)粘 土とⅢa層類

似上で構成 (1:3)。 9層 (10YR 5/6)責褐色粘土。10層 (10YR 3/4)
8層 に類似するが粘土優勢。11層 (10YR 4/35)10層に15%粘土混入。

第12層 暗褐色土 (10YR 3/25)Ⅲ a層類似上で構成。黄砂 。焼上を含む。

第31図  5号住居址カマド%

作られると、つぎに粘土と黄砂を主体に袖部が積まれ、カマドの輪郭が形づくられる。両袖

とも内側には平瓦と面取 りされた礫が据えられ、燃焼部の内壁を兼ねている。礫はまた、袖

部の芯材としても利用されていた。調査で確認された過程は袖部までであったが、燃焼部に

堆積する土層のうち、 4層 と5層 の基質には粘土と黄砂が多く含まれ、その下位は焼土化し

た様子が看取された。また、それは袖部に使用された用材ともきわめて類似していることか

ら、天丼部が崩落したものと考えて差し支えなかろう。加えて、 4層・ 5層 と火床面との間

に間層がみられないことから、天丼部は短時日のうちに陥没したものと考えられる。

カマド右袖の東側にはピットが穿たれ、瓦や土器類が検出された。ピツトは竪穴の壁とカ

マド右袖部を切っており、その覆土はⅢa層 を基質としていることから住居の廃絶に伴って穿

たれた可能性もあるが、性格については不粥である。

ン

ド用材分布
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また、カマドの燃焼部を中心に瓦や礫が多少検出された。それらは覆土の流動方向と共通

し、カマドの前面に集中している瓦や礫類が分布する方向とも、ほぼ同一の軸上にあり、カ

マドの崩壊とともに人為的な影響によって流動した可能性が高い。

出土遺物 (第32～36図、図版140～ 144)

住居址から出土した遺物の総数は152点である。内訳は須恵器類 8点 (郭 6・ 甕 2)、 土師

器類109点 (lTh 3・ 甕106)、 瓦類33点 (軒丸瓦 1・ 丸瓦 4・ 平瓦27・ 隅切 り平瓦 1)、 それに

灰釉陶器塊と青磁婉が各 1点出土している。灰釉娩と青磁は混入品と考えられる。

これらは、カマドおよびその前面に集中している。覆上の走向や傾斜にはぼ適合しており、

いわゆる面上の分布を示すものが多かった。カマドから出土した遺物は、主に瓦や礫類であっ

たが、それらは袖部の心材や補強材として利用されていたものが大半を占めている。竪穴の

覆土から出土した遺物についても、接合例や分布状態からカマドからの流動と考えられるも

のが多い。これらはカマドの覆± 3・ 4・ 5層 と密接な関係をもつものと考えられ、また多

くは床面に接して出土していることから、住居の廃絶後比較的短時日のうちに、カマドの崩

壊とともに廃棄されたものとみるのが穏当と考えられる。図示した遺物の中で接合関係をも

つものとしては 9。 12・ 14・ 17・ 19・ 21・ 22・ 24・ 26・ 27の 10点があり、それらは覆上の走

向に適合しているとともに、カマドおよびその前面の分布範囲にほば収まっている。また、

12・ 14・ 24の瓦については、 3号住居l■ の遺物と接合しており、遺構間のあり方を考えるう

えに注意される。

最後に出土遺物の主体をなす瓦類についてみることにしたい。すでに触れたように調査さ

れた範囲内から出土した瓦は、破片総数にして33点 を数える。瓦は軒丸瓦、丸瓦、平瓦、隅

切 り平瓦などに種別され、平瓦が出土量全体の 8割を超えている。種別にした瓦の接合後に

おける数量の変化においても、多少の差こそあれ、大きな変化はみられない。

以下、種別ごとに要約すると、まず軒丸瓦は 3条の圏線を周縁に巡らす二重圏縁単弁蓮華文

軒九瓦であり、弁数は10弁で構成されるものと推定される。瓦当面の文様構成は 1号住居址

のそれと類似するものと考えられるが、瓦当径では本例がやや大きいものと思われる。

九瓦は破片数にして 4点を数えたが、玉縁形態を示す破片は認められていない。したがっ

て行基葺式丸瓦であると思われる。製作技法では、いずれも凹面には布目痕を残しており、

糸切 り痕や断面に粘土板の合せ目のあるものが含まれることから、粘土板巻き付けによって

製作されたものと考えられる。また、凸面には叩き日はなく、ヘラナデによる調整が加えら

れている。側面は平滑に調整され、狽1縁・端縁 とも面取 り風にケズリ調整されている。

平瓦は、いずれも造瓦技術における相違は認められず、先の2号・ 3号住居址と同じく粘

土板桶巻作りによる技法がとられている。まず凹面では、大半に布目痕が認められ、また粘
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土板桶巻作 りであることから、枠板圧痕、糸切 り痕、粘土板合せ日、布の綴じ合せ日などが

観察される。図示した13点 (隅切 り合)のそれぞれの痕跡比率をみると、枠板圧痕を残すも

の84.6%(11点 )、 以下、糸切 り痕84.6%(11点 )、 粘土板合せ日38.5%(5点 )、 布の綴 じ合

せ目7.7%(1点 )と なる。枠板圧痕および糸切 り痕については、叩き目やヘラナデ調整など

の二次的な成形によって消されたものもあることから、それらの比率はさらに増すものと考

えられる。

ここで枠板圧痕について両側縁が認められる21の平瓦を例にとると、桶巻作 りによる平瓦

の凹面には短冊型に連綴する枠板の痕跡を留めている場合が一般的であるように、枠板圧痕

はとなりあう枠板が段違いになって微妙な高低を生じるためにできた短冊型の痕跡である。

したがって枠板の高低差が大きいはどその痕跡は明瞭に残る。21の 平瓦では枠板圧痕の幅は

2～ 3 cm程度、そして枠板の数は平瓦 1枚 についてみると12枚 となり、これを 4倍 した48枚

程度が桶を構成した枠板の概数と考えられる。枠板圧痕の幅は2.5～ 3 cm程度のものが当遺跡

では一般的であるが、なかには 4 cm前後のものもあって、かならずしも一定ではない。ただ

し、同一の平瓦においては、だいたい一定した枠板を用いた場合が多いといえる。平瓦 1枚

における枠板の数は、枠板の幅によって若千異なるが、もっとも多い 2～ 3 cm程度のもので

10～ 12枚、やや幅の広い枠板では 8～ 10枚程度と考えられる。また、桶の形態とも関連する

が、枠板圧痕のなかには瓦の側縁に対してやや斜めの方向に走っているものや、広端側の方

が狭端側に比べて多少広 くなっていることが指摘できるが、これらは、枠板によって構成さ

れた桶の形態が我頭円錐形をなすものであったことを示している。

凹面での叩き目および調整などの二次成形については、隅切 り瓦を含む28点 の平瓦でみる

と、布目痕のみを残すもの50%(14点 )、 以下、布日十綾杉叩き32.1%(9点 )、 布 目十同心

円叩き14.3%(4点 )、
ヘラナデ調整3.6%(1点 )と なり、布目痕のみを残すものと、綾杉

叩きが加えられるもので全体の 8割以上を占め、こうした傾向は先の 2号・ 3号住居址と共

通する。また、凹面に残る叩き目は、桶からははずし4分割を加える前に粘土円筒に叩きし

めを加えた例と見られるが、叩きしめにはほぼ全面に加えられたものと、広端縁ないしは狭

端縁側に端縁方向に連続して残っているものがある。凸面についても凹面に応ずる叩きしめ

が残っており、両者の相関関係では、凸面に綾杉叩きが加えられているものには凹面にも同

様の叩き目の影響を受けている割合が高く、平行叩き目文が加えられている例では同心円叩

きとのかかわ り合いが深いものとみられる。

平瓦の凸面の場合では、叩き目の種類によって分類することができる。28点 の内訳は、綾

杉叩き24点 (85.7%)、 平行叩き4点 (14.3%)と なり、ここでも綾杉叩きを有するものが断

然に多い。凸面の叩き目を出土量の多い綾杉叩きで観察すると、広端側から始めて狭端側に
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向って叩きしめを行 うのが一般的である。22の 平瓦では、広端縁側から端縁方向に一周し、

順次、狭端縁側に動作を反復する方法が取 られている。また叩き目自体は左回 りになってい

る。叩板は短冊状 と推定され、叩き目は左上 り右下 りの傾斜をとり、弧状を描 くように狭端

縁側に移行 している。

一

L_________→ ― ― ― ― ― ― ― ― ―
望 争

m

第32図  5号住居址出土遺物(1)/

鰯
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21の広端縁側の側面には、粘土円筒の分割に際して刃物を入れたと考えれるいわゆる「分

割我面」の痕跡が確認された。それは粗 く、側面に加えるケズ リ調整 とは明らかに異な り、

粘土円筒の分害」を目的 としていれた刃物の痕跡 と考えたい。桶巻作 りによる平瓦は、粘土円

筒の分割後、側面・端面、あるいは側縁・端縁 ともケズ リ調整によって、そ うした痕跡は一

掃される場合が普通であるが、しかしケズ リ調整後もなお、その痕跡が残っていることによっ

て、桶巻作 りかどうかの一つの目安 ともなろう。

第 5表  5号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

ネ

法量 口径(152)現存高(34)cm 現存率 体部以上%破 片数 1点 形態 体部

は中位で反りぎみに外傾し口縁部まで至り端部は丸く収める 調整 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出上位置

覆土中位

須 恵 器

芥

法量 口径(14.9)現存高(39)cln 現存率 体部以上兆 破片数 1点 形態 体部

は九みをもって立ち上がり口縁部で外反 調整  内外両面―ロクロ調整 胎土 密

砂粒・ 白色粒子を多く含む 焼成 良好 色調 暗緑灰色10G4/1 出上位置 左袖

須 恵 器

外

燃
腔

法量 底径(80)現存高(0,9)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点
平底 調整 底部外面一ヘラ切り→周縁ナデ 内外両面―ロクロ調整

白色粒子 。小礫 。石英粒を含む 焼成 良好 出上位置 覆土中位

底部は

堅緻

4
須 恵 器

芥

現存率 底部小片 破片数 1点
ズヅ 内外両面―ロク

'調整 胎土

白色 5Y7/1 出上位置 覆土中位

形態 底部は平底 調整

堅緻 白色粒子を含む
底部外面一回転ヘラケ

暁成 良好 色調 灰

5
須 恵 器

甕

現存率編 部小片刺 片醐r■練I調整 外面―横位のヘラナデ→細い格子叩き目文

内面一青海波文 胎土 砂粒 。白色粒子を多量に含む 焼成 良好 色調 緑灰色10

G5/1 出上位置 覆土中位

6
土 師 器

芥 Bξ聾縛 誹希鮭灘幾盗
y警

三:ζ
備考 外面体部に煤付着

土 師 器

甕

法量 底径(64)現存高(4.5)cm 現存率 底部%弱 破片数 3点 形態 平底の

底部より丸みをもって立ち上がる小形甕 調整 外面一胴部斜位のハケメ→底部ヘラ

ナデ 内面―ヘラナデ 胎土 砂粒 。小礫を多く石英粒少量含む 焼成 良好 色調

灰黄褐色10YR5/2 出上位置 覆上下位

8
土 師 器

甕

法量 現存高(81)cm 現存率 胴部下半% 破片数 5点 形態 胴部は長胴形態を

呈する 調整 外面―胴部縦位のハケメ～下端横位のハケメ 内面―横位のハケメ

胎土 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄褐色10YR4/3 出土

位置 覆土上層 備考 内面に煤付着

9
土 師 器

甕 魔写う写雰犀]と
与輝ξ蚕献軽縫I塾夢

右袖脇ピット 備考 外面胴部下半の一部に煤付着  _

土 師 器

甕

法量 現存高そ132)あ 現存率 胴部下半% 破片数 ■点 形態 胴部はやや斜方

上に直線的にのびる 調整 外面―縦位のハケメ 内面―横位のハケメ 胎土 砂粒 。

φ lmm大 の小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 にがい褐色7 5YR5/4 出上位置

カマド前床直

土 師 器

甕

法量 現存高(138)cln 現存率 胴部下半% 破片数 4点 形態 胴部は弱い丸み

をもって垂直にのびる 調整 外面―縦位のハケメ 内面―横位のハケメ 胎土 砂

粒・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/3 出上位置 カマド

前床直 備考 外面の一部に燥付着
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号住居址出土遺物(2)%
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第34図  5号住居丸に出土遺物(3)/
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第35図  5号住居址出土遺物倣)%
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第 1節 竪穴住居址

第36図  5号住居址出土遺物(5)%
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第コ章 発見された遺構とその出土遺物

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目(26× 36)糸切り痕 両側縁および広端縁ケズリ調整 凸面
―ヘラナデ調整 広端縁ケズリ調整 破片数 3点 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫
を含舌 焼成 やや軟質 色調 灰白色 5Y8/2 出上位置 覆上下位+3号住カマド
前下位0,

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 24)糸切り痕 側縁および広端縁に幅の広ぃケズリ調
整 偵I縁方向に 1条の凹み 凸面―ヘラナデ調整 側縁ケズリ調整 胎土 石英粒・
白色粒子がやや目立ち小深を少量含む 焼成 やや軟質 色調 浅黄橙色7 5YR8/4
出上位置 カマド上位 備考 粘土板合せ目

隅切 り平瓦

成形 。調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 同心円叩き 両側縁ケズリ調整 凸
面―平行叩き 両側縁ケズリ調整 破片数 4点 胎土 石英粒・ 白色粒子をやや多
く小礫を少量含む 焼成 やや軟質 色調 灰白色25Y8/1 出上位置 床直+3号
住カマ ド中位90+B49・ 50区十B54a区 備考 広端縁左隅から右下へ56度の角度
をもって切 り落している その面は直線的である

三重圏縁単弁

蓮華文軒丸瓦

成形・調整 凹面―弁数は十弁の連華文で構成されるものと考えられる 外縁は3条
の圏線を周縁に巡らす 瓦当部内面はナデ調整 胎土 石英粒・ 白色粒子 。小礫を含
むが少量 焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出上位置 カマド上位 備考 瓦当径約
16cm 瓦当面の文様構成は1号住の8と 同じ

平  瓦

成形 。調整 凹面―布目
り調整 凸面―平行叩き

少量含む 焼成 良好

糸切り痕 同心円叩き ヘラナデ調整 側縁 。狭端縁ケズ

側縁ケズリ調整 胎土 石英粒が目立ち白色粒子・小礫を
色調 橙色7 5YR6/8 出上位置 覆土最上位

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 30)枠板圧痕 部分的に同心円叩き 凸面一二種類の
平行叩き 胎土 石英粒・白色粒子・小礫を少量含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR
6/8 破片数 2点 出上位置 カマド上位十覆土最上位 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 28)枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁に綾杉叩き 凸面―
綾杉叩き 側縁ケズリ調整 狭端縁は綾杉叩きにより面取り風に調整 狭端面―綾杉
叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫が目立つ 焼成 良好 色調 赤橙～暗赤灰色
10R6/6～ 4/1 出上位置 覆上下位

平  瓦

糸切 り痕 凸面―綾杉叩き 破片数
焼成 良好 色調 黄灰色25Y6/1

成形・調整 凹面―布目(24× 26)枠板圧痕
2点 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫が目立つ
～5/1 出上位置 覆土上位・中位

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 布の綴じ合せ目 部分的に綾杉叩き 凸面―綾
杉叩き 破片数 2点 胎土 石英粒・ 白色粒子が目立ち小礫を少量含む 焼成 軟
質 全体に酸化贈焼成ぎみ 色調 凹面―灰白色 5Y8/1～橙色7 5YR7/6 出上位置
カマド左袖補強材 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 34)枠板圧痕 糸切り痕 一部綾杉叩き 両側縁ケズ
リ調整 広端縁平行に 1条の凹み 凸面一綾杉叩き 部分的にヘラナデ調整 両側縁
ケズリ調整 広端縁はやや幅広の面取り風なケズリ調整 右側面に分割我面 広端面
―綾杉叩き 破片数 4点 胎土 石英粒・白色粒子・小礫が目立つ 焼成 良好
色調 灰色75Y6/1～5/1 出上位置 カマド右袖補強材十床直 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 34)枠板圧痕 糸切り痕 両側縁ケズリ調整 凸面―
綾杉叩き 両側縁ケズヅ調整 広端縁側には面取り風に綾杉叩き 広端面―綾杉叩き
破片数 4点 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰オリー
ブ色7.5Y6/2～ 5/2 出上位置 カマド右袖補強材・左袖補強材+覆土中位 備考 粘
土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―側縁方向にヘラナデ調整 布目・枠板圧痕はヘラナデによって消
されたものと思われる 糸切り痕 凸面―綾杉叩き 一部に布目の圧痕が認められる
狭端面一弱い綾杉叩き 胎土 石英粒・小珠が目立ち白色粒子が若干見られる 焼成
やや軟質 色調 浅黄橙色10YR8/4 出上位置 床直 備考 粘土板合せ目 器肉が
厚い

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(22× 28)枠板圧痕 糸切り痕
ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数
粒子・小礫を含む 色調 にがい橙色5 YR6/4 出上位置
位+8区

ほぼ全面に綾杉叩き 側縁
4点  胎土 石英粒・ 白色

覆土上位+3号住覆土上
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平   瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 30)枠板圧痕 糸切り痕 広端縁側に綾杉叩き

―綾杉叩き 広端面―綾杉叩き 胎土 石英粒 。白色粒子・小礫が目立つ 焼成

や軟質 色調 橙色7 5YR6/6～ 6/8 出上位置 覆土上位

凸面

や

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 30)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾

杉叩き 破片数 2点 胎土 石英粒・白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調

灰色 5Y6/1～緑灰色10GY5/1 出上位置 カマド右袖協ピット+床直

平   冗

成形 。調整 凹面―布目(24× 32)枠板圧痕 糸切り痕 広端縁側に綾杉叩き 凸面

―綾杉叩き 広端面―綾杉叩き 破片数 2点 胎土 石英粒・白色粒子・小礫を含

む 焼成 やや軟質 色調 橙～にがい橙色7.5YR6/8～ 6/4 出上位置 カマド中位

+床直

6号住居址 (第37図、図版 12)

本址はBoC-51・ 52区 に位置 し、2号住居址 と重複する。新旧関係では本址の方が古い。

そのため 2号住居址のカマ ドおよび東俣1の コーナー部分は、本址の覆土中に構築 されている。

また、竪穴住居の施設 として炉を有する点では本例が唯―であ り、現在のところ本遺跡のな

かでは最古に属する住居である。

住居址のプランは方形を呈 し、中央やや南西寄 りに炉が設けられている。規模は長軸 (北

西～南東)4.8m、 短軸 (北東～南西)4.4mを測 り、主軸方位はN-120° 一 Eを指す。床面

積は約19.6m2で ぁる。

住居址の遺存状態をみると、まず壁の高さは良好な東隅では確認面となったШb層下位から

約30cmを 測 り、Ⅳ層の黄砂を25cmほ ど掘 り込んでいる。壁はやや開きぎみに立ち上がってい

る。床面はⅣ層中に作られており、いわゆる直床式の構造である。全体にやや軟弱で多少の

凹凸をもつものの、比較的よく均されていた。柱穴は、主柱 4本 (Pl～ P4)を方形に配置

する形式をとっており、Plか らP4ま で結ぶ線はほぼ矩形となり、竪穴のやや南西に寄って

いる。柱穴の底面は礫層 (V層 )に達しており、深さは25～30cmほ どを測 り、底面はほば揃っ

ている。また柱穴のプランは略円形である。覆土を平面および断面で観察したが、いわゆる

柱痕跡は認められなかった。なお周溝は掘られていない。

炉址は、竪穴の中央やや南西寄 りに設けられており、柱穴を対角線で結がとほぼ中央に位

置する。プランは略円形を呈し、Ⅳ層を皿状に掘 り込んだ地床炉である。炉は中心部で約 6

cmほ どの深さを測る。底面には約 2 cmほ どの焼土が堆積しており、火床面となっている。

覆土は 6層 に分層され、主に基質中の黄砂の合有量によって区分した。これをもとに、大

きく上位 (1層 ～ 3層 )と 下位 (4層 ～ 6層 )に分けられる。しかしそれぞれの層界は不明

瞭であって、上位から下位に向かって漸移的に変化している。堆積状態について、層の走向

や傾斜からみると、ほぼ水平な 5層 を除いて、各層は下位の層と対応している。それぞれ竪

穴中央に向かって傾斜を緩めながら、いわゆるレンズ状の堆積状態を示しており、ここでは
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自然埋没 と考えられる。 5層 の堆積過程については、不明な点を残すが床面が軟弱であるこ

とと関係するものかもしれない。

出土遺物 (第 38図 )

本l■から出土した遺物は図示した土師器高不 2点のほか

に、土師器甕および中近世陶磁器の破片が少量含まれてい

たが、それらはいずれも混入遺物 と考えられる。図示 した

2点についてみると床面直上からの出土であり、本l■ の時

期を示す数少ない資料とみられる。 1は内外面ともヘラミ

ガキ調整を特徴とした不部の破片である。 2は脚部のみで

あるがヘラナデによって整えられている。これらのみで本

址の時期を決めるには心もとないが、器面および形態、加

甘

えて竪穴内に炉址が存在することから、ここでは古墳時代前期の所産 とみることが穏当と考

える。なお、調査区南狽1で検出された方形周溝墓 との関連が留意されよう。

第8表  6号住居址出土遺物観察表

l

器

芥

師上
高

現存率 不部下半/ 破片数

調整 内外画面―ヘラミガキ

多く含む 焼成 良好 色調

3点  形態 芥部は九底で丸みをもって立ち上がる

胎土 砂粒 。赤色粒子・ 白色粒子が多 く金雲母をやや

橙色7 5YR6/8 出上位置 木直

2
器

芥

師土

一局

法量 底径(10,0)現存高(20)cm 現存率
「/ヽ 」の字形に開き端部は丸く収める 調整
デ 胎土 細砂粒を多く含む 焼成 良好
直 備考 1と は調整が異なる

脚裾部/破 片数 1点 形態 裾底は

裾部外面―ヨヨナデ 内外両面―ヘラナ

色調 浅黄橙色7 5YR8/4 出上位置 床

第38図  6号住居llli出 土遺物 %

住居址土層説粥

第 1層 黒褐色土(10YR 2 5/25)基 質はⅢa′ 層下部に近値。

全体に黄色粒子(2,1～ 05)1%。 密で均質な土層。〔中・

25～ 26〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)1層 に類似するが、より密で

土粒も細かくなり結合を増す。黄色粒子 1%未満点在。上

位に炭化物 1%未満。 〔中 。26～ 27〕

第 3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25。 2/25)基質はⅢa′ 層類

似土と黄砂で構成。b層下位に亜円礫 (10,7～ 5)5%集
積。 〔中 。25～ 26〕

第4層 黒褐色～暗褐色土 (10YR 2/2。 3/25)基質は3層

に類似するが、責砂の合有量および礫によって区分。層界
はやや不明瞭ながら平坦。 a層は黄砂を40～ 50%含 む。b

層では25～30%ほ ど黄砂を含み、亜角礫 (20,15～ 10)下
位に3～ 5%集積。 c層 とd層 は近値であるが、d層 南西

側から流動する責砂によって若千合有量が多い(20～ 30%)。

〔中～弱 。25～ 27〕

第5層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 3/4)上粒が細かく密なⅢa′

層類似土と黄砂で構成。 1%未満の炭化物が点在。 b層で

は焼土粒子 (2± )が 7%加わる。 〔中・ 23～ 24〕

第6層  暗褐色～褐色土(10YR 3/35。 4/3)Ш a′ 層類似土

と黄砂で構成。 5層に類似するがより粗で亜円礫 (20,15
～7)5%。 a層類似±70%。 b層では黄砂主体。壁の崩

落と考えられ縦方向に流動する。東側に黄砂の崩落が多い。

〔弱・24～ 25〕

柱穴土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はHa層類似土。壁際に

斑紋責砂 5%浸食。

第2層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はШa層類似土と黄

砂で構成 (8:2)。 P■ 4に亜円礫 (20,10～ 7)5%。 PI
l・ 3の 下位に黄砂薄層。

第3層 黒禍色土 (10YR 2/2)亜 円礫 (15,10～ 7)を 3～
5%合むⅢa層類似土と黄砂で構成。

第 4層 暗褐色土 (10YR 3/4)Ha′ 層類似土 。黄砂・亜円

礫で構成。

炉址土層説粥

第 1層 暗褐色土 (7 5YR 3/3)住居址覆± 5b層 に類似。下

位を中心に焼±25%浸 食。

第 2層 赤褐色土(2 5YR 4/7)焼上。1層 との層界が火床面。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

7号住居址 (第 39図 )

本址はA・ B-52区 に位置 し、 1号掘立柱建物址および 1号竪穴状遺構 と重複する。新旧

関係では、 1号掘立柱建物址 より新 しく、 1号竪穴状遺構 よりも古い。そのため、南西側の

壁 と床面の一部が 1号竪穴状遺構によって切 られていたことから竪穴全体の約 2/3ほ どの調

査 となった。 しかしながら、竪穴の 3つのコーナーが検出されたことで、形状および規模に

ついては捉えることができた。

住居 l■ は、北東壁の中央からやや北西寄 りにカマ ドが築かれ、主軸方位はN-60° 一 Eを指

す。規模は長軸 (北西～南東)2.50m、 短軸 (北東～南西)2.35mを 測 り、周辺の竪穴住居

址 と比べると大分小形の住居址 となる。また、住居のプランは方形を呈する。検出された床

面は約3.3∬ であるが、 1号竪穴状遺構に切 られた部分を含めると、おおよそ5,3m2ほ どにな

ろ う。

竪穴内についてみると、壁の高さは約10cmを測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。床

面はⅣ層の黄砂を均 した、いわゆる直床式の構造であ り、全体によく踏み固められていた。

9                  1m

≧ョ
判

　

　

　

　

　

　

　

　

日
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ｇ
３

マ
ｑ

tl

191 60Л R メ〈

住居址土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/15)本址の南側に分布をもつⅢb層上部
にみられる薄層の細礫を基質とする。亜角礫 (8,5～ 2)を約25%
含み、黄砂15%分 布。最下位に焼土粒子・炭化物 2%。 〔弱 。26～ 27〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)基 質はⅢaないしⅢb層で構成される。
1層 と同じ細礫15%。 下位に焼土粒子・戊化物 2%。 〔中 。25～ 26〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基質は2層 に類似し、ma層類似

`上
で構成。全体に亜角礫 7%。 下位に炭化物 1%。 (中 。24～ 25〕

第39図  7号住居lr及びカマ

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はⅢa層類似

土。亜角礫 (5,3～ 2)3%。 粘土 (20～ 15)

5%。 炭化物 (2■ )1%。
第 2層  黒褐色土 (10YR 3/25)基質は1層に類

似するがより密で均質。 a層 には上位から粘土

3%浸食。 b層では全体1%。 下位に焼±2%
浸食。炭化物 1%。

第 3層 赤褐色土 (2 5YR 4/7〉 焼土。2層 との

層理が火床面。

第4層  暗褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅲ a層類似土と

黄砂で構成。焼土粒子 (2～ 1)2%。 上位に

は炭化物 1%点在。

第 5層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土・黄

砂・粘土で構成。被熱赤化。奥壁塗 り込み。

ド 宏発,ラ発
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第 1節 竪穴住居址

柱穴は主柱をもたない無主柱形式の構造をとっていたものと考えられ、床面には柱穴は穿た

れてはいない。なお周溝 も確認 されなかった。

覆土は 3層 に分層され、基質には特徴的な細礫がみられた。 これは、 BoC-49～ 51区 の

旧地形においてⅢb層 の窪んだ箇所を中心に分布するラミナに相当する。11号住居llLの 南側付

近でやや厚 く、3 cmほ どの堆積が確認されⅢb層 の上部に挟まっている。覆上の堆積状態を層

の走向や傾斜からみると、各層 とも竪穴中央に向かって傾斜を緩めながら、いわゆるレンズ

状を呈していた。それぞれ下位の土層に対応することから、自然堆積 と考えられる。また、

各層の最下位ないし下位には、焼土粒子や威化/7oがみられた。西隅付近の床面から接 して検

出された灰化材の出土状態を考えあわせると、本址が火災に遭遇 した可能性もある。

カマ ド (第39図 )

カマ ドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられている。遺存状態が悪 く、掘 り方のみの

検出であったが、火床面の存在からカマ ドとして精査を行った。最終的に検出された範囲は、

焚 口から煙道の立ち上が りまでは約55cmを 測る。燃焼部および煙道部の壁外への掘 り込みは

きわめて浅 く、約 6 cmが 円弧状に削 り取 られている。 こうした特徴は、本 l■周辺にみられる

カマ ドの全般的な傾向として指摘できる。また、木面へはカマ ドの部分だけが浅 く皿状に掘

り下げられてお り、その奥壁 に粘土が塗 り込まれている。おそらくこの面が煙道の傾斜角度

となって立ち上がっていたものと思われる。また火床面にあたる部分では掘 り上げた土を一

部 もどして、床面 とはば同じレベルに整えている。袖部や天丼部については不明であるが、

覆上の観察から、用材 として粘上が使われていたものと推定される。

なお、遺物はまった く検出されなかった。

北側調査区遺構群
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

8号住居址 (第40図、図版13・ 14)

本l■ は、 B・ C-36・ 37区 に位置する。調査区内では竪穴住居を中心とする遺構密集区が

大きく北側と南側に存在するが、それらを仮に北側住居址群、南側住居址群 と呼べば、本址

は北側に含まれる。また本址以南、南側住居址群までのおおよそ180m間 は遺構が希少となる。

住居l■ は方形を呈し、北東壁の中央やや南東寄 りにカマドが設けられている。規模は長軸

(北西～南東)5.50～ 5,70m、 短軸 (北東～南西)5.30～ 5。 40mを測る。主軸方位はN-45°

一Eを指し、床面積は約27m2でぁる。

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から約20cmを測 り、ほぼ垂直

に立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂を掘 り込んだ、いわゆる直床式の構造であり、竪穴

496 20ni二

第40図  8号住居l li%
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第1節 竪穴住居址

の西隅付近にはV層 の礫起伏がみられるものの全体によく均され踏み固められている。床面

の調査とともに、周溝や柱穴についても確認を行ったが検出されなかった。とくに柱穴につ

いては、竪穴内に主柱をもたない無主柱形式の構造と考えられる。こうした例は小形住居に

みられる傾向として指摘できるが、一辺が 5mを越える場合ではあまりみられず、構造上興

味深い問題でもある。

覆土は10層 に区分され、大きく最上位 (1層・ 2層 )、 上位 (3層 ～ 6層 )、 下位 (7層 ～

10層 )に分けることができた。最上位の基質には旧耕作上の斑鉄やマンガン斑がみられ、攪

乱を受けていると考えられる。上位の堆積状態についてみると、層の走行や傾斜は各層とも

異なっている。また、それぞれの広がりも一定ではなく、分布状態や層厚にばらつきがみら

れ、ラミナやブロツクも含まれている。人為的な影響が及んでいるとみることができよう。

これに対して下位では、いわゆるレンズ状の堆積がみられる。層の走向や傾斜についても、

竪穴の中央に向かって、それぞれが対応しながら堆積している。壁際には、崩落土と考えら

れる三角州状の堆積もみられた。埋没する過程では、竪穴が廃棄され窪地になった後に人為

的な行為が加わったと考えられる。事実、最上位および上位では山茶婉やロクロ土師器の類

が確認されたのに対し、下位では古墳時代後半の遺物に限られていた。住居址の南西側にみ

られる礫の集中する部分は、廃棄の単位ブロツクになる可能性もあろう。

カマ ド (第41図、図版14)

カマドは竪穴の北東壁に設けられ、中央よりやや南西に寄っている。最終的に検出された

範囲は、焚 口から煙道の立ち上がりまで約48cm、 両袖部最大幅は72cmほ どであった。また焚

口幅は約40cmを 測った。竪穴の規模に比べ、やや小振 りな印象を受ける。以下、構築の過程

を追ってみると、まずカマドの位置が決まり、つぎに基礎部分が整う。つまり掘り方である。

第41図 にあるように、壁外へは煙道部分がわずかに掘り込まれ、床面もカマドの部分だけが

住居址上層説切

第1層 黒褐色土 (7 5YR 2/2)基 質はma層に類似。上位

に旧耕作上の浸食と考えられる斑鉄・マンガン斑3%。 黒

褐色土ブロック (30,20～ 15)5%。 〔中 。24～ 25〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)基質は1層 に類似するが斑鉄

等みられず。黒褐色土ブロックで構成。黄色粒子 (1■ )

微量点在。 〔弱 。21～ 22〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/15)鍵層Bに対比。基質はⅢa

層に類似するが、暗褐色土 (10YR 3 5/3)ブ ロック5%。

a層 では亜円礫 (25,20～ 10)2%。 b層では3～ 5%。

黄色粒子 (2,1±)1%。 〔中・ 23～ 25〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/3)基質は特徴的に明度を増して

いる。灰化物 (3,2～ 1)2%。 a層・ b層は黒褐色土 (10

YR2/2)の薄層が異方向に流動している。 〔中 。27～ 28〕

第5層 黒Fp.色 土 (10YR 2/1)鍵 層Bに対応。基質はⅢa層

に近値。黄色粒子 (2,1■ )2%。 a層・ b層は異方向に

流動。 〔中・ 24～ 25〕

第6層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は皿a層 に類似。層

下位端部を中心に黄砂ブロック (20,10± )5%。 亜円礫

(10,7～ 5)下位に 5%。 〔中・ 26～ 27〕

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/2・ 25/25)6層に類似する

が、基質中に黄砂を含む。 a層では約10%。 b層では約15

%。 全体に黄砂ブロック (25,15士 )3%。 〔中・ 25～ 26〕

第8層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質は7層に類似。7層 に

比べ黄砂および責砂ブロツクが多い。層界は不明瞭波状で

顔変する。a層 では黄砂20%、 黄砂ブロック5%。 b層で

は25%、 7%。 c層 では15%、 5%で下位に粘土粒子 (3,

2± )3%。  〔中 。23～ 25〕

第9層 黒褐色土 (10YR 3/2・ 3/25)基質は8層 に類似。

層界は不明瞭波状で漸変する。下位で黄砂が5～ 7%浸食。

亜円礫 (30,25～ 5)3%。 b層では炭化物 (2± )2%、

粘土粒子 (3,2～ 1)5%。 〔中・25～ 27〕

第 10層  暗褐色～褐色上 (10YR 3/4,4/4)a層 は暗禍色土

と黄砂で構成 (6:4)。 壁際では黄砂が主体となる (壁崩

落土)。 b層では粘土粒子(5,3～ 2)7～ 10%集積。〔中・

25～ 26〕
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1,6 20ni― ▲

カマド土層説切

第 1層 黒褐色～暗褐色土 (10YR 3/2・ 3/3)a層 は住居址
覆± 9b層 に近値。粘土粒子 (5,3■ )10%。 b層 は暗褐
色土と粘上で構成 (3:2)。 〔天丼部崩落〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はma層類似土で構成さ
れるが、焼土粒子 (5,3～ 2)7%、 炭化物 (2± )2%。
〔天丼部内壁崩落か〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は2層 に類似。焼土
および炭化物は2%未満。

第4層  暗褐色土 (10YR 3/3)基 質は3層 に類似。袖部用材
の流動と考えられる粘土ブロック5%、 端部は 7%。

9                   1m

第5層 赤褐色土 (2 5YR 4/7)焼 土。 〔火床面〕
第6層 暗褐色土 (10YR 3/4)暗 褐色土・粘上で構成 (3:

2)。 被熱赤変。 〔奥壁塗 り込み〕

第7層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 3/35)a層は暗褐色土・黄
砂・焼上で構成(5:3:1)。 b層 では黄砂下位を中心に60%。

第8層 ～10層 暗褐～褐色土〔袖部〕8層 (10YR 3/25)ma
層類似土・褐色粘土で構成 (4:2)。 9層 (10YR 4 5/5)
褐色粘土主体。10層 (10YR 4/4)褐 色粘土と暗褐色上で構
成 (3!2)。

|∞

1輿

Ａ
一

第41図  8号住居址カマド%

掘 り下げられ、燃焼部にあたる範囲を長円形に窪めている。その両脇の袖部にあたる所につ

いても、若千の掘 り込みがみられる。こうした工程を経て基礎部分が作られると、火床面に

あたる部分では掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられ、また奥壁 (7a層 )には褐色粘

土を主体とする用材が塗 り込まれ形が整えられている。続いて同質の用材で袖部が積まれ、

壁の整形 とともにカマドの輪郭が形づくられている。また燃焼部の中央には石製の支脚が据

えられており、良好な遺存状態を示していた。礫は袖部からも確認されており、補強材とし

ての使用が考えられる。同様にカマドの焚口付近および右袖側に分布する礫についても、出

土状態や形状から補強材として使用されていた可能性がある。それらの礫は、竪穴の覆± 8c

層および 9b層 の走向・傾斜と適合している。

覆土についてみると、燃焼部に推積する土層のうち、 1層および 2層 の基質には粘上が多

くみられ、また 2層 の下位では焼土化が進んでいることから、それらの上層は天丼部の崩落

と考えられる。

出土遺物 (第42図・ 43図 )

出土した遺物の総点数は73点 を数える。その内訳は、土師器類35点 (甕 14・ 高邪 1・ ロク
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第42図  8号住居址遺物出上分布図 %
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第43図  8号住居址出土遺物 %

覆土上位までに含まれる混入遺物と、本址の帰属時期を示すと考えられる下位から検出され

た遺物 とに分離することができる。

図示した土器類について若千触れておくと、須恵器蓋類は口径が大型化しており、天丼部

口土師器婉20)、 須恵器類17

点 (不 6・ 蓋 3・ 甕 7・ 長

頸瓶 1)、 灰釉長頸瓶 1点、

山茶婉19点、近世陶器 1点

である。これらの遺物は、

人為的な影響が看取される
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と口縁部 とをわける突出部の稜は失われ、全体に甘 くにぶい。ただし、 口縁端部には内傾す

る面が残る。陶邑古窯址群 との対比において示せば、田辺編年でのTK10型式に相当する段階

と考えられる。土師器類はカマ ドの焚 口付近に偏在していたもので、層の走向や傾斜からカ

マ ド内からの流出と考えることもできよう。

第 7表  8号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 現存高(23)cln 現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 やや扁平な天丼部か
ら丸みをもって日縁部へと移行する 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ 中央にへ
ラ切り痕を残す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒をやや多く含む 焼成
良好 色調 外面―淡黄色2.5Y8/3 内面―灰白色2.5Y8/1 出上位置 覆上下位

2
須 恵 器

蓋

法量 口径(149)現存高(38)cm 現存率 天丼部下半以下% 破片数 1点 形態
天丼部のかくらみは弱く口縁部との境ににがい凹線を巡らす 口縁端部はやや鋭角的
で内傾する面を残す 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ→ナデ調整 内外両面―ロ
クロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 黄灰色
25Y6/1 出上位置 床直

3
土 師 器

甕

法量 日径(155)現存高(4.9)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部
は「く」の字形を呈する 調整 外面―胴部縦位のハケメ→日縁部ヨコナデ 内面一日
縁部横位のハケメ→胴部ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好
色調 灰黄褐色10YR6/2 出上位置 覆上下位

9号住居址 (第44図、図版15)

本址は、調査区北側のC・ D-50区に位置する。周辺には 2号・ 5号・ 6号の各住居址が

北側にあ り、また北東約 7mには11号住居址がある。

住居址の南西側は調査区外に広がることから、おおよそ 2/5ほ どを検出し得たものと考え

る。またカマドは、北東壁のほぼ中央に築かれている。竪穴の形態や規模については推定の

域をでないが、周辺のほぼ同規模 と考えられる3号および 4号住居址を参考にすると、一辺

4.2m前 後の方形プランを呈する竪穴が推定され、床面積は約16m2ほ どとなろう。主軸方向は

N-60° 一Wを指す。

竪穴の遺存状態は比較的良好で、壁は竪穴全体を覆 うⅢ a′ 層まで立ち上がる。また高さは

約40cmを測 り、土層断面からも分かるようにほば垂直に立ち上がっている。床面は黄砂であ

るⅣ層を35cmほ ど掘 り込んだいわゆる直床式の構造をとるが、全体によく均され凹凸はほと

んどみられない。壁際がやや軟質であるほかは、よく踏み固められ硬化していた。柱穴は、

カマドが設けられている北東側ではぼ対称に 2本が検出された。おそらく主柱 4本を方形に

配置した構造と思われる。柱穴の底はV層 の礫層に達しており、ほぼその面で揃っている。

平面と断面において柱痕跡の観察を行ったが、みられなかった。柱穴のプランは略円形を呈

し、深さは35～ 40cmほ どを測る。なお周溝は存在しなかった。

覆土は 8層 に分層された。他の住居llLの 覆土に比べ、全体に色調が暗いことを特徴として

いる。各層ともⅢa層に近値であるが、本l■周辺にみられる細礫やラミナを基質に多 く合んで
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第 1節 竪穴住居址

」

Ａ

Ｏ
．

49520mド

住居址土層説明

第 1層 黒色土 (10YR 2/1)基 質はma層に近値。上色が暗

くなることによって区分。Ⅲa層 と同じ黄砂ブロック (30,

25～20)5%。 黄色粒子 1%未満。 (中 。25～ 26〕

第2層 黒色土 (10YR 2 5/1)鍵 層Bに対応。Шa層に近値
であるが、両端部に細礫 (5,3± )5%。 〔中 。_23～ 24〕

第3層 黒色～黒褐色土 (10YR 2/15。 2/2)a層・ b層 の

基質は2層に類似。細礫の増加によって区分。 a層では15

%、 b層では20%。 黄色粒子 1%未満。 c層の基質はa層
に類似するが、粘土粒子 (5,2～ 1)が下位を中心に5%
集積。 〔中 。22～ 24〕

第 4層 黒禍色土 (10YR 2/2)基 質は3層 より明るくなり、
細礫は減少。細礫 (5,2士 )5%。 密に締まる。 〔中・ 26

～27〕

第5層 黒色土 (10YR 2/1)基 質は3層 に類似し、細礫を合
み、層界不甥瞭。 a層では25%、 b層では30%以 上。粗で

ザラつくが粘性をもつ。 〔中 。23～ 24〕

第6層  黒色土 (10YR 1 7/1)基質は本址周辺のⅢb層上部
になられる細礫 (5,2± )主体。細礫と皿a層で構成され

a層では 5:3、 b層では5:4。 〔弱 。23～ 24〕

第 7a層  黒褐色土 (10YR 2/25)ma層 と黄砂で構成され

9                   ?m

る。細礫は上位に約 3%。 5層 との層界は明瞭。黄色粒子
1%未満。 〔中 。25～ 26〕

第 7b層・ 7c層 黒褐色土(10YR 2/3)基質はⅢa層類似土

とカマドから流動した用材によって構成。 b層では粘土ブ
ロック (40,30～ 20)10%。 c層 では、粘上ブロック (25,

15～10)7%。 基質中に粘±10%分布。 〔中～強 。26～ 27〕

第 8層 にぶい黄褐色土 (10YR 3/4)Ⅲ a層・ Ⅲb層類似土

と黄砂で構成。壁際では黄砂主体で60%。 b層では40%。

壁の崩落上。 〔弱～中 。24～ 25〕

柱穴土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/25)覆±6層 ないし7層に類似。
より黄砂を含み25～30%ほ どが入り混じる。

第 2層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成さ

れ、 b層は黄砂主体。

第 3層 黒褐色土 (10YR 2/2)ma層 類似土主体。a層では

約15%の黄砂が含入。 b層では7～ 10%は ど。

第 4層  暗褐色土 (10YR 3 5/35)黄 砂主体。Ⅲa層類似土

が15～ 20%ほ ど合入。薄層もみられる。

第 5層 褐色土 (10YR 4/35)黄 砂と亜円礫で構成。

第44図  9号住居址 %

いる細礫の合有量によって、大きく上位 (1層・ 2層 )、 中位 (3層～ 5層 )、 下位 (6層～

8層)に分けられる。しかしながら、それぞれの層界は不粥瞭で漸移的な変化を示している。

また堆積状態は、いわゆるレンズ状を呈していることから自然堆積 と考えられる。なお覆土

_“ R=≡==Ⅱ
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

カマド土層説粥

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)住 居址覆± 7c層 に近値。
基質中に粘±10%。 b層では粘±7%。

第 2層 責禍色土 (10YR 5 5/6)〔 天丼部崩落〕基質は黄褐
色粘土によって構成。 a層ではブロック25%、 下部被熱赤
変。 b層 では1層 の黒褐色±40%浸 食。炭化物2～ 3%。

第 3層 暗褐色土 (10YR 3 5/35。 4/4)a層 は基質に粘土
10%。 b層 では15%。 基質はⅢa層類似土。炭化物 1～ 2%。

第4層 黒褐色土 (10YR 3/2。 3/25)基質はⅢa層類似土。
a層 では粘土粒子 5%、 焼土粒子 3%、 炭火物 1%。 b層
では、粒土粒子 1～ 2%、 焼土粒子 2%、 炭化物 1～ 2%。

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)基 質は4b層 に類似。焼土

粒子15%集 積。

第6層  褐色土 (10YR 3 5/4)〔 奥壁塗り込み〕粘土主体。
被熱赤変。

第7層 暗掲色土 (10YR 3/3)基 質は4b層 に類似。焼土粒
子5%。 炭化物 1%。

第 8層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はⅢa層類似土と黄
砂で構成 (3:1)。 壁際では黄砂優勢。

第9層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はШa層類似土で構成。
上位では焼土粒子 3%、 戊化物 3%含む。下位では黄砂が

浸食し、焼土粒子・炭化物はみられない。
第10層 ～13層  暗褐色土～にぶい黄砂色土 〔袖部〕10層 (10

YR3 5/3)暗 褐色土主体。粘土ブロック(25,10± )5%。
基質中に粘± 7%。 ■層 (10YR 3/4)基質中の粘上20%、

粘土ブロック7%、 炭化物 1%。 12層 (10YR 3/4)基 質中
の粘±40%強。13層 (10YR 4 5/3)粘土主体 (60%強 )。

49480m_A

第45図  9号住居址カマ ド %

から推定される本址の年代は、竪穴が完全に埋没 した後にⅢ a′ 層が覆われていることから、

瓦類を伴 う竪穴よりも古いと考えられる。古墳時代後半であろうか。

本址から出上した遺物は、覆土上位より出土した常滑董と推定される胴部破片が唯―のも

のであった。

カマ ド (第 45図、図版14)

カマドは北東壁のはば中央に設けられ、袖部については比較的良好な遺存状態を示してい

た。最終的に検出された範囲は、焚口から煙道の立ち上がりまで約42cm、 両袖部最大幅は90

Cmほ どを測った。また焚 口幅は35cmほ どであった。カマ ド用材と考えられる崩壊土は、焚 口

付近を中心に円91k状に流出している。

まず袖部からみると、両袖とも黄褐色粘土を主体とした用材が積まれて形づくられている。

天丼部についても、燃焼部内に袖部と同質の粘土がみられることから、袖部から天丼部へと

いう工程で作られていったものと思われる。燃焼部は、ほぼ円形の皿状の凹みとなっており、
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第1節 竪穴住居址

奥壁寄 りには小ピットが穿たれていた。支脚用のビットと判断して間違いなかろう。煙道部

についても、すでに痕跡は留めていないが、壁外への掘 り込みをほぼそのまま利用していた

と思われる。立ち上がりをやや緩めるため粘土が使用されている (6層 )。

つぎに掘 り方をみると、第45図 にあるようにカマドの火床部分だけがほば正確に掘 り下げ

られている。ここでの特徴の一つとして、今までのカマドが円形ないしは長円形の掘 り方で

あったのに対し、本例では方形を呈しており、また袖部の基本構造において床面に直接積ま

れていたことが確認された。壁外への掘 り込みは、ここでもわずかに10cmほ どであった。火

床面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えている。

10号住居址 (第46図、図版15)

本址は調査区北側のA-50区 に位置し、竪穴の北西コーナー部分が 1号配石遺構Aに よっ

て切られている。また、すぐ東側には東西方向に延びる礫起伏が存在している。

住居l■ のカマドは東壁の中央からやや北寄 りに検出され、主軸方位はN-67° 一Eを指す。

規模は長軸 (北西～南東)2.7～ 2.85m、 短軸 (北東～南西)2.50mを測 り、先の 7号住居址

と同様に周辺の竪穴住居と比べると大分小形となる。また住居址のプランは、やや歪むもの

の方形を呈し、床面積はおおよそ5,7m2ほ どと推定される。

竪穴の遺存状態についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から約 8 cmと 浅 く、

こうした傾向は先の 7号住とも共通している。Ⅳ層への掘 り込みが浅いことから、遺存状態

は良好とはいえない。壁はやや開きぎみに立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂を掘 り込ん

で作られた、いわゆる直床式である。多少凹凸がみられ、やや軟弱であった。また、わずか

ではあるが被熱によって赤変した部分が認められた。周溝および柱穴は存在しなかったが、

カマド寄 りに、いわゆる床下土坑が検出された。プランは略円形を呈し、径40cm、 深さ12cm

ほどを測る。坑内には黄褐色粘上が充填されていた。

覆土は 3層 に区分され、各層ともⅢa層に類似している。下位には、焼土粒子や波化物がみ

られる。また東コーナーの床面上から検出された炭化材の出土を加えると、本址が火災に遭

遇した可能性も指摘できる。

カマ ド (第46図、図版15)

カマドは東壁の中央よりやや北に寄って設けられている。遺存状態はあまり良好ではない

が、両袖部を中心とするカマドの輪郭は捉えることができた。最終的に検出された範囲は、

焚口から煙道の立ち上が りまで約34cm、 両袖部最大幅は72cmほ どを測 り、焚口幅は約32cmで

あった。煙道部の壁外への掘 り込みはきわめて浅 く、わずかに 5 cm1/kどが円靱状に削り取ら

れている。また、床面へはカマドの火床部分だけが浅 く皿状に掘 り下げられており、こうし
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住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)
基質はⅢa層に類似。黄色粒子 (1,05士 )

10/O未満点在。亜角礫 (5,3～ 1)5%。
下位に炭化物・焼土粒子 1%。 〔中 。25～ 2⑪

第 2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)
基質は1層 に類似するが、粘土ブロック00,
10± )3%。 〔中・ 24～ 25〕

第3層  暗褐色土 (10YR 3/3)
基質はⅢa層類似土と黄砂で構成(3:2)。

全体に炭化物 2～ 3%、 焼土粒子 3～ 5%。

〔中 。23～ 24〕 。

床下土坑土層説切

第 a層 黄褐色粘土 (10YR 5/6)
黄褐色粘主主体。上部被熱赤変。

第 b層 黄褐色粘土 (10YR 5 5/6)

黄褐色粘土主体。 a層 との層界は不明瞭波

状。

カマド土層説明

第 1層 褐色～暗褐色土(7 5YR4/4。 10YR
2/3)a層・ b層では40%強 の粘上が亜塊状

に分布。 a層では被熱赤変。 c層は住居址

覆±2層 に近値だが粘±10%。

第 2層 暗褐色土 (10YR 3/3〉

基質は暗褐色土。粘土粒子 7%、 焼土粒子

5%、 炭化物 1～ 2%含む。

第 3層 褐色土 (10YR 4/6)
〔塗 り込み崩落〕被熱によって赤変した粘土

主体。

第4層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)
Ⅲa層類似土と黄砂で構成。上位に炭化物 3

%、 焼土粒子5%集積。

第5層  にぶい黄褐～黄褐色土(10YR 4/4・

5/6)〔袖部〕a層・ b層 とも責褐色粘土主

体。層界は不朔瞭波状。 b層 では下位に黄

砂が15%含 む。

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

1啜

・ 須恵器芥

★須恵器蓋

第46図 10号住居址及びカマド%,%
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第 1節 竪穴住居址

た特徴は、本址周辺にみられるカマ ドの全般的な傾向として指摘でき、カマ ド火床部分だけ

が掘 り下げられた例では先の 9号住 と共通す る。 さらに奥壁には粘土が使用された痕跡が認

められた。塗 り込み部分は大半が崩落 しているため、本来の立ち上が り角度は不切であるが、

断面は舟先状を呈 していたものと考えられる。袖部は黄褐色粘土を積み上げて形づ くられて

お り、天丼部についても断面の観察から 1層 がその崩落 と考えられ、袖部 とはぼ同質の用材

が使われていた。

掘 り方についてみると、 9号住居址 と同様に方形を呈 してお り、また袖部の基本構造にお

いて床面に直接積まれていたことが確認 された。

出土遺物 (第47図、図版145)

本址から出土した遺物の総点数は 4点である。

その内訳は須恵器類 3点 (不 1・ 蓋 1・ 高不 1)、

土師器甕 1点である。いずれも床面に接 して検

出され、カマドの周辺に偏在していた。唯一図

示できた底部を欠損する土師器胴張甕は、床面

上につぶれた状態で検出された。須恵器類につ

いては小破片であることから、それをもって即

断できないが、古墳時代後半の資料 として押さ

えることができる。

9_              1              29cm

第47図 10号住居址出土遺物 /

易
二

一

工

第 8表 10号住居址出土遺物観察表

法量 口径(14.0～ 150)現存高(22.3)最 大胴径(227)cm 現存率 口縁部燿 胴

部%破 片数 104点 形態 口縁部は「く」の字形を呈し胴部は大きく膨らみ最大径を

中位にもつ 調整 内外両面―胴部ハケメ状工具によるナデ→口縁部ヨコナデ 胎土

砂粒 。小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/4 出上位置

木直 備考 外面に煤付着

土 師 器

甕
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

11号住居址 (第48図、図版 16)

本址は、調査区北側の B-50・ 51区 に位置す る。周辺には北東側に10号住居址、西側には

重複する 2号・ 6号の各住居址がある。また、南西側には 5号および 9号住居址がある。

住居址は、カマ ドが設けられていた北東壁側が床面にまで攪乱が及んでいたが、ヵマ ドの

設置場所が半」明したことから竪穴の全容についてはほぼ捉えることができた。 プランはほぼ

方形を呈するものと考えられ、規模については遺存する南北間が約3.lmを 測ることから、東

西間についても同様な数値に収まるものと思われ、床面積は約 9m2ほ どと推定される。主軸

方位は、 N-67° 一 Eを指す。

竪穴内についてみると、床面の大部分はⅢb層中に築かれていたことから、他の住居に比べ

て浅 く、検出作業は困難であった。壁の確認 された西側でも、高さは確認面となったⅢb層か

ら約10cmほ どであり、掘 り込み自体が浅かったものといえる。床面は掘 り方面を均 した、い

わゆる直床式である。凹凸はみられないものの全体に軟弱な構造であり、長期的な使用は考

えられない。また周溝や柱穴の検出に務めたが、存在しなかった。

覆土は 3層 に区分される。堆積状態についてみると、 1層 は竪穴の中央西寄 りに分布する

礫の集積 と適合する。礫の集積については、窪地に作られた集石址とも考えられるが、 8号

tl

<|

判刊
‐
Ｅ
。Ｎ
ぷ

，

:套暮露曇     く|                く|

O土 師器 不

▲幸師器寄        生___―――――――――――望m

9     5ocm

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基
質は住居址覆±1層に類な。炭化物・

焼土粒子 1～ 2%。 粘土粒子3%。

第 2層 赤褐色土 (2 5YR 4/7)焼 土。
1層 との層理が火床面。

第3層  暗褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅲ a

層類似土 。細礫・貢砂で構成(3:1:
1)。

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)基質はⅢa層類似上。黄色    位に黄砂が分布。黄色粒子 1%。 細礫 (5,3～ 2)10%。
粒子 (2,1■)1%未 満。炭化物徴量点在。 〔中 。26～ 27〕   第 3層 黒褐色土(10YR2 5/2)基 質は皿a層類似土 `細礫・

第2層  黒褐色土 (10YR 2/2)基 質は1層 に類似するが、下    黄砂で構成 (1:1:2)。 壁崩落土。 〔弱 。22～ 23〕

第48図  11号住居址及びカマ ド %,%
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面
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第1節 竪穴住居址

住居址の覆土中にみられたものと同様に、一つの廃棄の単位となる可能性も指摘できる。し

たがって 1層 の堆積過程においては人為的な影響が看取される。2層 および 3層 については、

竪穴中央に向かう層の走向や傾斜から自然堆積と考えられる。なお 3層 については三角州状

の堆積を示すことから壁崩落と推定される。

カマ ド (第48図、図版16)

カマドは掘 り方のみの検出であるが、火床面の存在からカマドとして精査を行った。東壁

のやや南寄 りに設けられていたカマドは遺存状態が悪 く、Ⅳ層の黄砂に掘 り込まれた掘 り方

のみの調査となった。掘 り方は長円形を呈し、覆上の上位には焼土が充填されており、この

上面が火床面にあたるものと考えられる。規模は長径47cm、 短径34cmを 測る。カマドの形態

や規模、構造については不現であるが、覆土に粘土粒子がみられることから、用材として粘

上が使われていたものと考えられる。

出土遺物 (第49図 )

調査された範囲からは49点 の遺物が出上した。内訳は須恵器類21点 (不 4・ 蓋 2・ 甕14・

長頸瓶 1)、 土師器類24点 (不 1・ 甕23)、 平瓦 4点、それに縄文時代に属すると考えられる

石錐が 1点 出土している。なお須恵器および土師器の甕は大半が同一個体であり、図示した

4と 5にあたる。遺物の出土状態についてみると、竪穴の南側から出土した土師器甕を除い

て、 1層 ないしは 2層 の上位から出土している。これらは竪穴の中央やや西寄 りに集積する

礫のまとまりを中心に分布している。接合関係は4と 5にみられ、それぞれ礫のまとまりと

関係があるようにもみられる。小破片のため躊躇せざるをえないが、年代決定の指標となる

須恵器類をみると、 2の蓋は口縁部内面にかえりを有するが、 1で は内面のかえりが完全に

1

―

堅

、＼ゝ

ヽ`

,          1         29cm

4

第49図  11号住居 ll:出 土遺物 /

≦
２
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

消失 した段階であ り、不類では口径の拡大による法量の増大傾向が看取される。また、いわ

ゆる無台不身が普遍化 して形態的に多様化する傾向もうかがえる。年代観については 7世紀

後半から末葉頃にかけてのものとして把握 しておきたい。なお、須恵器類については中原田

窯の製品に近似する。

第9表 ■号住居址出土遺物観察表

l
須 恵 器

蓋

法量 口径(15,3)現存高(1.5)cln 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁端
部は外傾ぎみに強く屈曲し端部は丸く外に張り出す 調整 天丼部外面―現存部は回
転ヘラケズリ痕を残すナデ調整 内外両面―ロクロ調整 胎上 堅緻 砂粒を含む
焼成 良好 色調 灰白色7 5YR7/1 出上位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 日縁端部は丸く収め内面に弱いかえりを
もつ 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ 内外画面―ロクロ調整 胎土 砂粒 。白
色粒子を含む 焼成 良好 色調 暗緑灰色10G4/1 出上位置 覆土上位

3
須 恵 器

芥

法量 口径(14.8)現存高(4.1)cm 現存率
は直線的に外傾して立ち口縁端部はやや尖る

砂粒・ 白色微粒子を多く合みザラつく 焼成

覆上下位

体部以上% 破芦数 1点 形態 体部
調整 内外両面―ロクロ調整 胎土
良好 色調 灰色7.5Y5/1 出土位置

4
須 恵 器

甕

法量 現存高(135)cm 現存率 胴部下半%弱 破片数 1点 形態 丸底の底部か
ら丸みをもって高く立ち上がる 調整 外面―平行叩き目文→胴部下位ナデ 内面―
青海波文 胎土 堅緻 砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰色7.5YR6/1 出土
位置 覆土中位+床直

5
土 師 器

甕

法量 日径(186)現存高(119)cm 現存率 胴部上半以上% 破片数 9点 形態
口縁部は「く」の字形で胴部上位に最大径をもつ 調整 外面―胴部ハケメ後ナデ→ロ
縁部ヨコナデ 内面―胴部横位のハケメ→日縁部ヨコナデ 胎土 砂粒・φ l mm大 の小
礫を多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出上位置 覆土最上位

12号住居址 (第50図、図版16～ 18)

本址は、調査区中央のB-29区に位置する。周辺には、す ぐ東側に14号住居址が隣接し、

西側には13号住居址がある。また北側には 4基からなる土坑群 (5～ 8号)力 分`布する。

住居址のカマドは、北東側の隅に築かれている。竪穴のプランは方形を呈するが、東西方

向がやや長い。規模は長軸 (東～西)2.55m、 短軸 (南～北)2.45mを測 り、調査区内では

比較的小形な竪穴である。主軸方位はカマドを基準にみると、N-45° 一Eを指す。床面積は

約5.6m2を 測る。

住居址の遺存状態は、比較的良好である。壁の高さは確認面であるⅢb層下位から約17cmを

測 り、やや開きぎみに立ち上がる。床面はⅣ層の黄砂を約10cmほ ど掘 り込んでおり、掘 り方

面を平らにした、いわゆる直床式の構造である。全体によく整えられ、とくにカマドの焚 口

付近から竪穴の中央にかけてはよく踏み固められている。柱穴の確認のため床面の精査を行っ

たところ、竪穴のほば中央に深さ約 5 cmの窪みが一箇所検出された。プランは略円形を呈し、

lb層に近値の土層が充填しており、底面は硬化していた。竪穴住居の柱穴は、一般に主柱 4

本を方形に配置する形式が主流であるが、小形住居では竪穴内に主柱をもたない無主柱形式

のものが普遍的にみられる。本例はそうしたなかで、浅いながらも竪穴の中央に位置し柱の
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第 1節 竪穴住居址

t
住居址土層説明

第 1層 黒褐色土(10YR 2/2・ 25/25)基質はma
層に類似。責色粒子 1%未満点在。 a層では黄色

ブロック(50,30～ 20)3%、 亜円礫 (10,7～ 5)

2%。 b層 では5～ 7%。 〔中 。25～ 26〕

第2層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)黄 砂とma層類似

上が入り混じる。■ 2で構成される。亜円礫 (30,

20～ 10)3%。 〔中・ 22～ 23〕

第 3a。 3b層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)鍵 層Bに

対比。基質は各々皿a層に近値。黄色粒子 1%。 壁

側端部から黄砂ブロック (30,20± )力 流`動。 a

層は3%、 b層 で5%。 〔中 。23～ 25〕

第 3c。 3d層 黒褐色上(10YR 2 5/2)基 質は3a・

3b層に同じ。黄砂ブロックの合有量によって区分。

c層 は 5%、 d層 で3%。 d層 に亜円礫 (20,15
～10)3%。 〔中・ 23～ 25〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/25)Ⅲ a層類似土と黄

砂で構成 (3:2)。 それぞれ入り混じる。下位に

炭化物 2%。 〔中・24～ 25〕

第5層  褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体、壁際で著し

い。壁崩落土。 〔弱 。23～ 24〕 Cl                   ?耐

第50図  12号住居虫と%

支えとしての機能が推定されることから、いまは実体の掌握はできないが、無主柱の場合の

構造を考えるうえに興味深い問題である。

覆土は 5層 に区分 され、大きく上位 (1層 。2層 )と 下位 (3層～ 5層 )に分けられる。

上位は黒褐色土を主体 とし、Ⅲa層を基質 とする土層が堆積 している。下位では、これに黄砂

が加わ り、壁の崩落土 と考えられる 5層 は黄砂を主体 としていた。上位から下位にかけて、

層界は不明瞭で漸移的な変化を示 している。また各層は竪穴の中央に向かって傾斜 し、いわ

ゆるレンズ状の堆積状態を示 している。

カマ ド (第51図、図版 17)

本址のカマ ドは竪穴の北東隅に築かれた、いわゆる隅カマ ドと呼ばれるものである。隣接

する13号住居址のカマ ドについても同じ形式である。最終的に検出された範囲は、焚 口から

煙道の立ち上が りまで90cm、 両袖部最大幅は92cmを 測 り、焚 口幅は約40cmで あった。煙道 と

焚 口を結がカマ ドの主軸はほぼ竪穴の対角線上にのる。

カマドの構築方法を順に追ってみると、おおよそつぎのような過程をたどる。まず北東隅

のコーナー部分を50cmほ ど掘 り込み、急激に立ち上げている。併せて焚口と燃焼部はほぼ一

体の長円形の凹みに作られ、その両協にやや小振 りのピットが設けられている。ピットは奥

壁寄 りにも対でみられる。この基礎工程を経て、掘 り上げた上を一部もどして火床面と煙道

部が整えられ、続いて袖部が積まれている。袖部および煙道部の用材 としてⅢa層類似土と黄

砂の混合上が使われ、とくに煙道部分にはそれが塗 り込まれ周囲の壁の形が整えられている。

ノ ⑤牝
01    9.

49650m_▲
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カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)基質は住居址覆± 1層に類
似。 a層では焼土粒子 3%、 炭化物 1%。 b層では炭化物
3%集積。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質は1層 に近値だが、黄砂
が3～ 5%混 じる。 a層では焼土粒子 2%、 炭化物 1%。
b層では焼土粒子 1%で黄砂合有多く5%。

第 3層  暗褐色土 (10YR 3/25)基 質はma層類似土と黄砂
で構成。各々に炭化物 1～ 2%。 a層では黄砂は15%。 b
層では20%ほ どの黄砂が分布。

第 4層 暗褐色土 (10YR 3/4)〔 天丼部崩落〕Ⅲa層類似土
と黄砂で構成。a層ではma層類似土と黄砂が入り混じり、
黄砂ブロックを含む。 b層ではブロックはみられない。

第 5層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基質はma層類似土。炭
化物を5～ 7%含むことを特徴とする。焼土粒子2%。

第 6層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質は5層に近値。炭化物
は2～ 3%、 焼土粒子 1～ 2%。 5層 より密。

第7層 暗褐色上 (10YR 3/25)基質は5層・ 6層 に類似す
るが、粘土ブロック (25,15～ 10)を 含む。a層 では3%。
b層では5%。 それぞれ、炭化物 。焼土粒子点在。

第8層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はma層類似上。7層 と

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第51図  12号住居lliカ マド%

9                    1m

の層界は明瞭。 a層下位に炭化物 5%集積し薄層となって
いる。下位を中心に焼土粒子5%。 b層では袖部側端部か

ら黄砂およ戯廃土粒子流動。それぞれ 5%、  3%。
第9層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は6層 に類似する黒

褐色土だが、より密で粘性をもつ。炭化物下位に5%。 b
層では下位から焼± 3%浸食。

第10層 暗褐色土 (10YR 3/4)基 質はMa層類似土と黄砂で

構成。上位を中心に焼土粒子・炭化物が10%は ど入り混じ
る (8層 。9層 との層理が火床面)。

第■層 暗褐色土 (10YR 3/35)〔塗 り込み〕黄砂とma層
類似上で構成 (1:2)。 奥壁へ塗 り込む。

第12層  暗褐色土 (10YR 3/4)〔 塗 り込み〕11層 と構成は同
じであるが、比率は 1:1。 燃焼部側被熱赤変。

第13層 黒褐色土 (10YR 3/2)基質は均質なⅢa層類似土。
炭化物・焼土粒子点在。

第14～ 16層  暗褐～にがい黄禍～tB色土〔袖部〕各層ともⅢa

層類似土と黄砂で構成。14層 (10YR 3/3)は 3:1。 15a
層は黄砂主体。暗褐色±15%。 15b層 (10YR 4/4)黄 砂主

体。暗褐色± 7～ 10%。 16層 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土主

体。黄砂10～ 15%。

＼`金ごとモ√写f穐材分弟
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第1節 竪穴住居址

また奥壁寄 りにみられた対のピツトには礫が埋め込まれていたが、これは煙道の形を整える

ための施設と思われる。礫は袖部の補強材としても利用されていた。工程上は、袖部を設け

た後に順次天丼部、土器の掛け口と築かれていったものと思われる。覆土の観察では 4層 が

天丼部の崩落と考えられ、袖部と同質の用材であることが確認された。

つぎに、カマドを覆 うかのように検出された変の出土状態について触れておきたい。第51図

にみるように、カマ ドの上位に同一個体の須恵器甕と人頭大の礫が検出された。いずれも被熱

の痕跡はみられず、天丼用材の崩落と考えられる4層 よりも上位からの出土である。とくに

須恵器の出土状態については、人為的に欠いた甕の破片をカマドのうえに敷設したことを顕

著に示しており、カマドの機能停止後に行われた廃絶時における祭祀的な行為とも考えられ

る。な為、つぎの13号住居址のカマドでは、より良好な遺物の出土状態が示されている。

出土遺物 (第52図、図版145)

本址からは総点数66点 の遺物が出土した。その内訳は須恵器類64点 (蓋 2・ 甕62)、 平瓦 1

点、そしてフック状鉄製品 1点である。なお須恵器甕については大半が同一個体であった。

遺物の出土状態についてみると、先に述べたようにカマドに集中しており、竪穴内には図

示した資料を含めて12点が確認された。 1の須恵器蓋は南西コーナー付近で検出され、床面

からわずかに浮いた 3a層下位より出土した。形態的特徴について触れれば、日縁端部をくの

字状に折 り返しており、つまみもいわゆる擬宝珠形を呈し、器高も幾分高くなっている。 2

の須恵器甕はカマドの上部に敷設された状態が看取されるとともに、その一部が竪穴内に散

在していた。 3の平瓦は覆土最上位から検出されたもので混入遺物 と考えられる。 4の鉄製

品は北壁直下の床面上より検出された。図示できない他の遺物についても、ほとんどが 3層

中にみられた。

第10表  12号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量  口径(181)器高(45～ 48)cm 現存率 天丼部以上ほぼ完形  口縁部%強
破片数  1点 形般 笠型の天丼部に擬宝珠状のつまみを付ける 日縁端部は内側に

強 く折れ丸 く収める 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整

胎土 砂粒・小礫が多く白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 黄褐色25Y5/4
出上位置 覆上下位 備考 φ4mm大 の礫を含む

2
須 恵 器

甕

法量 現存高(371)最大胴径(600)cm 現存率 胴部% 破片数 33点 形態 胴

部は上半で膨 らみをもち底部に向って緩やかにすばまる 調整 外面―斜行叩き目文
→上半ヘラ状工具によるナデ 内面―ヘラ状工具によるナデ 上半に指頭痕顕部に接

合痕を残す 胎土 堅緻 小観を含む 焼成 良好 色調 外面―暗ス黄色25Y4/2
～5/2内面―暗褐色7 5YR3/3～ 3/4月同部上位一灰～灰オリーブ色5Y4/1～ 4/2出
上位置 カマド十覆土下位 備考 外面にオリーブ黒色の釉が掛かる(5Y2/2)

3 平  瓦
成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 凸面―綾杉叩き 胎土 石英粒・白色粒子を含

む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出土仕置 覆土上位

4
状

品
〃
製

フ
鉄

法量 長さ59 幅3 0cm 重量 12g 現存率 完形 形態 断面方形の素材を折り

まげてフック状に整えている 出上位置 床直
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

Cm(/)―
Ⅷ

~

3

0               5cm

9              2ocm(%)

第52図 12号住居址出土遺物 %,/,%

13号住居址 (第53図、図版18)

本址は、調査区中央のB-29・ 30区 に位置する。周辺には東側約1.6mに 12号住居址、さら

にその奥には14号住居址がある。

住居址は南西 コーナー部分が床面にまで攪乱が及んでいたが、他は良好な遺存状態を示 し

ていたことから竪穴の全容はほぼ捉えることができた。カマ ドは、先の12号住居址 と同様に

北東側の隅に築かれている。竪穴のプランは方形を呈するが、東西方向がやや長い。規模は

長軸 (東～西)3.65m、 短軸 (南～北)2.90mを測る。床面積は約10∬あ り、12号住 と比べ

ると大分大きい。主軸方位はカマ ドを基準にみると、N-45° 一 Eを指す。
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第 1節 竪穴住居址

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はⅢa層
に類似。責色粒子 1%未満点在。 a層では

黄砂ブロック(30,25± )3%、 亜円礫 (10,

7～ 5)3%。 b層では、より密になり、

黄砂5%、 礫 7%。 〔中 。24～ 26〕

第2層  黒褐～暗褐色土(10YR 2/3・ 3/35)

基質は1層 に類似し、層界不明瞭。 a層 は

黄砂ブロック7～ 10%、 礫 5%。 b層 は黄砂

40%浸 食。 c層 では黄砂15%集積。 〔中・

23～ 26〕

第3層 暗褐色～褐色土 (10YR 3/3・ 4/3)

a層では、Шa層類似土と黄砂で構成 (3:
1)。 亜円礫 (10,5～ 3)5%。 b層 は黄

砂とⅢb層類似上で構成。壁際は黄砂で構成。

〔中 。24～ 25〕

吟:

0        ?m

第53図  13号住居址 %

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面から約15cmを測 り、やや開きぎみに立ち上がる。

床面はⅣ層の黄砂を10cmほ ど掘 り込んだいわゆる直床式の構造をとるが、カマ ド周辺および

竪穴の中央はよく踏み固められ、また全体によく均され凹凸はほとんどみられなかった。柱

穴は竪穴内からは検出されず、いわゆる主柱をもたない無主柱形式の構造をとっていたもの

と思われる。

覆土は 3層に区分された。各層とも黄砂ブロックを含むことを特徴としている。堆積状態

についてみると、各層とも竪穴の中央に向かって、主に下位の層の傾斜や走向に影響 されて

いる様子がうかがえる。また、それぞれの層界は不明瞭で漸移的な変化を示している。

カマ ド (第54図、図版19)

本l■ のカマドも、いわゆる隅カマ ドと呼ばれるものである。12号住居址のカマ ドとは形態

や規模、あるいは遺物の出土状態などで類似点が多い。北東隅で検出されたカマ ドの範囲は、

焚口から煙道の立ち上がりまで52cm、 両袖部最大幅は86omを 測 り、焚口幅は約30cmで あった。

煙道と焚 口を結ぶカマドの主軸は、12号住と同様にはぼ竪穴の対角線上にのっている。

カマドの構築順に追ってみると、まず北東隅のコーナー部分を円弧状に30cmほ ど掘 り込み
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

19660m_ど

カマド土層説明
第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)基質はⅢa層に近値で、住
居址覆±2層 に類似。黄砂プロックはみられず密でより粘
性をもつ。 a層では黄砂10%浸食。 b層ではやや粗になり、
黄砂15%。

第2層  暗褐色土 (10YR 3/3)〔 天丼部崩落〕皿a層類似土
と黄砂で構成。 a層では2:1。 b層では3:1で、亜塊状
黄砂ブロック (25± )20%分布。

第 3層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2 5/3・ 3/2。 35/3)〔 天丼
部内壁崩落〕各層とも下位に焼土粒子・炭化物がみられる。
基質は2層に近値。a層 には黄砂ブロックみられず、焼土
粒子 3%、 炭イヒ物 1～ 2%。 b層は黄砂ブロック5%、 焼
土粒子 5～ 7%、 炭化物 2%。 c層 では黄砂ブロック10%、

焼土粒子 5～ 7%、 灰化物 2～ 3%。

|

9                 1m

第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はma層類似上で構
成。袖部側端部から黄砂15%浸食。炭化物 1%。

第5層 暗褐色土 (10YR 3/35)〔奥壁塗 り込み崩落〕黄砂
とⅢa層類似上で構成。a層では 1:2で燃焼部側被熱赤変。
b層では 1:1で、そのうち15～ 20%が焼土化。

第 6・ 7層 暗褐色土 各層ともⅢa層類似土と黄砂で構成。
6層 (10YR 3/3)比率は2:1。 7層 (10YR 3/4)黄 砂
主体60～ 70%。 Ⅲa層類似土は一部ブロックとなっている。

第8層 黒褐色土 (10YR 2/25)基 質はⅢa層類似土と黄砂
で構成。上位を中心に焼土粒子・炭化物が15%ほ ど入 り混
じる (上面が火床面)。

第9層  暗褐色土 (10YR 3/3)基 質は8層 に類似するが、黄
砂が60%ほ どで主体をなす。

第54図  13号 住居址カマド%

煙道部分が掘 り込まれると、併せて焚 口から燃焼部に円形の凹みが作られ、その両脇にやや

小振 りのピットと、袖部の心材が埋め込まれた小ピットが検出された。以上の工程を経て、

掘 り上げた土を一部もどして火床面と煙道部が整えられ、続いて袖部が積まれている。袖部

には扁平な礫を芯材として転用 しており、その周囲に暗褐色土と黄砂の混合土を積んで形が

＼、、、、、_____一 ″功4ド用材分布
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第 1節 竪穴住居址

整えられている。覆上の観察から、 2層 および 3層 が天丼部の崩落 と考えられる。中央にみ

られる人頭大の礫については、出土状態や崩落している天丼部の用材との関連から、天丼部

の架構用材 とは考えられず、先の12号住でみられた状態と近似する。また第54図 にみるよう

に、大形の須恵器甕の破片がカマドの上位から検出されている。カマドの上部を覆 うように

出上してお り、人為的に敷設したことを顕著に示している。礫と同様、天丼部の崩落と考え

られる2層 の上部にみられ、甕には二次的な被熱を受けていない。カマドの機能停止後に置

かれた可能性がきわめて高い。カマドの廃絶時における祭祀的な行為を考えざるをえない。

出上遺物 (第 55図 )

本址からは総点数11点の遺物が出土した。その内訳は須恵器類 7点 (蓋 1・ 奏 6)と 、覆

土最上位から出土した混入遺物と考えられる中近世陶磁器 4点を含む。なお須恵器甕はすべ

て同一個体であった。甕の出土状態については、すでに述べたようにカマ ドの上部に敷設さ

れたことが推定される。甕は胴部の大形破片のみで構成されており、大形の河原石とともに

カマドの上部をすっばり覆っている。また、須恵器蓋の細片がカマド焚口部の 2層 中にみら

れた。北東隅から出土した礫は床面に接している。なお、本址の時期については12号住居址

と近似するものと考えられる。

9        』 師

第55図 13号住居址出土遺物 /
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

第11表  13号住居址出土遺物観察表

法量 現存高(332)最大胴径(503)cm 現存率 胴部% 破片数 5点 形態 胴
部は上半に膨 らみをもち緩やかに底部へとすばまる 調整 外面―平行叩き目文 内
面―青海波文 中位～下位は青海波文→ナデ調整 胎土 堅緻 焼成 良好 色調
外面―暗赤褐～暗赤色10R3/3～3/4 内面一オリーブ黒色 5Y3/1～ 3/2 出上位置
カマド 備考 外面肩部付近に灰オリーブ色(75Y4/2～ 5/2)の釉が掛かる

須 恵 器

甕

14号住居址 (第56図、図版 18・ 20)

本址は、調査区中央のB-28・ 29区 に位置する。周辺には、す ぐ西側に12号住居址が隣接

し、東側には重複する31号・ 32号 の各住居址が調査されている。また北側には 4基からなる

土坑群 (5～ 8号 )乃ミ分布する。

住居址は方形を呈 し、東壁のほぼ中央にカマ ドが設けられている。規模は長軸 (東～西)

2,95m、 短軸 (南～北)245mを測 り、東西方向がやや長い。調査区内では比較的小形な竪

穴である。主軸方位はほば東西を指 し、N-88° ― Eを示す。廉面積は約 6m2を測る。

住居址の遺存状態は、竪穴の掘 り込みが比較的深いこともあって良好であった。壁の高さ

は、確認面であるⅣ層最上位から約25cmを 測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。床面は

Ⅳ層の黄砂を掘 り込んでお り、掘 り方面を均 したいわゆる直床式の構造である。 よく整えら

0                  2m

第56図  14号住居址 %
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住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)鍵 層Bに対比。
基質はma層に近値。黄色粒子 (1,05± )極
微量点在。下位に炭化物 1%未満。〔中・21～ 22〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は1層 に

類似するが、ma層 の特徴をもつ。全体に黄砂ブ
ロツク5～ 7%混入。亜円礫 5%。 〔中・24～ 25〕

第 3層 黒褐色土 (10YR 2/3)基質は2層 に類似
し、層界不明瞭波状。責砂ブロックは2層 より

不鮮明になり、黒褐色土と入り混じる。 a層で
は、カマド用材 5%流動。 〔中 。24～ 26〕

第4層  暗褐色土 (10YR 3/3)基 質はⅢa層に類

似するが、切度を増している。黒褐色土・黄砂
の薄層が分布。炭化物 2%。 〔中 。22～ 23〕

第5層  暗褐色土 (10YR 3/25)基 質は4層 に類

似するが約20%の 黄砂混入。 a層ではカマド用

材 5～ 7%流動。 aob層 とも炭化物 1～ 2%。

〔中 。23～ 25〕

第 6層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基質は皿a層類

似土と黄砂で構成(2:1)。 黒色土(10YR 2/1)
のプロック3%混入。 〔中 。23～ 24〕

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基質は4層 に類

似するが、下位から20～25%ほ どの責砂が浸食。
a層は、黄砂・黒褐色土の薄層3～ 5%。 b層
で 5～ 7%。 〔中 。25～ 26〕

第 8層 暗褐色土 (10YR 3/4)Ⅲ a層類似土と黄

砂で構成。壁際では黄砂主体。壁崩落土。〔弱・

23～ 24〕
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第 1節 竪穴住居址

れ凹凸はみられないが、やや軟弱であった。床面の精査とともに、周溝や柱穴の確認を行っ

たが、いずれも存在しなかった。なお、床面に接して北西隅付近から粘土塊が検出されてい

る。被熱等は受けておらず、混入物もみられなかった。

覆土は 8層 に区分され、大きく上位 (1層～ 3層 )、 下位 (4層～ 7層)お よび壁際 (8層 )

に分けられる。上位は皿a層を基質とした黒褐色上であ り、1層から3層 まで層相の変化に乏

しかった。下位は上位に比べ明度を増し、黄砂や黒褐色上のラミナが分布している。また南

側を中心に礫がまとまって混入しており、上位とは堆積過程を異にしているようである。壁

際には三角州状の黄砂がみられる。上位と壁際は自然堆積 と考えられるが、下位には人為的

な影響がうかがえる。

|∞

カマド土層説朔

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)住居址覆± 3a層 に近値。 a層

では責砂ブロツク5～ 7%分布。 b層では、黒褐色土と黄砂で構

成 (2:1)。

第 2層 黒禍色土 (10YR 2/2)〔 天丼部崩落〕Ⅲa層類似土と黄砂

ブロックによって構成 (3■ )。 a層は比較的均質。 b層 には亜

円礫 (15,10～ 8)7～ 10%。 下位は被熱酸化。酸化部分に炭化

物 5～ 7%集積 (b層 は内壁か)。

第 3層 黒色土 (10YR 2/15)基 質は炭化物 (10,5～ 2)を多く

含むma層類似土。亜円礫 (5,3～ 2)3～ 5%含む。a層は異

斜方向に炭化物薄層 5～ 7%分布。 b層では7～ 10%含 む。

第 4層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成 (2:1)。

黄砂ブロック5～ 7%。 亜円礫(10,7～ 5)3～ 5%。 被熱によっ

て酸化。

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。燃

焼部側被熱酸化。奥壁塗 り込み崩落か。黄砂ブロック3%。 亜円

礫 (5,3～ 2)2～ 3%。

第 6層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。下位で

は黄砂優勢。上位に成化物 7%集積 (5層 との層界が火床面)。

第7～ 10層  黒褐～暗褐色土〔袖部〕基質は皿a層類似土と黄砂で構

成。7層 (10YR 2 5/25)基質はma層類似土。層下位を中心に

黄砂ブロック20%。 8層 (10YR 3/4)黄 砂主体。亜円礫 (10,5

～ 8)15%。 9層 (10YR 3/3)黄 砂ブロック主体。10層 (10YR
3/35)7層 に類似。黄砂ブロック40%。

1つ640m_二

o                  lm

第57図  14号住居址カマド%

1啜
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

カマ ド (第 57図、図版21)

カマ ドは東壁のほぼ中央に設けられてお り、袖部を中心に比較的良好な遺存状態を示す と

ともに、非常に丁寧な作 りであるとい う印象を受ける。最終的に検出された範囲は、焚 口か

ら煙道の立ち上が りまで82cm、 両袖部最大幅は104cmを 測 り、焚 口幅は32cmであった。以下、

カマ ドの構築順を追って説明することにする。掘 り方図にみるように、 まず奥壁を大きく弧

状に掘 り込み、立ち上げている。併せて焚 口および燃焼部にあたる部分では、主軸方向に沿 っ

て長円形の凹みが作 られ、その両脇にはやや小振 りな長円形のピツトと、袖部の心材が埋め

込まれた小 ピットが検出された。 こうした基礎工程を経て、掘 り上げた土を一部もどして火

床面 と煙道部が整 えられ、そして袖部が積 まれている。袖部には河原石を芯材 として転用 し

てお り、その周囲に暗褐色土 と黄砂の混合上を積んで形が整えられている。また奥壁部分に

も同質の用材が塗 り込まれ、続いて周囲の壁が形づ くられている。天丼部については、覆土

の観察から袖部 と同質の用材が用いられていた 2層 と 3層が該婆するものと思われる。 また

焚 口の上部付近には、両袖部の端部にかかるように礫が渡 されてお り、その下面は被熱 し変

色してお り天丼部の架構用材であった可能性が高い。

出土遺物 (第 58図、図版145)

本址からは総点数 6点の遺物が出土 した。その内訳は、須恵器類 3点 (郭 1・ 蓋 2)、 土師

器菱 1点、それに灰釉長頸瓶 2点である。いずれも床面に接 して検出され、カマ ドの周辺に

偏在 していた。比較的良好な状態で出土した 1の須恵器不は、小形化傾向を示す とともに、

底部に回転糸切 り痕をほぼそのまま残 してお り、本址の年代決定の指標 ともなろ う。また小

破片であるが、灰釉製品も伴なっているものと考えられる。年代観については大略 8世紀中

葉から後半頃に求められよう。なお本地域では、須恵器邪類は平安時代に至ると無高台のも

―
ゝ

2

のが主体を占めるようになり、口

径による多様な分化はほとんどみ

られなくなるが、こうした傾向も

実は回転糸切 り技法の定着する 8

世紀後半頃より始まっているもの

と考えられる。

0-―十一~~~~―聟Cn

第58図  14号 住居址出土遺物 %

第12表  14号住居址出土遺物観察表

法量 口径123 底径60～65 器高4 5cm 現存率 体部下半以下完形 体部上半以

上%弱 破片数 1点 形態 上げ底の底部から外傾的に立ち上が り全体に小形化傾

向を示す 調整 底部外面一回転糸切 り→周縁一部手持ちヘラケズリ 内外両面―・
クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を多く白色粒子をやや多 く含む 焼成 良好

色調 暗オリーブ色 5Y4/3 部分的ににぶい赤褐色 5 YR4/3 出上位置 壁際下位

須 恵 器

邪
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第 1節 竪穴住居址

2
須 恵 器

蓋

法量 日径(149)現存高(13)伽 現存率 日縁部/ 破片数 2点 形態 口縁部

はやや外傾ぎみに屈曲し端部は丸 く収める 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ 内

面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 小礫を少量合む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1
出上位置 床直

3
灰釉陶器

長 頸 瓶

法量 口径(100)現存高(25)cm 現存率

部はラッパ状に開き端部は直立する 調整

(刷毛塗 り・灰白色10Y7/2)胎 土 堅緻
5Y7/1 出上位置 覆土上位十床直

口縁部/弱 破片数 2点 形態 日縁

内外両面―ロクロ調整 口縁に一部施釉

細砂粒を含む 暁成 良好 色調 灰白色

15号住居址 (第59図、図版23・ 24)

本址はB-44区に位置する。また周辺は、北側調査区でも礫起伏の上段部はとくに遺構が

濃密に分布する区域でもある。周辺は、重複する17号 。18号・ 26号・ 27号 の各住居址が北側

に、すぐ東側には本遺跡において最大規模の19号住居址が存在している。また東側にある16

号住居址とは、出土遺物および竪穴の規模・形態など共通した点が多いことから同時併存し

ていた可能性が高い。南側に存在する掘立柱建物l■群は平安時代後半頃と推定される。

住居址の主軸方位はN-53° ―Eを指し、カマドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられて

いる。規模は長軸 (北西～南東)425～ 4.35m、 短軸 (北東～南西)3.40～ 3.48mを測 り、

南西偵1の壁面中央には弧状の張出し施設がみられる。竪穴のプランは方形を呈するが、北西

から南東がやや長い。床面積は約13.2m2で ぁる。

竪穴内の遺存状態についてみると、まず壁の高さは確認面であるⅣ層最上部から約20cmを

測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。床面は、本址周辺ではⅣ層の堆積が薄いこともあ

り、若千ではあるがV層 の礫層まで掘 り込まれている。貼 り床はみられず、いわゆる直床式

の構造である。礫層面を床にしていることから、多少の凹凸がみられるものの比較的よく整

えられている。張出し部は、南西側の壁面を円弧状に30cmほ ど掘 り込んで作られており、幅

は115cmほ どを測る。また床面とは同一レベルに整えられている。なお、周溝や柱穴について

は検出されなかった。

覆土は13層 に区分されたが、大きく上位 (1層・ 2層 )、 中位 (3層～ 8層 )お よび下位に

分けられる。堆積状態についてみると、上位の基質には炭化物やラミナなどの混入物はみら

れないが、中位では炭化物や礫、ブロックやラミナを合み、堆積過程を異にしている。また

下位では基質に黄砂が含まれることを特徴としており、壁の崩落が主な形成要因と考えられ

る。以上のことから、自然埋没と人為の堆積が交互によって覆上が形成されたものと推定さ

れる。

カマ ド (第 60図、図版25)

カマドは、北東壁の中央やや北西寄 りに設けられている。最終的に検出された範囲は、焚

国から煙道の立ち上がりまで72cm、 両袖部最大幅は約100cmほ どであった。また焚口幅は約32
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カマド土層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2/2。 2/15)基
質は住居址覆±10層 に類似。各々、粘土

粒子・黄砂の合有量によって区分。 a層
では黄砂ブロック (25,20～ 15)7%、
下位に粘土粒子5～ 7%。 b層 では黄砂

5%、 粘±10%。 c層では黄砂 7%、 粘

±15%。

第 2層 暗褐色土 (10YR 7 5/25)Ⅲ a層

類似土と褐色粘上で構成 (3:2)。 端部

に尿化物 3%集積。

第3層  にぶい黄禍～褐色土(10YR 4/3・

3/4)〔天丼部崩落〕a層では粘土ブロッ

ク60%と 黄砂、Ⅲa層類似上で構成。b層
では下位を中心に被熱赤変。

第 4層 暗赤褐色土(5 YR3/4)〔 奥壁塗 り込み〕被熱によっ

て赤変した粘土。焼土化。

第 5～ 9層 暗褐～にぶい黄褐色土〔袖部〕5層 (10YR 3/2)
はⅢa居類似土主体。禍色 (10YR 3/4)粘±15～ 20%。 6

層 (10YR 3/3)は Ⅲa層類υ土・粘土 。黄砂で構成。a層
では2:1:1。 b層 3:1:2。 7層 (10YR 2 5/3)で は基

質は5層 に類似。粘土はブロック (15,10～ 15)と なり10

%。 8層 (10YR 2 5/2)の基質は黄砂ブロック(30,20士 )

とにぶい黄褐色粘土 (10YR 5/3)、 Ⅲa層類似上で構成。

b層はa層 に対応。9層 (10YR 3/2)基 質の構成は8層 と

同じであるが、Ⅲa層類似上が主体的。

第10層 黒褐色土 (10YR 3/2)基 質はma層類似土。a層上

位に焼土粒子・炭化物が2～ 10%集 積し、灰の薄層もみら

れる (火床面)。 b層 には粘土粒子 3%分布。

第■層 暗褐色土 (10YR 3/35)基質は黄砂とma層類似土

で構成 (3:1)。

第12層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はma層類似土主体。

第13層 暗褐色土 (10YR 3/4)基 質は黄砂主体。ma層類似

上が20%ほ ど混入 (第 10層 から第13層 は掘 り方)。

第 1節 竪穴住居址

第60図 15号住居址カマド%

49560m_エ

9                   1m

住居址土層説切

第 1層 黒禍色土 (75YR 3/1)基質はⅢa層に類似する。

亜円礫 (20,15～ 10)7～ 10%、 黄砂粒子 1%未満点在。

b層 の下位から黄砂15%浸食。 〔中・ 24～ 26〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 2/2)1層 との層界は明瞭。全体に

黄砂ブロック (20,15～ 10)20%。 〔中 。23～ 24〕

第3層 黒褐色土(10YR 2/2)基 質は 2層に類似。黄砂ブロッ

クともに薄層がみられる。 〔中 。24～ 25〕

第 4層 黒褐色土 (7 5YR 2/2)基 質は全体にやや赤味を帯

びている。亜円礫 5%分布。 a層では約10%の黄砂が混じ

り、 b層 にはみられない。 〔中・ 25～ 26〕

第5層 黒褐色土 (7 5YR 2/15)基質は4a層 に類似。層界

は不明瞭。亜円礫 (30,25～ 7)a層では7～ 10%。 b層
では10～ 15%分布。 〔中・ 24～ 25〕

第 6層 黒褐色土 (7 5YR 2/25)基 質は 5a層 に類似するが

下位を中心に黄砂15～ 20%含 む。亜円礫 7～10%で ある。

層界は不明瞭。 〔中 。25～ 26〕

第 7層 黒褐色土 (10YR 2/1。 2/2)4層・ 6層 と基質は類

似するが、赤味は帯びていない。基質はⅢa層類似土。責砂

の合有量によって区分。a層 で10～ 15%。 b層 で7～ 10%。

c層 は5～ 7%。 亜円礫は5～ 7%。 〔中 。24～ 25〕

第8層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基質はⅢa層類似土。 5

～7%は どカマド用材流動。黄砂含まない。 〔中・23～ 24〕

第9層 黒褐色土 (10YR 2/2)基質は8層 に近値。黄砂 5～

7%。 カマド用材流動。 〔中・23～ 24〕

第10層 暗褐色土 (10YR 3/3)基 質は9層に類似。カマド用

材の褐色粘±5～ 7%集積。炭化物 2%。 〔中 。22～ 23〕

第■層 暗褐色土(10YR 3/4)Ha層 類似土と黄砂で構成(2:

1)。 炭化物 1%ほ ど点在。 〔中・ 22～ 23〕

第12層  暗褐色土(10YR 3 5/3)基 質は■層と同じ構成(1:

1)。 炭化物 1%未満点在。 〔中 。23～ 24〕

第13層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)基 質はⅢb層 ないし、Ⅲb

層の類似土と黄砂で構成。 a層では黄砂40%3ao b層では

約70%(壁崩落土)。 〔中～弱・ 21～ 22〕
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

cmを測った。 ここでのカマ ドの特徴は、壁外にほとんど掘 り込まれていないことである。

こうした傾向は、本遺跡では年代的に古墳時代後半から奈良時代前半までの全般的な構造

上の特徴 として指摘できる。第60図 でみるように、床面へはカマ ドの部分だけが掘 り下げら

れている。燃焼部を中心に方形状を呈 し、その掘 り方はやや横長 とみることができる。また、

その両協には浅い凹みが設けられてお り、そこが後に袖部 となるところである。火床面にあ

たる部分では、掘 り上げた土を一部 もどして床面 とはば同一 レベルに整えている。基礎部分

がこうした工程を経て整えられると、袖部が積まれ、壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が形づ

くられる。土層断面からも分かるように、袖部は粘土 と黄砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わ

せた用材で積まれてお り、右袖には円礫が補強材 として埋め込まれていた。また、 これと併

せて奥壁にも粘土が塗 り込まれ、煙道の立ち上が りが整えられている。なお覆上の観察から、

粘上が多 く含まれている 3層 が天丼部の崩落土 と考えられる。火床面 と崩落上の間には明瞭

な間層がみられないことから、住居の廃絶後、カマ ドは比較的短時 日の うちに崩落 したもの

と考えられる。

出土遺物 (第61図、図版 146)

竪穴内から出土した遺物の総点数は42点 を数える。その内訳は須恵器類14点 (不 7・ 蓋 4・

高不 1・ 甕 1・ 長頸瓶 1)、 土師器甕10点のほか、中近世陶器を含む混入遺77Jが 17点 ほど出土

している。図示 した遺物の うち、 1の須恵器蓋はカマ ド内から出土 している。 2の蓋は、張

出し部付近の 6層 中から検出されたものと 5a層 から出土 した細片 と接合 している。3の須恵

器郭は東 コーナー付近で床面に接 して検出された。 4の長頸瓶の破片は、 2の蓋 に接 して出

上 している。また竪穴の中央からカマ ド焚 口付近に分布する礫は、カマ ド用材 の流動を除い

て、覆土中位に適合 している。混入遺物については、いずれも 1層 中からの出土である。

ここで図示 した土器類について若千触れてお くと、須恵器蓋郭は矮小化の傾 向が指摘でき

る。 とくに蓋は稜線をほとんど失い、代って浅い不切瞭な凹線によってわずかに判明する程

度にな り、器形的にも扁平な感 じに漸次変化 してゆ く傾向が看取 される。不も蓋 に対応 して

扁平な印象を受ける。陶邑古窯址群 との対比において示せば、TK43型式からTK209型 式段

階に相当するものと考えられ、年代は大略 6世紀後半から 7世紀初頭頃に求め られ よう。

第61図  15号住居lr出 土遺物 /
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第 1節 竪穴住居址

第13表  15号 住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 口径(118)器高(33)cm 現存率 % 破片数 2点 形態 天丼部はやや扁

平な面をもち口縁部は外傾し端部は丸く収める 天丼部と口縁部の境は浅く細い凹線

を巡らす 調整 天丼部外面一%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅

緻精良 細砂粒を含む 焼成 良好 色調 灰色5Y6/1 出上位置 カマド覆上下位 。

上位 備考 外面に緑灰色(7 5GY5/1)の 釉が掛かる

2
須 恵 器

蓋

法量 回径143 器高4 3cm 現存率 天丼部ほぼ完形 口縁部% 破片数 8点 形

態 天丼部は丸みをもち口縁部との境は稜をもたず不明瞭 日縁端部はやや外反し丸

く収める 調整  天丼部外面―ヘラ切 り→ヘラナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 細砂粒・ 白色微粒子をやや多 く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 出土

位置 覆土最上位 。上位

3
須 恵 器

不

法量 口径(102)現存高(29)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 5点  形態

受部の立ち上がりは長くやや内傾し先端は若千肥厚 受部先端・端部とも丸く収める

体部に1条 の凹線が巡る 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒を合む

焼成 良好 色調 黄灰色25Y6/1 出上位置 床直

4
器

瓶

恵

頸

須

長

法量  口径(72)現 存高(4.3)cm 現存率 頸部上半以上% 破片数  1点
頸部は中位に弱い凹線を巡らし口縁部はラッパ状に開き端部は断面三角形を呈す

部ちかくに断面三角形の凸線が巡る 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 暗緑灰色7 5GY3/1 出上位置 覆土上位

考 外面口縁部と内面全体に自然釉が掛かる

態
端

細
備

形

16号住居址 (第62図、図版26)

本l■ はA-42・ 43区 に位置し、同時併存していたと推定される15号住居址とは約10mほ ど

の距離をおく。北西側には19号住居址があり、重複する20号・ 21号 の各住居址とともに隣接

している。また南西側には、平安時代も後半の掘立柱建物群が展開している。

住居址の主軸方位はN-59° 一Eを指し、カマ ドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられて

いる。規模は長軸 (北西～南東)3.60m、 短軸 (北東～南西)3.10～ 3.35mを測 り、南西側

の壁面中央には15号住居址と同様の弧状の張出し施設がみられる。また住居l■のプランは、

張出し部のある南西俣Jがやや歪むものの方形を呈し、床面積は約9.2m2と なる。

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面であるⅢb層下部から約13cmを測 り、やや開きぎ

みに立ち上がっている。床面は、東側で礫起伏と考えられるV層 に達しているが、全体の約

2/3はⅣ層中の黄砂に掘 り込まれおり、いわゆる貼 り床が張出し施設からカマドの北西側にか

けての約 1/3にあたる部分でみられた。土間状に硬化しているものの、通常掘 り方面に土を

もどして踏み固めた貼 り床とはやや異なっている。周溝は、竪穴の側壁に沿って床面の周縁

部に浅 く巡るが、礫起伏が認められた南東側には及んでいない。また周溝は、張出し施設に

沿っても巡らされている。幅は約20cm、 深さは約10cmほ どを測 り、断面はU字状を呈してい

る。張出し施設は南西側の壁面を弧状に約30cmほ ど掘 り込んでおり、幅は約130cmを測る。ま

た床面とは同一レベルに整えられている。本址は15号住居と比較すると、竪穴の規模はやや

小形ながらも構造上の特徴や主軸方向などに消いてよく類似しており、こうした形態の竪穴
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住居址土層説切

第 1層 黒色土 (10YR 2/15)鍵層Bに対応。基質は皿a層   第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/25。 25/2)基 質はma層な

に類似。層端部に黄砂ブロック (30,15～ 10)3%集積。    いしШb層に類似。黄砂が15～ 20%分 布。b層の基質には約

下位に亜円礫 (5,3± )2%。 〔中 。25～ 26〕         20%の シルト質埴上が混じる。 (中 。24～ 25〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は1層 に類似するが   第5層 暗褐色土 (10YR 3/2)壁 の崩落土と考えられる。基

明度を増す。黄色粒子全体に1～ 2%。 炭化物が上位に1    質中の黄砂40%。 亜円礫 (10,8～ 3)3%。 〔弱・20～ 21〕

～2%。 a層には、黄砂ブロック (10,8士 )下位に3%。   第6層 黒褐色土 (10YR 2/2)黒褐色土と黄砂および黄砂ブ

b層ではみられない。 〔中・ 26～ 27〕             ロック (20,15～ 10)で構成 (周 溝)。 〔中 。24～ 25〕

第3層 黒～黒褐色土 (10YR 2/1・ 2/2・ 2/15)基質は1層   第 7層 暗褐色土 (10YR 3/3)貼 り床。暗褐色土と黄砂で構

に近値c a層 では黄砂が5%混 じる。 c層ではカマド側か    成。各々が結合しながら薄層を形成。 〔強 。29以上〕

ら用材が下位に5～ 7%流動。

第62図 16号住居ll%

は調査区内においては 2例だけである。

覆土は 7層 に区分される。上位から下位まで、黒褐色土ないしは暗褐色上で構成されてい

る。ブロックゃラミナはみられず、竪穴周辺の自然堆積層を基質としている。覆上の堆積状

態は、いわゆるレンズ状を呈して消り自然堆積と考えられる。

カマ ド (第63図、図版27)

カマドは、北東壁の中央やや北西寄 りに設けられている。最終的に検出された範囲は、焚

口から煙道の立ち上が りまで72cm、 両袖部最大幅は約85cmを 測 り、焚 口幅は約35cmで あった。

またカマドの構造は、先の15号住居址と共通点が多い。

構築順に追ってみると、まず竪穴の床面が作られるとカマドの位置が決まり、つぎに掘 り
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外
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第 1節 竪穴住居址

49560ぃ 坐

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/2)基 質はⅢa層に類似。壁の崩落と考

えられる黄砂ブロック (15,10～ 8)を含む。 a層 では10%、 b

層では15%。 各々に炭化物 1～ 2%分布。

第2層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 3/35)1層 に類似するが、基質に

黄砂が混じる。 a層 では30%、 b層 では40%。 各々に炭化物・焼

土が 1%ほど点在。

第3層 黒禍～暗褐色土 (10YR 2/25・ 3/4)〔天丼部崩落〕a層

では粘土ブロックとTI上 が25%ほ ど含む。基質はⅢa層類似土と黄

砂で構成 (3,1)。 炭化物 2%含む。 b層 では、60%ほ どの粘土

が集積。各 下々位に焼土化した粘上が分布する。内壁の崩落か。

第 4層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質はⅢa層類似土。a層 には粘

上ブロック (20,15～ 10)7%を 含み、灰の薄層が分布。焼土粒

子・炭化物が2～ 3%分布。 b層では、粘土ブロックはみられず

灰 5%、 焼土粒子 7%、 炭化物が5%と なる。

第5層  黒褐色上 (10YR 2 5/3)〔 奥壁塗 り込み〕基質はⅢa層類

似土と黄砂で構成 (312)。 粘土が15%ほ ど混じる。燃焼部側被

熱赤変。粘土は一部塊状に焼土化。

第6層  暗赤褐色土 (25YR3 5/3)焼 上。火床面。

第7～ 9層 黒褐～暗禍色土 〔袖部〕7層 (10YR 2/15)は Ⅲa層

類似土・粘土 。黄砂で構成 (6:1:3)。 8層 (10YR 3 5/3)も

同じ構成。9層 (10YR 3/4)は 粘土と黄砂をほぼ同量混合する。

第10層  黒掘色上 (10YR 2/2)〔 掘り方〕黄砂とⅢa層類似上で構

成。上位に炭化物・焼土粒子1～ 2%分布。

第63図  16号住居址カマド%

方に移る。第63図 の掘 り方図にあるように、壁外へは煙道部分がわずかに掘 り込まれ、床面

もカマドの燃焼部だけが略円形に若千掘 り下げられている。火床面にあたる部分では、掘 り

上げた土を一部もどして皿状に整えられている。以上の工程で基礎部分が整 うと、粘土と黄

砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材によって袖部が積まれ、壁の整形とともにカマド

の輪郭が形づくられている。また多少ではあるが、右袖には補強材 として円礫が使用されて

いる。工程上は、袖部を設けた後に、順次天丼部、土器の掛け口と築かれていったものと思

われる。なお覆上の観察から、 3層が天丼部の崩落と考えられる。この崩落土 と、火床面の

間には間層が挟まれ、天丼部崩落前の土砂の流入が想定される。15号住居l■のカマ ドとは埋

没過程が異なると考えられる。

〇|
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

出土遺物 (第64図、図版146)

本址から出上した遺物は、図示した 2点がすべてである。

内訳は須恵器不と土師器甕の破片である。イは周溝内で、

甕は覆土中位の 2a層 と3c層 の層界に、いわゆる面上の分

布を示 して出土した。礫については、 4層中ないしは 5層

上位にみられ、覆上の走行に適合している。

出土遺物から本址の時期について触れるならば、 1の須

恵器不が有効と考える。全体的に矮小化の傾向が指摘でき、 性____+____聟Cm

また扁平な印象も受ける。編年型式では先の15号住居址 と 第64図  16号住居洵と出土遺物 %

同一時期に収まるものと考えられTK43型式からTK209型式段階に相当すると思われる。

第14表  16号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

不

法量 日径(10,1)底部(40)器 高(42)伽 現存率 % 破片数 1点  形態 平

底の底部より丸みをもって立ち上がり体部上位に鈍い凹線が巡る 受部は内傾 して立

ち上がり先端・端部とも九 く収める 調整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子をやや多く含む φ4mm大 の礫あ り 焼成

良好 色調 灰色 5Y5/1 出上位置 周清 備考 受部に釉が溜まる

土 師 器

甕

法量 底径(48)現存高(52)cm 現存率 底部% 破片数 4点 形態 やや丸底

ぎみの底部を特徴とする 調整 外面―胴部斜位のハケメ→下端～底部ヘラナデ 内

面―胴部横位のハケメ→底部ヘラナデ 胎土  砂粒・小礫を多 く石英粒を少量含む

焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR6/2 出上位置 覆土中位 備考 内面は黒変して

いる

17号住居址 (第65図、図版28・ 29)

本址はB-45区に位置 し、18号および26号 の各住居址と重複する。また18号住は27号住居

l■ とも重複 してお り、四者の新旧関係では本址が一番新 しいと考えられるが、18号住 との切

り合い関係においては明確に捉えきれていない。仮に本址を一番新 しく考えるならば、18号、

26号、27号 の順で古 くなる。

住居址の主軸方位はN-3° 一 Eを指 し、ほば南北を示す。カマ ドは北壁の東寄 りに設けら

れている。プランはほぼ方形 となるが、やや東西方向が長い。規模は長軸 (東～西)3.25m、

短軸 (南～北)310mを 測 り、床面積は約84m2でぁる。

竪穴内の遺存状態についてみると、まず壁の高さは確認面であるⅣ層最上位か ら約18cmを

測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。床面は全体にV層 の礫層上面まで達 して為 り、は

ぼその面で揃っている。やや凹凸をもつものの比較的よく均 されている。いわゆる貼 り水は

みられず、カマ ド前面では硬化 してはいるものの、全体的にはやや軟弱であった。 なお、周

溝および柱穴について精査を行ったが検出されなかった。

覆土は 5層 に区分され、大 きく上位 (1層)と 下位 (2層 ～ 5層 )に分けられる。 1層 に
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第 1節 竪穴住居址

A

住居址土層説男

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質は皿a層

に類似。 a層では黄砂ブロック5～ 7%。 亜角

礫(10,8～ 5)3%分 布。中央下位に亜円礫(150

～100)約 20個集積。b層では黄砂が斑紋状とな

る。炭化物微量点在。 〔中 。24～ 25〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 2/15)基質は皿a層 に

近値。層上位端部から亜円礫 (25,15～ 10)7
%ほど流動。 〔中 。22～ 23〕

第3層 黒視色土 (10YR 2/15)鍵 層Bに対比。

基質は2層 と同じだが、ブロツク含まず均質。

黄色rlI子 極徴量。亜円礫 (10,7～ 3)約 3%端
部に集積。 〔中・24～ 25〕

第 4層 暗褐色土 (10YR 3/3)基 質はⅢa層 額似

土と黄砂で構成 (2:3)。 3層 との層界は不明

瞭。亜円礫 (25,10～ 7)端部から5～ 7%流
動。 〔中 。25～ 26〕

第5層 黒褐色主 (10YR 2/1)基 質は26号住覆土
の崩落土と責砂で構成。上位端部に黄砂分本。
こ円礫 (10,7～ 5)3%。 〔弱・23～ 24〕

Ａ
一

49600m_▲

9                  2m

第65図  17号住居址 %

は黄砂ブロックおょび亜円礫を含み、それぞれ偏在する部分がみられ、層中央下位は床面に

接 していた。下位は黒褐色土ないし暗褐色土で構成され、竪穴周辺の堆積層の影響を強 く受

けている。上位では人為的な影響がうかがえるが、下位は自然堆積と考えられる。

カマ ド (第66図、図版29)

カマドは北壁の東寄 りに設けられている。袖部を中心に比較的良好な遺存状態を示すとと

もに、丁寧な作 りであるという印象を受ける。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の

立ち上が りまで68cm、 両袖部最大幅は約94cmを測 り、また焚口幅は35cmで あった。

まず掘 り方図からみると、壁外へは煙道部分がわずかに掘 り込まれ、仄面もカマドの部分

だけが略方形状に掘 り下げられている。普通、この両脇に浅いピットがみられるが本例では

右側のみであった。また奥壁寄 りには支脚を据えるためのピットが穿たれている。径14cm、

深さ 7 cmほ どの円形のピツトである。そこには、よく面取 りされた石製の支脚が据えられて

お り、良好な遺存状態を示していた。こうした工程を経て基礎部分が作られると、火床面に

あたる部分では掘 り上げた上を一部もどして皿状に整えられ、また奥壁には粘土や黄砂を主

体とする用材が塗 り込まれ形が整えられている。続いて同質の用材で袖部が積まれ、壁の整
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

1申

カマド土層説明

第 1層 にぶい黄褐～暗褐色土 (10YR 4/3・ 3/2)黄砂と
粘性強の黒褐色土 (10YR 2/2)で 構成 (2:1)。 a層 は
陥没したような推積状況を呈す。 b層では粘上が約10%
混入。 c層では粘土・責砂約15%混 入。

第2層 黒褐～暗褐色土(10YR 2 5/2・ 25/3)基質はⅢa

層類似上で構成。 a層では黄砂ブロッグを約10%、 焼土
粒子 1%、 炭化物 1%強含む。 b層では黄砂と粘上が 7

%分布。 c層ではb層 より増えて15%と なる。
第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層類似土で構成。上位
端部に焼土塊 (10,7～ 5)5～ 7%集積。

第4層  暗褐色土 (10YR 3/3)〔 天丼部崩落〕ma層類似
土・粘土・黄砂で構成。 a層では3:1:2で構成され、
粘土 。黄砂は亜塊状を呈す。 b層では3:2:1。

第 5層 黒褐色土 (10YR 3/2)基 質は被熱によって酸化。
ma層類似土 。黄砂 。粘土ブ,ッ クで構成 (3:2:1)。

第 6層 暗赤褐色土 (2 5YR3 5/3)焼 土。火床面。
第7層 暗褐色土 (10YR 3/35。 3/4)a層 は粘土とma
層類似土で構成。 b層 では、黄砂が加わ り下位では主体
となる。

第8層  黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はⅢa層類似上。a層
は、焼土粒子・炭化物が3～ 5%分布。 b層では焼土等
みられず、下位から黄砂浸食。

第 9～ 12層  暗掲～褐色土 〔袖部〕9層 (10YR 3/3)粘 土
と皿a層類似上で構成 (1:2)。 10層 (10YR 3/35)9
層に類似するが約10%の 黄砂がみられる。11層 (10YR
3/4)細 かい黄砂と粘上で構成(3:1)。 12層 (10YR 4/4)
細かい黄砂主体で 7～10%ほ ど粘上が混じる。

第66図 17号住居址カマド%

形とともにカマドの輪郭が形づくられている。また焚口の両脇には礫が補強材 として使われ

ている。覆土の観察から4層 が天丼部の崩落と考えられ、あたかも陥没したような堆積状態

か看取された。この 4層 と火床面の間には明瞭な間層はみられず、カマドの廃絶後に土砂が

流れ込むことはなかったものと考えられる。したがって天丼部は比較的短時日のうちに崩落

したものと推定される。

出土遺物 (第67図 )

本llLか ら出上した遺物は、図示した 2点のほかに土師器甕の破片が 1点ある。 1の須恵器

甕の破片は、床面から若干浮いた 3層 と5層 の層界付近より出土し、層の走向や傾斜と一致
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した出土状態を示していた。 2の土錘

は、竪穴の南東 コーナーに寄った位置

から床面に接 して検出された。また土

師器甕の破片は、カマドの火床面上か

ら出土している。

本址の帰属時期については出土遺物

からは不明といわざるをえないが、重

複関係にある18号住居址が山茶婉窯期

第 1節 竪穴住居址

9         19Cm 2(%)

に属することから、 この切 り合いを根拠 とすれば本址の構築時期は18号住以降となる。

第15表  17号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数  1点 調整

胎土 堅緻 砂粒・白色微粒子を含む 焼成

置 覆上下位 備考 外面に暗オ リーブ色(5

外面―平行叩き目文 内面―青海波文

良好 色調 灰黄色25Y6/2 出上位

Y4/4)の 釉が掛かる

2
品
錘

製土

土

外面―縦位のナデ 胎土 砂粒・

灰白色75Y8/2 出上位置 床
法量 全長46 幅12～ 1 3cn

白色粒子が多 く小礫を少量含む

直 備考 外面の%に煤付着

鍵
調

襲
触

65g
良好

18号住居址 (第 68図、図版29・ 30)

本llLは A-45区に位置する。また周辺は、北側住居址群のなかでもとくに遺構が密集する

区域の一つであることから遺構間の重複関係も多時期にわたっている。本址も竪穴の南東壁

側で27号住居址を壊し、また南東側では26号掘立柱建物址によって竪穴の一部が切られてい

る。17号住居址とは西狽1コ ーナー部分で重複するが新旧関係は判然としない。

住居址は、17号住と一部重複するが、他は比較的良好な遺存状態を示しており、竪穴の全

容はほば捉えることができた。プランはやや歪むものの基本的には方形を呈している。カマ

ドは南東壁の中央からやや北西寄 りに設けられており、主軸方位はN-142° 一Eを指す。規

模は、北西辺および南西辺がそれぞれ4.80m、 カマドのある南東辺が4.60m、 そして北東辺

が4.40mを 測る。

竪穴の遺存状態についてみると、壁は確認面であるⅣ層最上位から約10cmを 測 り、やや開

きぎみに立ち上がっている。床面は、本址周辺ではⅣ層の堆積が薄いこともあり、若千では

あるがV層の礫層を掘 り込んで作られている。床はいわゆる直床式の構造であり、V層 の上

面ではば整えられている。多少凹凸がみられるものの、竪穴中央付近はよく踏み固められて

いる。なお周溝や柱穴について精査を行ったが、竪穴内には存在しなかった。

覆土は 5層 に区分される。基質には壁際を除いて、上位から下位にわたって黄砂ブロック

やラミナ、それに礫や灰化物などがみられ、各層に消いて異方向の流動も観察された。壁際

◎

∩
―――Ｉ
Ш

Cm

第67図  17号住居址出土遺物 %,/
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第二章 発見された遺構とその出土遺物
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住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/15)基質はma層類似土で構成。
層下位中央付近に黄砂ブロック15%集積し、炭化物が約 5

%分布。南西側から亜円礫 (15,12～ 8)3%流 動。 〔弱・
21～ 22コ

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質は1層 に類似し、層界や
や不明瞭。層端部から下位にかけて責砂ブロック15～ 20%
分布。 a層 は亜円礫 (5～ 2)5%、 成化物 2%。 b層で
は亜円礫 3%。 〔中・ 23～ 24〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似上を基質とする
が、全体に黄砂が20～ 25%混 入。a層では全体に黄砂ブロッ

ク10%含 む。 b層 には、亜円礫 (25,20～ 15)5%、 黄砂
ブロック7～ 10%、 炭化物 1%点在し、責砂薄層も数枚観
察される。 〔弱 。22～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/15)基 質は4層に類似するが
黄砂は7～10%ほ ど。亜角～亜円礫 (30,25～ 10)を 10%
ほど含むことを特徴とする。 〔弱 。24～ 25〕

第5層  黒褐色土 (10YR 3/2)基 質はma層類似土と黄砂で
構成される。 a層では黄砂が30%ほ どみられ、壁際で60%
ほどを占める。b層ではⅢa層類似上が優勢で黄砂は15～ 20

%ほ どで、壁際でも30%は どである。

第68図 18号住居蜘|:%

については崩落土と考えられる。覆上の堆積状態は、壁際では自然崩落と思われるが、その

他は人為的な影響を受けているものと考えられる。

カマ ド (第69図、図版30)

カマ ドは南東壁の中央からやや北東に寄って設けられている。一部は建物址によって壊さ

れているが、カマドの全容はほぼ捉えることができた。最終的に検出された範囲は、焚 口か

ら煙道の立ち上が りまで75cm、 両袖部最大幅は115cmを 測 り、焚 口幅は約40cmほ どであった。
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カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/15)基質は皿a層 類似上で構成。

a層 では粘上が7%分布。亜円礫 (5～ 3)3%流 動。b

層には下位を中心に 5%iFb入 。 c層では5～ 7%分布。

第2層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はⅢa層類似土と黄

砂で構成 (3:1)。 粘上が15～ 20%分 布。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)〔 天丼部崩落〕基質はⅢa層

類似土 。粘土・黄砂で構成。a層では3:1:1、 b層 は 4:

1:1で構成される。粘土は斑紋状が主体で、下位には焼土

や灰・炭化物が5～ 10%混 入。

第4層 黒褐色土 (10YR 3/15)基 質はⅢa層類似土。黄砂

が約10%混 入。下位に焼土粒子 。炭化物が3%分布。

第5層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層 類似土と黄砂で構成さ

れる (2:1)。 上位に焼土が20～25%み られる。

第6～ 8層  暗褐～褐色土 〔袖部〕6層 (10YR 3/4)Ⅲ a層

類似土と黄砂で構成 (3:1)。 約15%が塊状となり結合。

7層 (10YR 4/35)基 質は粘土と黄砂で構成。a層は黄砂

が約60%。 b層 ではⅢa層類似土が10%な られる。c層 では

粘主主体で黄砂は25%ほ ど。8層 (10YR 4/45)粘 上で構成。

第9層 褐色土(10YR 4/6)黄 砂。Ⅲa層類似土が約10～ 15%。

第10層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似土主体。

第 1節 竪穴住居址

|∞

1中

1956()n]J

|

0-― 一一一――一―一Jm

第69図  18号住居虹とカマド%

まず袖部からみると、両袖 とも粘土と黄砂、そしてⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材によっ

て積まれ、壁の整形 とともにカマドの輪郭が形づくられている。また袖部には礫が補強材 と

して埋め込まれている。天丼部はすでに崩れていたが、両袖部の間に粘土を多 く含む土層 (3

層)があり、その下位は焼土化した様子が看取された。また 3層 は袖部の用材 ともきわめて

類似していることから、天丼部が崩落したものと考えて差し支えないものと思われる。燃焼

部はカマドの長軸に沿って細長 く形づくられており、煙道へは緩やかな立ち上がりとなって

いる。煙道部を構成する奥壁部分には用材は塗 り込まれておらず、掘 り方の地山層にあたる

黄砂が被熱によって黒 く変化していた。

つぎに掘 り方についてみると、第69図 にあるようにカマドの部分だけがほぼ正確に掘 り下

げられている。燃焼部分と、袖部となる両脇にも掘 り込みが確認された。また壁外へはまっ
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

た く掘 り込まれていない。火床面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部 もどして皿状に整

えられている。 また覆上の観察から、 3層 を天丼部の崩落 と考えると、この 3層 と火床面の

間には間層はみ られず、カマ ドは住居の廃絶後、比較的短時 日の うちに崩落 したものと推定

さ″しる。

出土遺物 (第 70図、図版 146・ 147)

本址から出土 した遺物は、図示 した 8点のtlaか に高台が付 く小婉および須恵器不の小破片

が含まれるが、須恵器については混入品 と考えられる。また、大小の婉はいわゆる山茶婉窯

期に属す る。図示 した内訳をみると、山茶婉 4点、 Pク ロ成形の土師器小皿 (ロ クロ土師器)

3点、それに砥石 と鉄製の角釘が出土 している。

＼

Cm(/)

-

⑥
7

9           19cm(%)
第70図 18号住居址出土遺物 /,%
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第1節 竪穴住居址

ここで図示 した資料について若千触れてお くと、婉類は大小の婉の組み合わせによって構

成されてお り、須恵器や灰釉陶器などの供膳具における器種構成に比べて単純で変化が著 し

い。全般に厚手で、一部に釉が残っているが、基本的には施釉技法は放棄 しているものと考

えられる。胎土は砂粒を含んだ粗めのものが多 く、また高台端部にはいずれも柳殻圧痕が顕

著に認められる。 ロクロ土師器はいずれ も小皿で占められるが、小婉を補完す る程度のもの

とい う印象を受ける。砥石は全面に研磨痕がみられ、使用頻度の高さが うかがえる。

年代観については、生産地 との対比において示せば藤澤編年のⅥ期、無釉のいわゆる山茶

婉生産の成立時期に相当するものと考えられ、11世紀末葉から12世紀前葉頃に比定 されてい

る。また東濃窯の編年観では、谷迫間 2号窯式段階に相当するものと思われる。この年代は、

灰釉陶器を主体 としてきた段階か ら中世的な様相に脱脚する転換期でもあ り、 ここに社会的

な画期を求めることも可能 といえる。なお、飛騨地方においても赤保木窯やよしま窯などの

灰釉陶器生産は知 られていたが、本遺跡 における量産的な山茶婉の出土量は、初期山茶婉の

生産地が当地方まで拡散 していた可能性を示唆しているものと思われる。

第16表  18号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 婉

法量 口径(148)底径(6.8)器高(4.6)cm 現存率 % 破片数 2点  形態 断

面三角形の低い高台をもつ平底の底部から九みをもって立ち上がり日縁部で肥厚して

外反 調整 底部外面一右回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台部に柳

殻圧痕を残す 内外両面―
「

クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒をやや多く含む 焼成

良好 色調 灰白色10YR7/1 出土位置 床直 備考 口縁部外面に一部降灰(オ リー

ブ灰色10Y5/2)内面に重ね焼き痕

山 茶 婉

法量 底径(79)現存高(27)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 ほとんど

形骸化した高台をもち平底の底部から外傾して立ち上がる 調整 底部外面一回転糸

切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台部に撫殻圧痕を残す 内外両面―ロクロ

調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色2.5Y7/1

出土位置 床直 備考 内面に重ね焼き痕および煤付着 無釉

山 茶 婉

法量 底径(8.3)現存高(21)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 断面方形

状の高台をもつ平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切

り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台部に靱殻圧痕を残す 内外両面―ロクロ調

整 胎土 堅緻 細砂粒 。小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色2.5Y7/1

出上位置 覆土上位 備考 無釉

4 山 茶 婉

法量 口径(160)現存高(41)cm 現存率 体部以上% 破片数 3点 形態

は丸みをもって立ち上がり口縁部で弱く外反  口唇部内面に鈍い沈線が巡る

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 浅黄色 5Y7/3
置 カマド中位 備考 口縁部外面と内面に施釉(灰 オリーブ色7.5Y6/2)

部

整

位

体

調

土出

5
ロクロ土師器

小  皿

法量 口径98～ 102 底径56 器高23～ 3 2cln 現存率 ほぼ完形 破片数 13点

形態 やや上げ底の底部から外傾的に立ち上がり口縁部でわずかに外反 調整 底部

外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂粒が多く赤色粒子を少量含

む 焼成 良好 色調 橙色 5 YR7/6 出土位置 覆土中位

6
ロクロ土師器

小  皿

法量 口径92～ 9.8 底径48 器高2.1～ 2.5cm 現存率 略完形 破片数  6点 形

態 やや上げ底の底部から反 りぎみに開いて口縁部まで立ち上がる 調整 底部外面

―右回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 砂粒・小礫・金雲母を少量含む

焼成 良好 色調 にがい橙色 5 YR6/3 出上位置 壁際床直
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7
ロクロ土師器

小  皿

法量 底径49 現存高1 3cm

調整 底部外面一右回転糸切 り

粒子を多く合む 焼成 良好

現存率 底部% 破片数

内外両面―ロクロ調整
色調 淡橙色 5 YR8/4

1点  形態 底部は上げ底

胎土 砂粒 。金雲母 。赤色
出土位置 床直

8 砥  石

法量 長さ150 最大幅86 厚さ5 7cm 重量 800g 形態 短冊形 調整 全面に

研磨痕が見られる いずれの面も使用頻度の高さがうかがわれる 石材  硬質砂岩
出上位置 床直

19号住居址 (第71図、図版31～ 34)

本址はA・ B-43・ 44区 に位置する。北側調査区の礫起伏によって画された上段部にあた

り、周辺は遺構が濃密に分布する区域でもある。これらのうち、本址と近接した時期 と推定

される山茶婉窯期の遺構群においては、規模や配置関係から本址は中核的な位置を占めるも

のと考えられる。また、21号住居址と重複するが本址の方が新しい。

住居址の主軸方位はN-127° 一Wを指し、カマ ドは南西壁の北西コーナー寄 りに設けられ

ている。規模は主軸方向および直交する南北方向ともほば7.50mを測 り、床面積は約46m2で

ある。調査区内では最大規模を誇 り、今のところ飛騨地方においても古代の竪穴でこれを上

まわる調査例は知られていない。

住居址の遺存状態は、竪穴の掘 り込みが比較的深いこともあって良好であった。壁の高さ

からみると、良好な状態のところでは確認面であるⅣ層最上位から約40cmほ どを測 り、やや

開きぎみに立ち上がっている。木面には、いわゆる貼 り床が全体にみられた。掘 り方はV層

の礫層に達しているが、この上面に掘 り上げた土をもどして貼 り床を形成している。床面は

やや凹凸をもつものの比較的よく均されてお り、壁際まで硬化していた。また床面は全体に

焼けた痕跡が看取され、とくに南側の柱穴付近では顕著であった。周溝は竪穴の側壁に沿っ

て床面周縁部に浅 く巡らされている。南側 コーナー部分で部分的に途切れるほかはほヤず確認

された。幅は20～ 25cm、 深さは 5～ 8 cmtlaど を測 り、断面は幅の広いU字形を呈している。

周溝内はV層 の礫層中に掘 り込まれているが、礫による凹凸を丹念に整えている。また大形

住居には周溝のなかに杭や竪板を打ち込んだ痕跡を残すものがあるが、本址では確認されな

かった。また床面上には、周溝と類似した仕切 り状の溝が検出された。竪穴の北西側を中心

にみられ、竪穴内を二分するような間仕切 り的な機能が推定されよう。溝は縦横にみられる

が、主軸と直交する中央の溝によってカマ ド側と三分され、そのなかが間仕切 り状になって

いる。幅も深さも周溝とはとんど変わらない。溝の機能や用途といった具体的なことがらに

ついては不明といわざるをえないが、類例 としてもきわめて少なく、住居の構造上のことだ

けに注意したい。

主柱は 4本 (Pl～ P4)を方形に配置する形式をとっており、各柱穴は竪穴の各隅を結ぶ

対角線上に位置し、PlからP4ま でを結ぶ線はほば矩形となる。各柱穴は平面略円形を呈 し、
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住居llr土 層説明

第1層 黒色土 (10YR 2/1)鍵 層Bに対応。基質はma層に近値。
黄色粒子約 1%点在。 〔中 。23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2・ 25/2)Ш a層 類似土と黄砂で構成。

その割合はa層 で 3:1、 b層 で 2:1。 c層は約40%が費砂。各々

が部分的に薄層やブロックとなり偏在。 〔中 。24～ 26〕

第3層 黒褐色土(75YR2 5/2・ 2/1)基 質は2層 に類似するが焼

土を7～ 10%ヤ iど含む。a層ではma層類似土と黄砂は3:2の 割

合。b層 はШa層類似土主体。c層 は粘土粒子3～ 5%分布。d層
は黄砂を約30%含 み、薄層が顕著。e層 は責砂が約60%を 占める。
f層、g層はⅢa層類似土主体。炭化物灼 7%集積。 〔弱～中 。21

～24〕

第4層  暗褐色土 (10YR 3/3。 3/4)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成さ

れるが、全体に黄砂優勢。 a層では各々の薄層が互層となる。b

層にはⅢa層類似土が約25%混 入。c層は責砂主体で約60%。 d層
では黄砂約50%。 〔中 。22～ 25〕

第5層 暗褐～褐色土(10YR 3 5/35。 3/4・ 35/4)基 質は4層 に

類似するが、院上を7～ 10%、 炭化物を3～ 5%はど含む。 a層
は約70%ほ ど責砂が占め、プロックを約10%含 む。 b層は約60%
ほどが黄砂で、 c層は約 5%の亜円礫。 〔弱 。23～ 25〕

第6層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2 5/2・ 3/2・ 3/25)全体にma層
類似上で構成される。 a層には責砂が分布。 b層では黄砂約30%、

炭化物約 5%集積。c層では約40%の黄砂が分布。 〔中 。24～ 26〕

第7層 黒褐色上 (7 5YR 2/2)6層 に類似するが、炭化物を7～

10%、 焼土を5～ 7%を含む。 a層では黒褐色ブロックが約5%
分布する。 b層では黄砂が約25%分 布する。 〔中 。23～ 24〕

第8層  黒褐色上 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似上と黄砂で構成。a層

では下位に3,1の 割合で炭化物約 5%、 焼±2～ 3%分布。b層
はⅢa層類似土主体。黄砂約15%分 布。c層は炭化物約10%。 d層
は炭化物約15%、 廃± 7%集積。 〔中 。22～ 24〕

第9層  暗褐色土 (10YR 3/3)8層 に類似し、黄砂優勢。a層から

c層 は薄層やブロツクが互層をなし、黄砂の割合が40～60%l■ ど

に増していく。 d層は黄砂が約60%を 占め、炭化物が約10%分布。
e層 も黄砂主体で15～ 20%の炭化物が集積。 〔弱～中・ 21～ 24〕

第10層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ш a層類似土主体。a層では黄砂を

15%、 b層では20%、 c層 では30%含 む。 〔中・23～ 24〕

第■層 黒褐色土(10YR 2/2・ 3/25)Ⅲ a層類似土と黄砂が混じる。

大量の炭化物・炭化材が集積し、下位には焼土が15～ 20%み られ

る。a層 は炭化物20%。 b層 は黄砂が60%、 炭化物25%。 c層で

は炭化物30%以 上。 d層 は灰化物30%。 〔中・ 22～ 23〕

第12層 黒色土 (10YR 1 7/1・ 2/1)炭化物および炭化材主体。b

層には黄砂が約20%混 じる。

第13層 黒色土 (5YR17/1)炭 化物および灰、焼上で構成。

第14層 黒褐色土 (7 5YR 2/2・ 3/2)Ⅲ a層類似土と黄砂が約25～

30%混 じる。炭化物、灰、焼上で構成。 b層では黄砂の合有多く、

各 被々熱酸化。 〔中～強 。22～ 23〕

第15層 ～22層  柱穴。

第23層  黒色土 (10YR 2/1)12層 に近値。責砂を30%ほ ど含む。

第24層  黒色土 (7 5YR 17/1)炭 化物・灰で構成。

第25層  赤褐色土 (5YR4/8)焼土。

第26層  暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。暗褐色土と黄砂で構成され、

各々の薄層やブロックが密に結合。 (中・ 29以上〕

柱穴土層説切

第15層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ш a層類似土と黄砂・炭化物・

焼上で構成。 a層は後者が60%、 b層 は40%。

第16層 暗褐色土 (10YR 2 5/3・ 3/3)15層 に類似。a層で戊化物
15%。 b層で5～ 7%、 責砂は約40%。

第17層 黒褐色土 (10YR 2/2)ma層 類似土主体。黄砂は約15%。

第18層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成 (3:2)。

第19層  暗褐色土 (10YR 3/3)黄 砂が30%分 布。炭化物 5%集積。

第20層  暗褐色土 (10YR 3/4)黄砂が60%。

第21層  暗褐色土 (10YR 3/45)黄 砂を主体に亜円砂15%含む。

第22層  褐色土 (10YR 4/35)黄 砂と亜円礫主体。

0                     2m

49560m」

第71図  19号住居址 %



第 1節 竪穴住居址

規模は径60～ 75cm、 深さは60cm前 後で揃っている。柱穴内の上層観察から、覆土 と同様の焼

土や炭化物の堆積層、さらに落ち込むように検出された礫の出土状態から柱は抜 き取 られた

ものと判断される。主柱穴以外に小ピツトが 5本検出されたが、主柱に対 して補助用 とみる

には配置に規則性が欠ける。間仕切 り状の溝 との関連が推定される。また床面状には柱穴の

ほかに、いわゆる貯蔵穴 と長円形を呈する 2mほ どの浅い掘 り込みが検出された。貯蔵穴は

カマ ドの左袖部脇に位置する。平面方形を呈し、規模は長軸 73cm、 短軸58cmを 測 り、深さは

30cmほ どのもので、底面はほば平らに整えられている。また、竪穴の中央から北西に寄った

位置で検出された皿状の浅い掘 り込みは、カマ ドの丁度正面にあた り、長径2.15m、 短径1.20

mの長円形を呈する。深さは15～ 18cmほ どで、底面は焼けただれて消 り、また覆土中には焼

土と灰化物が充填されていた。

覆土は、柱穴内も含めて24層 に区分される。竪穴の上位から下位にかけて、Ⅲa層 に類似 し

た土層が主体 となる層 と黄砂を多 く含む層 とが互層に堆積 している。各層には、ブロツクゃ

ラミナの偏在する部分や、灰化物・焼土・礫の集積する部分がみられ、細分を加えている。

下位から床面および柱の抜 き取 り穴には、灰化物や炭化材、焼土・灰が多量に認められ、本

址が火災に遭遇 したことが考えられる。また、炭化物や焼上の層に対応するように、季大か

ら人頭大の焼けた礫や遺物が多数検出され、大半は下位から床面にかけてのもので占められ

ていた。覆土の観察から、上位から下位にかけて人為的な埋めもどしが行われたものと考え

られ、礫や遺物の投げ込みが同時に行われたものとみられる。 こうした埋めもどしや礫の投

げ込みは火災と密接な関係を持つことが予想され、住居廃絶に係わる一連の行為 と解するこ

とも可能 と思われる。

カマ ド (第72図、図版35)

カマ ドは南西壁の北西寄 りに設 lrlら れている。袖部を中心に比較的良好な遺存状態を示す

とともに、竪穴全体からみると隅カマ ドとい う印象を受ける。最終的に検出された範囲は、

焚 口から煙道の立ち上が りまで118cm、 両袖部最大幅は125cmを 測 り、また焚 口幅は35cmで あっ

た。竪穴の規模から比べると、カマ ドはそれほど大きいものではない。

まず掘 り方図からみると、壁外へは煙道部分が凸状に掘 り込まれ、上端部ではテラス状に

形づ くられている。床面 もカマ ドの本体 となる部分だけがほば正確に掘 り下げられている。

燃焼部にあたる部分では円形の掘 り込みがなされ、その両脇が長円形に掘 り込まれている。

こうした掘 り方の傾向は、本遺跡内ではあまり時期にとらわれず、全般的な構造上の特徴と

指摘できる。また左袖の奥壁に接する部分には、円形の小ピットが穿たれており、円柱状の

礫が据えつけられていた。これは袖部の補強材と推定される。このようにして基礎部分が作

られると、火床部分では掘 り上げた上を一部もどして皿状に整えられ、粘土と黄砂、それに
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カマド土層説明

第 1層 黒褐色土(10YR 2 5/3・ 25/25)Ⅲ a層 類u上で構

成。 a層では焼土塊 3%、 炭化物 5%分布。基質に責砂約
30%混 入。 b層 には炭化物が 7%集積、黄砂は15%。

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/15)Ⅲ a層類似上で構成。炭
化物5～ 7%分布。

第3層 黒褐色土(10YR 2/3・ 3/25)Ⅲ a層類似土と黄砂で

構成。 a層では3:1の 割合で炭化物 。焼土は約 5%含む。
b層では2:1で炭化物・粘土粒子が約 7%。

第4層 暗褐色土 (10YR 3/3。 3/4)〔天丼部崩落〕Ⅲa層
類似土と黄砂および粘上で構成。粘土は塊状を呈する。 b
層は被熱によって赤変している。

第5層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成

(3:1)。 炭化物・炭化材が10%集積。
第 6層 黒褐色土 (5 YR2/2)〔 天丼部内壁崩落〕基質は 4

層に近値。被熱赤変。下位に約15%の炭化物が混じる。
第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ш a層類似土と黄砂で構成

(5:2)。 下位に皮化物が約15%混 じる。
第8層  暗褐色土 (10YR 3 5/3)〔 掘り方〕Шa層類似土と

黄砂で構成 (1:1)。 下位は黄砂優勢。

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第72図 19号住居址カマド及び貯蔵穴 %

第9～ 12層 暗褐～にぶい黄褐色土〔袖部〕9層 (10YR2 5/3)
Ⅲa層 類似土主体。b層 に暗禍色粘土ブロックを5%含む。
10層 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と粘土で構成 (3:1)。 b

層は軟質。■層 (10YR 2/2・ 25/3)Ⅲ a層類似土と黄砂
で構成。aob層 は 1:3の 割合で、b層ではブロックがみ

られる。c層 は 1■ の害J合。d層 には粘土ブロックが7～

10%み られ、3:1の 割合。12層 (10YR 4/3)黄 砂主体 (約

70%)。 粘土およびⅢa層類似上が15～ 20%ほ ど分布。

ヽ
日

３

ヨ

ー

崚

49560m_J

カマ ド用材散布
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第 1節 竪穴住居址

Ⅲa層 類似土を混ぜ合わせた用材によって袖部が積まれ、壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が形

づ くられている。煙道部分には粘土などによる整形はみられないものの、地山である黄砂を

整えて緩やかに立ち上げてお り、煙出し口を作っていたものと推定される。工程上は袖部を

設けた後に、順次天丼部、土器の掛け口と築かれていたと思われるが、天丼部はすでになく、

覆土の観察から袖部 と同様の土層である 4層 ないしは 6層 がその崩落部分 と推定される。ま

た礫が多 く検出されたが、 これも住居廃絶にともなって人為的な影響が及んだものと考えら

れる。

出土遣物 (第73～76図、図版147～ 149)

本址からは多量の礫 とともに、山茶婉を主体 とした遺物がまとまって検出された。はじめ

に出土状態からみると、礫は竪穴全体に分布するのに対し、遺物は竪穴の東西 コーナーを結

ぶ対角線の南側に偏在 してお り、 とくにカマ ドの周辺が顕著であった。また、カマ ドの周辺

の遺物群を中心に、かなり離れた位置から出土した遺物 との接合が日立った。覆土 との関係

からみると、カマ ド周辺の遺物群は14a層 を中心に、いわゆる面上の分布を示 しているのに

対して、それらと距離をおいて接合する資料frlは上位～中位 。下位・床直 と全体にみられ、

接合関係からは堆積学でいうロー リング (攪拌)を受けて形成された可能性 も指摘できよう。

課の出土状態については、覆土 との関係では中位から下位の 4層 から9層 と合致する。竪穴

の南東寄 りに分布するものは床面に接するものが多 くみられた。

つぎに出土遺物についてみることにしたい。出土した遺物の総点数は234点 を数える。その

内訳は山茶婉134点、小婉19点 (有台11・ 無台 8)、 ロクロ成形の土師器類33点 (塊 27・ 無台

の小婉 4・ 甕 2)、 白磁婉16点、青磁小皿 1点、それに混入遺物 と考えられる須恵器類13点、

灰釉陶器類 5点、土師器奏 6点それに中近世∽器 7点が′点出土している。

図示 した資料について若干触れておくと、無釉のいわゆる山茶婉は大小の婉の組み合わせ

によって構成され、きわめて単純な器種構成である。また古代的な器種はなく、規格化が顕

著にあらわれている。器種は大形の婉と、有台・無台の小婉からなる。全般に厚手で、一部

貯蔵穴上層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はⅢa層 に類似。粘土ブ

ロックを5%と炭化物を20%含 む。

第2層 黒tB色土 (10YR 2 5/25)黄 砂が基質に混じる。a

層では責砂15%、 炭化物約 5%集積。b層 では黄砂 5%。

第3層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。
a層はカマド3層 と同じ。 b層 は責砂約30%。

第4層 黒禍色土 (10YR 2 5/25)黄 砂の薄層・ ブロックが

目立つ。 a層では黄砂約40%、 b層は50%。 炭化物を3～

5%含む。

第5層 黒褐色土 (10YR 2/15)Ⅲ a層類似上で構成。

第6層  暗褐色土 (10YR 3/4)黄 砂と炭化物の薄層で構成。

第7層 暗褐色土(10YR 3/3)黄砂とma層類似土で構成(2:

3)。 激化物約 5%。

第8層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土主体。黄砂ブ

ロック約 5%分布。上位に炭化物薄層。

第9層 黒褐色土(10YR 3/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(2〔

1)。 炭化物・焼± 1～ 2%点在。

第10層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)9層 と構成は同じ(1:1)。

第11層 黒褐色土 (10YR 2/2)粘性の強いⅢa層 類似土主体。

第12層 黒禍色土 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成

(3:2)。 下位では黄砂優勢、灰化物10～ 15%集積。

第13層 黒褐色土 (10YR 2/15)Ⅲ a層 類似上で構成。多量

の炭化物を含む。 a層では約50%が 炭化物。 b層では約60

%で粘性が強い。

第14層 黒褐色土 (10YR 2 5/2。 25/15)13層 に類似。a・

b層 とも炭化物約30%。 b層では黄砂混入。

第15層 黒褐色土 (10YR 2/2・ 2/25)14層 に類似するが、

a層 では黄砂約20%。 b層では約15%混 入。
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第73図  19号住居句L遺物出上分布図 %
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第75図  19号住居址出土遺物(2)/
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第 1節 竪穴住居址

甕  呼 躍
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第76図  19号住居址出土遺物(3)%

に釉が残っているが、基本的には施釉技法は放棄 しているものと考えられる。胎土は砂粒を

含んだ粗めのものが多 く、また高台端部には小婉も含めていずれも柳殻圧痕が顕著に認めら

れる。なお小皿は確認されていない。 ロクロ土師器は器種構成の面では、山茶婉 とほぼ同様

の内容を有 している。しかし出土量は限られてお り、供膳具の補完程度のものと考えられる。

ただし、その用途については注意を要する。白磁および青磁が出土 しているが、器種 として

婉 。皿がある。わずかではあるがその主体 となるのは大小の玉縁をもつ白磁の朔である。森

田編年での白磁 Ⅱ類・Ⅳ類に相当し、Ⅱ期 (H世紀中葉～12世紀初頭)に属するものと思わ

れる。

本址の年代観については18号住居 l■ と同様に、藤澤編年のⅥ期、無釉のいわゆる山茶婉生

産の成立時期に相当するものと考えられ、この年代は白磁塊の年代観 とも近 く、また共伴遺

物 としての論拠 ともなり、器種構成の うえからも注 目されよう。

第17表  19号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 坑 ち,!:ζ離枠多嫁悲諄軽蟹[塾攀ζ専:自ξ拿
体部内面に降灰 内面に重ね焼き痕                  _

山 茶 功

中位 備考 無釉 体部内面に降灰 内面に重ね焼吉痕

3 山 茶 婉

部はかなり歪んでいる              _
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

4 山 茶 坑

法量  日径(152)底径77 器高5 4cm 現存率 底部% 体部以上%弱  破片数

4点 形態 低 く張 り出す高台を付け平底の底部から丸みをもって立ち上がる 体部

は直線的に外傾して日縁部との境に凹線が巡る 調整 底部外面一―回転糸切 り→高台

貼付→高台とその周辺ナデ 高台全体に柳殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 や

や粗 砂粒・小礫を多く合む 礫が抜け出た凹みが数箇所見られる 焼成 良好 色

調 灰黄色25Y6/2 出上位置 仄直十貯蔵穴 備考 無釉

5 山 茶 現

法量 口径(154)底径(90)器高(51)cm 現存率 / 破片数 5点 形態 底

部は平底で側面に稜をもつ低い高台を付ける 体部は弱い丸みをもって立ち上が り口

縁部でやや外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高

台の付け方は粗雑 靱殻圧痕が残る 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・ 白

色粒子・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR6/2 高台部―黒褐色10

YR3/1 出上位置 覆上下位 。最下位 備考 体部内面に釉が掛かる(淡黄色 5Y8/3)

山 茶 婉

法量 日径(156)底径(74)器高(56)cm 現存率 底部% 体部以上/強 破片

数 2点 形態 底部は平底でつがれた感じの低い高台を付ける 体部は丸みをもっ

て立ち上がリロ縁部で外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周

辺ナデ 撫殻圧痕が若干残る 高台の付け方は粗雑 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 砂粒・白色粒子が多くφ2～ 3 mm大 の礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰

黄褐色10YR5/2 高台部―暗褐色10YR3/3 出上位置 覆上下位 。最下位 備考 口

縁部外面と体部内面に釉が付着(灰 オリーブ色75Y6/2)

7 山 茶 婉

法量 口径(159)底径80 器高(55)cn 現存率 底部完形 高台部/弱 体部下

半% 口縁部小片 破片数 5点 形態 底部は平底で粗雑な高台を付ける 体部は

弱い九みをもって立ち上がり口縁部でやや外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台

貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅固 砂粒・石英粒・φl

～ 2 mmの 礫を多量に合む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y8/2～7/2 出上位置 覆土

中位・下位 。最下位 備考 無釉 内面に重ね焼き痕

山 茶 現

法量 日径(159)底径(82)器高(82)cm 現存率 底部%弱 体部下半% 回縁

部% 破片数 2点 形態 底部は平底で低く張り出した高台を付ける 体部は斜上

方にのび日縁部でやや肥厚 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→周辺ナデ 靱

殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子・小礫をやや多く合む

焼成 良好 色調 灰色75Y5/1 出上位置 覆土中位・下位 備考 無釉

9 山 茶 婉

法量 口径(159)底径85 器高52～ 5 5cm 現存率 %強 破片数  1点 形態

底部は平底で低 く張 り出した高台を付ける 体部は弱い丸みをもって立ち上がり口縁

部で若干外反 日縁部内面に稜線が巡る 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→

高台とその周辺ナデ 部分的に糎殻圧痕が残る 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

細砂粒・白色粒子がやや多 く小礫を少量含む 焼成 良好 色調 楊灰～灰褐色7 5YR
6/1～ 6/2 出上位置 覆上下位 備考 内面体部に釉が付着(浅黄色 5Y8/3)内面に

重ね焼き痕 日縁部は土圧のためか歪みを生じている

山 茶 婉

法量 日径(158)底径72～75 器高(48～ 57)cm 現存率 底部完形 体部以上

/強 破片数 7点 形態 底部は平底で粗雑な高台を付ける 体部は丸みをもって

立ち上がり口縁部でやや外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその

周辺ナデ 粗殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫・ 白色粒子・

黒色粒子を多く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置 覆上下位十床直

備考 体部内面に釉が掛かる(オ リーブ灰色10Y5/2)内面に重ね焼き痕 底部はひび

割れて器体は全体に歪んでいる

山 茶 婉

法量 口径(161)底 径73 器高(56～ 62)cm 現存率 底部%強 体部以上%強
口縁部% 破片数 4点 形態 底部は平底で低い高台を付ける 体部は丸みをもっ

て立ち上が り口縁部で稜をなし外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全面

ナデ 椒殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を多量に小

礫をやや多 く含む 焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR6/2～ 4/2出土位置 覆土中位・

最下位十カマド前 備考 内面体部に降灰 内面に重ね焼き痕

山 茶 加

法量 口径(160～172)底径(90)器高(60)cm 現存率 底部%弱 体部以上%
破片数 9点 形態 底部は平底で高台を付ける 底部・体部とも厚みがあり斜上方
にのび口縁部でわずかに外反  調整  底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ

糎殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子・石英粒を多く含

む 焼成 良好 色調 灰色7 5YR6/1 出上位置 最上位・中位十床直 備考 無釉
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山 茶 痢

法量 口径(159～164)現存高(57)cm 現存率 底部% 高台部欠損 体部以上%
強 破片数 10点  形態 高台を付ける平底の底部から丸みをもって立ち上がり日縁

部で若干外反 調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

砂粒・白色粒子・石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 出上位置

覆土中位十床直 備考 内面に重ね焼き痕 無釉

山 茶 婉

法量 日径(164)現存高(56)cm 現存率 体部上半以上/強 破片数 2点
体部は斜上方にのび日縁部で若干外反 調整  内外両面―・ クロ調整 胎土

細砂粒・ 白色粒子を多く合む 焼成 良好 色調 灰白色75Y7/1 出上位置

最下位+床直

態

緻

土

形

堅

覆

山 茶 婉

法量 口径(144)現存高(40)cm 現存率 口縁部% 破片数 3点 形態 体部は

弱い丸みをもって立ち上がり口縁部でわずかに外反し端部に稜線が巡る 調整 内外

両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白

色 5Y7/1 出土位置 覆土上位十カマド中位 備考 体部内面に降灰

山 茶 婉

法量 日径(150)底径(82)器高(53)cm 現存率 体部以上/強  高台部小片

破片数 1点 形態 高台を付ける底部から体部は弱い丸みをもって立ち上がリロ縁

部でわずかに外反  調整  底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ

糎殻圧痕 胎土 堅緻 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰褐色

7.5YR5/2 出土位置 覆土中位 備考 内面体部に釉が付着(淡黄色 5Y8/3)

17

19
山 茶 瘍

法量 口径(158)底径(74)器高(5.3)cm 現存率 底部/ 体部以上% 破片数

8点 形態 底部は平底で断面が丸みを帯びた三角形状の高台を付ける 体部は斜上

方にのび口縁部で外反しやや肥厚 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台と

その周辺ナデ 椒殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色

調 灰白色 5Y8/2 出上位置 覆土中位・下位+床直 備考 口縁部外面と体部内面

に施釉(オ リーブ灰色10Y6/2)内面に重ね焼き痕 17・ 19は同一個体

山 茶 婉

法量 口径(160)現存高(47)cm 現存率 体部以上% 破片数 2点 形態 体部

は丸みをもって立ち上がり日縁部で外反 日縁端部に沈線が巡る 調整 内外両面―

ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色

調 灰白色25Y8/2 出土位置 覆土中位 備考 体部内面に釉が掛かる 刷毛塗り

か(浅黄色 5Y7/3)

山 茶 婉

法量 底径(70)現存高(27)cm 現存率 底部% 破片数 L点 形態 低く幅の

広い高台を付け平底の底部から体部は斜上方にのびる 調整 底部外面一回転糸切り
→高台貼付→高台とその周辺ナデ 撫殻圧痕が明瞭に残る 内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色75Y
7/1 出上位置 覆土中位 備考 体部内面に釉が掛かる(オ リーブ灰色10Y4/1)内
面に重ね焼き痕

山 茶 婉

法量 底径(81)現存高(33)cm 現存率 体部下半以下/弱 破片数 i点 形態

底部は平底で低い高台を付ける 調整 底部外面―右回転糸切り→高台貼付→高台と

その周辺ナデ 撫殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を

やや多く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y5/1 出上位置 覆土最上位 備考 内

面啓部に釉が散る 内面に重ね焼き痕

山 茶 婉

法量 底径(9.6)現存高(36)cm 現存率 体部下半以下%弱 破片数 1点 形態

底部は平底で張り出し側面に稜をもつ高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→

高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台に糎殻圧痕が残る 胎土 堅緻 細砂粒を多く

含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y8/1 出上位置 覆土最上位 備考 無釉 底

部の糸切りは中央にわずかに残る                  _____

山 茶 婉

法量 底径(96)現存高(2.0)cm 現存率 底部/ 高台部欠損 破片数 1点 形

態 平底の底部に高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調

整 胎土 竪緻 砂粒・小礫・ 白色微粒子を多く含む φ7mm大 の礫を含む 暁成 良

好 色調 灰褐色7.5YR6/2 出上位置 覆土中位 備考 無釉

山 茶 婉

法量 底径(74)現存高(2.1)cm 現存率 底部% 高台部% 破片数 2点 形態

平底の底部に断面三角形の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→

高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を多く合む

焼成 良好 色調 灰褐色7 5YR6/2 出土位置 覆土中位 備考 無釉
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山 茶 朔

法量 底径(8.0)現存高(30)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 平底の底

部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロクロ調

整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/2
出土位置 貯蔵穴 備考 底部外面に墨痕らしきものあり 墨書かどうか不切 無釉

無台は本例のみ

小   坑

法量 口径90 底径(5.3)器高3.Ocm 現存率 ほぼ完形 高台部%欠損 破片数
1点  形態 端部が九い断面三角形状の高台を付け平底の底部から丸みをもって立ち

上がる 日縁部はわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全面ナデ

糎殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子を多く含む φ5mm
大の礫が露出 焼成 良好 色調 にぶい橙～切褐色7.5YR6/4～ 5/8 出上位置 カ
マド上位 備考 無釉

小   瘍

法量 口径(90)底径(98)器高(29)cm 現存率 高台部欠損 体部以上%強 破

片数 3点 形態 底部は平底で高台を付ける 体部は斜上方に延び中位でやや張 り

をもち日縁部であずかに外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子・小礫を多く含む 焼成 良好 色調

褐灰色10YR6/1 出上位置 覆土中位十床直 備考 口縁部内面の一部に釉が掛かる

小   堀

法量 口径94 底径50 器高31～ 3 3cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片数
3点  形態 底部は厚みのある平底で高台を付ける 体部は斜上方にのび口縁部でわ

ずかに外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 撫殻圧痕 内外両
面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子・小礫を多く含む 焼成 良好 色調
にがい赤褐～赤褐色5 YR5/4～ 4/6 出土位置 カマド上位 備考 内面に重ね焼き痕
底部外面と内外両面の体部に釉が掛かる

小   現

法量 口径(97)底径(53)器高(29)cm 現存率 体部以上% 底部% 破片数
1点 形態 断面三角形状の張り出す高台を付け底部から丸みをもって立ち上がり口

縁部で外反 調整 底部外面一高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調
整 胎土 堅緻精良 細砂粒を含むが滑らか 焼成 良好 色調 灰白色2.5Y8/1
出土位置 床直 備考 内面に重ね焼き痕

小   現

法量 底径(49)現存高(19)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平
底で断面方形状の張り出す高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→

高台とその周辺ナデ 部分的に糎殻圧痕が残る 内外両面―ロクロ調整 胎主 堅緻
細砂粒・ 白色微粒子・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 暗赤褐色 5 YR3/2
出土位置 床直 備考 内面に重ね焼きによる他の高台部の一部が付着 体部内面に

釉が掛かる(浅黄色 5Y7/4)

小  婉

法量 日径(9,4)底径46 器高3 1cm 現存率 底部完形 体部以上/ 破片数 6
点 形態 平底の底部から丸みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反 調整 底
部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子を多
量に含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 BG3/1 出上位置 覆土最下位+床直 備
考 無釉 内面に重ね焼き痕

小   婉

法量 口径(94)底径44 器高2 9cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片数 1
点 形態 厚みのある平底の底部から丸みをもって立ち上がり日縁部でやや内湾ぎみ
になる 調整 底部外面―右回転糸切 り 内外両面―

「
クロ調整 胎土 堅級 白色

粒子 。石英粒を含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰色7.5Y6/1 出上位置

覆上下位 備考 口縁部外面と体部内面に釉が散る 内面に重ね焼き痕

小   婉

法量 口径(91)底径40 器高3.5cm 現存率 底部完形 体部以上%強 破片数
1点  形態  厚みのある平底の底部から丸みをもって立ち上がり日縁部でやや外反

調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 石英粒を多量に含

む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置 覆土中位 備考 体部内面に降灰

内面に重ね焼き痕

ロクロ土師器

婉

法量 口径(159)現存高(4.6)cm 現存率 体部以上兆 破片数 2点 形態 体部
は九みをもって口縁部まで立ち上がる 調整 内外両面―

「
クロ調整 胎土 密 細

砂粒を含む 焼成 良好 色調 浅黄橙～橙色7.5YR8/3～ 6/6 出上位置 覆土中位
+23号住
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ロクロ土師器

おヽ 婉

法量 底径44 現存高1 5cm 現存率 底部はぼ完形

厚みのある平底で内面中央がややもり上がる 調整

面―ロクロ調整 胎土 砂粒・小礫を多 く含む 焼成

YR7/4 出土位置 覆土最下位

破片数 4点 形態 底部は

底部外面一回転糸切 り 内外両

良好 色調 にぶい黄橙色10

ロクロ土師器

甕

法量 口径(202)現存高(41)cm 現存率 口縁部/弱 破片数 2点 形態 胴部
は膨みをもち口縁部で強く外反しやや水平状になり端部を丸 く収める 調整 内外両

面―ロクロ調整  日縁部ヨコナデ 胎土 細砂粒・小穣を含む 焼成 良好 色調

にがい黄掻色10 YR7/3 出土位置 床直

白 磁 婉

現存率 体部上半以上小片 破片数 3点 形態 体部は内湾ぎみに立ち上がり日縁

部に小さな玉縁をもつ 器壁は薄い 釉調 明オリーブ色2 5GY7/1 内外両面に施釉

され細かい貫入が表われる 胎土 灰白色10Y8/1 堅緻 褐色微粒子を少量含む 焼

成 良好 出上位置 覆土上位

白 磁 婉

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態
つ 和調 灰白色 5Y7/2 やや厚めに施釉
子をわずかに含む 焼成 良好 出土位置

口縁部は内湾ぎみとなり大きな玉縁をも

胎土 灰白色75Y7/2 堅緻 褐色微粒

覆土上位

白 磁 沈

口縁部は内湾ぎみとなり大きな玉縁をも

灰白色10Y7/1 焼成 良好 出上位置

現存率 日縁部小片 破片数  1点 形態
つ 釉調 明オリーブ灰色2 5GY7/1 胎土

覆土上位

白 磁 坑

法量 口径(153)現存高(32)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 1点 形態

体部は内湾ぎみに口縁部まで立ち上がる 器壁は薄い 釉調 やや不透明な灰白色 5

Y8/2 胎土 灰白色75Y8/1 堅緻 黒色微粒子をわずかに含む 焼成 良好 出土

位置 覆土下位

白 磁 坑

現存率 底部〃 破片数 1点 形態
みに段をもつ 釉調 灰白色10Y8/1
8/1 堅緻 出上位置 覆土下位

底部は平底で回転ヘラケズリ調整 内底見込

底部外面を除き施釉される 胎上 灰白色10Y

白 磁 婉

現存率 胴部下半/ 破片数
にやや薄めに施釉される 胎土

合む 焼成 良好 出上位置

6点 釉調 甥緑灰色75G7/1
灰白色75Y8/1～ 7/1堅緻

覆土上位・下位

外面下半を除く両面

黒色微粒子をわずかに

青磁小皿

法量 口径(129)現存高(20)cm 現存率 体部上半%
は外方上に立ち上がり口唇部でやや鋭角的に尖る 釉調

かい貫入が表われる 胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻 焼成

備考 越州窯か

破片数 Lミ 形態 体部
オリーブ黄色75Y6/3 細
良好 出上位置 覆上下位

19号住居址を中心とする平安末期の遺構群
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

20号住居址 (第77図、図版36)

本l■ はA-44区を中心に位置 し、21号住居 l■ と重複する。新旧関係では本址の方が新 しい。

また、南西側では19号住居 l■ と隣接する。

住居址の主軸方位はN-47° 一 Eを指 し、カマ ドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられて

いる。竪穴のプランは方形を呈するが、カマ ドを有する壁側の方がやや長い。規模は長軸 (北

西～南東)3.25～ 3.30m、 短軸 (北東～南西)278～ 290mを測 り、調査区内ではやや小形

の部類に属する。床面積は約 8m2で ぁる。

住居址の遺存状態についてみると、まず壁の高さは確認面であるⅢb層最下位から約18cmを

測 り、Ⅳ層の責砂へは15cmほ ど掘 り込まれている。また壁面はやや開きぎみに立ち上がって

いる。床面は、いわゆる貼 り床が形成されており、壁際を除いてはば全体にみられた。貼 り

床はよく踏み固められており、全体に硬化している。また掘 り方面の調査を行ったところ、

竪穴よりも古いと判断されるピットが 3本検出された。いずれも土層断面にかかっている。

なお、周溝および柱穴は竪穴内からは発見されなかった。

覆土は 6層 に区分される。上位から下位まで黒褐色上で構成され、層相の変化に乏しい。

壁際には崩落土がみられ、全体に竪穴周辺の自然堆積層を基質としている。堆積状態は層の

傾斜がやや急であるが、いわゆるレンズ状を呈している。竪穴中央付近で床面上に黄砂の盛

り上がる部分がみられるが、降霜等の自然的な影響が形成過程で関与した可能性もある。覆

土は自然埋没と推定される。

カマ ド (第77図、図版36)

カマ ドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられている。最終的に検出された範囲は、焚口

から煙道の立ち上がりまで45cm、 両袖部最大幅は110cmを測 り、焚 口幅は約40omで あった。

まず袖部からみると、両袖とも褐色粘土と黄砂、そしてⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材に

よって積まれ、壁の整形 とともにカマドの輪郭が形づくられている。また補強材として礫が

少量用いられている。袖部の主体となる褐色粘土は、袖の中心に置かれていることから芯材

の役割を果たしているものと考えられる。燃焼部はカマドの主軸に沿って形づ くられ、奥まっ

たところには石製の支脚が据えられている。良好な遺存状態を示しており、その奥が煙道部

の立ち上が りとなっている。壁外へはまったく掘 り込まれておらず、急激に立ち上がってい

る。床面もカマドの燃焼部分と両BDJの 部分だけがほば正確に掘 り下げられている。

天丼部は遺存していなかったが、カマド燃焼部覆上の観察から、 3層がその崩落土と考え

られ、袖部と同様の用材が認められた。
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住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)皿 a層
類似土で、斑鉄が混じる。〔弱・ 20～ 21〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/15。 2/2)
基質はⅢa層類似土主体。a層はザラつ

く。b層 には責砂ブロック約 5%。 c

層は黄砂20%。 d層 は密で均質。 〔弱
～中・ 21～ 24〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)黄 砂
を含む。 a層 では黄砂 7～ 10%。 b層
では約10%ほ ど。炭化物・焼土粒子が

約 1%点在。 〔中・ 23～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/15)a層
には亜円礫 (7,5± )を約 5%含む。
b層 。c層には粘土ブロックを含む。
〔中・24-26〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/3)黄 砂を約
20～25%含 む。亜円礫 (10,7～ 5)5
～7%分布。 〔中 。23～ 24〕

第6層 暗褐～黒褐色土(10YR 3/35・
2/25)壁崩落土。 a層では黄砂主体。
b層は黄砂とⅢa層類似上で構成。黄砂
は約20%。 〔中 。23～ 24〕

第7層 暗褐色上 (10YR 3/4)貼 り床。
田a層類似土と黄砂で構成。〔強 。29以

上〕

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/1)覆 ± 5層ないし6層 に類似。

炭化物・焼土粒子が1～ 2%分布。

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが、棚色粘

土ブロック (20,10± )を 10%ほ ど分布。

第3層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 35/3)〔 天丼部崩落〕Ⅲa

層類似土・黄砂 。褐色粘上で構成。 a層では8:,2。
b層は2:112。

第4層  黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層類似上が集積。

第5層 黒褐色土(10YR 2/25)Ⅲ a層類似土と責砂で構成。

第6層  暗褐色土 (10YR 3 5/3)5層 に類似するが、下位

は被熱赤変。灰化物が上位に約 7%集積 (層 上面の層理

が火床面)。

第7層 黒褐色土 (10YR 2/3)黄砂約40%。

第8層 暗褐色土(10YR 3/4)黄 砂主体。炭化物約 2%点在。

第9層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層 類似上の薄層。

第10層  褐色土 (10YR 4/6)基質はやや軟質な黄砂。

第■～15層 暗褐～褐色土〔袖部〕Ⅲa層類似土 。褐色粘土・

黄砂で構成。11層 (10YR 3 5/4)は 3:2,1で構成。12

層 (10YR 3/3)は 4:2:1の害」合。13層 (10YR 4/45)

褐色粘土主体。14層 (10YR 4/35・ 4/4)黄砂と粘土で

構成。 b層 は黄砂優勢。15層 は各々がほぼ同量混じる。

第 1節 竪穴住居址

|

9                   1m

49560n,_■

洋
一

Ａ
一

X

第77図 20号住居lll及 びカマド%,%

＼
＼、、__夕/ち マド用材分布
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

出土遺物 (第78図 )

本址から出土 した遺物は、図示 した土師器の甕が唯一

の資料である。 この甕は南東側の壁際付近から出土 し、

また同一破片が本址 と重複関係にある21号住居 l■のカマ

ド左袖部の補強材 として利用 されてお り、両者の接合関

係も確認 された。出上位置が近接することから、本址出

上の資料は竪穴の埋没過程で、重複関係にある21号住居

址のカマ ドから流出したと思われる。 したがって図示 し

た養は、21号住居址に帰属す るものと考える。なお、本

J■tの 時期については不明といわざるをえない。

第18表 20号住居址出土遺物観察表

土 師 器

甕

現存率 胴部中位・下位小片 破片数 10点  形態 九みをもつ底部から胴部に移行

し中位で弱く膨 らむ長胴形態 調整 外面―縦位のハケメ→下端ヘラナデ 内面一横

位のヘラナデ 胎土 砂粒 。小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄掻色10 YR

6/3 出上位置 覆土中位 +21号住左袖上部 備考 21号住に帰属する

21号住居址 (第79図 )

本址はA-43・ 44区 に位置 し、19号および20号住居址によって大きく切られている。 した

がって確認できた範囲は、全体の 1/2ほ どと推定される。規模・形状についても同様に推定

の域をでないが、南東壁に対応する北西壁が一部遺存していたことから、一辺がおおよそ 3

m前後の竪穴であったものと考えられ、形態的にはやや歪むもののほば方形を呈するものと

思われる。カマドは北東壁の中央よりやや北西寄 りに位置してお り、この壁面を基準に主軸

方位を測るとN-35° 一Eを指す。なお、床面積は 8m2ほ どとなろうか。

竪穴の遺存状態は先に述べたようにあまり良好ではないが一通 りみると、まず壁の高さは

確認面であるⅢb層最下位から約20cmを 測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。点面は、い

わゆる貼 り木が形成され、遺存部分においてはやや軟質ではあったが、床は明瞭に確認でき

た。掘 り上げた土を一部もどしてはば平らに整えられている。なお本l■ においても柱穴は確

認されなかった。

覆土は 5層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 下位 (3層～ 5層)に大別できる。

上位には黄砂を多 く含むが、基質は比較的均質であった。下位はШa層 を基質とする土層 と、

それに黄砂が混じる土層で構成される。また、壁際には崩落土と考えられる三角州状の堆積

上が認められる。堆積状態からは自然に埋没したものと考えられるが、上位の黄砂を多 く含

む土層については注意を要する。

―

ヽ

0                  10cm

第78図 20号住居 llli出 土遺物 /
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第 1節 竪穴住居址

0                   ?m

19560m一 生

カマド土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質は覆±2層 に類似する。

黄砂は約15%。 a層には褐色粘上が約7%集積する部分あ

り。 b層には約 5%の粘土。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似上で構成。

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)2層 に類似するがより粗で、

亜円礫 (5,3± )3%。 b層 には約 5%の黄砂。

第4層 暗褐色土 (10YR 3/35)〔天丼部崩落〕Ⅲa層類似

土・褐色粘土・黄砂で構成 (3:2:1)。
第5層  暗褐～褐色 (10YR 3/4・ 4/3)〔天丼部内壁〕焼土

化した4層主体。 b層では粘上が一部塊状を呈する。c層

は塊状の褐色粘土。 d層 はⅢa層類似土主体。

第6層  暗褐色土 (10YR 2 5/3)ma層 額似土・黄砂で構成

(3:1)。 b層 には約10%の粘土を含む。

第7層 褐色土 (10YR 3 5/4)〔 奥壁塗り込み崩落〕焼土化

第79図  21号住居角L及びカマ ド %,%

住居llt土 層説明

第 1層 黒褐色土(7 5YR2/15)皿 a層に類

似する。黄砂 (7± )5%。 〔中・ 26～ 27〕

第2層  黒楊色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土

と黄砂で構成。黄砂はa層 で40%、 b層 は

25%。 亜円礫 (7士 )10%。 〔中 。23～ 25〕

第3層  黒撮色土 (10YR 2/2)皿 a層類似土

で構成。 5%の責砂分布。 〔中 。26～ 27〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2/3)ma層 類似土

で構成。下位の床面付近に黄砂が7～ 10%

分布。下位に炭化物約 2%点在。 〔中 。25

～26〕

第5層  暗褐色上(10YR 3/3・ 3/45)Ⅲ a層

類似土と黄砂で構成。 b層 は責砂主体 (壁

崩落土)。 〔弱～中 。23～ 25〕

第6層 暗褐色土(10YR 3 5/3)貼 り床。Ⅲa

層類似土・黄砂で構成(3:1)。 焼土粒子・

炭化物が 1%点在。 〔中～強 。29以上〕

した粘土と責砂で構成 (3:1)。

第8層 暗褐色土(10YR 3/4)Ш a層類似土と黄砂で構成(3:

2)。 上位に炭化物 2%、 焼上粒子7～ 10%分布 (6層 との

層理が火床面)。

第9層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似上で構成。上位

に反化物・焼土粒子1～ 2%点在。

第10層 暗褐色土(10YR 3 5/35)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。

第11～ 13層 暗褐～褐色土〔袖部〕Ⅲa層類似土 。褐色粘土・

黄砂で構成。11層 (10YR 2 5/35)は 4:1:2で構成。12

層 (10YR 3/4)は 黄砂主体。b層では粘上が塊状となる。

13層 (10YR 4/5)は 1:3:2で 構成。b層では粘上の含有

が多い。

第14層 暗褐色土 (10YR 3/3)黄 砂主体、粘土を約15%合 む

(掘 り方)。

●須恵器杯
D土師器斐

19う 6onュ _A
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

カマ ド (第79図 )

カマ ドは北東壁の中央からやや北西に寄って設けられている。左袖部の一部が20号住居址

に切 られているが、掘 り方の観察からはほばその範囲は捉えることができた。最終的に検出

された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りまで55cm、 両袖部最大幅は100cmほ どと推定される。

焚 口幅は約35cmを 測った。またカマ ドの構造は、先の20号住居址 と共通点が多い。

構築順に追ってみると、まず掘 り方は壁外へはほとんど及んでおらず、第79図 にあるよう

にカマ ド本体だけが正確に掘 り下げられている。燃焼部分と、袖部 となる両協にもみられ、

袖部の掘 り方は20号住 と同様に、今までみてきたものよりも一回 り大きい。 こうした工程を

経て基礎部分が作 られると、火床面にあたる部分では掘 り上げた土を一部 もどして皿状に整

えられている。続いて褐色粘土を主体 とした用材で袖部が積まれ、壁の整形 とともにカマ ド

の輪郭がほば形づ くられている。また奥壁には粘土が使用されてお り、煙道部の形が整えら

れている。天丼部については遺存 していなかったが、燃焼部に堆積する土層のうち、 4層お

よび 5層 がその崩落土 と考えられる。基質は袖部の用材 とほば同質の上層であ り、その下部

は著 しく焼土化 していた。また火仄面 との間には明瞭な間層がみられないことから、カマ ド

の機能停止後、比較的短時 日のうちに崩落 したものと考えられる。なお、左袖部の上部から

検出された土師器甕の破片 (第78図)は、20号住居址出土の遺物 と接合している。20号住の

出土状態は、壁の崩落土 と考えられる 6b層 に照応 してお り、本来は本l■ に帰属する遺4/2と 考

えられる。他に須恵器不の底部破片が床面より1点 出土している。底部外面の調整は全面を

回転ヘラケズ リで仕上げたものと思われ、また器形的には底の広い扁平な底部 とみられる。

この資料のみで年代を決めるには心もとないが、あえて述べるならば 7世紀末から8世紀前

半段階に比定されるものと考える。

22号住居址 (第80図、図版38～ 40)

本址はB-38区を中心に位置する。北東壁がわずかではあるが23号住居址によって切られ

ている。また、本l■ よりも新しいと考えられる3号掘立柱建物址とも重複している。建物を

構成する柱穴の一部は22号住の覆土中に存在すると思われるが、残念ながら検出することは

できなかった。

住居址の北東壁にカマドは設けられており、その主軸方位はN-45° ―Eを指す。プランは、

北西から南東方向を長軸 とする方形を呈している。規模は長軸 (北西～南東)410～ 4.20m

で、短軸 (北東～南西)は3.35～ 3.40mを測る。床面積は約11.8m2で ぁる。

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から約20cmを測 り、やや開き

ぎみに立ち上がっている。床面は、Ⅳ層の黄砂を掘 り込んで築かれており、一部がV層 の礫
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第 1節  竪穴住居址

住居也L土層説粥

第 1層 黒褐色土 (7 5YR2/15)鍵層Aに近値。全体に褐

灰色ブロックを含む。炭化物を約3%含む。 〔中・ 21～ 22〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はШa層に類似。下位を

中心に責砂ブロックを約 5%含む。 〔中・ 26～ 27〕

第3層 黒色土 (10YR 2/1)鍵 層Bに対比。基質はШa層に

近値で黄色粒子が 1～ 2%点在。塊状の黄砂をa層で約 3

%、 b層で7～ 10%含む。 〔中・24～ 25〕

第4層 黒視色土 (10YR 2/25)3層 に類似し、黄色粒子が

約 1%点在。 a層では黄砂約 3%含む。 b層 には黄砂はみ

られず、 c層では薄層分布。 〔中 。24～ 26〕

19580n]型

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)皿 a層 類似上で構成。黄砂

粒子微量点在。 〔中 。25～ 26〕

第6層 黒褐～皓褐色土 (10YR 2 5/25,25/3)Ⅲ a盾類

似土と黄砂で構成。 a層は3:1の 割合。 b層 は2:1、 c
層は3:1。 〔弱～中 。22～ 25〕

第7層 黒禍色土 (10YR 2/15)基 質は皿a層類似上で構成。

責色粒子が 1～ 2%点在。a層 には黄砂とⅢa層 類似上が互

層となる部分がある。 b層の壁際には黄砂が約 7%分布。

c層 にはカマド用材流動。 〔中 。25～ 27〕

第80図  22号住居址 %

層最上面に達している。いわゆる直床式の構造で、多少凹凸が見られるものの、礫層面につ

いてもよく均されている。やや軟弱ではあるが、カマド付近などはよく踏み固められている。

なお、周溝や柱穴についても検出に務めたが発見されなかった。とくに柱穴については、竪

穴内に主柱をもたない無主柱形式の構造と考えられる。

覆土は 7層 に区分され、大きく最上位 (1層)と 下位 (2層～ 7層)に分けられる。最上

位の 1層 はⅡb層 に類似し、鍵層Aと した土層に近値する。この層の範囲には第83図 5の よう

な11世紀後半以降の遺物が点在してお り、また土層に適合するように分布する礫の一群がみ

られる。それらは竪穴の埋没後、覆土中に形成された集石土坑の類と考えられ、投げ込まれ

た礫とは区別されよう。下位については、ブロックや薄層の存在、また異方向の流動も観察
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

されることから、人為的な埋めもどしが推定 される。覆土中にみられる土器類や礫の分布 も

層の走向や傾斜 と一致している。

カマ ド (第81図、図版39)

m

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はⅢa層類似上で構成。
粘土粒子5%、 焼土粒子 2%、 炭化物 2%点在。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)と 層に類似し、責砂を約20%
含む。粘土粒子・炭化物が3～ 5%分布。

第 3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)1層 に類似し、粘上を約
15%合 む。

第 4層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層・ 2層 との層界は明瞭ぅ
裾色粘上を約25%含 む。

第 5層 暗褐色土 (10YR 3/3)4層 に近値し、責砂が約20%。

第 6層 暗褐色土 (10YR 3 5/3・ 3/4)〔天丼部崩落〕褐色

粘土・ Шa層類似土・黄砂で構成。a層 では3:2,1の 割合。
b層 は4:2:1で、棒状の炭化材 (φ 10)を合む。下位は

被熱赤変。最下位に炭化物粒子・焼土粒子約10%集積。

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基質はMa層類似土 。黄砂

が 2,1の 割合で構成。炭化物・焼土粒子を絶 5%含む。

第8層 暗褐色土 (7 5YR 3/4)焼 土化したⅢa層類似土と

黄砂で構成。

第 9層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ш a層類似土と黄砂で構成

(3:1)。 上位は焼土化 (層 上面の層理が火床面)。

第10層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)粘 上が 5～ 7%分布。

第11層 暗褐色土 (10YR 3/3)黄砂を多く含み基質の約40%
を占める。 b層 には粘土ブロックがみられる。

第12～ 14層  暗裾～禍色土〔袖部〕Ⅲa層類似土・褐色粘土 。

黄砂で構成。12層 (10YR 3 5/4)は 3:2:1の割合。13層

(10YR 4/5)は褐色粘土主体。14層 (10YR 4/3)は 黄砂

と粘土で構成。 b層の一部に塊状を呈する。

第81図 22号住居 ll:カ マ ド %

195 80m ri
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第1節 竪穴住居址

カマ ドは北東壁のやや北西寄 りに設けられ、最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道 の

立ち上が りまで約65cm、 両袖部最大幅は約100cmを 測 り、焚 口幅は約50cmで あった。また、カ

マ ドからの流出と考える粘上の分布が、焚 口付近から竪穴の南側に向かって偏在 している。

まず袖部からみると、両袖 とも褐色粘土を主体 とした用材にma層類似土や黄砂を混ぜて床

面に直接積み上げている。また天丼部については、燃焼部内に堆積する土層のなかで、袖部

と同質の用材で構成される 6層 がその崩落土 と考えられ、あたかも陥没 したような堆積状態

が看取 された。さらに、この 6層 と火床面の間には明瞭な間層がみられないことから竪穴 の

廃絶後、比較的短時 日のうちに崩落 した ことが推定できよう。

つぎに掘 り方をみると、第81図 に示 したように床面へは燃焼部にあたる部分だけが略円形

に掘 り下げられている。普通、その両協にも浅い凹みが設けられているが、本址にはみ られ

なかった。壁外へは煙道部分だけがわずかに掘 り込まれている。煙道部については、すでに

痕跡を留めていないが、壁外への掘 り込みをはばそのまま利用 していたと考えられる。 また

火床面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部 もどして皿状に整えている。火床面が整 えら

れた後、袖部が床面に直接積まれる例 としては古墳時代後半の時期に多少知 られる。

羽
＝
月
血

Ｖ
Ⅳ
凪
瓜

生彦矯蒙坑
℃

2

04色墨
J

19570m一生

治6D乳

篭

★須恵器蓋
□土師器甕
*混入遺物

,蒻蒻蒻
｀
   0                こ==ョ
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第82図 22号住居址遺物出上分布図及び編石出土状態 %,%

0          50cm

編石出土状態 %
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第H章 発見された遺構とその出土遺物

出土遺物 (第 83・ 84図 )

本l■から出土した遺物は、図示した15点 のほかに山茶婉と渥美窯系の甕が含まれるが、

茶婉および渥美窯系の甕は混入品と考えられる。図示した内訳をみると、須恵器蓋 2点、

第83図 22号住居址出土遺物(1)/

山

土
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第 1節 竪穴住居址

n          
第84図  22号住居址出上遺物(2)%

師器不および小形甕各 1点、山茶婉 1点、それに編石と推定される礫が10点 ほどある。須恵

器と土師器はカマド内から確認され、山茶朔は 1層中から出土している。編石と考えた礫は

竪穴の南側コーナー付近の床面上にまとまって検出された。竪穴内から通常出土する礫類と

は異なり、いずれも棒状の亜円礫より構成されている。寸法は長さ10.8～ 16.Ocm、 幅5,4～ 7.9

cm、 重量は550～ 880gで、ややばらつくが、長さ15cm前後、幅 6～ 7 cm、 重量750g前後のも

のが多い。多少の差はあるものの、全般的に形状を優先しての選択とみられる。また礫には、

使用痕や加工痕はみられない。まとまった状態での出土と、それが床面上であったこと、加

えて形状における共通性から編石として認定した所以である。

最後に本址の時期について触れるならば、カマド内から出土した須恵器の蓋 (1・ 2)が

有効と考えられる。二者とも破片からの復元であることからやや心もとないが、矮小化の傾

向が指摘でき、古墳時代後半の範疇に収まるものと考える。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

23号住居址 (第85図、図版40～ 43)

本l■ はB-38区に位置する。また周辺は北側調査区のなかでもとくに遺構が集中する区域

の一つであることから遺構間の重複関係も多時期にわたっている。本l■ と直接関係するもの

としては、22号・ 28号・ 30号 の各住居址、それに12号土坑があげられる。遺構間の切 り合い

と出土遺物の検討から新旧関係を整理すると、22号住→30号住→28号住→23号住、そして12

号土坑の順で新しくなる。

住居址のカマドは東壁のほば中央に設けられており、主軸方位はN-71° 一Eを指す。規模

は長軸 (南～北)4.05m、 短軸 (東～西)3.90mを測 り、南北軸がやや長い。プランは方形

を呈し、床面積は約13.5m2で ある。

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/1)基 質はma層に類りする。黄    約 5%、 焼土粒子 1%分布。灰褐色粘土ブロック (15,10

色粒子 。炭化物・焼上が1～ 2%点在。〔中～弱・22～ 23〕    ～5)5%liど 含む。 〔中 。22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが、黄砂を約   第6層 黒褐色土(10YR 2/25)5層 に類似するが粘土ブロッ

5%含む。炭化物が全体に1%は ど分布。 b層には焼土粒    クは含まず。黒褐色ブロックが3%分布。 〔中 。24～ 25〕

子が2%分布。 〔中 。25～ 26〕                第7層 黒褐色土 (10YR 2/2)皿 a層 類似上で構成。黄色粒

第3層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似上で構成。黄色    子を1%含む。下位に焼土ブロツク2%、 炭化物 3%含む。

粒子点在。 a層に粘土粒子5%分布。 〔中 。24～ 25〕       b層 の壁際には約15%の黄砂が分布。 〔中～弱 。22～ 24〕

第4層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層 類似土を基質とし、  第8層 暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。Ⅲa層 類似土と黄砂

灰褐色粘上を約 7%含む。 〔中・22～ 23〕           で構成。上面が一部被熱焼土化。炭化物の薄層が上面にみ

第 5層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層 類似上で構成。炭化物    られる。 〔中 。29以上〕

第19表 22号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 現存高(17)cm 現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 天丼部は弱い丸みを

もち口縁部との境に稜をもつ 調整 外面―降灰により調整不明 内外両面―ロクロ

調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 灰～黒色75Y5/1～2/1 出土位置 カマ

ド上位 備考 外面全面に釉が掛かる(暗 オリーブ色 5Y4/4)

2
須 恵 器

蓋

法量 日径(106)現存高(31)cm 現存率
は高く口縁部との境に明瞭な突出部をもつ

面をなす 調整 内外両面―ロクロ調整

良好 色調 灰色 5Y5/1 出土位置 カマ

口縁部% 破片数 1点  形態 天丼部
日縁部は比較的長く外傾し端部は内面に

胎土 堅緻 砂粒をやや多く含む 焼成
ド下位

3
土 師 器

外

法量  日径(94)現 存高(3.0)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 1点 形態

体部は丸みをもって立ち上がり口縁部でやや内湾し端部は尖る 調整 外面一体部ヘ

ラナデ→ 口縁部ヨコナデ 内面―ヘラナデ 胎土 砂粒・赤色粒子をやや多く白色針

状物質を少量含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR6/6 出上位置 カマド下位

4
土 師 器

甕

法量 底径(45)現存高(72)cm 現存率 底部% 胴部下半小片 破片数 3点
形態 平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 外両―胴部ヘラナデ→底部ヘ

ラナデ 内面―ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にがい

黄橙色10YR6/3 出上位置 カマド火床面 備考 小形甕

5 山 茶 娩

法量 底径(84)現存高(18)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 断面方形

状の低く張り出す高台をもつ平底の底部から腰部に張りをもって立ち上がる  調整

底部外面一回転糸切り→高台貼付→周辺ナデ 高台部全体に糎殻圧痕 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 砂粒をやや多く白色微粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰色75
Y6/1 出上位置 床面

６

～

１２
編   石

法量 長さ(115～152)幅 (39～ 80)cm
痕は観察されない ほとんどが被熱で赤変

とを優先して選択 石材 安山岩(6・ 7・ 9・

考 編物石

重量 550～ 875g 備考 使用痕・加工

重量や大きさよりも棒状の形態であるこ

10・ 11・ 15)砂岩(8・ 12・ 13・ 14)備
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第 1節 竪穴住居址

貯蔵穴 (%)

第85図 23号住居址及び貯蔵穴%,%

ξm(%)

49590m― J

貯蔵穴土層説切

第 1層 黒褐色上 (10YR 2/3)覆 ±6層 に近値。

焼土粒子・炭化物 2～ 3%含む。

第2層  暗褐色土 (10YR 3/3)ma層 類似土と責

砂で構成 (2:1)
第3層 暗褐色土 (10YR 3/4)責砂が主体。

第4層 暗褐色土 (10YR 2 5/25)2層 に類似し、

黄砂が主体。亜円礫 (20,15士 )が 15%分布。

第 5層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)覆± 6層 に近値。

焼土粒子・炭化物が1～ 2%みられる。

第6層 暗褐色上 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と責

砂で構成 (1:1)。 灰化物が2%ほど点在。

第7層 暗褐色土 (10YR 3 5/2)Ш a層類似土と

黄砂で構成。 a層では 2:1、 b層では 1:1と
なる。また、下位に亜円礫が7～ 10%分布。

第3層 黒褐色土 (10YR 2/25)ma層類似上主

体。黄砂 5～ 7%、 亜円礫 (15士 )5%含む。

第9層 暗褐色土(10YR 3 5/35)Ⅲ a層類似土・

黄砂・亜円礫で構成 (3:2:1)。

第10層 暗褐色土 (10YR 3/4)黄 砂主体。亜円礫

を約10%含む。

im

懸
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

竪穴内の遺存状態についてみると、まず壁の高さは確認面であるⅣ層上位から約15cmを測

り、やや開きぎみに立ち上がっている。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、掘 り上げた土を一部

もどして貼 り木を形成 している。壁際までには及んでいなかったが、 よく踏み固められて為

り、全体に硬化 している。また、床面の一部が被熱によって赤変 していた (第87図 )。 床面の

精査 とともに、周溝や柱穴についても検出に努めたが確認されなかった。 とくに柱穴につい

ては竪穴内に主柱をもたない無主柱形式の構造 と考えられる。また、南東 コーナー付近から

は、いわゆる貯蔵穴が検出された。平面方形を呈し、一辺75cmほ どで、深さは約30cmを測る。

貯蔵穴内は竪穴の覆土 と類似 し、いわゆる交互堆積を示 していることから人為的に埋めもど

されたものと推定され、その場合竪穴の埋積過程 とほば同時であったものと考えられる。

カマ ドの切開終了後、焚 口部分の直下を中心に略円形を呈する土坑が検出された。カマ ド

および貝古り床の下からの発見であることから、竪穴の廃絶時には当然閉じていたものである。

土坑は径 125cm、 深さ38cmを 測る。床面は平坦で、全体に確 りした掘 り方である。土坑内を充

填する埋土は黄砂 と黒褐色上で構成され、カマ ド用材 とは異なっている。カマ ドとの直接的

関連はみいだせなかったが、出土遺物をみるかぎりでは竪穴 との時期的な隔た りはなく、本

址の関連施設の一つであったことも否定できない。仮にカマ ドの作 り替えが行われたとすれ

ば、旧カマ ドの掘 り方施設 とみることもできる。特定することは難 しいが、 ここでは一応、

竪穴に伴 う床下土坑 とい うことで図示 した。

覆土は 7層 に区分され、大きく上位 (1層 。2層 )、 下位 (3層 ～ 6層 )、 壁際 (7層)に

分けられる。全体にⅢa層ないしはそれに類似 した土層で構造され、巨視的にみると層相の変

化に乏 しい。 しかし、下位では灰褐色粘土 ブロックを合み、上位においても黒褐色ブロック

が若千みられた。また壁際には、焼土ブロックが分布してお り、通常三角州状に堆積する壁

崩落土 とは様相を異にしている。覆土を詳細に観察すると変化に富んでいるといえる。また

層の走向や傾斜 も異にしている。覆土はこのような観察の結果から判断すると、比較的短時

日の うちに埋めもどされたことが推定できる。その要因として下位に分布する炭化物や焼土

から、本址が火災に遭遇 した可能性が指摘できよう。

カマ ド (第86図、図版42・ 43)

カマ ドは、東壁の中央付近に設けられている。煙道の一部が12号土坑に切 られているが、

ほぼ全体の範囲は捉えることができる。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上

が りまで約80cm、 両袖部最大幅110cmを 測 り、また焚 口幅は約38cmで あった。構造上の特徴 と

しては、煙道部のみが壁外へ凸状に掘 り込まれていることがあげられる。

まず袖部からみると、両袖とも灰褐色粘土と黒褐色上、それに黄砂を混ぜ合わせた用材に

よって積まれて、壁の整形とともにカマドの輪郭が形づくられている。また天丼部について
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ィ/ノ 床下土坑範囲

第 9～ 12層 黒褐～暗褐色土〔袖部〕9層 (10YR 2/25)Ⅲ a

層類似土・責砂で構成 (1:1)。 粘土粒子10%を含む。10

層 (10YR 2/3)灰化物が5～ 7%集積。■層(7 5YR 3/2)

粘土主体。12層 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(1:

1)。

第14ヽ 16層  暗褐色土 (10YR 3/3)〔 カマド用材流出土〕基

質は1層 に類IIk。 下位t lXど 黄砂 。粘土が多い。

第17層  黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅲ a層 類似土主体。

第86図 23号住居剤

第 1節 竪穴住居址

49590m_ド

カマド土層説明 (17層 から25層 は床下土坑)

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)覆±4層 に類似し、

灰褐色粘土約10%含 む。

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)1層 に類似し黄

砂が7～ 10%混 じる。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)黒褐色土と灰褐色

粘上で構成 (2:1)。

第 4層 暗褐色土(10YR 3/25)〔 天丼部崩落土〕

灰褐色粘土・ma層類似土・黄砂で構成。a層 は

2:2:1、 b層では3:2:1の 割合。

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)3層に近値。焼

土粒子 3%、 炭化物 2%、 灰2%を合む。

第6層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土・

黄砂が2:1。 粘土粒子を5～ 7%含む。

第7層 暗褐色土 (10YR 3/4)6層 に類似するが

より黄砂を含む。壁際は焼土化。

第8層 黒禍色土 (10YR 3/2)基 質はⅢa層類似

土と黄砂で構成。焼土粒子・伏化物・灰を2～

3%含む (層上面が火床面)。

第18層 暗褐色土 (10YR 3 5/35)黒褐色土と黄砂で構成。

第19層  にぶい責橙色土 (10YR 4/3)黄砂の薄層。

第20層 黒褐色土 (10YR 2/3)17層 に類似。黄砂薄層分布。

第21層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層類似上の薄層。

第22層  暗褐色土 (10YR 3/3)18層 に類似。亜円礫を含む。

第23層  暗禍色土 (10YR 3/4)22層 よりも黄砂・礫が多い。

第24層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)黄 砂主体 (60%強 )

第25層 暗褐色上 (10YR 3/3)23層 に類似。亜円礫増加。

カマド及び床下土坑 %
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

は燃焼部内に堆積する土層の うち、灰褐色粘上が多 く含まれる 4層 が袖部 と同質の土層で形

成されていることから、天丼部の崩落を示 しているものと思われる。燃焼部は、カマ ドの主

軸に沿 って細長 く形づ くられてお り、煙道部で急激に立ち上がっている。煙道部を構成する

奥壁部分には用材は塗 り込まれておらず、掘 り方の地山層にあたる黄砂が被熱によって黒 く

変化 していた。また火床面は、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられている。

つぎに掘 り方についてみると、床下土坑 との関係から明確に図示することができなかった

が、 ここでもカマ ドの部分だけがほば正確に掘 り下げられている。掘 り方は燃焼部を中心に

みられ、袖部までには及んでいない。また壁外へは煙道の先端部分だけが凸状に掘 り込まれ、

そこに煙出し口が作 られていたものと考えられる。なお、左袖部から刀子 (第89図 21)の 完

形品が発見されたが、偶然混入したとは考え難 く、埋納された可能性も否定できない。カマ

ド内の出土遺物のあ り方を考えるうえで注意されよう。

出土遺物 (第88・ 89図、図版150)

本址からは先の19号住居址 と同様に、多量の礫 とともに山茶婉を主体とした遺物がまとまっ

て検出された。出土状態からみると、礫が竪穴の中央に分布するのに対 し、土器は平面およ

び垂直分布 とも竪穴全体にみられ、部分的に偏在する出土傾向はほとんどなかった。また覆

土中では層中の分布を示すものが多 く、層位を異にしての接合もかなりみられた。礫 と覆土

との関係では、上位から中位の 1層から2層 と合致する。焼けた礫が多かったことも特徴 と

いえる。礫や土器類の出土状態および接合関係から、それらは土砂 とともに廃棄されたこと

が推定され、出土遺物の一括性も裏付けられよう。

つぎに出土遺物についてみると、出土 した遺物の総点数は110点 を数える。内訳は、山茶婉

45点、小婉 5点 (有台 3・ 無台 2)、 片 口鉢 2点、ロクロ成形の土師器類 (ロ クロ土師器)43

点 (婉 35・ 小婉 8)、 白磁婉 5点、土錘 1点、鉄製品 2点 (刀子 1・ 角何 1)、 砥石 1点、鉄

滓 1点、それに混入遺物 と考えられる須恵器類が 5点出土 している。

図示 した資料について若千触れておくと、無釉のいわゆる山茶婉は大小の婉の組み合わせ

によって構成され、きわめて単純な器種構成であるとともに、また規格化も顕著である。器

種は大形の婉 と、有台・ 無台の小婉からなる。無台の婉は、小婉の高台が外れただけのもの

であ り、いわゆる小皿の形態 とは異なる。全般に厚手で、一部に釉が残っているが、基本的

には施釉技法は放棄 しているものと考えられる。胎土は砂粒を含んだ粗めのものが多 く、ま

た高台端部は小婉も含めていずれも糎殻圧痕が顕著に認められる。本l■では大小の婉のほか

に、鉢が共伴している。口径が30cmを超える大形のものであり、いわゆる片口鉢の可能性が

高い。ロクロ土師器は出土量が限定されるが、器種構成の面では山茶婉とほば同様の内容を

有している。白磁境は口縁部に小さな玉縁をもつもので、口縁部の内湾形態も特徴のひとつ

-136-



第 1節 竪穴住居址

|■■=下=望
9                  2m

第87図 23号住居址遺物出上分市図 %

とみることができる。森田編年での白磁Ⅱ類に相当するものと考えられ、19号住居 l■出上の

資料 と近似する。土錘 と砥石は、竪穴中央の床面上に接 して出土 している。刀子はカマ ドの

左袖部奥壁寄 り、角釘は床下土坑内から検出された。

最後に本址の年代観については、18号為よび19号の各住居址 と同様に、藤澤編年のⅥ期、

無釉のいわゆる山茶婉生産の成立時期に相当するものと考えられ、その年代観を援用すれば

11世紀末葉から12世紀前葉頃に比定されよう。また東濃窯の編年観では、谷迫間 2号窯式段

階に相当するものと思われる。

第20表  23号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 娩

法量 口径(148)底径(61)器高(46～ 53)cm 現存率 底部/ 体部以上/ 破

片数 1点 形態 張り出す高台を付ける底部から丸みをもって立ち上がり日縁部で

やや肥厚して外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台部ナデ 部分的に

柳殻圧痕 胎土 堅緻精良 細砂粒 。小礫を含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1
出上位置 木下土坑 備考 内面に重ね焼きの際の柳殻痕が残る 内面に降灰___

2 山 茶 娩

法量 口径(158)底径(67)器高(55)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 高

台を付ける平底の底部から丸みをもって立ち上がり口縁部で外反 調整 底部外面一

回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 糎殻圧痕 胎土 堅緻 砂粒 。白色微粒子・小誅

をやや多く合む 焼成 良好 色調 灰黄色2.5Y7/2 出上位置 床直 備考 内面

に重ね焼き痕 無釉

柳塊坤中中の中『
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ク

入

山

小

片

ロ

ロ
混

鉄

白

●
▲

■

ｏ

△

＊

■

孝

-137-



第Π章 発見された遺構とその出土遺物

鋭

鰯
8

ー

結
μ

第88図 23号住居址出土遺物(1)/
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3 山 茶 婉

法量 日径(165)底径87 器高5.1～ 5 3cm 現存率 底部完形 体部以上/ 破片

数 1点 形態 断面三角形の形骸化した高台を付け平底の底部から丸みをもって立

ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台の一

部に靱殻圧痕 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を多く含みややザラつく 焼成 良好 色

調 灰黄色25Y7/2 出上位置 覆土上位 備考 内面に重ね焼き痕 無釉

4 山 茶 婉

法量 日径(149)現存高(44)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部

は九みをもって立ち上がり口縁部でわずかに外反  腰部に 1条の沈線が巡る 調整

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒を含む 焼成 良好 よく焼き締っている

色調 灰白色25Y8/1～ 7/1 出上位置 覆土上位 備考 無釉

5 山 茶 娩

法量 底径(64)現存高3 1cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点 形態 断

面三角形の低い高台を付ける平底の底部から外傾して立ち上がる 調整 底部外面―

回転糸切り→高台貼付→外周ナデ 高台部は全体に撫殻圧痕を残し高台の付け方は粗

雑 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・白色微粒子・小礫をやや多く含む

焼成 良好 底部より体部の方が焼き締っている 色調 灰色 5Y5/1 出上位置 覆

土下位 備考 無釉 内面に重ね焼き痕 内面体部に降灰

山 茶 婉

法量 底径(89)現存高(40)cm 現存率 底部%弱 破片数 3点 形態 断面三

角形の低い高台を付け平底の底部から腰部にやや張りをもって外上方に立ち上がる

調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 細砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y8/1 出上位置

カマド中位十覆土最上位 備考 内面に重ね焼き痕 体部に釉が掛かる
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7 小  娩

法量 口径(92)底径(47)器高(30)cm 現存率 体部以上/ 破片数 1点 形
態 断面三角形の低い高台を付け底部から直線的に開いて日縁部でわずかに外反 調
整 底部外面―高台貼付→高台部ナデ 高台部にわずかに糎殻圧痕が残る 胎土 堅
緻 砂粒・ 白色粒子をやや多く合む 焼成 良好 色調 灰白色75Y8/1 出土位置
覆土中位 備考 体部内面に釉が掛かる(オ リーブ黄色75Y6/3)

Jヽ   す宛
法量 底径44 現存高1 3cm 現存率 底部%
調整 底部外面一回転糸切り 胎土 堅緻精良
上位置 カマド上位 備考 無台

破片数 1点 形態 底部は平底
焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出

山 茶 娩

法量 底径(75)現存高(3.0)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 低く張り
出した高台を付け平底の底部から腰部に弱い丸みをもって立ち上がる 調整 底部外
面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台の一部に靱殻圧痕 貼付方は
粗雑 内外両面―ロクロ調整 胎土 砂粒・小礫を多く含む φ6mm大 の礫を含む 焼
成 酸化贈焼成ぎみ 色調 浅黄橙色10YR8/4 出上位置 カマド中位

ロクロ土師器
)宛

法量 底径6.8～ 7.0 現存高2 7cln 現存率 底部完形 破片数 2点 形態 底部は
平底 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 細砂粒が
多く小礫・金雲母を少量含む 焼成 良好 色調 粥褐灰色75Y7/1 出上位置 覆
土最上位+8号住最上位(1層 )

11
ロクロ土師器

婉

法量 底径6.0 現存高3 3cm 現存率 底部% 破片数 2点
ら直線的に開いて立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り
胎土 密 砂粒が多く小礫・赤色粒子を少量含む 焼成 良好
8/3 出上位置 貯蔵穴

形態 平底の底部か

内外両面―ロクロ調整
色調 浅黄橙色10YR

Eク ロ土師器
/1ヽ    l宛

法量 口径(9,3)底径5.0 器高2 7cm 現存率 口縁部兆 体部下半以下完形 破片
数 1点 形態 平底の底部より丸みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反 調
整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 砂粒が多く白色粒
子 。雲母をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色2.5Y6/2 出土位置 覆土中位

ロクロ土師器

小  婉

法量 底径5.0 現存高2.Ocln

調整 底部外面―右回転糸切 り

や多 く含む 焼成 良好 色調

現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底
内外両面―ロクロ調整 胎土 密 砂粒・小礫をや
灰黄色25Y7/2 出上位置 覆土中位

ロクロ土師器
/」  ヽ す宛

法量 底径46 現存高1 6cln

調整 底部外面―右回転糸切り
を多く含む 焼成 良好 色調

現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底
内外両面― Pク ロ調整 胎土 砂粒 。小礫・石英粒

灰黄色25Y6/2～ 暗灰黄色2.5Y4/2 出土位置 床直

ロクロ土師器
,宛

法量 底径5.0 現存高1 5cm 現存率 底部完形 破片数 2点 形態 底部は平底
調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―!ク ロ調整 胎土 細砂粒 。小礫をやや多
く含む 焼成 酸化贈焼成 色調 灰白色7.5YR8/2-部淡赤橙色2.5Y7/4 出上位
置 床下土坑

片 日 鉢

法量 口径(30,7)現存高(9,0)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は弱い丸みをもって立ち上がり口縁部で外反し端部はすばまる 調整 体部外面―下
半ヘラケズリ 上半ロクロ調整 内面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒子・
小課を多く含む φl～ 7 mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR5/2 出
土位置 貯蔵穴 備考 30号住の4と 同一個体

須 恵 器

蓋

法量 口径(19.0)現存高(22)cm 現存華 天丼部下半以下%破 片数 1点 形態
天丼部は笠型で日縁部で直角に屈折し端部をつまみ出し丸く収める 調整 天丼部外
面―%強回転ヘラケズリ 内外両面―ロク

「
調整 胎土 堅緻 細砂粒を少量含む

焼成 良好 色調 灰色 5Y7/1 出土位置 カマド下位

白 磁 よ宛

破片数 1点 形態 体部は

釉調 浅黄色 5Y7/3 内外両
焼成 良好 出土位置 床

法量 口径(15.8)現存高(25)cm 現存率 口縁部%
内湾ぎみに立ち上がり日唇部にやや小さな玉縁をもつ

面に施釉 胎土 灰白色7.5Y8/1 堅緻 ややザラつく
直 備考 白磁Ⅱ類

土  錘

法量 全長105 幅4 0cm 重量 156g 現存華 1/aば完形 破片数  1点  調整
外面―ナデ 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y6/2 全
体に黒変している 出土位置 床直

砥   石

法量 長さ10.8 最大幅6.9 厚さ6.Ocln 重量 590g 現存率 完形 形態 角柱形
調整 上下は接理を利用して切断 残 り四面に研磨痕および磨耗痕 端部には擦痕が

多くみられる 被熱で赤化および黒化 石材 硬砂岩

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物
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品

子

製鉄

刀

法量 全長164 刃部長101
と関部の境に明瞭な段をなす

能性が高い

刃部幅1 8cm 重量 32g 現存率 完形 形態 刃部

出上位置 カマド左袖内奥壁部 備考 埋納された可

品
釘

製鉄

角
法量 現存長81 幅07 厚さ0 45cm 重量 18g 現存率 両端部欠損 形態 断

面方形 脚部を鍛えのばしている 角釘と思われる 出上位置 床下土坑

24号住居址 (第90図、図版44。 45)

本址はB-40・ 41区 を中心に位置する。周辺は遺構群の密集する地区にあるが、偶然にも

重複はしていない。また本llLは山茶坑窯期に属するが、近接する時期の遺構としては南側の

23号 。28号住居址と北側の18号 。19号住居址があげられる。また、本址を囲むように掘立柱

建77J址群が南北にまとまって検出されているが、本llLと は重複関係はなく、両者の配置関係

が注意される。

カマドは住居址の南東壁に設けられており、その主軸方位はN-140° 一Eを指す。規模は

長軸 (北東～南西)4.80m、 短軸 (北西～南東)4.45mを測る。また住居址のプランは南側

コーナーがやや丸みをもつものの基本的には方形を呈し、床面積は約18.5m2で ぁる。

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面であるⅢb層下位から約18cmを測 り、Ⅳ層の黄砂

へは15cmほ どを掘 り込んでいる。また壁面はやや開きぎみに立ち上がっている。床面は、い

わゆる貼 り床がみられ、ほぼ壁際まで達している。貼 り床は、全体によく踏み固められてお

り、カマド周辺はとくに顕著であった。また床面は全体に被熱によって赤変している。柱穴

は主柱 4本 (Pl～ P4)を方形に配置する形式をとっており、南東側に位置するPl・ P2は、

P3・ P4が竪穴の対角線上に位置するのに対して、やや北東に寄っている。したがってPlか

らP4ま でを結ぶと台形状となる。柱穴はそれぞれ平面略円形を呈し、長径25～ 30cm、 深さ35

～40cmを 測る。また柱穴内の上層観察から、柱は抜き取られたものと判断される。その一つ、

P2の柱穴内からは小婉の完形品 (第93図 12)が検出された。図示したが、いわゆる柱の抜き

取 り痕 と考える部分からの出上であり、埋納とみるよりは流入と考えたい。またこの柱穴の

埋土からは、根詰めの礫も確認されている。

覆土は11層 に区分されるが、基質は全体にⅢa層類似土で構成され、それぞれに責砂や黒褐

色土ブロック、焼土塊、炭化物、それに多量の礫などが含まれることから、覆土の形成にあ

たっては人為的な影響が及んでいたとみることができよう。その要因として、床面の赤変や

柱の抜き取 り穴上部に集積する焼土 。灰化物から、本址が火災に遭遇したことが第一義的な

要素と考えられる。

カマ ド (第91図、図版45)

カマドは南東壁の南西寄 りに設けられている。また本址と同じ山茶婉窯期のなかで、南東

壁にカマドを有するものとして18号住居があげられる。最終的に検出されたカマドの範囲は、
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住居址土層説朔

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質はma層類似上で構成。

黄砂および黒褐色土ブロックを約 5%含む。灰化物 。灰の

薄層が 5～ 7%分布。 〔中 。24～ 25〕

第2層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)1層 よりも赤味を帯びる。
皿a層類似上を基質とし、全体に責砂が約 7%分布。a層 に

炭化物・焼± 1～ 2%含む。 〔中・ 25～ 27〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)亜円礫 (10± )を 5%、

焼土塊を3%含む。 〔中・ 23～ 24〕

第4層 黒褐色土(10YR 2/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(3:

1)。 炭化物が1～ 2%点在。 〔中 。22～ 23〕

第5層 黒掲色土 (10YR 2/1)薄 層とブロックの集積。 〔弱
～中・ 23～ 24〕

第6層 黒褐～暗褐色土(10YR 3/25。 3/35)基質はⅢa層
で構成。下位に黄砂約20%、 焼土・炭化物が5～ 7%集積

第90図

する部分がある。 b層では特に顕署。 〔弱～中 。22～ 24〕

第7層 黒褐色土 (10YR 2/2)4層 に近値するが、下位を中

心に炭化物・焼土塊を3～ 5%含む。 〔中・23～ 24〕

第8層 黒褐～暗褐色土 (10YR 3/2・ 3/3)全体に責砂が 5

%分布。 a層では黒褐色土ブロック・焼土塊・炭化物が20

%、 b層では黒褐色土ブロックはない。 〔中・22～ 24〕

第9層 暗褐色土 (10YR 3/4・ 35/3)8層 に比べ責砂が約

40%に増加。 〔中・ 22～ 23〕

第10層  暗褐色土 (7 5YR 3/35)基質は7層 に近値である

が、炭化物 。焼土 (塊 )が約25%混 入。 〔弱 。21～ 22〕

第■層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)黒 褐色土と黄砂で構成され、

上位に黄砂が約40%分 布。 〔中 。23～ 24〕

第12層  暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。 〔強 。29以上〕

24号 住居址 ‰
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カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25・ 2/3)覆 ±7層

に類似した構成。a層 には粘土粒子7%。 b層

では 3%、 黄砂30%。 c層は粘±20%。

第2層 黒褐～褐色土 (10YR 2/2。 3/2・ 4/3)基

質はma層類似土。a層では黄砂約20%、 粘土粒

子 5%分布。 b層 は黄砂30～40%含 む。 c層は

亜塊状責砂で構成。

第3層 暗禍色土 (10YR 3/3)〔 天丼部崩落〕褐

色粘上を主体とし、Шa層類似土・黄砂で構成(3:

2:1)。 焼土粒子・灰・灰化物約 7%分布。

第4層  暗褐色土 (7 5YR 3/4)〔 天丼部内壁崩

落〕 3層・ 4層 とはぼ同じ構成をとるが、各々

が偏在して分布。

第5層  暗褐色土 (7 5YR 3/4)〔 天丼部内壁崩

落〕 3層 。4層 とはば同じ構成をとるが、下位

を中心に焼土 (塊 )・ 炭化物・灰が約25%混 在。

第6層 褐色土 (7 5YR4/3)ma層壊似土と黄

砂で構成。焼土塊・灰・炭化物が約40%を 占める。

第7層  褐色土 (10YR 4/4)〔 奥壁塗 り込み〕被熱で赤化し

た粘主主体。

第8層  黒色土 (7 5YR 1/17〉 炭化物と灰の薄層。

第9層 暗褐色土(10YR 3/3)黄 砂とma層壊似土で構成(上

面の層理が火床面)。

第10層  暗褐色土 (10YR 3/4)責砂主体 (約70%)。 Ⅲa層

類似土が混入。

第■～13層  暗褐～褐色土〔袖部〕褐色准上を主体としてⅢa

層類似土・黄砂が混じる。11層 (10YR 3/25)Ⅲ a層類似

土主体。粘土は約15%。 12層 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と

責砂および褐色粘上が混在。a層 では粘土約30%。 b層で

は粘土約20%で黄砂が優勢。c層 ではほぼ同量。13層 (10

YR 4/3・ 3/4)褐色粘土主体。 a層では塊状粘上が集積。

b層では下位を中心に責砂約15%。 c層ではⅢa層類似土・

黄砂が約20%混 在。

第91図 24号住居址カマド %

柱穴土層説朔

第 1層 暗褐色上(10YR 3/3)覆 ± 6層 と構成は近値。焼土・    で繕成。a層では2:1。 b層 も同じ構成だが亜円礫約10%

炭化物を3～ 5%含む。全体に軟質で粗。            分布。 c層 1:1の 割合で礫15%合 む。

第2層  黒褐色土 (10YR 2/3。 25/2)Ⅲ a層 類り上と黄砂   第4層 暗褐～褐色土 (10YR 3/4・ 4/35)3層 よりも黄砂

で構成。 a層では3:1、 b層 は4:1で塊状を呈する。 c    が強く、礫も増加。 a層では黄砂30～40%、 礫15%。 b層

層では211の 割合でザラつく。炭化物が点在。         では黄砂40%強 、礫25%。

第3層  暗褐色土 (10YR 3/35。 3/4)Ⅲ a層類似土と責砂

焚 口から煙道の立ち上が りまで58cm、 両袖部最大幅は96cmを 測 り、焚 口幅は約40cmで あった。

袖部からみると、両袖 とも褐色粘土を主体 とした用材によって積まれている。 この用材は

奥壁にも塗 り込まれ、周囲の壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が形づ くられている。袖部の主

体 となる褐色粘土は、袖の中心に置かれていることから芯材の役割を果たしているものと考

えられる。燃焼部はカマ ドの主軸に沿って形づ くられてお り、煙道へは緩やかな立ち上が り

49670m_▲
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となっている。また火床部分では、掘 り上げた上を一部もどして皿状に整えられている。天

井部は遺存 していなかったが、カマ ド燃焼部内の覆上の観察から 3層 から 5層 までがその崩

落土 と考えられ、楊色粘土を主体 とする袖部 と同様の用材が認められた。 5層 については焼

土化が著 しいことから天丼部の内壁 と考えられる。

掘 り方についてみると、第91図 にあるようにカマ ドの部分だけがほば正確に掘 り下げられ

ている。燃焼部分 と、袖部 となる両脇にも掘 り込みがみられる。また壁外へは煙道部の上端

がかすかに削 り取 られているようである。なお覆上の観察から、 3層から 5層 までを天丼部

の崩落 と考えると、下位の 5層 と火床面の間には間層がみられないことから、カマ ドは住居

の廃絶後、比較的短時 日の うちに崩落 したものと推定される。

出土遣物 (第92・ 93図、図版151)

本址からは19号および23号住居址と同様に、多量の礫 とともに山茶婉を主体 とする遺物が

検出された。出土状態からみると、礫は竪穴全体に散在しているが、カマ ドの北側では礫の

集中する部分が顕著にみ られた。覆土 との関係では下位から床面直上の 6層 から10層 と合致

し、また床面に接するものが多 く、廃棄の単位ブロックになる可能性 も指摘できよう。また

焼けた礫が多かったことも特徴 といえる。土器類は平面分布および垂直分布 とも竪穴全体に

散在 してお り、部分的に偏在する出土傾向はほとんどなかった。また覆土中では層中の分布

を示すものが多 く、層位を異にしての接合もかなりみられた。礫 と覆土 との関係では、礫 と

同じく層の走向や傾斜 と一致するものが多い。 したがって、礫や土器類はそれらの出土状態

および接合関係から、竪穴の廃絶後に覆土の形成 とともに埋めもどされたことが推定され、

土器群の一括性も考慮されよう。

つぎに出土遺物についてみると、出上 した遺物の総点数は49点 を数える。内訳は、山茶婉

26点、小婉 5点 (有台 1・ 無台 1)、 片 口鉢 1点、ロクロ成形の上師器類 (ロ クロ土師器)5

点 (婉 1・ 小婉 4)、 白磁婉 2点、それに混入遺物 と考えられる須恵器類の破片が10点出土 し

ている。

図示 した資料について若千触れてお くと、山茶婉については大小の婉の組み合わせによっ

て構成され、きわめて単純な器種構成であるとともに規格化も顕著である。器種は主体 とな

る大形の婉 と、有台・無台の小婉からなる。無台の婉は、小婉の高台が外れただけのもので

あ り、いわゆる小皿の形態 とは異なる。ただし、無台の塊の出現が、その後の坑と皿のセ ッ

トに変化する漸移的な段階として捉えられるならば、器種構成上、型式 として設定 しうる内

容を有 している。全般に厚手で、一部に釉が残っているが、基本的には施釉技法を放棄 して

いるものと考えられる。胎土は砂粒を合んだ粗めのものが多 く、また高台端部は小婉を含め

ていずれも柳殻圧痕が認められる。 ロクロ土師器の出土量は限定されるが、器種構成の面で
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第92図  24号住居址遺物出土分布図 %
は山茶婉と同様の内容を有 している。 白磁婉は、 口縁部に小さな玉縁をもつもので、23号住

同様に口縁部の内湾形態 も特徴のひとつ とみることができる。また高台は外面を直に、内面

を斜めに削 り出されたもので、体部外面の下半はヘラケズ リ調整され施釉 されていない。い

ずれも森田編年での白磁 Ⅱ類の特徴を有するものと考えられる。

本址の年代観については、18号 。19号あるいは23号 の各住居址と同様に、藤 i畢編年のⅥ期、

無釉のいわゆる山茶婉生産の成立時期に相当するものと考えられ、11世紀末葉から12世紀前

葉頃に比定される。またこの年代は白磁境の年代観 とも近似 し、19号・ 23号 の各住居址同様

に共伴遺物 としての論拠 ともな り、器種構成の うえからも注 目されよう。また東濃窯の編年

観では谷迫間 2号窯式段階に相当するものと思われる。

第21表  24号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 娩

法量 底径(159)現存高(36)cm 現存率 口縁部% 破片数 2点 形態 体部は
丸みをもって立ち上がリロ縁部で弱く外反 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅
緻 φ2mm大 の礫を合む 焼成 良好 色調 灰白色10Y7/1 出土位置 覆土最下位
備考 内面に施釉(刷毛塗 り。灰白色10Y8/1)内面体部にタール状付着物

蝿
関9ま

ら
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2 山 茶 婉

法量 口径(160)現存高(41)cm 現存率 体部以上%強 破片数 3点 形態 体

部は丸みをもって立ち上がり口縁部でやや強く外反  調整  内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻 砂粒を多く含む 焼成 良好 色調 灰白色75Y7/1 出上位置 床直
十覆土最下位十遺構外 備考 口縁部外面と内面全面に施釉(灰オリーブ色75Y5/2)

3 山 茶 婉

法量 口径(16.3)底径(75)器高(75)cm 現存率 体部以上% 破片数 2点
形態 高台を付け底部から丸みをもって立ち上がる 体部は直線的に外傾して回縁部

で弱く外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 部分的

に糎殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒が多く白色粒子を少量含む

焼成 良好 色調 灰白色5Y8/1 出上位置 覆土下位 備考 無釉

4 山 茶 娩

法量 底径(71)現存高4 2cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点 形態 平

底の底部に内面が外傾する低い高台を付ける 体部は腰部に弱い張りをもって立ち上

がる 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台部に部分

的判殻圧痕 胎土 堅緻 砂粒・ 白色粒子をやや多く合む 焼成 良好 色調 褐灰

色10YR5/1 高台部―灰白色10YR7/1 出上位置 覆土最下位 備考 無釉 体部内

面に降灰

5 山 茶 娩

法量 底径80 現存高2 4cm 現存率 底部完形 高台部一部欠損 破片数 1点
形態 平底の底部に強く張り出した低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り
→高台貼付→高台とその周辺ナデ 部分的に柳殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 砂粒・小礫(φ l～ 8 mm大 )をやや多く含む 焼成 酸化耀焼成ぎみ 色調 灰白

色7 5YR8/2 出上位置 覆土中位 備考 無釉

山 茶 婉

法量 底径89 現存高2.lcm 現存率 底部% 破片数 2点 形態 平底の底部に

丸みのある低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台部ナデ

部分的に糎殻圧痕 胎土 堅緻 細砂粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色

5Y7/1 出上位置 覆土上位十遺構外 備考 内面に重ね焼き痕 蕪釉

山 茶 娩

法量 底径(84)現存高(20)cm 現存率 底部% 高台部若干残存 破片数 1点
形態 平底の底部に形骸化されたごく低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切

り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 胎土 密 砂粒 。小礫・石英粒を含む 焼成

酸化贈焼成ぎみ 色調 にがい黄褐色10YR5/3 出上位置 覆土上位 備考 無釉

山 茶 婉

法量 現存高(39)cm 現存率 底部%強 高台部欠損 破片数 1点 形態 平底の

底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面―右回転糸切り→高台貼付 胎土

小礫・ 白色粒子を少量含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰色75Y6/1 出

上位置 覆土中位 備考 内面見込部に釉が認められる 内面に重ね焼き痕

山 茶 娩

法量 底径(79)現存高(1.8)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

部に低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナ

デ 糎殻圧痕が残る 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 砂粒・小礫をやや多く含む

焼成 酸化烙焼成ぎみ 色調 灰白色10YR8/2 出土位置 床直 備考 無釉

ロク
'土師器
l宛

法量 底径(67)現存高2.5cm 現存率 底部小片 破片数  1点 形態 底部は厚

みのある平底 調整 内外両面―ロクロ調整 外面一体部下半ナデ 胎土 密 砂粒・

雲母を含む 焼成 良好 色調 浅黄橙色10YR8/3 出上位置 覆土上位

小  婉

法量 口径(89)底径5.3 器高30～ 3 3cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片

数 2点 形態 底部は平底で低い高台を付ける 体部は中位に抜をもち口縁部でわ

ずかに外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 全体に

粗殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 砂粒を少量含む 焼成 良好 色調 灰白

色2.5Y7/1 出上位置 覆土中位 備考 無釉

/Jヽ   す宛

法量 口径9,1～ 92 底径3.4 器高2.6～3 4cln 現存率 完形 破片数 1点 形態

厚みのある平底の底部から丸みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反 調整 底

部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫を含む 焼

成 良好 固く焼き締まる 色調 灰色N/6(B)出 上位置 ピツト2内 備考 無釉

口縁部はかなり歪んでいる 底部にひび割れがある 無台

ロクロ土師器
/1ヽ   す宛

法量 口径95 底径54 器高2 6cm 現存率 体部以上% 底部一部欠損 破片数

1点 形態 平底の底部から外傾して立ち上がり口縁部で弱く外反 調整 底部外面

一ヘラナデ 内外両面―・ クロ調整 胎土 砂粒・金雲母が多く赤色粒子を少量含む

焼成 良好 色調 浅黄橙色10YR8/3～ 8/4 出上位置 覆土中位
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数 5点 形態 外面―平行叩き目文 内面―青海波文
→ナデ 胎土 堅緻 砂粒 。小礫を含む φ7mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 外

面―褐灰色10YR4/1 内面―褐灰色10YR6/1 出上位置 カマド上位・下位十覆土最

下位十床直

白 磁 娩

法量 口径(157)現存高(17)cm 現存率 口縁部%
は内湾ぎみに立ち上がり日唇部に小さめの玉縁をもつ

Y7/2 内外両面に施釉され細かい貫入が表れる 胎土

微粒子をわずかに含む 焼成 良好 出上位置 床直

破片数 1点 形態 口縁部
器壁は薄い 釉調 灰白色 5

灰白色75Y7/1 堅緻 黒色

備考 白磁Ⅱ類

白 磁 婉

法量 底径(47)現存高(2.0)cm 現存率 高台部付近笏 破片数  1点 形態 高

台は外面を直に内面を斜めに削 り出した断面台形状 釉調 淡黄色 5Y8/3見込み部

に施釉されるが高台部分には及ばない 胎土 灰白色25Y8/2 堅緻 ややザラつく

焼成 良好 出土位置 床直 備考 白磁Ⅱ類

25号住居址 (第94図、図版46)

本址はA-38・ 39区 を中心に位置 し、南西壁の一部が中世ないしは近世段階に比定される

1号集石土坑によって切 られている。住居址の北東側は用水路を境に調査区外へ と広がって

いることから、全体のおおよそ 2/5ほ どが検出しえたものと考える。カマドが検出されなかっ

たことから竪穴状遺構とも考えられたが、伴出する遺物の検討から古墳時代後半に比定され

る住居址と判断した。なお、竪穴状遺構は本遺跡では中世以降に出現するものと推定される。

竪穴のプランや規模については推定の域をでないが、南西側のコーナーが確認されたことか

ら、方形を呈する一辺5,3m前 後の竪穴であったものと考えられる。床面積は約25∬ ほどとな

ろう。カマ ドについては、北東壁側に設けられていたものと考えられ、このことから南北方

向に主軸をもつものと考えるならば、竪穴の主軸方位はN-40° 一Wを指す。

竪穴の遺存状態をみると、検出された部分では比較的良好であった。壁の高さは確認面で

あるⅢb層下位から約16cmを測 り、Ⅳ層の黄砂については約13cmほ どを掘 り込んでいる。壁面

は、さはど開くことなく立ち上がっている。床面には貝占り床はみられず、V層 の黄砂の面を

均したいわゆる直床式の構造となっている。多少凹凸がみられるものの全体によく踏み固め

られている。床面の精査とともに柱穴や周溝についても検出に努めたが、調査範囲内におい

ては確認されなかった。

覆土は 5層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 中位 (3層・ 4層 )、 そして下位 (5

層・ 6層 )に分けられる。上位はⅢa層 に近似した土層を主体としているが、塊状や斑紋状の

黄砂やラミナがみられる。中位では黄砂の含有量が増し、亜円礫やブロツク・ ラミナも顕著

となっている。下位については、黒褐色土を基質として黄砂が減少するが、ブロツクや斑紋

状の黄砂を含んでいる。上位から下位にかけては、層の走向や傾斜の観察からも異方向から

の流入が推定される。また覆土全体に分布する礫についても、各層と対応するように分布し

ていることが看取され、一連の人為的な影響による堆積過程が考えられる。
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1号集石土坑

第 1節 竪穴住居址

0                   ?m

A

住居址土層説明

第 1層 黒色土 (10YR 2/1)鍵 層Aに対比。Ⅲa層に近値の

上層で構成。黄色粒子・炭化物点在。b層は黒褐色土ブロッ

クが約 5%集積。 〔中 。23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)基 質は1層 に類似し、層界は

不粥瞭波状。 a層からc層 にかけて黄砂がみられる。a層

では約 3%、 b層は下位中心に 5%、 c層 では7～ 10%集

積。 〔中 。24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はⅢa層に壊似する

が、亜円礫 (25,15～ 10)を約 7%含む。黄砂が約 5%分

らかに混入遺物 と考えられる。

ここで図示 した土器類について触れ

てお くと、須恵器蓋不は矮小化の傾向

が指摘できる。蓋は稜線をはとんど失

い、代って浅い不粥瞭な凹線によって

わずかに判明する程度のものとなり、

布。 b層は15%。 〔中 。26～ 27〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。

a層には礫が分布し、塊状のブロックがみられる。炭化Ffb

点在。 〔中・ 24～ 25〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)皿 a層類似土と黄砂で構

成 (3:1)。 〔中・ 25～ 26〕

第6層 黒褐色土 (10YR 2/2)5層 と同じ構成であるが、黄

砂は約20%と なる。 b層の下位に黒褐色ブロックが分布。

〔中 。24～ 26〕

★須曇蒸璽

495 SOm―▲

第94図  25号住居址及び遺物出上分布図 %

出土遣物 (第95図 )

本址から出土した遺物は、図示した 4点の須恵器のほかに山茶婉の破片が 1点ある。 1の

蓋の破片は床面に接して出上している。2の蓋は竪穴の南東コーナーに寄った 4b層 の下位よ

り検出され、層の走向・傾斜と一致した出土状態を示している。 3・ 4の不は床面から若千

浮いた覆土最下位より出土している。なお山茶娩の破片は覆土最上位からの出土であり、明

幕 ＼

0                                     20cm

第95図 25号住居址出土遺物 /
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

器形的にも扁平な感 じに漸次変化 してゆ く傾向が看取 される。不 も蓋に対応 して扁平な印象

を受け、立ち上が りは短 く、内傾度 も増 している。陶邑古窯址群 との対比において示せば、

TK43型 式からTK209型式段階に相当するものと考えられ、年代は大略 6世紀後半から7世

紀初頭頃に求められよう。

第22表  25号住居址出土遺物観察表

l
須 恵 器

蓋

法量 現存高(20)cm 現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 天丼部は笠型で日縁
部との境に鈍い凹線が巡る 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ(降灰により範囲不明)

内外両面一 Pク ロ調整 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調
灰色 5Y6/1 出上位置 床直

2
須 恵 器

蓋

法量 現存高(25)cm 現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 天丼部は笠型で日縁
部は屈曲してやや外傾する 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロク
ロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 暗灰黄色25Y
5/2 出上位置 覆上下位 備考 外面の一部分に釉が掛かる(オ リーブ黒色 5Y3/2)

須 恵 器

芥

法量 口径(90)現存高(20)cm 破片数 1点 形態 受部の立ち上がりは内傾し

先端は直立して丸く収める 受部端部も丸く収め体部上位に鈍い凹線が巡る 調整
内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を含む 焼成 良好 色調
灰色5Y6/1 出上位置 覆土最下位 備考 受部に自然釉が散る

4
須 恵 器

外

現存率 体部上半小片 破片数 1点 形態 受部端部は九 く収める 体部上位に弱
い稜線が巡る 受部の立ち上がりは内傾すると思われる 調整 内外両面―ロクロ調

整 胎土 堅級 暁成 良好 色調 灰色75Y5/1 出土位置 覆土最下位 備考

受部に釉が溜まる

26号住居址 (第96図、図版47)

本址はB-45区に位置 し、17号住居址 と重複する。新旧関係では本址の方が古 く、竪穴の

北西側が大 きく切 られている。

竪穴の規模や形態については推定の域をでないが、遺存する南東側からある程度の推定が

可能である。 プランは方形を呈すると考えられ、規模については遺存する南東壁から一辺約

2.9m前 後 と推定される小形の竪穴である。床面積は約 8m2ほ どとなろ う。またカマ ドは、失

われた北西壁に設けられていたものと推測され、その辺に直交する主軸方位はN-40° 一 Eを

指す。

住居 l■ の遺存状態は、検出された部分では比較的良好であった。壁の高さからみると、確

認面のⅣ層最上位から約14cmを測る。壁面はやや開きぎみに立ち上がる。床面はⅣ層の最下

位に築かれてお り、礫層には達 していない。全体によく均 され凹凸はみられない。また壁際

まで比較的よく踏み固められ硬化 している。いわゆる直床式の構造である。なお、周溝や柱

穴については検出されなかった。

覆土は 3層に区分された。いわゆるレンズ状の堆積状態を示 し、上位から下位まで漸移的

な変化が認められた。 2層下位に分布する塊状の黄砂 ブロックについては注意を要するが、

-150-



第 1節 竪穴住居址

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)
基質はma層類似土で構成。亜円礫(10,

8～ 5)を 2%合む。赤色粒子が徴量

点在。最上位に炭化物約 1が%みられ

る。 〔弱・ 24～ 25〕

第 2層 黒tFp色 土 (10YR 2/2)
基質は1層 に類似し、層界は不明瞭波

状。亜円礫は3%と なる。下位を中心

に黄砂ブロック (25,15～ 10)力 み`ら

れる。 〔中 。24～ 25〕

第3層 暗褐色土 (10YR 3/3)
Ⅲa層類似土と黄砂で構成(211)。 b

層は壁崩落と考えられ、黄砂主体。〔弱・

22～ 23〕

Ａ
一

495 60m A

c                  ?m

第96図 26号住居址 %

自然埋没と考えられる。なお、本址から遺物はまったく検出されなかった。そのため時期的

なことは不明である。

27号住居址 (第97図、図版47)

本址はA・ B-45区に位置し、18号住居址との重複によって覆上が大きく取 られていたが、

竪穴自体が18号住よりやや深かったこともあり全体の形状はほば捉えることができた。

住居址の主軸方位はN-15° ―Wを指し、カマドは北壁の中央からやや西寄 りに設けられて

いる。規模は長軸 (南～北)2.65～ 2.80m、 短軸 (東～西)2.30～ 240mを測 り、床面積は

約5.3m2でぁる。また住居址のプランは、やや歪むものの方形を呈し、調査区内においては小

形の部類と属する。

竪穴の遺存状態は、北側約 2/3が 8号住との重複によって覆土やカマドが壊 されているこ

とからもあまり良好とはいえないが、しかし床面にまでは及んでいなかったことから竪穴全

般の状態は把握できた。まず壁の高さからみると比較的良好な南西隅付近で、確認面である

Ⅳ層最上位から約10cmを測る。また、壁面はやや開きぎみに立ち上がっている。床面は、V

層の礫層を若千掘 り込んで作られたいわゆる直床式の構造で、礫による多少の凹凸がみられ
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

49550m― J

0                   ぞm

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (75YR25/2)基質はやや赤味を帯びた
Ⅲa層類似上で構成。層中央および端部に亜塊状の黄砂ブロッ
ク (25■ )が約 3%分布。 〔中 。23～ 24〕

第2層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土主体であるが、
約25%の 黄砂が混じる。 〔中 。25～ 26〕

第3層  黒褐色土 (7 5YR2 5/15)基 質は 1層 に類似する
が、黄砂が上位を中心に約10%分布。 b層 の上位には炭化

1唖

495 50na型

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (75YR2 5/2)覆± 5b層 に類似。焼
土粒子が約7～ 10%み られ、部分的に炭化物が集積。

第 2層 暗褐色土 (10YR 3/3)黄 砂とⅢa層 類似上で構
成。下位を中心に焼土塊・炭化物約 5%分布。

第 3層 赤褐色土 (2 5YR4/8)焼土 (火床面)。

物が約3%集積している。 〔中～強 。25～ 26〕

第4層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)基 質は3層に近値であるが、
亜円礫 (10,8～ 5)を 3～ 5%含みザラつく。b層 には不
連続な礫の薄層がみられる。 〔中～弱 。25～ 27〕

第5層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ш a層類似土と黄砂で構
成。壁際ほど黄砂の合有が増す。b層 には炭化物約 5%、

焼土粒子約 3%が含まれる。 〔中 。22～ 24〕

Ａ
一

第97図 27号住居址及びカマド%,%

るものの比較的よく均されている。床面の精査とともに、周溝や柱穴についても検出に努め

たが発見できなかった。

覆土は 5層に区分された。いわゆるレンズ状の堆積状態を示し、上位力・ら下位まで漸移的

に変化している。黄砂が多少含まれていたが、壁際の三角州状の崩落土や、層の走向・傾斜

の観察からは、人為的な影響は認められない。

本址からは、山茶婉の細片が 1点出土している。覆土の 3b層 中に、いわゆる層中の分布を

示して検出されたが混入遺物と考えられ、遺物から本址の年代を推定するには至 らなかった。

カマ ド (第97図 )

カマドは北壁の中央からやや西に寄って設けられている。遺存状態が悪 く、掘 り方のみの

検出であるが、火床面の存在からカマ ドとして精査を行った。したがって最終的に検出され

た範囲は、長円形を呈するカマ ドの掘 り方部分のみといえる。第97図 に示したが、掘 り方は

-152-



第 1節 竪穴住居址

横長 とみることができる。焚 口から奥壁の立ち上が りまでは約55cmを測る。床面へはカマ ド

の燃焼部分だけが浅 く掘 り下げられてお り、そのまま火床面 となっている。壁外へは円弧状

に約20cmほ どが削 り取 られている。奥壁の傾斜は緩いが、この面が煙道への立ち上が りになっ

ていたものと考えられる。なお、覆上の観察から、カマ ド用材 としての粘上の使用はなかっ

たものと思われる。

28号住居址 (第98図、図版48)

本址はB-38区に位置し、23号住居l■によって大きく切られている。したがって確認でき

た範囲は全体の1/3ほ どと考えられ、良好な状態とはいえない。規模や形状についても同様

に推定の域をでないが、南壁側と北東壁に対応する南西壁の一部も確認されたことから、一

辺がおおよそ3.8m前後と推定される方形の竪穴であったと考えられる。カマドは南隅に構築

された、いわゆる隅カマドであり、主軸方位はカマドの配置された竪穴の対角線上に載せて

みるとN-175° 一Wを指し、ほぼ真南を示す。なお床面積は13m2ほ どとなろうか。

28号住

m

40500nュ _A

ろうフ

あ
|

bl

塊
塊
鉢
境
石
物

器師
　
遺

日

茶

瑶

入

28号住居址土層説甥

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はⅢa層類似土で構

成。亜塊状の黄砂ブロックを3%合み、層端部には約5%
が集積。 b層では灰化物が2～ 3%分布。 (中 。23～ 25〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)1層 に類似。黄砂約15%、 褐

色粘土約 7%を含む。炭化物・焼土粒子が1～ 2%分布。

〔中 。23～ 24〕

第3層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成

(2:1)。 黄砂は下位を中心に分布。全体に炭化物 1～ 2%
点在。 〔中～強 。22～ 23〕

第98図 28号

第4層 黒褐～暗掲色土 (10YR 2/3・ 3/35)4a層は30号住

の覆土を基質としている。 4b層 は黄砂主体 (約70%)。 下

位に亜円礫(30,20～ 15)を約 7%集積。〔弱～中・ 22～ 24〕

30号住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)基 質はⅢa層 に類似。やや

赤味を帯びる。黄色粒子微量点在、下位を中心に黄砂5%
含む。

第2層 暗褐色土 (10YR 3/4)基 質はШa層類似土と黄砂で

構成 (1■ )。 〔弱～中 。23～ 24〕

30号住居址 %
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

竪穴の遺存部分についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から約10cmを測 り、

やや開きぎみに立ち上がってぃる。床面は直床式の構造である。全体に凹凸は少なく、よく

整えられている。壁際ではやや軟弱な部分もみられたが、カマ ド周辺はよく踏み固められて

いる。周溝や柱穴については、遺存する範囲からは検出されなかった。

覆土は 4層 に区分され、大きく上位 (1層 )と 下位 (2層 ～ 4層 )に分けられる。上位の

1層には亜塊状の黄砂ブロックを含むことを特徴としている。下位はⅢa層類似土と黄砂で構

成されている。また 4層 では、壁の崩落と考えられる三角州状の堆積がみられた。下位では

各層が直下の層と、層の走向や傾斜で対応する、いわゆるレンズ状の堆積を示すのに対し、

上位では廃棄されたとみられる礫を含み、層の走向や傾斜は下位とは対応せず、人為的な影

響を受けていると考えられる。

カマ ド (第99図、図版48)

カマドは竪穴の南隅に築かれた、いわゆる隅カマドと呼ばれるものである。竪穴本体は23

号住居址との重複によって大きく壊されていたが、ヵマドについては全体を捉えることがで

きた。最終的に検出された範囲は、焚口から煙道の立ち上が りまで68cm、 両袖部最大幅は95

cmを測 り、焚 口幅は約45cmで あった。なお時期は異なるが、煙道と焚 口を結ぶカマドの主軸

が竪穴のほぼ対角線上にのる例としては、本l■ のほかに12号 。13号の各住居址がある。

袖部からみると、両袖 とも褐色粘土とⅢa層類似上、それに黄砂を混ぜ合わせた用材によっ

て積まれている。この用材は奥壁にも塗 り込まれ、周囲の壁の整形とともにカマドの輪郭が

形づくられている。ここでも袖部の主体となる褐色粘土は、袖の中心に置かれており、心材

としての役割を果たしているものと考えられる。燃焼部はカマドの主軸に沿って形づくられ、

煙道へは緩やかな立ち上がりとなっている。また火床部分では、掘 り上げた土を一部もどし

て皿状に整えられている。天丼部はすでに遺存していなかったが、カマド燃焼部内の覆上の

観察から褐色粘土が中心の 4層 がその崩落土と考えられる。

掘 り方についてみると、ここでもカマドの部分だけが掘 り下げられている。一般には、燃

焼部分と袖部は別々に掘 り込まれている場合が多いが、ここでは一体となっている。また壁

外へは竪穴のコーナー部分を利用しているためか、掘 り込みはなされていない。なお覆上の

観察から4層 を天丼部の崩落と考えると、 4層 と火床面との間には間層はみられず、カマド

は機能停止後、比較的短時日のうちに崩落したものと推定される。

カマドの切開終了後、焚口部の直下を中心に平面略円形を呈する土坑が検出された。カマ

ドの下からの発見であったことから、竪穴の廃絶時には当然閉じていたものと考えられる。

土坑は長径100cm、 短径75cm、 深さ37cmを測 り、底面は平坦で掘 り方も確 りしている。土坑の

覆土は黄砂と黒褐色上で構成され、カマドに使用された用材とは異なっており、カマドとの
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カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25・ 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂

を基質とする。全体に褐色粘上が分布。a層最下位に炭化

物の薄層がみられ、粘土は約15%分 布。 b層では基質の責

砂が優勢で、粘土は7～10%ほ ど。

第 2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基質は1層 と同じ構成。

褐色粘上が25%ほ どに増加。炭化物が点在。

第 3層 暗褐色土 (10YR 3/3)2層 に類似するが、下位を中

心に粘土は亜塊状を星する。炭化物・焼土粒子が点在。

第4層 褐色土 (10YR 3 5/35。 4/3)〔天丼部崩落〕褐色

粘土を主体に構成される。a層 ではⅢa層類似土約10%と 責

砂約15%が 混入。粘土は亜塊状を呈す。

第5層 暗褐色土 (10YR 3/3・ 3/25)a層は袖部の崩落土

とみられ、黄砂・ Ⅲa層類似土・粘上が混じる。b層 は奥壁

の崩落土と考えられ、黄砂・Ⅲa層類似土・焼土が混在。

第6～ 8層  暗褐～褐色土 〔袖部〕6層 (10YR 3/25)Ⅲ a

層類似土と黄砂が主体 (5:3)。 粘上が15%ほ ど含む。 7

層 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。8層 (10YR
4/3)亜塊状の褐色粘土主体。

竪穴住居址

|∞

第99図  28号住居址カマド及び床下土坑 %

i

49590m」

第 9層 暗褐色土 (10YR 3 5/25)皿 a層類似土と黄砂が混

在。上位に焼土粒子20%分布 (上面層理が火床面)。

第10層  褐色土 (10YR 3 5/3)Ⅲ a層類似土と粘土で構成。

第11層  黒褐色土 (10YR 2 5/2)Ha層 類似土と黄砂で構成。

第12層  にがい黄笹色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (80%)。

床下土坑土層説明

第13層  黒褐色土 (10YR 2/2)Ш a層類似土主体。上面は硬

化し、褐色粘上が分布。

第14層  黒褐色土 (10YR 2/1)13層 より密で、層端部から中

央下位にかけて亜塊状黄砂ブロツクを含む。

第15層  暗褐色上 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。

第16層  暗褐色土 (10YR 3/35)a層 は亜円礫や塊状の黒褐

色土ブロツク・黄砂ブロックを約15%含む。 b層では黄砂

が約60%と 優勢。炭化物点在。

第17層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土主体。

第18層  暗褐色土 (10YR 3/4)16b層 に近値で責砂主体。

第19層  褐色土 (10YR 4/4)黄砂と亜円礫で構成 (4:1)。

功 マ ド用材分布
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

直接的な関係はみいだせない。ただし、出土遺物をみるかぎりでは竪穴 との隔 りはなく、本

址の関連施設の一つであったことも否定できない。土坑は本址 と重複関係にある23号住居址

においても検出されてお り、 ここでも一応竪穴に伴 う床下土坑 ということで図示する。一般

に床下土坑 は竪穴の中央を中心にみられ、カマ ドとの関連が指摘され、れ土が充填されてい

る場合が多い。その用途・機能を特定することは難 しいが、土坑の性格を考えるうえにも注

意 したい。

出土遺物 (第 100図、図版151)

本址から出土 した遺物は図示 した 5点のほかに、山茶婉、 ロクロ成形の上師器 (ロ クロ土

師器)それに須恵器の破片が少量含まれるが、須恵器については混入品 と考えられる。図示

した遺物の うち、 1・ 2の 山茶婉 と4の ロクロ土師器は床下土坑内から検出され、 3お よび

5の ロクロ土師器は覆上下位 とカマ ド下位 より出土 している。

ここで図示 した土器類について若千触れると、無釉のいわゆる山茶婉は厚手で、胎土は砂

粒を合んだ粗めのもので高台端部には撫殻圧痕が認められる。大小の婉の組み合わせによっ

て構成されていると思われるが、小娩は確認 されていない。 ロクロ土師器は出土量は少ない

が、器種構成の うえでは大小の婉からなってお り、山茶婉 と同様の内容を有 している。年代

観については藤澤編年のⅥ期、無釉のいわゆる山茶婉生産の成立時期に相当するものと考え

られ、11世紀末葉から12世紀前葉頃に比定されよう。なお山茶婉窯期に属する23号住居址 と

は重複関係にあるが、両者の出土資料からみた型式学的な差違はみいだせなかった。

9         1         29cm

第100図  28号住居址出土遺物 /
第23表  28号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 娩

法量 日径(145)底径73 器高49～ 5 3cm 現存率 底部%強 体部以上% 破片
数 1点 形態 底部は平底で低 く張 り出す高台を付ける 体部は丸みをもって外傾
して立ち上がり日縁部で弱く外反 調整 底部外面―右回転糸切 り→高台貼付→高台
とその周辺ナデ 高台に糊殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を
含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰色 5Y6/1～ 75Y4/1 出上位置 床下
土坑 備考 体部内面に降灰 内面に重ね焼き痕 無釉

2 山 茶 婉

法量 日径(148)現存高(20)cm 現存率 口縁部兆 破片数 1点 形態 口縁部
は直線的に外傾する 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼
成 良好 色調 灰色10Y4/1 出上位置 床下土坑 備考 無釉
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3
ロクロ土師器

婉

法量 口径(147)現存高(34)cm 現存率
丸みをもって立ち上がり口縁部で弱く外反
砂粒・白色粒子を含む 焼減 良好 色調

覆土下位

口縁部兆 破片数 3点 形態 体部は

調整 内外両面― Pク ロ調整 胎土 密

灰白～褐灰色10YR7/1～ 6/1 出上位置

4
ロクロ土師器

娩

法量 口径(146)現存高(42)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は丸みをもって立ち上がり上位に弱い稜をもち口縁部でわずかに外反 口縁部内面に
1条 の沈線が巡る 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 細砂粒・赤色粒子・石

英粒を含む 焼成 良好 色調 橙～にがい橙色7.5YR7/6～ 7/3出土位置 床下土坑

5
ロクロ土師器

小  婉

法量 底径59 現存高1 4cm 現在率

ある平底 調整 底部外面一回転糸切 り

小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調

底部% 破片数 1点 形態 底部は厚みの

内外両面―ロクロ調整 胎土 密 細砂粒・

浅黄橙色10YR8/3 出土位置 カマド下位

29号住居址 (第 101図、図版49)

本址はA-40区に位置し、西側コーナー部分が 6号竪穴状遺構によって切られている。ま

た住居l■ の北東偵Jは、用水路を境に調査区外へと広がっている。このことから、全体の 1/2

ほどが調査しえたものと考える。カマドについては検出することができなかったが、当該期

の竪穴の傾向から推定するとカマドは北東壁に設けられていたものと思われる。竪穴の形状

や規模については推測の域をでないが、南東側に対応する北西側の壁の一部が確認されたこ

とから、一辺5.35m前後の方形を呈する竪穴であったものと考えられる。カマドの位置を北

東壁側と仮定するならば、主軸方位はN-32° 一Wを指す。床面積は約25m2ほ どとなろうか。

住居址の遺存状態は、検出しえた範囲内では比較的良好であった。まず壁の高さは確認面

であるⅢb層最下位から約20cmを 測 り、Ⅳ層の黄砂についても約17cmほ どを掘 り込んでいる。

壁面はあまり開くことなく立ち上がっている。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、一部でV層 の

礫層に達する部分も確認されたが、掘 り上げた土を一部もどして全体に貼 り床を形成してい

る。壁際はあまり良好ではなかったが、全般によく踏み固められ土間状に硬化していた。床

面の調査とともに貼 り床を象Jが して柱穴や周溝についても検出に努めたが、調査範囲内から

は確認されなかった。柱穴については竪穴内に主柱をもたない、いわゆる無主柱形式の構造

と考えられる。

覆土は10層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 下位 (2層 ～10層 )、 そして壁際 (H

層)と に分けられる。上位はⅢa層に近似した土層で構成され、ブロツクゃラミナなどはみら

れず全体に均質で、いわゆる自然埋没と考えられる。これに対し下位では、ブロックゃラミ

ナの偏在する部分が日立ち、加えて炭化物や焼土・礫および灰の集積する部分がみられ、層

相は大きく異なり、人為的な影響が看取される。また、壁際には崩落土と考えられる三角州

状の堆積がみられた。こうした層の特徴から竪穴の埋没過程を考えると、住居が廃棄された

直後から壁際より第一次堆積と呼ばれる三角州状の壁崩落上が形成され、下位の 3層 から8
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∞ヽ
日「山口［

住居址土層説甥

第 1層 黒色土 (7 5YR 2/15)鍵 層Bに対応。均質なШa層
に近値の上層で構成。中央最下位に亜円礫 (10,8～ 5)が
約 3%集積し、周辺に黄砂が分布。 〔中 。24～ 25〕

第2層 黒色土 (75YR2 5/1)層 界はやや不明瞭。全体に

黄砂 (40,20士 )が 5%分布。 〔中・ 24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。
全体に亜円礫 (15,8～ 15)を 7%含み、下位を中心に塊状
の責砂・黒褐色土ブロックを合む。 〔中 。23～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)3層 と同じ構成をとるが、
塊状のブロックが約10%と 目立つ。 〔中 。22～ 23〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/2・ 25/2)ma層類似土と黄砂
が混在。a層では 3:2。 亜円礫が 3～ 5%ほど集積する部

分がある。 b層は炭化物・灰の薄層が観察される。 c層 は

礫の集石部分がある。 〔中 。23～ 25〕

第6層 黒褐色土(10YR 2/3。 3/25)Ha層 類似土と黄砂で

構成 (3il)。 a層では黄砂が塊状を呈し、焼土粒子・炭
化物・灰が1～ 3%はど含む。b層では黄砂が主体。〔中・

22～ 23〕

第7層 暗禍色土 (10YR 3/3)黄 砂主体。炭化物 。灰・焼土

粒子の集積部分がある。 〔中 。23～ 24〕

第8層 黒禍色土 (10YR 3/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成。
異斜方向で不連続な薄層が互層をなす。 〔中・22～ 23〕

第9層 暗褐色土(10YR 3/35・ 2/35)皿 a層類似土と黄砂
で構成 (3:2)。 a層では黄砂は亜塊状で亜円礫を約7%
含む。b層はⅢa層 類似土のブロックを約15%合 む。c層 で

は各 塊々状のブロックがみられる。 〔弱～中 。23～ 24〕

第10層 黒褐色土 (10YR 2/15・ 25/2)Ⅲ a層類似土が主

体。 a層では亜塊状黄砂ブロックを約 7%合む。 b層は亜

円礫 (25,10± )が10%分布。c層はⅢa層類似上で構成。
〔中～弱・21～ 23〕

第■層 暗褐色土 (10YR 3/35)責 砂主体。 〔弱 。22～ 23〕

第12層 暗褐色土 (10YR 3/3)〔 貼 り床〕Ⅲa層 類似土と黄

砂が混在。各 亜々塊状のブロックが目立つ。 〔中・29以上〕

第101図  29号住居址 %

層にかけて礫の投げ込みを伴 う人為的な埋めもどしが比較的短時日の うちに行われたものと

思われる。その後、窪地化 した竪穴の最上部に自然堆積層が覆ったものと解釈 される。
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第 1節 竪穴住居址

出土遺物 (第 102図 )

本l■から出上 した遺物は、図示 した

3点のほかに土師器甕 と灰釉陶器婉の

細破片が含まれるが、灰釉婉は 1層か

ら出土 していることから混入遺物 とみ

られる。図示 した 3点 も細片であった

が、 1と 3の蓋 と甕は覆上下位から、

2の 高不の脚部は床面に接 して出土 し

ている。 1については有蓋高不の可能

性 もある。本址の時期については 1と

2の須恵器が有効 と思われるが、二者

とも破片からの復元であることからこの資料のみで年代を決めるには躊躇せざるをえない。

しかし、あえて触れるならば、 1の蓋は口径がやや大形化 し、天丼部と口縁部とをわける突

出部の稜は失われているが、代って境は明瞭な凹線が巡る。また口縁端部には内傾する面が

残る。こうした特徴から陶邑古窯址群との対比において示せば、おおよそTK10型式頃に相当

する段階と考えられ、年代観は 6世紀中葉頃とみるのが穏当と思われる。

第24表  29号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 口径(135)現存高(29)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 天丼部

と口縁部の境に引瞭な凹線が巡る 日縁部はやや長く外傾し口端部は丸く収めるが内

面には内傾した面を残す 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を合

む 焼成 良好 色鯛 オリーブ黒色75Y3/1 出上位置 覆土中位 備考 内面に

自然釉(オ リーブ灰色10Y5/2)有蓋高外の可能性がある

器

外

恵須

高

脚

級
直

堅
床

法量 底径(45)現存高1 7cm 現存率

部は「ノ`」の字形に開いて端部は段をなす

砂粒 。白色粒子を含む 焼成 良好 色調

脚底部下半/弱 破片数 1点 形態

調整 内外両面―ロクロ調整 胎土

オリーブ灰色2 5GY5/1 出上位置

土 師 器

甕

面

調

内

色
現存率 肩部付近小片 破片数 1点 調整 外面―ハケメ状工具によるナデ

ーヘラナデ 胎土 細砂粒・ψl～ 2 mm大 の小礫をやや多く含む 焼成 良好

褐色7 5YR4/6 出土位置 覆土最上位 備考 外面の一部に煤付着 胴張甕

30号住居址 (第 98図、図版41)

本址はB-38区 に位置し、23号・ 28号の各住居址および12号土坑と重複する。新旧関係で

は本址がもっとも古 く、大部分が切 り合いによって失われている。したがって、調査によっ

て検出された範囲は、全体の約 1/4弱 と考えられる。

竪穴の規模や形状については推定の域をでないが、遺存する東壁 とその両隅からある程度

の推測が可能である。規模については遺存する2つのコーナーから、一辺約29m前後の竪穴

0                               20cln

第102図  29号 住居址出土遺物 /
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

と推定される。 また住居のプランは、やや歪む ものの方形を呈すると考えられる。調査区内

においては小形の部類に属する。床面積は 8m2ほ どとなろ う。 またカマ ドは北壁に設けられ

ていたものと推定され、その辺に直交する主軸方位はほぼ真北を指す。

住居 l■の遺存状態はあまり良好 とはいえないが、一通 り述べると、壁の高さは確認面であ

るⅣ層最上位から約 6 cmを測 り、開きぎみに立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂に掘 り込

まれた、いわゆる直床式である。全体によく踏み固められ凹凸はほとんどみられない。床面

のみをみる限 りにおいては、 きわめて良好な状態 といえる。周清および柱穴については、竪

穴の遺存部分からは確認できなかった。

覆土は 2層 に区分され、いずれも自然堆積と考えられる。2層 はいわゆる壁崩落土であり、

黄砂を主体としている。 1層の走向や傾斜は、 2層 に対応するものと考えられる。

出上遺物 (第 103図、図版152)

本址出上の資料として載せた遺物は、調査段階において土坑 と竪穴との関連が明確に捉え

られなかったことから30号住出土の資料として理解したが、調査の進展に伴って土坑が明確

となり、図示した資料すべてがその内に収まることが判粥した。加えて竪穴 よりも新しいこ

とが切らかとなり、その後、遺物整理の段階で、本址と重複関係にある23号住居址貯蔵穴内

出上の片 口鉢 (第88図16)と 、第103図 4の鉢が同一個体であることが判明した。さらには12

号土坑は23号住居址のカマドの一部を壊して構築されていたことと、両者の資料には型式学

性________+――――――――型Cm(/)
9           19Cm(%)

/,%第103図  30号住居址出土遺物
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第 1節 竪穴住居址

的な相違がみいだせないことから、土坑内出土の遺物 も23号住から流出した可能性が高いも

のと結論づけるに至った。 したがって23号住居址に帰属する遺物 として理解 したい。

図示 した資料について若千触れておくと、無釉のいわゆる山茶婉は大小の婉の組み合わせ

によって構成され、この資料のはかに鉢が共伴 している。 これは片 口鉢の可能性が高い。 こ

の器種構成は、無釉のいわゆる山茶婉生産の成立時期に相当するものと考えられ、山茶境窯

期の基本的な資料 といえよう。

第25表  30号住居址出土遺物観察表

1 山 茶 婉

法量 口径(16.2)底 径(7,4)器高(58)cm 現存率 体部上半以上% 底部% 破
片数  4点  形態 強く張り出す高台を付け底部から弱い九みをもって立ち上がる
日縁部でやや強く外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナ
デ 高台に糎殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼
成 良好 固く焼き締まる 色調 灰黄褐色10YR5/2 出上位置 覆土最上位・中位
+8号住 備考 体部内面に降灰

2 山 茶 婉

法量 底径(90)現存高(2.7)cm 現存率 底部/弱 高台部% 破片数 1点 形
態 底部は平底で低く張り出した高台を付ける 調整 内外両面―ロクロ調整 底部
外面は磨耗のため調整不明瞭 高台部に糎殻圧痕 胎土 砂粒が多く小礫をやや多く
含む 焼成 良 色開 灰白色2.5Y8/3 出上位置 覆土中位 備考 高台部の付け
方は粗雑 無釉

3 小  婉

法量 口径9,0 底径37 器高3 4cln 現存率 完形 破片数 1点 形態 平底の底
部から腰部に張りをもって立ち上がリロ縁部で外反 調整 底部外面一右回転糸切り
内外画面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色開 灰
白色7.5Y8/1～7/1 出上位置 覆土中位 備考 口縁端部外面 。体部内面に釉が認め
られるが自然釉の可能性大

4 片 口 鉢

法量 日径(305)現存高(6.8)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 体部は

外傾して立ち上がり日縁部で弱く外反し端部は丸く収める 調整 外面一体部下半ヘ

ラケズリ→上半ロクロ調整 内面―ロクロ調整 胎土 緻密 白色微粒子が多くφ3mm
大の礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR6/2 出土位置 覆土中位+23
号住 備考 体部内面下半に自然釉が掛かる 23号住の6と 同一個体

5 砥   石

法量 長さ(8.3)最大幅5。 1 厚さ4 8cm 重量 420g 現存率 欠損品 形態 角
柱形 調整 腹面背面片側面に研磨痕および磨耗痕・擦痕がみられる 残りの片側面
は節理を利用して切断 上下は折損 石材 粘板岩

31号住居址 (第 104図、図版50)

本l■ はA-27区 に位置し、32号住居址と重複する。新旧関係では本址の方が新しい。また

本址周辺は調査区のほぼ中央にあた り、遺構の分布が比較的希薄な区域でもある。

竪穴の大部分は調査区外に広がっており、南西コーナー付近のみの検出に留まり部分的な

調査となった。したがって、全体の規模については不男といわざるをえない。婆初、カマド

や周溝、柱穴といった、住居としての要件が未確認であることと、遺物が皆無であったこと

から竪穴状遺構とも考えられた。しかし、覆土はⅢa層に近似した土層によって構成されてい

ることから、中世まで下ることはないと考えられる。以上のことから、重複する32号住居址

出上の灰釉陶器を10世紀中葉の大原 2号窯期と考えるならば、それを上限年代とする古代の
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31号住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基質はⅢa層類似上で構成。

下位・端部に黄砂約 3%分布。 〔中・ 22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類u上で構成。亜円

礫 (10,5± )を 2%含む。 〔中 。22～ 23〕

第3層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)2層 に類似するが、a層
では黄砂約 3%、 b層では5%含む。 b層に亜円礫が約 3

%分布。 〔中 。23～ 24〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/35。 3/45)黄砂を主体とする。

a層ではⅢa層類似上が分布。南側では32号住の覆上が流入。

〔中～弱・ 22～ 24〕

32号住居址土層説明

第 1層 黒褐色上 (10YR 2/25)基質はⅢa層 に類似。下位

を中心に亜円礫(5,3～ 2)を 2%含む。〔弱～中 。22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが、黄砂を約

2%含む。 〔中・23～ 24〕

第3層 黒褐色上 (10YR 2/2)鍵 層Bに対比。均質なⅢa層

類似土。黄砂約 2%含む。 〔中・ 23～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 3/25)3層 に類似するが、黄砂が

日立つ。 a層では約5%。 b層では約7%。 下位に炭化物

点在。 〔中 。23～ 24〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ш a層類似上で構成。 〔中・

22～ 23〕

第6層 黒禍～暗褐色土 (10YR 2 5/3・ 3/4)Ⅲ a層類似土

と黄砂で構成(3:2)。 壁際は黄砂主体。〔中～弱 。21～ 23〕

第104図  31号・32号住居址 %

竪穴住居址であると判断される。

竪穴の遺存状態について多少触れておくと、検出された範囲内では比較的良好であった。

壁の高さは約35cmを 測 り、土層断面図にみるようにはぼ垂直にⅢa層 まで立ち上がっている。

床面はⅣ層の黄砂を約15cmほ どを掘 り込んで構築されており、いわゆる直床式の構造となっ

ている。全体に凹凸はみられず、またよく均されており、壁際ではやや軟弱ではあったが全

般に踏み固められている。

覆土は 4層 に区分されるが、上位から下位までⅢa層に類似し層相の変化に乏しい。また、

4層 は壁崩落上の三角州状の堆積と考えられ、土層の堆積状態はいわゆるレンズ状を呈する

ことから自然埋没と考えられる。
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第1節 竪穴住居址

32号住居址 (第 104図、図版50)

本址はA-27区 に位置し、31号住居址によって竪穴の北西コーナー付近が切られている。

また、竪穴の北東側は調査区外へと広がっていることから、遺構の全容については不明とい

わざるをえない。本址もまた、31号住居l■ と同様に竪穴状遺構の可能性も想定されたが、伴

出する遺物が10世紀中葉に比定される灰釉陶器であったことから住居址と判断した。竪穴の

規模や形状については推定の域をでないが、失われた北西コーナー部分が31号住居址の西壁

と切 り合わないことから、最大でも一辺が 4m内外に収まるものと考えられる。またプラン

についても方形を呈するものと思われる。床面積は最大でも15m2を越えるものではないと思

われる。カマドは北壁ないしは東壁に設けられているものと推定される。

住居址の遺存状態は、検出された範囲では比較的良好といえる。壁の高さは約18cmを測 り、

やや開きぎみにⅢa層 まで立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂を約 8 cmほ ど掘 り込んで構築

されている。床面には貼 り床はみられず、Ⅳ層の面を均した直床式の構造となっている。全

体によく整えられているがやや軟弱であった。

覆土は 6層 に区分される。上位から下位まで、Ⅲa層 に類似した黒褐色土によって構成され、

壁際には壁の崩落土と考えられる三角州状の堆積上がみられた。自然埋没 と考えられる。

出土遺物 (第 105図、図版152)

本址から出上した遺物は図示した 8点がすべてで、いずれも灰釉陶器の婉・皿で占められ

ている。 1・ 2・ 4・ 7は床面に密着した状態で検出された。そのうち 2は表土から出土し

たものと接合している。 3は覆土最上位から、 5・ 8は表土中からの発見である。これらに

ついては、床面に接するものとの接合関係や型式学的なまとまりをもつことから、本址に帰

属するものと考えられる。耕作や土地改良事業によって移動したものと考えられる。

＼

~:≡ 覇F8

0                                        20cm

第105図  32号住居址出土遺物 /

-163-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

出土遺物の特徴について触れておくと、施釉技法においては刷毛塗 りされたものと漬け掛

けの二通 りが存在する。また成形技法において、高台部や口縁端部などに変化が認められ、

徐々に簡略化する傾向が看取される。底部の調整技法においては、回転糸切 り痕のみを残す

ものはまだ出現していない。こうした特徴から、東濃窯との対比において示せば、光ヶ丘 1

号窯式から大原 2号窯式の段階に相当するものと考えられ、後者の年代観をとるならば10世

紀中葉頃とみるものが穏当と思われる。

第26表  32号住居址出土遺物観察表

1
灰釉陶器

皿

法量 口径(148)現存高(15)cln 現存率 日縁部%
大きく開きロクロロの段をなして口縁部で外反 調整

堅緻 細砂粒・ 白色微粒子・φ2mm大 の礫を含む 焼成

出上位置 床直 備考 口縁部外面に施釉の痕跡あり

破片数 1点 形態 体部は

内外両面―ロクロ調整 胎土

良好 色調 灰白色75Y7/1

2
灰釉陶器

婉

法量 口径(15.6)底 径(80)器高(37)cm 現存率 口縁部% 底部/弱 破片数

2点 形態 断面三ヵ月形の高台を付け平底の底部から腰部に張りをもって立ち上が

る 体部は直線的に外傾して日縁部でやや外反 調整 底部外面一回転糸切り→回転
ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 口縁部～体部

外面と体部内面に刷毛塗 りによる施釉(オ リーブ灰色10Y6/2)胎土 堅級 白色微粒

子を含む 焼成 良好 色調 にぶい黄橙色10YR7/3 出土位置 覆土最上位十床直

備考 内面に重ね焼き痕

灰釉陶器

婉

法量 底径75 現存高1.5cln 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底

で爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→全面回転ヘラケズリ→高台貼

付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫をやや多く含む

焼成 良好 色調 灰白色25Y8/2 出上位置 覆土最上位 備考 底部外面に朱痕

転用硯の可能性あり 現存部は無釉 高台外面に稜を持たない 内面に重ね焼き痕

4
灰釉陶器

)宛

体部上半以上%強 破片数 1点 形態

調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅

灰白色 5Y8/1 出上位置 床直 備考

法量 口径(160)現存高(3.5)cm 現存率

体部は丸みをもって立ち日縁部で弱く外反

緻 砂粒をやや多く含む 焼成 良好 色調

内外両面に釉の付着が認められる

灰釉陶器

婉

法量 底径(7.5)現存高(37)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 断面三角

形の高台を付け平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切

り→ヘラナデ調整→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整  胎主

堅緻 白色粒子 。小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色2.5Y8/2 出上位置

覆土最上位 備考 内面に重ね焼き痕 内外両面の上位に釉の痕跡が認められる

灰釉陶器

婉

法量 口径(16.0)現存高(36)cm 現存率 体部以上小片 破片数 1点 形態 体

部は丸みをもって立ち上がリロ縁部で若干肥厚して外反 調整 内外両面―ロクロ調

整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼成 長好 色調 灰～暗オリーブ灰色 5 GY4/1

出上位置 床直 備考 口縁部外面と体部内面に釉の付着が認められる

7
灰釉陶器

婉

法量 底径(7.5)現存高(23)cm 現存率 高台部% 破片数 1点 形態 底部は

爪型の高台を付ける 調整 底部外面―高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―
ロク

「
調整 胎土 堅緻 白色粒子・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y

7/1 出上位置 床直 備考 外面に煤付着 現存部は無釉

8
灰釉陶器

婉

法量 底径(7.8)現存高(1.5)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平

底でやや低めの爪型高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→全面回転ヘラケズ

リ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―Pク ロ調整 胎土 堅級 細砂粒を

合む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 覆土最上位 備考 体部内面に

釉が認められる(刷毛塗りか)
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第 1節 竪穴住居址

33号住居址 (第 106図、図版50)

、本l■ はDoE-12区 に位置 し、古墳時代後半に属する34号住居址を切って構築 されている。

また、調査区内では南側住居址群の分布圏内に入 り、本址以北、北側住居 l■群 までのおおよ

そ180m間 は遺構が希少 となる。周辺には 4号掘立柱建物址が北側に、南側には 9号・ 10号の

各竪穴状遺構および 3号・ 4号の各溝状遺構が存在 している。 とくに 4号建物址 との配置関

係では南北方向に主軸方位をとるとい う点で共通 してお り、両者の対応関係が注 目される。

同時併存 していた可能性が高いものと考える。

住居l■の主軸方位はN-177° 一 Eを指 し、カマ ドは南壁のほぼ中央に設けられている。規

模は長軸 (東～西)2.50m、 短軸 (南～北)2.07～ 2.15mを測 り、東西方向がやや長い。ま

た住居址のプランは、やや歪むものの方形を呈 し、床面積は約4.4m2を 測る。調査区内におい

ては最小の部類に属する。

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層上位から約12cmを 測 り、やや開きぎ

みに立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂に掘 り込まれた、いわゆる直床式の構造をとるが、

カマ ド周辺から竪穴の中央はよく踏み固められ、また全体によく均され凹凸はほとんどみら

れなかった。柱穴は竪穴内か らは検出されず、いわゆる主柱をもたない無主柱形式の構造を

とっていたものと思われる。

覆土は 2層 に区分される。ma層 に類似 した黒褐色上で構成され、壁際には崩落土 と考えら

|∞ |∞

34号住

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)
Ⅲa層類似上で構成。下位を中心に黄砂
の亜塊状小ブロック(8,5～ 3)を約

3%含む。最下位に炭化物点在。 〔弱
～中 。24～ 25〕

第2層  暗褐色土 (10YR 3/3。 3/4)

a層は黄砂主体でカマ ド用材が約7%
流動。 b層 は亜免状の黄砂主体。壁際
はど責砂が強い。 〔中～弱・ 22～ 24〕

496 60m J

第106図  33号住居址 %
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

れる三角州状の堆積がみられた。堆積過程は自然埋没 と考えられる。

なお本l■の帰属時期については、出土遺物が皆無であることから不明といわざるをえない

が、本址 と重複関係にある34号住居 l■が古墳時代後半に属することから、 この切 り合いを根

拠 とすれば34号住以降となる。 また 4号掘立柱建物址 との併存関係を重複するならば、本遺

跡に掘立柱建物が波及 し普遍化する奈良時代前半頃とみることもできよう。

カマ ド (第 107図、図版50)

カマ ドは、南壁のはぼ中央に設けられている。燃焼部分にピツトが穿たれていたが、全体

の形は捉えることができた。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りまで47

cm、 両袖部最大幅は約70cmほ どであった。また焚 口幅は約25cmを 測った。

掘 り方図からみると、壁外へは煙道部分が円弧状に掘 り込まれ形づ くられている。床面も

カマ ド本体 となる部分だけがほば正確に掘 り下げられている。燃焼部を中心に方形状を呈 し、

その掘 り方は縦長 とみることができる。 また、その両腸にも同様の掘 り込みが設 けられてお

り、そこが後に袖部 となるところである。火床面にあたる部分では掘 り上げた土を一部もど

して、床面より若千低いレベルで皿状に整えている。基礎部分がこうした工程を経て作 られ

ると、袖部が積 まれ、壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が形づ くられている。土層断面からも

分かるように、袖部は灰褐色粘土 と黄砂、それにma層類似土を混ぜ合わせた用材で積 まれて

|∞

,
カマド土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層類似土

と黄砂で構成 (2■ )。 灰褐色粘土を7～

10%、 炭化物・焼土粒子 3%分布。

第2層 褐色土(7 5YR 4/3)〔天丼部崩落〕

亜塊状粘上で構成。粘土はa層で約40%、

b層では60%。

第3層  暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土

と責砂が毘在。粘土約15%分布。焼土粒子 。

炭化物を約 5%合む。

第4層  暗褐色土 (10YR 3 5/4)Ⅲ a層類似

土と黄砂で構成。被熱赤変。灰化物が下位

に5%集積。

第5層 赤褐色土(2 5YR4/8)焼 土(火床面)。

第 6層 暗褐色土 (10YR 3/4)Ⅲ a層類似土

と黄砂で構成 (1:2)。 炭化物 。焼土粒子
が2～ 3%分布。

第 7～ 9層  暗褐～灰褐色土(10YR 3 5/3・

7/1・ 4/3)〔袖部〕灰褐色粘土 。Ⅲa層類

似土・黄砂で構成。 7層 では2:1,2。 8

層は粘土主体。9層 は黄砂と粘上で構成。

1曖

|

0                1m

第107図 33号住居址カマ ド %
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第 1節 竪穴住居址

いる。また袖部の主体 となる粘土は、袖の中心に置かれていることから心材の役割を果たし

ているものと考えられる。燃焼部はカマ ドの主軸に沿 って形づ くられ、煙道へは緩やかな立

ち上が りとなっている。なお覆上の観察から、粘土が多 く含まれている 2層 が天丼部の崩落

と推定される。 2層 と火床面 との間には明瞭な間層がみられないことから、住居の廃絶後、

カマ ドは比較的短時 日のうちに崩落したものと考えられる。

34号住居址 (第 108図、図版50)

本址はDoE-12区 に位置 し、33号住居址 との重複によって北側 コーナー部分が大きく取

られていたが、竪穴の三隅が確認されたことで全体の形状はほぼ捉 えることができた。

住居l■ のカマ ドは北東壁の中央やや北西寄 りに設けられてお り、その主軸方位はN-52° ―

Eを指す。竪穴のプランは方形を呈するが、カマ ドのある北東側から南西方向がやや長い。

また多少歪む。規模は長軸3.25～ 3.60m、 短軸3.05mを 測 り、床面積は約10∬前後 となろ う。

|∞ |∞

49670m坐

Ａ
一

住居址土層説明

第1層 黒褐色上 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似土で構成。全体
に黄砂が約 5%ほど分布。 〔中・ 23～ 24〕

第2層  暗褐色土 (10YR 3/25・ 35/3)ma層類似土と黄
砂が混在。a層ではカマド用材約 5%が流動。b層 は1:1
の割合で、亜円礫 (10,5～ 3)を下位を中心に約 3%含む。

c層は黄砂主体。 〔中・ 24～ 25〕

第 3層 暗褐色土 (10YR 3 5/4)2a層 とはぼ同じ構成。斑

紋状の黄褐色粘上が約10%集 積。 〔中～強・24～ 26〕

第 4層 黄褐色土(10YR 5/4)黄砂主体。〔弱～中 。22～ 23〕

第108図 34号住居址 %
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

竪穴内についてみると、壁の高さは確認面から約 8 cmを 測 り、やや開きぎみに立ち上がる。

Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、いわゆる直床式の構造をとっている。カマ ド周辺から竪穴の

中央部分はよく踏み固められてお り、また全体によく均 され凹凸はほとんどみられなかった。

柱穴は竪穴内からは検出されず、いわゆる主柱をもたない無主柱形式の構造をとっていたも

のと思われる。

覆土は 4層に区分され、大きく上位 (1層)と 下位 (2層～ 4層 )に分けられる。層界は

不粥瞭で漸移的な変化を示 している。また、壁際の 4層 は壁の崩落と考えられる三角州状の

堆積上である。堆積状態はいわゆるレンズ状を呈 し、層の走向や傾斜は下位の土層に対応 し

ていることから自然埋没 と考えられる。

カマ ド (第 109図、図版50)

カマ ドは、北東壁の中央 よりやや北西寄 りに設けられている。竪穴 自体がやや浅かったこ

ともあ り、カマ ドの遺存状態はあまりよくない。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道

の立ち上が りまで50cm、 両袖部最大幅は約80cmを測 り、焚 口幅は約30cml・aど であった。

まず袖部からみると、両袖とも粘土と黄砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材によっ

て積まれ、壁の整形とともにカマドの輪郭が形づくられている。天丼部はすでに崩れていた

が、覆上の観察から袖部と同様の土層である2層 および4層 がその崩落部分と推定される。

X X

EEll

40660m」

カマド土層説明

第 1層 暗褐色土 (10YR 3/35)ma層 類似土と亜塊状の黄
砂が混在。 a層では粘上が約20%分 布。b層 約15%ほ ど。

第2層  にどい黄褐色土 (10YR 4/35)〔天丼部崩落〕黄褐
色粘土主体。下位は被熱焼土化。

第3層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土と黄砂で構
成 (2,1)。 粘上が約20%分 布。

第4層  暗禍色土(10YR 3/35)3層 が主体であるが、粘上 。

焼土塊が混在。下位に炭化物の薄層がみられる。(天丼部の

m

内壁か)

第 5層  黒褐～暗褐色土 (10YR 3/3・ 4/3)ma層類似土と

黄砂が混在。a層 では 2:1、 上位に焼土粒子約30%、 炭化

物約10%が 集積。b層では111(4層 との層理が火床面)。

第 6～ 8層 暗禍～褐色土 (10YR 3/4・ 4/6)〔袖部〕6層

はma層類似土と黄砂で構成。亜塊状の粘土ブロックを15～

20%含 む。7層 は亜塊状の粘土・責砂・Ⅲa層類似上が混在。

8層は粘土と黄砂で構成。

第109図  34号住居址カマド %

カマ ド用材分布
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第 1節 竪穴住居址

燃焼部はカマ ドの長軸に沿ってやや細長 く形づ くられ、煙道へは緩やかな立ち上が りとなっ

ている。煙道部を構成する奥壁部分には用材は塗 り込まれておらず、掘 り方の地山層にあた

る黄砂が被熱によって変化 していた。

掘 り方についてみると、第109図 にあるようにカマ ドの部分だけがほぼ正確に掘 り下げられ

ている。.燃焼部分 と、袖部 となる両脇にも掘 り込みが確認された。掘 り方はいずれも方形を

基調 としている。また壁外へはまった く掘 り込 まれていない。火床面にあたる部分では、掘

り上げた上を一部 もどして床面 よりやや低いレベルで皿状に整えている。

また、天丼部の崩落 と考えた 2層 および 4層 と火床面の間には間層はみられず、カマ ドは

住居の廃絶後、比較的短時 日の うちに崩落 したものと推定される。

出土遺物 (第 HO図、図版152)

本 l■ からは、図示 した 2点の土師器高不以外の

遺物は出上 していない。いずれも床面に接 して検

出されてお り、本l■ の時期をみるうえで有効 と考

える。 とくに 1の高不は全体の形が捉えられる資

料で、本遺跡の C地点11号住居llL出 上の高不 と形

態 。調整 ともきわめて類似 している。また11号住

では須恵器の蓋不が共伴 してお り、それらは陶邑

古窯l■群 との対比において示せばTK43型式に相当

するものと考えられ、大略 6世紀後半頃に求められる。 したがって本l■の時期についても、

H号住居址 とほぼ同様の編年型式内に収まるものと理解される。

第27表 34号住居址出土遺物観察表

力覇

9                     29cm

第■0図  34号住居址出土遺物 /

1
器

邪

師土

高

法量 口径(138)底径(9,7)器高10,5～ 10 9cm 現存率 口縁部% 不部% 脚柱

部完形 脚裾部/ 破片数 8点 形態 脚裾部は大きく開き端部は外側に丸く肥厚

する 邪部は丸底で内湾ぎみに立ち上がリロ縁部は若干外反 調整 外面―lTX部縦位

のハケメ(上半は磨耗により不切際)脚部縦位のハケメ→裾部ヨヨナデ 内面―ナデ

脚部横位のハケメ 不部と脚部の接合は「ホゾ」つなぎ 胎土 砂粒 。小礫を多く含む

焼成 良好 色調 黄褐色2.5Y5/4～ 5/6 出上位置 床直 備考 脚裾部の一部に煤

付着

2
器

邪

師土

一局

現存率 外部・脚部の接合部 破片数 1点 調整 外部外面―ハケメ 内面―ナデ

接合は「ホゾ」つなぎ 胎土 砂粒・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 にがい

黄橙色10YR7/4 出上位置 床直
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

35号住居址 (第 111図 )

本址はC-9区 に位置する。竪穴の南側部分が 3号溝状遺構によって横断され、また北東

側は調査区外へと広がっていることから全体の 1/2t1/kどが検出しえたものと考えられる。カ

マドについては確認することができなかったが、本遺跡の一般的なカマドの設置傾向から推

測すると北東壁に設けられていたものと思われる。竪穴の形状や規模についても推定の域を

出ないが、北西側に対応する南西側の壁の一部 とコーナー部分が確認されたことから、一辺

が 4m前後の方形を呈する竪穴であったものと考えられる。またカマドの位置を北東壁側と

仮定するならば、主軸方位はN-32° 一Eを指し、床面積は約15∬ ほどとなろうか。

住居址の遺存状態は、検出しえた範囲内では比較的良好であった。壁は土層断面でも分か

るように、竪穴全体を覆 うⅢa層 まで立ち上っており、高さは約25cmを測る。通常、竪穴住居

49750m型

Ia

Ａ
一

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層 に類似し、亜塊状の黒
色土ブロック (20,15士 )を 3%ほど含む。 〔中 。22～ 23〕

第2層  黒色土 (10YR 2 5/1)Ⅲ a層 に近値な均質な土層。
第3層  黒褐色土 (10YR 2/25)2層 に類似するが、下位を
中心に黄砂を3～ 5%含む。 〔中 。24～ 25〕

第4層 黒褐色土(10YR 3/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(4:

1)。 亜円礫 (10,7～ 5)を約3%含む。〔弱～中 。22～ 23〕

第5層  暗褐色土 (10YR 3 5/3。 3/4)a層・ b層 ともⅢa

層類似土と黄砂が混在。各 、々下位ほど黄砂が増し、 b層
では一部が亜塊状となる。 〔中 。23～ 24〕

第6層  にぶい黄褐色土 (10YR 3/4)黄 砂主体。壁崩落土。
〔弱～中 。23～ 24〕

第111図  35号住居址 %
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第 1節 竪穴住居址

はⅢb層 の下位ないしはⅣ層で検出される場合が多いが、本l■ もその面での確認 となると高さ

は10cm前後になってしまう。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、いわゆる直床式の構造である。

多少凹凸がみられるものの検出された範囲内では全般によく踏み固められている。柱穴は調

査範囲内からは 1本 のみであったが、竪穴の西側 コーナー付近から検出されている。深さは

21cmと ゃや浅いものの掘 り方はしっか りしてお り、この柱穴が竪穴の対角線上にのると仮定

するならば、主柱 4本 を方形に配置する形式のものとなろう。その場合、主軸方向にやや縦

長の住居 となる可能性が指摘できよう。

覆土は 6層 に区分され、全体にⅢa層 類似土で構成される。黄砂の合有量によって、大きく

上位 (1層・ 2層 )と 中位 (3層・ 4層 )お よび下位 (5層・ 6層 )に分けられる。しかし、

層界は不明瞭で漸移的な変化を示 している。各層は下位の土層に対応 し、走向や傾斜 も決ま

るようである。いわゆるレンズ状の堆積状態から自然埋没 と考えられる。またⅢ a′ 層が遺構

の切 り込み面で確認されることから、覆土は古墳時代の層準に比定される可能性がある。

な為本 l■Lか らは遺 /77」 はまった く検出されず、時期的なことは判断できない。漠然 と関連を

論ずるには限界があるものの、平面プランやカマ ドの方向、あるいは主軸方位 とのあ り方に

おいて周辺の関連を考えると、34号住居址 との共通性が指摘できるとともに覆土 との類似性

も認められ、こうした特徴から時期について示せば古墳時代後半 とみるのが穏当と考える。

36号住居址 (第 112図、図版51)

本址はD-8・ 9区に位置 し、 7号集石土坑および 4号溝状遺構 との重複によって南西側

の二隅が切 られているが、竪穴の形状や規模は捉えることができた。カマ ドは北東壁に設け

られてお り、主軸方位はN-47° 一 Eを指す。平面形は北 コーナーがやや歪むものの、北西か

ら南東方向を長軸 とする方形プランである。規模は長軸 (北西～南東)4.15m、 短軸 (北東

～南西)3.70～ 3.80mを測る。床面積は約14∬ほどと考えられる。

竪穴の遺存状態についてみると、壁の高さは確認面であるⅢb層中位から約15cmを測 り、Ⅳ

層の黄砂へは約 6 cmほ どを掘 り込んでいる。壁面は南側ではやや開きぎみであるが、北側で

はほぼ垂直に立ち上がっている。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、掘 り上げた上を一部もどし

てほぼ壁際まで貼 り床が形成されている。全体によく踏み固められてお り、竪穴の中央から

カマ ド前面にかけてはとくに顕著であった。柱穴は主柱 4本 (Pl～ P4)を方形に配置する

形式をとってお り、それぞれが竪穴の各隅を結が対角線上に位置する。カマ ドが北西 コーナー

に位置することから、Pllよ それを避けるために竪穴のやや内側に寄せている。また P2～ P4

の掘 り方土層断面からは、柱の抜いた痕 とみられる抜き取 り穴の痕跡が認められた。その うち

P4か らは根詰めの礫が検出されている。
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9号集石土坑

住居址土層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2/3)鍵 層Bに対比。基質はⅢa層
類似上で構成。黄色粒子 。粘土粒子約 2%分布。 〔中・ 23

～24〕

第2層 黒褐色上 (10YR 2/25。 2/2)1層 に類似し、層界
は不粥瞭波状。黄砂を含み、 a層では約 2%、 b層では約
3%、 c層では1～ 2%が分布。またc層 にはカマド用材
が約 5%流動。 〔中・ 22～ 24〕

第3層  黒褐色土 (10YR 3/2)基 質は上位に類似し、層界は
波状を呈しながら漸次変化する。全体に責砂を3～ 5%含
み、下位では顕著となる。 〔中 。23～ 24〕

第4層  暗褐色土 (10YR 2 5/35。 3/3)Ⅲ a層類似土と黄
砂で構成。 a層では黄砂が15～ 20%分 布。 b層では下位を
中心に25%。 c層 では約10%の粘土と約15%の責砂が混在。
〔中～強 。24～ 26〕

第5層  暗褐色土 (10YR 3 5/4)黄砂とⅢa層類似土で構成。

49650m_A

0斡
0                    ?m

責砂は約20～25%。 〔中～弱・ 23～ 24〕

第6層 暗褐色土 (10YR 3/4)塊状を呈するⅢa層類似土と
黄砂が混在 (312)。 (中～強 。29以上〕
柱穴土層説明

第 1層 黒褐～暗褐色土(10YR 2 5/25。 3/35)Ⅲ a層類似
土と黄砂で構成。炭化物を1～ 2%含む。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)ma層 類似上で構成。粘土粒
子を1～ 2%含む。

第3層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似上を主体に、亜塊
状の黄砂を含む。 a層では黄砂が約 3%、 b層では5～ 7

%が混在。また亜円礫 (8,5～ 3)約 5%分布。
第4層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)Ⅲ a層類似土と黄砂が混在。

a層では黄砂が約30%。 b層では60%と 主体。またb層 に
は亜円礫 (20,10～ 7)を 10%含 む (埋土)。

第112図  36号住居址 %

またカマ ド左袖部の脇からは、平面方形を呈するいわゆる貯蔵穴が検出された。規模は長

軸72cm、 短軸65cm、 深さ12cmほ どを測 り、北東側は竪穴の壁面をそのまま利用 している。覆

土は竪穴内と近似 してお り、いわゆるレンズ状を呈している。またカマ ドからの流出土も観
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カマド土層説明

第1層 黒禍色土 (10YR 2/25)ma層 類似上で構成。端部

から下位に粘土約 3%集積。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)1層 に類似するが全体に5～

7%の粘土が分布。炭化物 3%、 焼土粒子 1%を含む。

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)2層 に類似するが亜塊状を

中心とする粘上を約10%含 み、黄砂約 7%を含む。

第4層 暗褐色土 (10YR 3/4)〔 天丼部崩落〕にぶい黄笹色

粘土・Ⅲa層類似土 。黄砂で構成 (3:2:2)。 粘土は亜塊

状を呈し、Ⅲa層類似土 。黄砂が混在。

第5層  暗褐色土 (10YR 3 5/25)皿 a層類似土・黄砂・粘

上で構成 (2:3:1)。 下位に炭化物約7%、 焼土塊および

焼土粒子10%ほ ど集積。

第6層  暗褐色土 (7 5YR 4/3)被 熱赤変した黄砂。

第7層 褐色土 (10YR 4/4)Ⅲ a層類似土と黄砂が混在。上

位はⅢa層類似上が主体で炭化物・焼土を5%含む。下位で

は黄砂が主体となる (5層 との層界は火床面)。

第8～ 12層  暗褐～褐～灰褐色土〔袖部〕8層 (10YR 3 5/3)

竪穴住居l■

お
|

第113図  36号住居址カマ ド %

49650m_J

m

Ⅲa層類似土と粘土が混在 (3:1)。 9層 (10YR 5/4)褐

色粘土主体。補強材の礫を囲続。10層 (10YR 3 5/3)責 砂

と粘上が混在 (3:2)。 11層 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と

粘上が混在 (2:1)。 12層 (10YR 7/2)灰褐色粘主主体。

第13層 黒褐色土(10YR 2 5/3・ 25/25)Ha層 類似土・黄

砂 。斑紋状粘土で構成。 a層では粘土約10%集 積し一部亜

塊状。b層 では約 3～ 5%分布。黄砂が多い。

貯蔵穴土層説明

第14層 黒褐色土(10YR 2/2)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(5:

1)。 b層には粘土粒子を3%含む。

第15層 黒褐色土 (10YR 2 5/25・ 3/2)1層 に類似するが、

全体に15～ 20%の黄砂を含み、下位ほど増加。 b層壁際に

は黄砂が約40%含 む。

第16層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土・黄砂が結合し

混在。粘土粒子を約 5～ 7%含む。

第17層  暗褐色土 (10YR 3/4)15層 に類似するが粘土粒子が

7～ 10%ほ ど混在。下位ほど黄砂が強い。

hl

cal

＼

―
,ィ//ヵ

マ ド用材分布
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察された。

住居l■の覆土は 5層 に区分される。いわゆるレンズ状の堆積状態を示し、上位から下位ま

で漸移的に変化している。また、壁際には壁の崩落土と考えられる三角州状の堆積がみられ、

層の走向や傾斜の観察からも自然埋没と推定される。

カマ ド (第 113図、図版51)

カマドは北東壁の北西寄 りに設けられている。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道

の立ち上がりまで約70cm、 両袖部最大幅は約100cmを測 り、焚 口幅は25cmほ どであった。

まず袖部からみると、両袖とも黄橙色粘土と黄砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材

によって積まれ、壁の整形とともにカマドの輪郭が形づ くられている。また補強材 として礫

が多少用いられている。袖部の主体となる粘土は、その中心に置かれていることから芯材と

しての役割を果たしているものと考えられる。燃焼部はカマドの主軸に沿って細長 く形づく

られており、煙道へは緩やかな立ち上がりとなっている。煙道部を構成する奥壁部分には粘

土は塗 り込まれておらず、掘 り方の地山層にあたる黄砂が被熱によって変化しているのみで

あった。

つぎに掘 り方についてみると、第113図にあるように壁外へはほとんど掘 り込まれていない。

床面ではカマ ドの燃焼部分と両脇の部分だけがほぼ正確に掘 り下げられている。燃焼部を中

心に方形状を呈し、その掘 り方は縦長とみることができる。火木面にあたる部分では、掘 り

上げた土を一部もどして皿状に整えられている。また覆上の観察からは、粘土が多 く含まれ

ている4層および 5層 が天丼部の崩落と推定される。火床面との間には現瞭な間層がみられ

ないことから、住居の廃絶後、カマドは比較的短時日のうちに崩落したものと考えられる。

出土遣物 (第 114図 )

本llLか ら出土した遺物は図示した 2点 の土師器甕のほかに、須恵器甕の小破片が 1点ある。

1の甕は竪穴の西側コーナーの壁際から床面に接して検出された。 2については床面から若

千浮いた 2c層 と4c層 の層界付近より出土し、層の走向や傾斜と一致した出土状態を示して

いる。本址の時期については、この甕のみで年代を決めるには躊躇せざるをえないが、土師

器甕の口縁部形態を重視するならば古墳時代後半まで遡ることはないものと考えられる。

o                      20cm

第114図  36号住居址出土遺物 /
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第28表  36号住居址出土遺物観察表

l

土 師 器

甕

法量 口径(203)現存高(56)伽 現存率 日縁部% 破片数 1点 形態 口縁部

は「 く」の字形 調整 外面―胴部ハケメ→口縁部ヨコナデ 内面一胴部横位のハケメ

→口縁部ヨコナデ 胎土 砂粒・φ l mm大 の小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にが

い黄橙色10YR7/4 出上位置 床直

土 師 器

甕

法量 口径(156)現存高(50)cm 現存率 口縁部% 破片数 4点 形態 口縁部

は「く」の字形で中位は肥厚する 調整 外面―胴部斜位のヘラナデ→日縁部ヨヨナデ

内面―胴部ヘラナデ→口縁部ヨコナデ 胎土 砂粒・石英粒を含む 焼成 良好 色

調 にがい黄褐色10YR5/3 出上位置 覆土下位十床直

37号住居址 (第 115図 )

本址はE-7・ 8区に位置する。床面 と壁の一部が 7号掘立柱建物址および15号土坑によっ

て切 られ、また住居址の北西壁側は土取 りによって壊されている。 しかし北東壁俣1で カマ ド

が発見されたことから全体の 3/4ほ どは検出しえたものと考えられる。

竪穴の規模については推定の域をでないが、カマドが北東壁の中央に設けられているもの

と仮定するならば、北西から南東に長軸方向をもつ、カマドに対してやや横長の竪穴が推定

される。その場合、長軸はおおよそ4.5m前 後と考えられる。また短軸 (北東～南西)は3.35

mを測 り、主軸方位はN-46° 一Eを指す。床面積は約14m2ほ どとなろうか。

竪穴の遺存状態をみると、検出された範囲内では比較的良好であった。壁の高さは確認面

であるⅢb層下位から約14cmを測 り、Ⅳ層の黄砂を10cmほ ど掘 り込んで開きぎみに立ち上がっ

ている。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、いわゆる直床式の構造であり、多少の凹凸がみられ

るものの全体によく踏み固められている。床面の精査とともに柱穴や周溝についても検出に

努めたが、確認されなかった。ここでも竪穴内に主柱をもたない、いわゆる無主柱形式の構

造と考えられる。

覆土は 5層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 下位 (3層～ 5層 )に分けられる。

上位はⅢa層 に類似した土層によって構成されるが、塊状の黒褐色土や黄砂ブロック・粘土塊

を合み、不連続のラミナが異斜方向に走っている。カマド周辺にみられる礫は、この土層に

対応することから投げ込まれたものと考えられる。下位については、Ⅲa層類似土と黄砂で構

成されており、ブロックゃラミナはみられない。また、最下位には焼土や灰化物の集積がみ

られ、床面上に分布する灰化材の存在と考え併せれば、本l■ も火災に遭遇した可能性が指摘

できる。覆土の堆積過程は下位においては自然埋没と考えられ、窪地化した後に人為的な埋

めもどしが行われたと推定される。

カマ ド (第 116図 )

カマドは北東壁に設けられているが、壁の中央部に位置していたかは判断しかねる。煙道

部分は攪乱されているが、カマド全体に及がものではない。最終的に検出された範囲は、焚
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/15)基 質は

配a層類似土で構成。塊状の黒褐色土ブ
ロックと黄砂ブロックを約5%含む。
炭化物粘土塊が 1%点在。 〔中 。23～
24〕

第2層  黒褐色土 (10YR 2 5/3。 2/3)
Ⅲa層類似土と亜塊状の黄砂で構成。a

層では4:1、 b層では3■ となり、
c層では4:1で亜円礫 (20,15～ 8)
約 3%含む。 〔中 。23～ 24〕

第3層 暗褐色土(10YR 3/35,35/25)
Ⅲa層類似土と黄砂で構成。 a層では

311、 b層 は2:1で粘土粒子2%含む。
c層では512。 〔中 。22～ 23〕

第4層 暗褐色土(10YR 3/4・ 25/35)
Ⅲa層類似土と黄砂が混在。 a層では
2:1の 割合。b層 では3:1で、下位に

粘± 7%集積。 〔中 。23～ 24〕

第5層 暗褐～褐色土(10YR3 5/3,4/3)
黄砂主体。Ⅲa層類似土は上位を中心に

約25～30%。 a層の下位には炭化物・

焼土が 5～ 7%混在。 b層では焼上が

一部塊状となり、炭化物約5%が集積
する。 〔中・ 22～ 23〕

49660m 斉

O                   m

第115図  37号住居址 %

口から煙道の立ち上 りまで約85cm、 両袖部最大幅は90cmを測 り、焚 口幅は25cmで あった。カ

マ ドからの流出と考える粘上の分布が、焚 口付近から北西側に向って偏在 している。

まず袖部からみると、両袖とも灰褐色粘土を主体にした用材によって積まれている。また、

この用材は袖の中心に置かれていることから、心材としての役割も果たしていたものと考え

られる。燃焼部はカマドの主軸に沿って形づくられており、煙道へは緩やかな立ち上 りとなっ

て移行するものと思われる。火床部分では、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられて

いるが、この部分の掘 り方はかなり大きいうえに、粘土や激化物も多く含まれていたことか

らカマ ドの作 り替えが行われた可能性も考えられる。天丼部分はすでに崩落していたが、ヵ

マド燃焼部内の覆上の観察から灰褐色粘上が主体の 1層がその崩落土と考えられる。また 1

層の下位は焼土化が著しいことから天丼部の内壁を構成していたものと考えられる。

掘 り方についてみると、壁外へは煙道部分がわずかに掘 り込まれている。床面ではカマド

の部分だけが略円形に掘 り下げられている。普通、燃焼部分と袖部は別々に掘 り込まれる場

合が多いが、本例では一体となって形成されている。
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出土遺物 (第 117図 )

第 1節 竪穴住居址

49760m」

第116図  37号住居址カマ ド %

第117図  37号住居址出土遺物 /

カマド土層説明

第 la。 lb層 暗褐色土(10YR 3/4・ 4/35)
〔天丼部崩落〕灰褐色粘土主体 (約50%)。

亜塊状の責砂およびⅢa層類似上を含む。b
層では粘土は約35%、 下位を中心に焼土塊
が分布。 〔b層 は内壁の崩落土か〕

第lc～ le層 黒褐～暗褐色土QOYR2 5/3・
3/3)Ⅲ a層類似土・黄砂・粘上で構成。c

層では2:1:1、 d層 は粘土が亜塊状を呈
し各々はば同量、 e層では2:2:1の割合。

第2層 暗禍色上 (10YR 3 5/3)Ⅲ a層類似
土と責砂で構成。粘土約10%を含み、下位
に焼土粒子 5%分布。

第 3層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層類似土
と黄砂が混在。a層では211で、炭化物・

焼上粒子約 3%を含む。 b層ではほぼ同量

(3a層 上面の層理が火床面)。

第4層  にぶい黄褐色土 (10YR 5/3)黄砂主

体 (約80%)。

第 5～ 8層  暗褐～褐色土 〔袖部〕5a層 (10

YR3 5/4)Ⅲ a層類似土・黄砂 。粘上が1:

2:2の 割合。5b層 (10YR 3/3)は ほぼ同
量。6層 (10YR 7/1)灰 褐色粘上主体。7

層 (10YR 4/3)5b層 に類似するが粘上の

合有がやや多い。8層 (10YR 4/4)粘 土と

黄砂で構成 (3:2)。

aal

〆
＾
Ⅷ
＝

ｈ

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

∞

3

0_________→
――一――――一―ど早

m

-177-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

本址から出土 した遺 /77」 は図示 した 5点のほかに、土師器甕 と須恵器甕の細破片が含まれる。

図示 した 5点 も小破片であることから、 この資料のみで年代を決めるには躊躇せざるをえな

い。 1の資料は覆土最上位から出土 したことと、 ロクロ調整であることから混入遺物 とみら

れる。また 2以下については床面に接 して検出された。本址の時期については、いずれも小

破片からの復元であることと、時期の決め手 となる遺物が皆無であることから判断に苦 しむ

が、本址 と重複関係にある 7号掘立柱建物 l■がおそらく8世紀前半段階に属することから、

この切 り合い関係を根拠 とするならば建物址以前 となる。古墳時代後半の範疇で考えたい。

第20表  37号住居址出土遺物観察表

1
土 師 器

1/Fh

法量 口径(14.6)現存高(3.5)cm 現存率 外部上半以上% 破片数 3点  形態

体部は丸みをもって立ち上がり中位で反りぎみになリロ縁部でさらに外反 日縁端部
は尖りぎみになる 調整 内外両面―横位のナデ 胎土 堅緻 小礫を少量含む 焼

成 良好 色調 灰白色7.5YR8/2 出上位置 覆土最上位+9号配石

土 師 器

外

法量 口径(14.0)現存高(4.1)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は丸みをもって立ち上がり口縁部であずかに外反 器肉は厚手 調整 外面一体部指

頭～ナデ→日縁部ヨコナデ 内面―ナデ 胎土 砂粒 。白色粒子・小礫を含む 焼成

良好 色調 明褐色7 5YR7/2 出上位置 覆上下位

3
土 師 器

甕

法量 口径(15,0)現存高(44)cln 現存率 口縁部/弱 破片数 10点 形態 口縁

部は「く」の字形 調整 外面―縦位のハ打メ→口縁部ヨヨナデ 内面一日縁部ヨコナ

デ 胎土 砂粒 。小礫を多く含む 焼成 良好 色調 獲色7.5YR6/6 出上位置床直

4
土 師 器

甕

法量 底径(10.0)現存高(24)cm 現存率 底部% 破片数 3点 形態 底部は平

底 調整 外面―胴部横位のハケメ→底部ヘラナデ 内面―ヘラナデ 胎土 砂粒・

小礫・石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/3出 土位置 床直

5
土 師 器

密

法量 最大胴径(180)cm 現存率 胴部中位/ 破片数 33点 形態 胴部中位に膨

みをもつ長胴型 調整 外面―縦位のハケメ 内面―ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫・

石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 黄褐色25Y5/3 出上位置 床直 備考 外

面に煤付着

38号住居址 (第 118図、図版52・ 53)

本址はD-5区 に位置し、また周辺は南側調査区のなかでもとくに遺構が集中する区域の

ひとつであることから遺構間の重複関係も多時期にわたっている。本l■ と直接関係するもの

としては39号住居址、 8号集石土坑、14号土坑、それに 4号配石遺構があげられる。遺構間

の切 り合いと出土遺物の検討から新旧関係を整理すると、本址が一番古 く、すべての遺構に

切られている。しかし、切 り合いは部分的であったことから、竪穴の規模・形状を理解する

には差し支えなかった。

住居址のカマドは北東壁のほぼ中央に設けられており、その主軸方位はN-53° 一Eを指す。

プランは平面方形を呈し、規模は長軸 (北西～南東)4.40m、 短軸 (北東～南西)3.65m

を測 り、床面積は約13m2と なる。

住居l■の遺存状態は、竪穴の掘 り込みが比較的深いことから良好といえる。まず壁の高さ

からみると、確認面であるⅢb層下位から約25cmほ どを測 り、Ⅳ層の黄砂についても約20cmほ
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第 1節 竪穴住居址

0                  ?m

49670n A

住居址土層説明

第 1層 黒色土 (10YR 2/1)鍵 層Bに対比。Ⅲa層 に近似の   第 4層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)3c層 に類似するが、黄砂
均質で密な土層。黄砂粒子 1%ほど点在。 (中 。24～ 25〕     約30%を含む。 〔中・ 22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/25)1層 に類似するが責砂が全   第 5層 暗褐色土(10YR 3/4。 35/25)Ⅲ a層類似土と黄砂
体に約 3%分布。最下位では約7%。 〔中・23～ 24〕       がほぼ同量混在。a層では下位に粘上が約15%集積。b層・

第3層  暗褐色土 (10YR 3 5/25。 3/4)Ⅲ a層類似上で構    c層 ではa層 よりも黄砂が少ない。 〔中 ,23～ 25〕

成されるが黄砂を15～ 20%含 む。 a層では粘土粒子を3%   第 6層  褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。 〔弱～中 。22～ 23〕

含む。 b層では下位に約25%ほ ど責砂がみられる。 c層の   第 7層  暗褐色土 (10YR 3/35)責砂とma層類似上で構成
下位に亜円礫 (8,5■ )3%含 む。 〔中・ 23～ 25〕       され、亜塊状に結合。 〔中～強・ 29以上〕

第■8図  38号住居址 %

どを掘 り込んでいる。壁面はほとんど開くことなく、ほぼ垂直に立ち上がっている。

Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、掘 り上げた上を一部もどして貼 り床を形成している。壁際

はあまり良好ではなかったが、全般によく踏み固められ土間状に硬化していた。周溝は、竪

穴の側壁に沿って床面の周縁部に全周している。カマ ドの下まで及んでいることから、床を

整えた後にカマ ドが構築されている。幅は10～ 15cm、 深さは約 8 cmほ どを測 り、断面形はU

字状を呈している。また、床面の精査とともに貼 り床を象Jが して柱穴の検出に努めたが発見

されなかった。本址も無主柱形式の構造と考えられる。

覆土は 6層 に区分される。上位から下位にかけて徐々に黄砂が増している。各層の層界は

不明瞭で漸移的な変化を示しており、区分にあたっては黄砂の合有量 と切度および彩度の変

化に主眼を置いて観察を行った。覆土はⅢa層 に類似した土層で構成されており、いわゆるレ

皿 b

8号集石土坑

□土師器甕
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

ンズ状堆積を示 している。また層の走向や傾斜 も下位にみ られる土層 と対応する状況が看取

されることから本址は自然埋没 と判断される。

カマ ド (第 119図、図版53)

カマ ドは北東壁のliば中央に設けられている。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道

の立ち上 りまで68cm、 両袖部最大幅は約100cmを 測 り、焚 口幅は約40cmほ どであった。また、

カマ ドからの流出と考えられる粘土の分布が、焚 口付近を中心に円弧状に観察される。

袖部からみると、両袖 とも黄褐色粘土と黄砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材によっ

て積まれている。 この用材は奥壁にも塗 り込まれ、周囲の壁の整形 とともにカマ ドの輪郭が

形づ くられている。また袖部の主体 となる粘土は、その中心に置かれていることから心材 と

しての役割を果たしているものと考えられる。燃焼部はカマ ドの主軸に沿 って形づ くられて

お り、やや縦長の印象を受ける。煙道部については、すでに痕跡は留めていないが、奥壁部

分に粘上が塗 り込まれていたことから、煙道の立ち上 りは緩やかな傾斜になっていたものと

|∞

カマド土層説粥

第 1層 暗褐色土 (10YR 2 5/3・ 3/4)Ⅲ a

層類似土と黄砂で構成。a層では4,1の割
合で粘土粒子を3%含み、b層では3:1で
粘土は約 7%、 c層では3:1で粘土は5%。

第 2層  黒褐色土 (10YR 2/25)ma層 類似
土主体。亜塊状黄砂を15%ほ ど含む。

第 3層 黒褐色土 (10YR 3/25)2層 とほぼ

同じ構成をとるが、粘上が7%集積。
第 4層 暗褐色土 (10YR 3/45)〔天丼部崩
落〕Ⅲa層類似土・黄砂・亜塊状の黄褐色粘
上で構成 (21112)。

第 5層  暗褐色土 (7 5YR3/3)4層 とほぼ

同じ構成をとるが、被熱赤変。一部焼土塊。
第 6層 暗褐色土 (10YR 3/4)〔天丼部内壁
崩落〕Ⅲa層類似土・黄砂・責褐色粘土より
構成。炭化物 5%、 焼土塊 7%混在。

第7層  褐色土 (10YR 4/3)被熱赤変した粘
土と黄砂主体 (奥壁塗 り込み崩落)。

第 8層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2/2・ 3/4・

25/25・ 4/3)a層 はⅢa層類似土と黄砂。
炭化物・焼土粒子約 7%。 b層 は責砂主体。
c層 はa層 と同じ構成。d層 はⅢa層類似土
主体。 e層は黄砂主体。 f層 は黄砂。

第 9～ 11層  暗褐～褐色～黄褐色土 〔袖部〕
9層 (10YR 3/35。 3/3)Ⅲ a層類u土 と
褐色粘上で構成。10層 (10YR 4/5)黄 褐色
粘土主体。■層 (10YR 4/4)粘 土と黄砂で

構成。

___=ィ
ン

カマド用材分布

1中

49670Ю _J

第119図  38号住居址カマド%
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第 1節 竪穴住居址

考えられる。また火床面では、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられている。天丼部

は遺存 していなかったが、カマ ド燃焼部内の覆土の観察から 4層 から6層 までがその崩落土

と考えられ、責褐色粘上を主体 とした袖部 と同様の用材で形成されている。 6層 については

焼土化が著 しいことから天丼部の内壁を構成していたものと考えられる。また下位の 6層 と

火床面 との間には間層がみられないことから、カマ ドは住居の廃絶後、比較的短時 日の うち

に崩落 したものと推定される。

掘 り方については、ここでもカマドの部分だけがほぼ正確に掘 り下げられている。壁外ヘ

は及んでおらず、燃焼部分と袖部となる両脇にのみ掘 り込みがみられる。また奥壁寄 りには

小ピットが穿たれている。径30cm、 深さ10cmほ どの円形のビットである。やや大きいが燃焼

部の中心にあたることから支脚の埋設用に利用された可能性が高い。

出土遺物 (第 120図 )

本址から出土した遺物は図示した 4点のほかに、土師器甕の細破片が覆土最上位から10点

ほどを出土している。図示した遺物はいずれもカマド内から検出され、そのうち 1・ 3・ 4

は6層 と火床面との間から出上しており、いわゆる層中の分布を示している。また 2の壷は

右袖内からの出上である。なお、3・ 4については甕として掲載したが、甑の可能性もある。

出土遺物から本l■の時期について触れるならば、 1の須恵器不が有効と考える。全体的に矮

小化の傾向が指摘でき、また扁平な印象も受ける。陶邑古窯址群との対比において示せば、

TK43型式段階に相当するものと考えられ、年代観は大略 6世紀後半頃に求められよう。

0                                           20un

第120図  38号住居址出土遺物 %
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第30表  38号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

ネ

法量 口径(102)底径(3.5)器高(3.9)cln 現存率 口縁部% 体部% 底部%弱
破片数 5点 形態 受部立ち上がりはやや長く端部は丸く収め受部先端も丸く収め
る 底部は上位に明瞭な稜を巡らし小さな平坦面をつくる 調整 底部外面一回転へ

ラケズリ→上位ロクロ調整ナデ 内面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒を少量含む
焼成 良好 色調 灰色7.5Y6/1～ 5/1 出上位置 カマド火床面+39号住+11号土坑

2
須 恵 器

笠

法量 日径(10,4)現存高(20)cm 現存率 日縁部%強 破片数 1点 形態 日縁
部は外傾して開き口端部内面に稜をもつ 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂
粒 。白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y5/1 出上位置 右袖

3
土 師 器

甕

法量 口径(20.2)現存高(55)cln 現存率 口縁部%弱 破片数 4点 形態 口縁
部に最大径をもつ 口縁部は短く外反 調整 外面―胴部ハケメ→口縁部ヨヨナデ

内面―ナデ 胎土 砂粒・φ lmm大 の礫・石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 灰色
～黄灰色25Y8/2～6/1 出土位置 カマド中位・カマド最上位

4
土 師 器

甕

法量 回径(20.5)現存高(194)cm 現存率 口縁部/ 胴部小片 破片数 19点
形態 胴部は長く底部に向って緩やかにすばまる 3と 同一個体の可能性大 調整

外面一胴部縦位のハケメ～ナデ→口縁部ヨコナデ 内面一横位のナデ 胎土 砂粒 。

φ lmm大 の礫・石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR6/6～ 灰黄色25Y6/2
出土位置 カマド下位+43号住 備考 3・ 4は甑の可能性もある

39号住居址 (第 121図、図版52・ 54)

本址はD-5区 に位置し、南側調査区の遺構密集区にありながらも壊されたところは少な

く、わずかに竪穴の北西コーナー部分だけが11号土坑との重複によって失われている。

住居址のカマドは東壁のほば中央に設けられており、その主軸方位はN-86° 一Eを指し、

ほぼ東西方向を示す。プランは平面方形を呈し、規模は長軸 (東～西)4.25～ 4.37m、 短軸

(南～北)3.70mを測 り、床面積は約11.5m2と なる。

竪穴の遺存状態をみると、壁の高さは確認面であるⅢb層下位から約15cmを測 り、Ⅳ層の責

砂を10cmほ ど掘 り込んで、やや開きぎみに立ち上がっている。Ⅳ層中に掘 り込まれた床面は、

掘 り上げた上を一部もどして貼 り床を形成しているが、壁際までは及んでいない。貼 り床は

薄いものの、全体によく踏み固められており、竪穴の中央からカマドの焚口付近にかけては

とくに顕著であった。床面の精査とともに柱穴や周溝についても検出に努めたが、確認され

なかった。柱穴は、先の38号住居址と同様に竪穴内に主柱をもたない、いわゆる無主柱形式

の構造と考えられる。

覆土は 5層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 下位 (3層 ～ 5層 )に大別される。

上位ではほとんど黄砂はみられないが、下位では黄砂が分布している。その界面にあたる 3

層上面はやや硬化しており、これを境に層相が異なっている。また、この層界付近には遺物

が点在している。上位と下位ではやや異なるものの、それぞれの層界は不明瞭で漸移的な変

化を示しており、また層の走向や傾斜の観察、さらに含有物の検討から、双方とも自然埋没

と考えられる。こうした状態の覆上の堆積過程については十分な検証方法をもたないが、上

位と下位の堆積過程には若千の時間差が感じとれる。カマ ドの右袖を中心に検出された土器
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住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)Ⅲ a層類似土を主体として   第4層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質はⅢa層 類似上で構成。

構成。均質に黄砂 (30～ 20)が 3%分布。 〔中 。23～ 24〕    炭化物・粘土粒子 。焼土粒子を約 5%含む。〔中・23～ 24〕

第2層  黒褐色土(10YR 2/2・ 2/25)Ⅲ a層 に近値の上層で   第5層 暗褐色土 (10YR 3/35。 3/4)責砂を主体とする。

構成。全体に均質。 a層の上位に跛化物点在。 b層 には下    a層 では約60%、 b層では約80%と なる。ma層類似上が各々

位に亜円礫(5,3～ 2)3%分布。c層 は粘性が強く、もっ    に20～30%ほ ど分布。 〔中～強 。23～ 24〕

とも密。 〔中～強 。23～ 25〕                第6層  暗褐色土 (7 5YR 3/35)貼 り床c亜塊状の黄砂お

第3層 暗褐色土(10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(2:    よびⅢaな いしⅢb層 の類似上で構成。 〔中～強・ 29以上〕

1)。 中央上面がやや硬化。 〔中・ 23～ 26〕

第121図  39号住居址 %

や礫も、上述の上位と下位の層界付近に位置しており、その出土状態にはある種の人為的な

影響が看取される。

カマ ド (第 122図、図版54)

カマ ドは東壁のほぼ中央に設けられている。また本址のほかに、南側調査区内で東壁にカ

マ ドを有するものとしては42号および43号 の各住居址があげられる。43号住については明確

な伴出遺物がないことから断言できないが、主軸を東西方向にとる本址および42号住の遺物

をみる限りでは 8世紀前半から後半頃までの間に収まり、主軸方位は集落構成を考えるうえ

での、ある程度の手がか りになるものといえよう。

―-183-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

▼

00
、_ィィ/「

心 材分布
∞ |

カマド土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3・ 25/2)Ш a層類似上で構成。
a層では炭化物 2%、 焼± 1%が点在。 b層 には約 7%の
粘上が分布し、c層 では10～15%と なる。

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/2・ 2/2)la層 に類似するが、

粘土と黄砂が混じる。 a層では粘土約3%、 黄砂 5%ほど

合み、b層 では粘±5%、 黄砂 3%分布。

第3層 暗褐色土 (10YR 3/35。 25/3)a層はma層額似

土・黄砂・粘土が混在。 b層下位には亜塊状粘土約15%集
積し、焼土粒子約 7%分布。

第4層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ha層類似上で構成。上位端

部を中心に焼土粒子 5%、 粘土粒子7%、 炭化物 1%分布。

第5層  暗褐色土 (10YR 3 5/35)Ⅲ a層類似土と黄砂で構
成 (3:1)。 下位に粘土粒子 2%、 炭化物 1%を含む。

第6層  暗褐～褐色土 (10YR 4/3・ 35/3)〔天丼部崩落〕
亜塊状の黄褐色粘土 。Ⅲa層類似土・責砂で構成。a層では

2:1:1の 著」合で、b層では3:1:2と なる。またb層下位

寸

0                   1m

は被熱で赤変しており、焼土塊が分布。内壁か。

第7層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ш a層類似上で構成。上位

に焼土粒子・炭化物が点在。

第8層 暗褐色土 (10YR 3/4・ 3/25)Ⅲ a層類似上で構成。

a層の上位に焼土粒子 7%、 粘土粒子2%、 皮化物 3%が
分布。b層は均質で密なⅢa層類似上で、一部塊状を呈する。

第 9層 褐色土(10YR 4/3)粘 土と黄砂によって構成される

奥壁塗り込み。被熱によって赤変。

第10～ 14層  暗褐～褐～黄褐色土〔袖部〕10層 (10YR 3/35。

3/25)Ⅲ a層類似土 。黄砂・黄褐色粘土が混在ca層では

3:■ 2、 b層では2:1:2の害J合。■層 (10YR 5 5/65)
責褐色粘主主体。12層 (10YR 3/4)黄砂と粘上が 2:1の
割合で混在。13層 (10YR 4/3)黄砂と粘土は 1:2。 14層

(10YR 3/45。 4/6)黄砂主体。a層では約20%の 粘上が混

在し、b層では25～30%ほ ど。

第122図  39号住居址ヵマド%

最終的に検出された範囲は、焚 日から煙道の立ち上が りまで70cm、 両袖部最大幅は約125cm

を測 り、焚 口幅は約50cmほ どであった。またカマ ドの周辺には、カマ ド本体か らの流出と考
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えられる粘土の分布が広範囲に観察されたが、とくに右袖側への流出が顕著であった。

構造面からみると、袖部は両袖とも黄褐色粘土と黄砂を主体とした用材で積まれている。

この用材は奥壁にも塗 り込まれ、周囲の壁の整形とともにカマドの輪郭が形づくられている。

燃焼部分は方形状に形づ くられており、煙道へは緩やかな立ち上が りとなっている。また火

床部分では、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられている。天丼部は遺存していなかっ

たが、カマド燃焼部内の覆上の観察から6層 がその崩落土と考えられ、袖部と同一の黄褐色

粘土が主体となっている。

掘 り方については、壁外へはほとんど掘 り込まれていない。床面ではカマドの燃焼部分と

その両協の部分だけがほぼ正確に掘 り下げられている。燃焼部ではほぼ円形を呈するが、袖

部の基礎となる両脇の掘 り方は双方異なっている。

出土遺物 (第 123図、図版152・ 153)

本址から出土した遺物は図示した 9点のほかに、須恵器および土師器甕の小破片、それに

灰釉娩の破片が小量含まれるが、灰釉婉については混入遺物とみられる。

遺物の出土状態をみると、すでに述べたようにカマドの右袖周辺を中心に検出されており、

層位的には上位と下位の層界付近に、いわゆる面上の分布を示している。図示した 6の須恵

器甕はその出土状態を顕著に示しており、幾つもの破片をカマドの上部に敷設したことが指

摘されよう。

ここで図示した土器類について触れておくと、須恵器杯類は有台外のものが主体を占める

と思われるが、大形品はみられない。また口径による多様な分化は減少する傾向を示すが、

器高による高低二者の分化はより明瞭になっている。さらに界の底部に回転糸切 り痕をその

まま残すものが共伴しており、この技法の定着時期には注意を要する。蓋類は口径による大

小の法量分化が認められる。形態的には口縁部を「 く」の字状に折 り返しており、やや器高

の高いものも含まれている。また天丼部の形態で扁平のものはみられない。つまみは扁平で

端部が外に張 り出す形態のほかに、いわゆる宝珠形のものも出上している。須恵器甕は外傾

的に立ち上がり、上方で強 く外反する口縁部状態を特徴としており、端部で鋭角的な面を作

りだしている。胴部では張 りの強い肩部を形成している。10については甕として掲載したが

甑の可能性もある。

以上みてきた遺物の特徴から本址の時期について示せば、猿投窯編年での岩崎25号窯式か

ら鳴海32号窯式の段階に相当するものと考えられ、年代観は大略 8世紀中葉から後半頃に求

められるものと推定されよう。
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0         1         29cm

―
第123図  39号住居址出土遺物 %

第31表  39号住居址出土遺物観察表

1
須 恵 器

高台付外

法量 口径(9.9)底径(7.8)器 高(21)cm 現存率 底部%弱 体部以上〃 破片数
6点 形態 底部は平底で断面長方形で強く張り出した高台を付ける 体部は腰部で
強く折れ斜上方にのび日縁部でやや立ちぎみとなり端部は尖る 調整 底部外面一回
転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 竪級
砂粒 。白色微粒子をやや多く含みザラつく 焼成 良好 色調 灰色7.5Y6/1 出土
位置 左袖上面十床直

須 恵 器

芥

法量 日径(13.1)底 径7.0 器高4.4cm 現存率 底部完形 体部以上%弱 破片数
8点 形態 平底の底部から体部で腰部を作り斜上方に外傾し立ち上がり端部でわず
かに外反 口縁部は若干肥厚してわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切り 内外
両面―ロクロ調整 胎土 砂粒が多く白色粒子・小礫をやや多く含みザラつく 焼成
良好 色調 灰色7.5Y6/1 出上位置 右袖上面
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須 恵 器

蓋

法量 つまみ径30 日径(130)器高(3.0)cln 現存率 つまみ部完形 天丼部以下

/ 破片数 3点 形態 つまみは扁平なボタン状で天丼部は九みをもつ 口縁部は

強く屈折してやや内側をむき端部を軽くつまみ出し丸く収める 調整 天丼部外面―

%弱回転ヘラケズリ→軽いナデ調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・ 白

色粒子をやや多く含む φ4mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 にがい赤褐色 5 YR

5/3 出上位置 左袖上面 備考 内外両面に重ね焼き痕      _

須 恵 器

蓋

法量 口径(13.4)現存高(1.7)cm 現存率 口縁部%破 片数 1点 形態 口縁部

は屈曲し端部は丸く収める 調整 天丼部外面一%回転ヘラケズリ 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 PB4/1

出土位置 覆上下位

5
須 恵 器

蓋

法量 つまみ径30 口径183 器高5 4cm 現存率 ほぼ完形 日縁部の一部欠損

破片数 4点 形態 つまみは宝珠状で天丼部は丸みをもつ 中位以下は
「

クロロを

残しながら広がリロ縁部で強く屈曲し内傾する 日縁端部は九く収める 調整 天丼

部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を多く合

みザラつく φ5～ 7 mm大 の礫が点在 焼成 良好 色調 オリーブ黒色7.5Y3/2 出
上位置 右袖脇十カマド前 備考 内面に鉄分付着 内外両面に自然釉が掛かり重ね

焼き痕が残る

6
須 恵 器

甕

法量 口径(26.5)現 存高(157)cln 現存率 顕部以上χ 胴肩部小片 破片数 18

点 形態 口頸部はあまり高くなく強く外傾する 日縁端部は上下につまみ出す 調

整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色

調 外面―黒褐色25Y3/2 内面―灰色10Y5/1 出上位置 左袖上面+カ マド上位・

中位・下位・右袖脇十覆土最下位 備考 外面に自然釉が掛かる(暗灰黄色25Y4/2)

7
須 恵 器

甕

破片数 1点
白色粒子を含む

整

成
調
焼

現存率 胴肩部付近小片

文 胎土 堅緻 砂粒・

置 左袖上面

外面―平行叩き目文 内面―青海波

良好 色調 灰白色N7/1Bl 出上位

須 恵 器

甕

鍵
賊

現存率 胴部下半小片 破片数 1点
胎土 堅緻 砂粒・白色微粒子を含む

置 覆土下位

外面―平行叩き目文 内面一青海波文

良好 色調 緑灰色10GY5/1 出土位

須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数 1点 調整 外面―平行叩き目文 内面―ナデ 胎

土 堅緻 砂粒・白色微粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色N7パB)出 上位置 床直

土 師 器

甕

法量 日径(20.5)現 存高(11.4)clH 現存率 胴部上半以上% 破片数 16点 形態

口縁部は短く外反し胴部は底部に向かって緩やかにすばまる  最大径を日縁にもつ

調整 外面―胴部縦位のハケメ→日縁部ヨコナデ 内面―磨耗により不明瞭ながら横

位のハケメが若千認められる 胎土 砂粒 。φ l mm大 の礫を多く含む 焼成 良好 色

調 橙色7.5YR7/6 出上位置 覆土最下位 備考 甑の可能性もある

40号住居址 (第 124図、図版55)

本址はD-4・ 5区に位置する。周辺は南側調査区のなかでもとくに遺構群の密集する地

区であるが、偶然にも12号掘立柱建物との重複だけで免れている。

住居址のカマドは北壁のほぼ中央に設けられており、その主軸方位は真北を指す。プラン

は平面方形を呈し、規模は長軸 (南～北)2.35m、 短軸 (東～西)2.27mを測る。床面積は

約3.8ド を測 り、遺跡内では最小規模の竪穴 となっている。あまりにも小形化が著しいため、

居住施設とみるよりは厨房機能を中心とした印象が強い。

住居址の遺存状態は、竪穴の掘 り込みが比較的深かったことから全体的には確 りしている。

まず壁の高さからみると、確認面であるⅢb層下位から約24cmを 測 り、Ⅳ層の黄砂についても

約20cmほ どを掘 り込んでいる。また壁面は、あまり開くことなく立ち上がっている。Ⅳ層中
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|
住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅲ b層に近値
の上層で構成される。上位に炭化物 1%点
在。 〔中・25～ 26〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/25)1層 に類似
し、層界は不切瞭波状。団粒状の黒褐色土
ブロック(10YR 2/2)を全体に約 2%合む。
〔中 。23～ 24〕

第3層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層 ないし
Ⅲb層 類似土と黄砂で構成(3:2)。 〔弱～

中・ 25～ 26〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3 5/35,3/4)3
層に類似するが、より黄砂の合有量を増す。
a層では2:1で、下位を中心に炭化物 2%、

焼土粒子3%と カマド用材約 7%分布。b

層では4,3の割合。 〔中～弱 ,25～ 26〕

第5層  褐色土(10YR 4/35)黄 砂主体。〔中
～弱・ 24～ 25〕

亀

◎  紗SG

9                    2m

第124図  40号住居址 %

に掘 り込まれた床面は、いわゆる直床式の構造をとっている。全体によく均され凹凸はほと

んどみられなかったが、あまり踏み固められておらず軟弱な印象を受ける。柱穴は竪穴内か

らは検出されず、いわゆる主柱をもたない無主柱形式の構造をとっていたものと思われる。

覆土は 5層 に区分される。上位から下位までは、ma層 ないしはⅢb層 を基質としており、

下位ほど黄砂の割合が高くなっている。堆積状態は典型的なレンズ状堆積を示しており、層

の走向や傾斜とも下位の土層によく対応している。自然埋没と判断されよう。

カマ ド (第 125図、図版56)

カマドは北壁のほぼ中央に設けられており、袖部を中心に比較的良好な遺存状態を示すと

ともに、非常に丁寧な作 りであるという印象を受ける。最終的に検出された範囲は、焚 口か

ら煙道の立ち上がりまで90cm、 両袖部最大幅は100cmを測 り、焚 口幅は約25cmほ どであった。

ここではカマドの遺存状態が良好であったことから、構築順に説明することにする。第125

図の掘 り方図にあるように、壁外へは煙道部分だけが円弧状に掘 り込まれている。併せて床

面にもカマドの本体部分だけが掘 り下げられているが、通常、燃焼部分と袖部は別々に掘 り

込まれる場合が多いが本例ではほば一体となって形成されている。こうした基礎工程を経て、

掘 り上げた土を一部もどして火床面と煙道部が整えられ、そして袖部が積まれている。袖部

の奥壁寄 りには河原石を心材 として転用しており、その周囲に黒褐色土と黄砂の混合土を積

んで袖部の形が整えられている。また奥壁部分にも同質の用材が塗 り込まれ、続いて周囲の

壁の形が整えられている。天丼部については、覆上の観察から袖部と同質の用材が用いられ
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齊

0                  1m

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層ないしШb層 に類似   第 7層 黒色土 (10YR 2/1)炭 化物と焼上が混在する火床面。

した土層。全体に炭化物が1～ 2%点在。b層 ～d層 は徐  々  第 8層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅲ a層類似土主体 (60%)。

に責砂を増す。                       第 9層  暗褐色土 (10YR 3/3)黄砂主体 (60%)。

第2層  暗褐色土 (10YR 3 5/35)〔 天丼部崩落〕Ⅲa層 な   第10層  黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土主体 (80%)

いしⅢb層 と黄砂によって構成(3:2)。 下位は被熱によっ   第■層 褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (80%)。

て黒化。                         第12～ 16層 黒褐～暗褐～褐色上〔袖部〕皿a層類似土と責砂

第3層 暗禍色土(10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(4:    で構成。12層 (10YR 3/2)Ⅲ a層類似土主体 (約70%)で、

1)。                            黄砂80%。 13層 (10YR 2 5/2・ 2/2)塊状のⅢa層類似土

第 4層  褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (約60%)。         で構成。14層 (10YR 3/4)Ⅲ a層類似土と黄砂が各々はば

第5層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似上で構成。黄    同量入り混じる。15層 (10YR 4/3)黄 砂主体 (60%強 )。

砂は約 3%ほ どが分布。                    16層 (10YR 3 5/3)ma層 類似土と黄砂がほぼ同量混在。

第6層 暗褐色土 (10YR 3/35。 35/4)Ⅲ b層類似土と黄    一部亜塊状を呈する。

砂で構成。 a層では8:2の 割合、b層 は2:1。 上位に灰   第17層  暗褐色土 (10YR 3 5/3)被熱によって赤化ないし黒

化物約 5%含む。                      化したⅢa層類似土と黄砂で構成 (3:2)。 奥壁塗 り込み

第125図 40号住居址カマド%

ている2層から4層 が該当すると思われるが、粘上の使用が皆無のために判然としない。ま

た、カマ ドのほば中央には両袖部の芯材に架るように礫が渡されており、その下面は被熱 し

変色していたことから天丼部の架構用材 として間違いないものと考える。また、これとは別

に人頭大の礫が焚 口部を覆 うようにまとまって検出されているが、規模・量から天丼部の架

構用材 とは考え難 く、焼けた痕跡もみられない。カマドの機能停止後に置かれた可能性がき

わめて高い。カマドの廃絶時における祭祀的な行為を考えざるをえない。

ぃヽ―

」

十
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出土遺物 (第 126図 )

本址から出上した遺物は、図示 した 5点のほかに須恵器甕が 2点ほどあるが、いずれも小

破片である。また覆土最上位からの出上であ り、それらをもって本址の時期を決めるには躊

躇せざるをえない。 したがって遺物からは判断 しかねるが、周辺 との関連を考えると、 7号

掘立柱建物址群 との配置関係において、南北方向に主軸方位をとるとい う点で共通 している。

限界はあるものの両者の対応関係には注意を要する。

9                    29cln

第126図 40号住居址出土遺物 %

第32表 40号住居址出土遺物観察表

1
灰釉陶器

境

法量 口径(197)現存高(35)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 体部は
ロクロロを残し直線的に外傾 し口縁部まで立ち上がる 口縁部は内面が肥厚し端部は
やや水平になる 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・石英粒を含
む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出土位置 カマ ド最上位 備考 内面に釉が
散る

2
須 恵 器

変

現存率 胴部下半小片 破片数 1点 調整 外面―平行叩き目文 内面一同心円叩
き目文 胎土 堅級精良 焼成 良好 色調 外面―暗緑灰色7.5GY3/1内 面一N4/1Bl
断面―にがい赤褐色75R4/3 出上位置 カマド最上位 備考 外面に自然釉が掛か
る(灰オリーブ色75Y6/2)

3
須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数  1点  調整 外面―平行叩き目文→部分的にナデ
内面―同心円叩き目文 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む φ7mm大 の礫を含む 色
調 外面―明梶色7 5YR5/6 内面―灰褐色7 5YR5/2 出上位置 左袖脇

4
土 師 器

甕

法量 口径(127)現存高(57)cm 現存率 口縁部% 破片数 5点 形態 口縁部
は「コ」の字形 調整 外面―胴部横位のハケメ→口縁部ヨヨナデ 内面―横位のヘラ
ナデ 胎土 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄褐色10YR5/3
出上位置 カマド最上位 備考 内外両面に煤付着

5
土 師 器

甕

法量 底径(3.5)現存高(81)cm 現存率 胴部下半% 破片数
は小さくやや丸底に近い 胴部は丸みをもって立ち上がる 調整
メ 内面―横位のヘラナデ 胎土 砂粒・ 小礫をやや多 く含む
にがい黄褐色10YR5/3 出上位置 カマ ド最上位+41号住 備考
と同一個体の可能性大

10点 形態 底部

外面―縦位のハケ

焼成 良好 色調

内面に煤付着 4
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第 1節 竪穴住居址

41号住居址 (第 127図、図版56)

本址はF-5区 に位置するが、周辺は中世を中心 とする竪穴状遺構や配石遺構が集中する

地区であったことか ら、竪穴は随所で切断されている。 したがって確認できた範囲は、全体

の 1/3ほ どと考えられ、決 して良好な状態 とはいえない。規模や形状についても同様に推定

の域をでないが、東壁側のカマ ドがその中央に設けられているものと仮定するならば、プラ

ンは平面方形を呈す る一辺がおおよそ4.5m前 後の規模が推定できよう。また主軸方位はN―

85° 一 Eを指 し、ほば東西方向を示す。

竪穴の遺存部分について多少触れてお くと、壁は南側でわずかに検出され、高さは確認面

であるⅢb層下位から約10cmを測 り、開きぎみに立ち上 っている。床面はⅣ層の黄砂に掘 り込

ヤ・    →
8号配石

14号 竪穴

9号配 石

%口石

.表Tが

面遺存範＼＼、
、く＼
＼

2m

住居址土層説明

第 1層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ a層 ないしⅢb層類似土と

黄砂によって構成 (2:1)。 それぞれの塊状・亜塊状のブ
ロックを約 7%含む。 〔中 。22～ 23〕

第2層 暗褐色土 (10YR 3 5/3・ 3/25)1層 に類似するが、

塊状・亜塊状ブロックが多くなる。 a層ではブロックが約

15%は どみられ、灰化物を約 3%含む。 b層 は約10%ほ ど

で黄砂の薄層がみられる。 c層 はa層 とほぼ同じ構成であ

るが、炭化物が5%ほ ど集積し、黄砂の薄層も見られる。

第127図  41号住居址 %

ヒエ11ノ
ヤ颯

〔中～弱 。22～ 24〕

第 3層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土主体。不連

続で異斜方向に走る責砂と黒褐色上の薄層が互層をなす。

〔中 。23～ 24〕

第 4層 暗褐色土 (10YR 3 5/35)Ⅲ a層 ないしⅢb層 と黄

砂が混在。それぞれが塊状ないし亜塊状を呈し、約25%分

布する。下位から中位にかけて炭化物が 3～ 7%はど集積

する部分がある。 〔中・ 24～ 25〕
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まれた、いわゆる直床式の構造である。検出された範囲内では比較的よく踏み固められ凹凸

はほとんどみ られない。床面のみをみる限 りにおいては良好な状態 といえる。周溝および柱

穴については、竪穴の遺存部分からは確認できなかった。

覆土は 4層に区分 される。竪穴本来の覆土からすれば下位にあたるものと考えられる。そ

れぞれには、黄砂 ブロックやラミナなどが観察され、人為的な影響を受けていると考えられ

るが、また後世の攪乱 もかなり及んでいると思われる。覆上の堆積が良好でないために十分

な検討はできなかった。

カマ ド (第 128図、図版56)

東壁に設けられているカマ ドは、竪穴同様遺存状態はきわめて悪いものであったが、それ

でも袖部の一部 と掘 り方を確認することができた。最終的に検出された範囲は、第128図 に示

す ように袖部のあずかな痕跡 と掘 り方から推測するしかない。

袖部は、両袖とも黄橙色粘土を主体とする用材で積まれていることが判明した。わずかに

5 cmほ どの高さではあったが、明瞭に捉えることができた。燃焼部はカマ ドの主軸に沿って

形づ くられているものと考えられる。燃焼部内の覆上の観察から、 3層・ 4層が袖部と同様

の用材で形成されていることから天丼部が崩落したものと考えられる。また 4層 と火床面と

の間には間層を挟まないことから竪穴の廃絶後、比較的短時日に崩落したものと思われる。

火床面では、掘 り上げた土を一部もどして皿状に整えられている。

|∞ |∞    _T 掘 り方については、ここでもカマ

ドの部分だけがほば正確に掘 り下げ

られていたと思われる。燃焼部分を

中心に長円形を呈するものと推定さ

れ、その両脇にも同様の掘 り込みが

設けられている。ここに粘土が積ま

れてお り、後に袖部となるところで

ある。

Ａ
一

第4層 褐色土 (10YR 4 5/35)〔天丼部内壁崩落〕構成は

3層 と同じであるが、ma層類似土が 5害」はどを占める。下

位には焼土塊や灰化物の集積する部分がみられる。

第5層 浅黄橙色土 (10YR 8/5)浅黄橙色粘主主体 (90%)。

第6層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)ma層 類似土と黄砂が 2:

1の割合で混在。 b層 には塊状の黄砂ブロックを含む。

第7層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土主体。下位
に黄砂約25%。

第128図  41号住居址カマ ド %

_/食 垂 多 ノ

1曖   
カマド用材分布

…

        Im

カマド土層説粥

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土主体。下位を

中心に粘土約10%分布。

第 2層 暗褐色土(10YR 2 5/35,3/35)Ha層 類似土と黄
砂で構成される。a層 は2:1の割合で、粘上を約15%含む。
b層 は 1:1、 粘土は約20%ほ どである。

第3層  褐～にがい責褐色土 (10YR 4/3・ 5/3)〔天丼部崩
落〕Шa層類似土・黄砂・粘土が混在して構成 (3:2:1)。
a層は粘土の集積部分。
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第1節 竪穴住居址

出上遣物 (第 129図、図版153)

本址から出上した遺物は図示した 3点のほかに、叩石が 1点検出されている。 1の上師器

甕は床面を中心に層中の分布を示して散在していたが、接合および復元によってはば全体の

器形が捉えられた。いわゆる長胴形態の甕である。 2の甕はカマ ドの火束面から検出され、

これは胴張 り形態と思われる。 3は鉄製の鋏である。床面遺存範囲内から出土してお り、本

l■ に伴 う遺物と考えられる。相対する2枚の刃をかむようにす り合わせており、中央で重ね

ている。本址に伴 うものであるならばきわめてめずらしい資料となろう。また、叩石も床面

から検出されており、図示できなかったが棒状の自然石をそのまま利用し、上端および下端

部に敲打痕が認められる。本址の時期については、出上した資料のみで年代を決めるには躊

躇せざるをえないが、土師器甕の二者のあり方を重視するならば古墳時代後半まで遡ること

はないものと考えられる。また南側調査区内における主軸方位 との関連でみるならば、 8世

紀全般の傾向として指摘することも可能といえよう。その場合、近接している掘立柱建物と

の関連から8世紀中葉以後が推定される。

性_____一――+―――――一――聟Cm(/)

第129図 41号住居址出土遺物 %,/

第33表  41号住居址出土遺物観察表

法量 口径143 現存高(280)cm 現存率 口縁部%強  胴部上半% 胴部下半%
破片数  35点  形態  日縁部は「コ」の字形に近く胴部は中位に最大径をもつ長胴形

調整 外面―胴部縦位のハケメ(部分的斜位のハケメ)日縁部下半斜位のハケメ→上

半ヨヨナデ 内面一日縁部横位のハケメ→胴部横位のヘラナデ 胎土 砂粒 。小礫を

やや多く含む 焼成 良好 色調 にぶい黄橙色10YR7/2 出上位置 覆土中位・下

位十床直 備考 胴部内面に煤付着 下半にタール状付着物

土 師 器

甕
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土 師 器

甕

法量 現存高(16.9)cm 現存率 胴部下半/ 破片数 33点 形態 やや安定を欠く
丸底ぎみの底部から丸みをもって立ち上がる 胴部は中位に膨 らみをもつ 調整 外
面一斜位のハケメ→下端横位のハケメ 内面―ナデ 胎土 φl～ 3 mm大の礫を多く含
む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/4 出上位置 カマド火床面 備考 内
面は二次的被熱のため明褐色に変色

鉄 製 鋏

法量 長さ7.5 刃部長2.4cln 現存率 完形

をかむようにす り合わせ中央で重ねている
ていた可能性もある 出上位置 床直

重量 8.Og 形態 相対する2枚の刃

握り手の端部は尖っており柄が装着され

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

42号住居址 (第 130図、図版57・ 58)

本址はD-2区 に位置する。本l■L周辺は、遺構の確認面であるШb層がきわめて悪い状態で

49690m ユエ

第130図 42号住居l■ %
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第 1節 竪穴住居址

あったことと、本l■ 自体が柱穴以外でⅣ層の黄砂まで達 していなかったことから竪穴のプラ

ン確認 も思 うように運ばず、また遺構 自体 も攪乱によってかなり欠損していた。 しかし、カ

マ ドおよび竪穴の掘 り方がほぼ遺存 していたことから、住居の規模・ 形状を理解するにはそ

れほど差 し支えなかった。なお、6号溝状遺構および 1号柱穴列 と重複関係にあるが、新 しい

方から 6号溝、本址、そして 1号柱穴列の順 となる。

住居址のカマ ドは東壁のほぼ中央に設けられてお り、その主軸方位はN-97° ― Eを指 し、

ほぼ東西方向を示す。 プランは平面方形を呈するが、西辺側がやや短いためか全体に歪んで

いる。規模は長軸 (南～北)4.65～ 5。 10m、 短軸 (東～西)4.40mを測 り、床面積は約20m2

ほどと推定される。

竪穴の遺存状態については、検出された範囲内でみると、壁はカマ ドの置かれた東壁側で

一部確認 されたが、それ以外はほとんど遺存 しておらず、掘 り方の検出によって全体の形状

が判明している。床面は、カマ ドの焚 口付近および竪穴の中央から南側にかけて確認され、

Ⅲb層 とⅣ層の層界付近に、いわゆる貼 り床を構築 している。多少の凹凸はみられるものの検

出された範囲内ではよく踏み固められてお り、貼 り床のみをみる限 りでは良好なつ くりとい

える。柱穴は主柱 4本 (Pl～ P4)を方形に配置する形式をとってお り、それぞれが竪穴の

各隅を結ぶ対角線上に位置するが、竪穴の西辺がやや短いことから西側の P3C P4間 はやや

寄っている。また、これらの柱穴土層断面からは、柱を抜いた痕 とみられる抜 き取 り穴の痕

跡が認められた。

カマ ド (第 131図、図版57・ 58)

カマ ドは東壁の1/aば 中央に設けられている。袖部に礫を多用してお り、非常に堅固な作 り

であるとい う印象を受ける。また、カマ ド本体が壁外に大きくでていることも、 このカマ ド

の特徴 といえよう。最終的に検出された範囲は、焚 口から煙道の立ち上が りまで84cm、 両袖

部最大幅は約60cmを 測 り、焚 口幅は約30cmほ どとなる。

まず袖部からみると、両袖 とも河原石を心材に多用してお り、礫は左右対称に配置されて

いる。これに褐白色粘土 と黄砂、それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材で覆い、壁の整形 と

ともにカマ ドの輪郭が形づ くられている。天丼部はすでに崩れていたが、覆土の観察から袖

部 と同様の土層である 5層 が崩落部分と推定される。 ここでは礫は転用されていなかった。

住居址土層説甥

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)基 質はma層類似土と黄

砂で構成 (3:1)。 炭化物を約 3%含む。

第2層  黒褐～暗褐色土 (10YR 2/2,3/35)基 質は1層 と
はぼ同じ構成。 a層では黒褐色上が主体。 b層では黄砂主

体 (60%)で 、下位に亜円礫 (20,15■ )を 5%ほど合み

やや粗。

第3層 褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (80%)で、亜円礫 (25.

15～ 10)を 5～ 7%合み、炭化物徴量点在。

第4層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2 5/2・ 3/3)Ш a層 類似土

と黄砂で構成。a層 では黄砂は約15%ほ ど。 b層では黄砂

と黒褐色土による薄層が互層となる (埋土)。

(1～ 4層 は柱穴にあたる)

第5層 暗褐色土 (10YR 3/4)貼 り床。Ⅲb層の近値の土砂

と黄砂で構成され、硬化している。
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カマド土層説明

第 1層 黒禍色土 (10YR 3/2・ 25/2)a層 にはⅡb層 にみ
られる砂質埴壌上ブロックが含入し、中世以降の攪乱か。
b層・ c層には粘上が約 5%はど分布。

第2層 黒褐色土 (10YR 3/1)Ha層 ないしⅢb層に近値の

基質で構成。 a層では焼土約 5%、 炭化物約 2%を含む。
b層では亜塊状の粘土ブロックを3%ほど含む。

第3層  黒褐色土(10YR 3/2)a層 には焼土粒子・炭化物を
2～ 3%、 粘土粒子を5%含む。 b層 には亜塊状の粘上が

約20%ほ ど集積。

第4層  黒褐色土 (10YR 3 5/2)塊 状の粘上を約30%含 む。
第5層  褐色土(10YR 4/35)〔 天丼部崩落〕ma層類似土・

褐灰色粘土・責砂で構成 (3:2:1)。 下位に焼土塊 (20± )

が約 3%分布。

第6層  禍色土 (7 5YR 4/35・ 4/5)〔天丼部内壁崩落〕構
成は5層 とほぼ同じ。 a層では下位を中心に焼土塊を約 5

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第131図  42号住居址カマド%

イ

|

m

%合み、b層では7%ほどとなる。炭化物が下位に集積。

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅲ層類似土主体。亜塊状黄

砂ブロックを約 7%、 粘土粒子約 3%を含む。

第8層  暗褐色土 (10YR 3 5/35)黄 砂が60%を 占める。粘
土粒子絶10%、 焼土粒子 7%を含む。

第9層  暗褐～褐色土 (10YR 3/3・ 4/35)Ш 層類似土と責

砂が混在。 a層では炭化物 7%、 焼土粒子10%を含み、Ⅲ

層類似主主体。b層では黄砂が主体で、上位に約30%の焼

上が集積 (上面の層界は火床面)。

第10層 褐色土 (10YR 4/5)〔 奥壁塗 り込み〕粘土・ ma層
類似土・黄砂が混在 (4:1:2)。

第11・ 12層  褐色～明褐色土 (7 5YR 4/6・ 5/6)〔袖部〕粘
土・黄砂・ 皿a層類似上で構成。a層では3:2:1、 b層で

は4:3:1の 割合となる。

第13層 褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体。

bl

＼
＼

ミ
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第1節 竪穴住居址

燃焼部はカマドの主軸に沿ってやや細長 く形づくられており、また煙道部を構成する奥壁部

分には袖部と同じ用材が塗 り込まれ緩やかに立ち上げており、上端部で煙出し口を作ってい

たものと思われる。

掘 り方についてみると、ここでもカマドの部分だけがほぼ正確に掘 り下げられているが、

他と大きく違 うことは壁外へ掘 り込まれた害J合である。焚口以外はほとんど壁外にでており、

D地点ではみられなかった構造である。燃焼部分では円形に掘 り下げられ、その両脇の袖部

となる部分については長円形に掘 り込まれている。右袖側では丁度礫が並べられた状態と一

致している。火床面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部もどして床面よりやや低いレベ

ルで皿状に整えられている。

覆土については、竪穴を覆 う土層が土地改良や中世以後と考えられる攪乱によって大半が

失われていたことや、遺構自体がⅢb層中に築かれていることもあって、十分な観察を行えな

かった。調査時の所見では、覆土はⅢb層 に近似する土層と亜塊状および塊状を呈する責砂に

よって構成されていた。また、ラミナが不連続に斜方向にみられ、それらが互層となるよう

な堆積状態も看取され、礫や遺物の出土状態の検討とともに推測すると人為的な埋めもどし

が行われた可能性が指摘できよう。

また遺物の出土状態とも関連するが、天丼部の崩落と考えた 5層 の上面からは礫や土器が

まとまって検出されている。加えて、 5層 と火床面との間には間層がみられず、カマドは住

居の廃絶後、比較的短時日のうちに崩落したものと推定されるが、ここでもカマドの廃絶時

における祭祀的な行為を考えざるをえない。

出土遺物 (第 132～ 134図、図版153～ 155)

本l■からは多量の礫とともに、供膳形態では須恵器を主体に、また煮沸形態では土師器が

まとって検出された。はじめに出土状態からみると、覆上の観察からも知られるように、礫

とともに出土した遺物は床面の遺存部分を中心に検出されており、遺棄か廃棄かは措 くとし

ても、ほば原位置を保っているものと推定される。平面分布・垂直分布ともある程度のまと

まりをもち、いわゆる廃棄単位を形成しているようにもみられる。カマド周辺や、竪穴の北

東隅あるいは中央から南壁側にかけてがこれにあたる。出土状況をみる限 りでは、住居の廃

絶後、比較的短時日のうちに、しかも連続的に投げ込まれたものと推測される。

つぎに出土遺物をみると、本l■からは総点数505点 の遺物が検出された。その内訳は須恵器類

121点 (外 36・ 蓋51・ 甕34)、 土師器類368点 (必29・ 甕339)、 土製品 2点、それにプラン確認

時に出土した中近世陶磁器14点を合む。図示した資料について若千触れておくと、須恵器類

では蓋の口縁部内面のかえりが残るものもわずかに含まれるが基本的にはかえりは消失した

段階であり、蓋は扁平なボタン状のつまみを特徴とする。芥類では無台 。有台ともに多様な
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物
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-4 ―~

●須恵器芥
★須恵器蓋
O土師器杯
□土師器変

9                  2m

第132図  42号住居址遺物出上分布図 %
器種分化と法量の規格化があらわれはじめ、さらに口径の拡大による法量の増大傾向がみら

れるようになる。土師器類はいわゆる暗文土器が共伴しており、杯36点 とした大半はこの土

器で占められている。本址では土師器杯は供膳具の補充程度のものと考えられるが、いわゆ

る畿内系土器とみられる暗文土器の用途については注意を要する。甕は長胴化が徐々に具わ

るようになるとともに、一方で胴張 り形態も確立してくるものと思われる。また小型甕も器

種構成のひとつに加わっている。

以上の特徴から本l■の時期について、古窯址群との対比から示せば、陶邑編年ではMT21型

式に近い要素を有し、猿投窯編年では高蔵寺 2号窯式期に併行するものと考えられる。また

美濃須衛窯との対比では須衛 9号窯段階に併行するものとなろう。年代観については 7世紀

末葉から8世紀初頭にかけてのものと把握しておきたい。
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第34表  42号住居址出土遺物観察表

第 1節 竪穴住居址

1
須 恵 器

芥

法量 口径(128)現存高(31)cm 現存率 体部以上兆 破片数 1点 形態 腰部
で屈曲ぎみとなり口縁部まで斜上方にのびる 調整  内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 砂粒 。白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出上位置 覆土下位

2
須 恵 器

芥

法量 口径(14.1)底径7.0 器高(40)cm 現存率 底部完形 体部以上%強 破片

数 3点 形態 平底の底部から腰部で屈曲し斜上方にのびる 日縁部でわずかに外

反 調整 底部外面―ヘラ切り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂

粒が多く白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰色7.5Y6/1 出土位置 覆土中位

3
須 恵 器

不

法量 底径7.2 現存高1 7cm 現存率 底部必強 破片数 1点 形態 底部は平底

調整 底部外面―粘土組巻き上げ形成→ヘラ切り→回転ヘラケズリ 内外両面―ロク
ロ調整 胎土 堅級 白色粒子 。小礫を含む 焼成 良好 色調 緑灰色10G5/1 出

土位置 覆上下位

4
須 恵 器

芥

法量 底径(93)現存高0.9cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は扁平

調整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面―'ク
ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小

礫を含む 焼成 良好 色調 外面―灰色10Y4/1 内面―灰白色25Y7/1 出上位置

覆土中位

5
須 恵 器

芥

現存率 体部下半小片 破片数 1点 形態 腰部から体部は反りぎみに立ち上がる

調整 外面一体部下端回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼

成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出土位置 覆土中位 備考 内面に煤付着

須 恵 器

高台付芥

法量 底径(80)現存高(2.1)cm 現存率 体部下半 。高台部% 破片数 1点 形

態 外面が丸みのあるやや張り出した高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上がる

調整 底部外面―高台貼付→高台とその周辺ナデ 胎土 白色粒子を多く含む 焼成

良好 色調 灰色5Y5/1 出上位置 覆土中位

7
須 恵 器

高台付芥

法量 底径(13.9)現存高(2.1)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は扁

平で内側が考干浮く断面長方形ぎみの高台を付ける 調整 底部外面一回転ヘラケズ

リ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒子をやや多く含む

焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出土位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3.2 口径(16.0)器高(38)cm 現存事 つまみ部完形 天丼部以下

/ 破片数 7点 形態 つまみはボタン状で天丼部は丸みをもつ 口縁端部で下方

に屈曲し丸く収める 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ つまみ貼付 内外両面

―ロクロ調整 胎土 密 自色粒子・小礫を合みザラつく 焼成 良好 色調 灰白

色～灰オリーブ色 5Y7/2～ 6/2 出土位置 覆土中位・下位

須 恵 器

蓋

法量 口径(160)現存高(18)cm 現存率 天丼部下半以下兆 破片数 1点 形態

天丼部は扁平で日縁部との境は不明瞭 口縁部は下方に折れ端部は丸く収める 調整

天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂粒・ 白色微粒子

をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3,4 口径(165)器高(4.2)cm 現存率 つまみ部略完形 天丼部%
弱 口縁部%強 破片数 5点 形態 つまみは扁平なボタン状 天丼部は笠型でロ

縁端部は丸く収める 調整 外面―天丼部回転ヘラケズリ→全面ナデ つまみ貼付

内外両面―ロクロ調整 胎土 密 砂粒・小礫・ 白色粒子を多く含む 焼成 良好

色調 灰白色 5Y7/1～7/2 出上位置 カマド中位 備考 中原田窯

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径32 日径(178)器高(3.5)cm 現存率 つまみ部完形 体部%弱
形態 つまみはボタン状で天丼部は扁平な面をもち「ハ」の字形に広がる 日縁端部は

下方に折れ丸く収める 調整 外面―天丼部回転ヘラケズリ→軽いナデ調整 内外両面

一
「

クロ調整 胎土 密 細砂粒が多く白色粒子・小礫を多く含む 焼成 良好 色

調 オリーブ灰色 5 GY6/1出 上位置 覆上下位 備考 中原田窯 外面に重ね焼き痕

須 恵 器

蓋

法量 口径(162)現存高(17)cln 現存率 日縁部% 破片数 2点 形態 口縁部
は下方に強く屈曲し端部は九く収める 調整 外面一天丼部%回転ヘラケズリ 内外

両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を多く含みザラつく 焼成 良好 色調

オリーブ灰色2 5GY5/1 出上位置 覆土中位 備考 外面に重ね焼き痕

須 恵 器

蓋

法量 口径(16.0)現存高(18)cm 現存率 口縁部/ 破片数 1点 形態 口縁部

は下方に強く屈曲し端部は丸く収める 調整 外面―天丼部%回転ヘラケズリ 内外

両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を多く含む 焼成 良好  色調 灰色7.5

Y5/1 出上位置 覆土中位
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須 恵 器

蓋

法量 口径(161)現存高(2,9)cm 現存率 天丼部以下兆 破片数 3点 形態 天
井部は笠型で口縁部で下方に屈曲する 口縁端部は丸く収める 調整 外面―天丼部
%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を多く含
む 焼成 良好 色調 灰色7.5Y5/1 出上位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

法量 口径(16.1)現 存高(2.2)cm 現存率 体部以下% 破片数 1点 形態 天丼
部はやや扁平で口縁部で下方に屈曲する 口縁端部は丸く収める 調整 天丼部外面
一回転ヘラケズリ→軽いナデ調整 胎土 堅級 細砂粒・白色粒子を含む 焼成 良
好 色調 灰色7.5Y5/1 出上位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径38 現存高(29)cm 現存率 つまみ部はほぼ完形 天丼部% 破片
数 2点 形態 つまみはボタン状で天丼部は「ノ`」の字形に開く 調整 外面―天丼
部%弱回転ヘラケズリ つまみ貼付 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・
小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y7/1 出土位置 覆土中位

須 恵 器

蓋

法量 口径(165)現存高(15)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 天丼部
は扁平な広がりをもち口縁部で下方に屈曲する 口縁端部は丸く収める 調整 内外
両面―ロクロ調整 外面は降灰によリケズリ範囲不朔 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子
を含む 焼成 良好 色調 灰色25Y7/1 出上位置 掘り方

須 恵 器

蓋

法量 口径(16.0)現存高(18)cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点  形態
天丼部は丸い笠型 口縁部内面にかえりをもつ 調整 外面―ナデ調整 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅級 白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出土
位置 覆土中位

土 師 器

芥

法量 口径(165)現存高(54)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は丸みをもって立ち上がり口縁端部は内湾ぎみに九まる 調整 外面―手持ちヘラケ
ズリ→横位のヘラミガキ 内面一日縁部斜位の暗文→体部斜放射暗文(体部は非常に磨
耗 。崇」離している)内外両面―赤彩 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好 色
調 切赤褐色 5 YR5/8 断面―灰白色7.5YR8/2 出上位置 覆土上位

土 師 器

芥

法量 口径(118)現存高(2.4)cm 現存率 体部以上% 破片数 5点 形態 丸底
ぎみの底部から斜上方にのび日縁部でやや外反 調整 外面一体部ヘラナデ→口縁部
ヨコナデ 内面一体部ナデ→斜放射暗文 胎土 緻密 細砂粒を含む 焼成 良好
色調 橙色 5 YR6/6 出土位置 覆土中位

土 師 器

必

法量 日径(121)現 存高(22)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 3点 形態
体部は丸みをもって立ち上がり口縁部で弱く外反 調整 外面一体部ヘラナデ→口縁
部ヨコナデ 内面一体部ナデ→斜放射暗文 胎土 緻密 細砂粒を含む 焼成 良好
色調 橙色 5 YR6/6 出土位置 覆土中位

土 師 器

必

法量 口径(120)現存高(3.1)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は丸みをもち口縁部でやや内湾ぎみに立ち端部は外側に軽 くつまみ出す 調整 外面
一体部ヘラナデ→指頭調整 内面―ナデ→ 2段の放射状暗文 胎土 緻密 金雲母を
少量含む 焼成 良好 色調 橙色 5 YR6/8 出上位置 覆土中位

土 師 器
芥

現存率 底部小片 破片数 1点  形態 底部は平底 調整 外面―底部ヘラナデ
内面―ナデ→底部螺旋状暗文→体部斜放射状暗文 胎土 緻密 砂粒・ 白色粒子を含
む 焼成 良好 色調 橙色7.5YR6/8 出土位置 覆土中位

土 師 器

不

現存率 底部小片 破片数 1点
→指頭調整 内面―斜放射状暗文
粒・ 小礫・ 白色粒子を含む 焼成

形態 底部は扁平な平底 調整 外面―ヘラナデ
中央に螺旋状暗文が認められる 胎土 緻密 砂
良好 色調 橙色 5 YR6/8 出上位置 覆上下位

須 恵 器
甕

法量 口径(162)cm 現存率 口縁部/ 底部小片 破片数 9点 形態 口縁部は
「く」の字形で頸部は短かい  底部はやや安定を欠く丸底で胴部上半に最大径をもつ
全体に丸みのある器体 調整 外面―口縁部ナデ 胴部平行叩き目文 内面―同心円
叩き目文 内外両面―ロクロ調整 胎土 密 細砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好
色閉 灰白色10Y8/1 出土位置 覆土中位・下位 。最下位+18号竪穴

土 師 器

甕

法量 口径16～ 17 底径64 器高292～31.5cm 現存率 口縁部% 底部ほぼ完形
胴部%強 形態 口縁部「く」の字形を呈し胴部は上位に最大径をもつ長胴形 底部は
小さくやゃ丸みをもつ 調整 外面―口縁部縦位のハケメ→ヨコナデ 胴部縦位のハ
ケメ→下端斜位～横位のハケメ 底部ヘラナデ 内面一口縁部ヨヨナデ 胴部横位の
ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 良 色調 褐灰～にがい黄橙色10YR
6/1～7/4 出土位置 覆上下位・最下位十床直 備考 器面は磨耗し器体は全体に歪
んでいる

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物
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第 1節 竪穴住居址

器
甕

師

型

土

小

法量 口径(87)底径32 器高(110)cm 現存率 底部完形 胴部下半ほば完形

上半%弱  日縁部小片 破片数 27点 形態 平底の底部から丸みをもって立ち上が

り胴部は中位に最大径(10,Ocln)を もつ 口縁部は弱い「く」の字形 調整 外面一日縁

部ヨコナデ 胴部ハ打メの痕跡が認められるが磨耗のため不明瞭 底部ヘラナデ 胎

土 砂粒・φ l ma大 の礫を多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/3 出土

位置 覆土中位・下位

器

甕

師

型

土

小

法量 口径(116)底径4.2 器高10.5cln 現存率 日縁部%月同部% 底部%強 破

片数 16点 形態 口縁部は弱い「く」の字形 底部はやや安定を欠き胴部は丸みをもっ

て立ち上がる 胴部最大径と口径はほぼ同じ 調整 外面一口縁部縦位のハケメ 胴

部縦位～斜位のハケメ 底部ヘラナデ 内面―口縁部横位のハケメ 胴部横位のヘラ

ナデ 胎土 砂粒・φ l mm大 の礫を多量に含む 焼成 良好 色調 灰白～黒褐色10YR
8/1～ 3/1 出土位置 覆土中位・下位・最下位+床直 備考 底部外面に煤付着

器

甕

師

型
土

小

法量 底径(58)現存高(10.4)cm 現存率 胴部下半以下/ 破片数 ■点 形態

平底の底部から丸みをもって立ち上がり胴部中位に膨らみをもつ 調整 外面―胴部
ハ分メ→ヘラナデ(部分的にハケメが残る)底 部ヘラナデ 内面―ヘラナデ 胎土

砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y6/2 出上位置 覆土中位

器

甕

師

型

土

小

法量 日径123 底径5,3～ 60 器高17.5cm 現存率 底部完形 口縁部/強 胴部

% 破片数 45点 形態 平底の底部から丸みをもって立ち上がる 胴部中位に膨ら

みをもち口縁部は厚みがあり外反する 調整 外面一日縁部ヨヨナデ 胴部縦位のハ

ケメ～下端横位のハ佑メ 底部ヘラナデ(ハ ケメ残る)内面一日縁部横位のハケメ→

胴部横位のヘラナデ 胎土 砂粒・φ lmm大 の礫をやや多く含む 焼成 良好 色調

にがい黄橙色10YR7/2 出上位置 覆土中位 備考 内面口縁部と外面全体に煤付着

外面は部分的に象J離 している

土 製 品

法量 直径3.5× 3,7 器高2.0～ 2.2cm 重量 357g 現存率 完形 破片数 1点
形態 全体に円柱状に整える 閉整 手捏ね→ヘラナデ 胎土 砂粒・小礫・ 白色粒

子を多く含む 焼土 良好 色調 灰色7.5Y4/1 出上位置 覆土最下位

土 製 品

法量 直径44 器高2.lcm 重量 24.5g 現存率 ほぼ完形 破片数 1点 形態

31よ りも扁平で円盤状を呈する 調整 手握ね→ヘラナデ 胎土 砂粒 。小礫・ 白色

粒子を多く合む 焼成 良好 色調 灰色7.5Y5/1 出上位置 覆土最下位

43号住居址 (第 135図、図版60)

本址はD-1区 で検出されたが、先の42号住居址と同様に竪穴が浅かったことに起因して、

土地改良や中世以降と考えられる攪乱によってほとんどが失われ、調査が行われた範囲はカ

マドとその周辺のわずかな部分となった。したがって竪穴の規模および内部施設などについ

てはまったく分からない。

ここでは、東壁に設けられていたカマドとその周辺について述べることとしたい。まずは

主軸方位からみると、ほぼ東西方向を示すことからN-93° ―Eを指す。最終的に検出された

カマドの範囲は、焚 口から煙道の立ち上がりまで96cm、 両袖部最大幅は約100cmを 測 り、焚 口

幅は約50cmと なる。袖部は、黄楊色粘土と黄砂それにⅢa層類似土を混ぜ合わせた用材で積ま

れ、壁の整形 とともにカマドの輪郭が形づくられている。また袖部の先端で、礫が補強材と

して用いられていた。天丼部はすでに崩れていたが、覆上の観察から袖部と同様の上層であ

る4層 および 5層 がその崩落部分と推定される。燃焼部はカマドの主軸に沿って方形状に形

づくられ、煙道へはそのまま緩やかに立ち上がっている。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

争

住居址土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)
基質はⅢb層類似土で構成。黄砂粒子が極
微畳点在。 〔中・ 23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)
1層 に類似し、層界は不明瞭波状。層西

側下位を中心にカマド用材が7～10%ほ
どみられる。

第3層 黒褐色土 (7 5YR 3/3)

貼り床。亜塊状のブロックで構成。

カマド土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)a層 ・ b

層には焼土粒子・炭化物・粘土粒子を 2

～3%はど含む。 c層からf層 にかけて

合有量が徐々に増しf層 では約15%ほ ど
となる。

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層
類似土で構成。全体に亜塊状の粘土約 3

%を含む。炭化物・焼土粒子が1～ 2%
l■ ど点在。

第3層  暗褐色土 (10YR 3/3)2層に類似
するが亜円礫 (5～ 3)を約 5%合みザ
ラつく。

第4層  褐色土 (10YR 4/35)〔 天丼部崩
落土〕責褐色粘土 。黄砂・Ⅲa層類似土で

構成 (3:2:1)。 b層 には反化材がみら
オしる。

第5層  褐色土 (10YR 4/5。 45/5)〔天
井部内壁崩落〕4層 とほぼ同じ構成。 a

層は黄褐色粘主主体、 b層では下位を中
心に焼土塊がみられる。

第6層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似上で構成さ
れるが、全体に黒色土 (10YR 2/1)が 約15%含 まれる。

第7層 暗褐色土 (10YR 3 5/4)Ⅲ a層類似土と黄砂で

構成 (3:1)。 下位を中心に焼土粒子 。炭化物・粘土

粒子を3～ 5%含む。

第8層 暗褐色土 (10YR 3 5/35)7層 と構成は同じで

あるが黄砂が約40%分 布する。焼土粒子を約7%含む。
第9層  褐色土 (10YR 4/3)Ⅲ a層類u土 と黄砂で構成

(2,1)。 亜塊状の粘土ブロック (25,10■ )を約5%
含む。

第10～ 13層 暗褐～褐色土 〔袖部〕Ⅲ層類似土・黄砂・

黄褐色粘上で構成。10層 (10YR 4/4)は 1:2,3の 割
合。■層 (10YR 4/6)黄 砂主体 (60%)、 約20%の 粘
上が混在。 a層中央付近に粘土ブロックが挟まる。12

層 (10YR 5 5/6)黄褐色粘土主体。13層 (10YR 4/5・

35/4)黄砂と粘土で構成 (3:2)。 b層に皿a層類似
土が約15%分布。

第14層  暗褐色土 (10YR 3/4)Ш a層類似土と黄砂がは
ば同量混在。上位を中心に焼土粒子・炭化物 7～ 10%
ほどが集積 (上層との界面が火床面)。

bl

9                  1耐

第135図  43号住居址及びカマド%,%

cal
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第 1節 竪穴住居址

掘 り方は、壁外へは煙道部分が円弧状にわずかに掘 り込まれている。 カマ ド本体では燃焼

部分 と、その両脇の袖部 となる部分にもほば対称にみ られる。いずれも縦長に作 られ、また

袖部側ではさらに一段凹められてお り、丁度芯材 としての礫が置かれた状態 と一致 している。

火仄面にあたる部分では、掘 り上げた土を一部もどして床面よりやや低いレベルで整 えられ

ている。

最後に焚 口付近を中心に確認された床面についてみると、本址ではⅢb層 とⅣ層の層界付近

に貼 り床が構築 されている。遺在範囲では凹凸もなく、よく踏み固められて為 り、 この部分

をみる限 りでは良好な作 りといえる。

出土遺物 (第 136図、図版 155)

本址に伴 う直接的な遺物は無かったが、 カマ ドの屋外

から灰釉の婉が検出されている。本址の時期を示す資料

とはならないもののあえて図示 した。 なおカマ ドが遺存

していたことから、主軸方位 との関連でみるならば、 8

世紀全般の竪穴の配置傾向として指摘することも可能 と

いえよう。

第35表  43号住居址出土遺物観察表

l

法量 口径(132)底径72 器高2 9cm 現存率 底部% 体部以上/強 破片数

1点 形態 底部に低い高台を付ける 体部は腰部に張りをもち口縁部でわずかに外灰弊器
1落言る哲暮蒼写;透暮;輯苫電が節崎秀ξ請蓬を計i鞄
道部外 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面に釉が掛かる(灰オリーブ色7.5Y5/2)

44号住居址 (第 137図、図版59・ 60)

本址はF-0区 を中心に位置し、東壁側の一部が 9号掘立柱建物址によって切られている。

また住居l■ の西側は用水路を境に調査区外へ広がっていることから、全体のお為よそ 1/2ほ

どが検出しえたものと考える。竪穴の形状や規模については推定の域をでないが、カマ ドが

設けられている東壁側と相対する南北壁の一部が確認されたことから、一辺3.8m前後の方形

を呈する住居であったものと考えられる。主軸方位はN-117° 一Eを指し、床面積は約13m2

ほどとなろうか。

住居址の遺存状態は、検出しえた範囲内では比較的良好であった。まず壁の高さは約28cm

を測 り、竪穴全体を覆 うⅢa層 まであまり開くことなく立ち上がっている。Ⅳ層中に掘 り込ま

れた床面は、掘 り上げた土を一部もどして貼 り床を形成しているが壁際までには及んでない。

貼 り床は薄いものの、全体によく踏み固められており、竪穴の中央からカマ ドの焚 口付近に

かけてはとくに顕著であった。木面の精査とともに柱穴や周溝についても検出に努めたが、

性____+____聟 Crn

第136図  43号住居址出土遺物 /
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

に盾址主膚誂捌

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)鍵層Bに対比。Ⅲa層 に近    砂で構成 (5:3)。 〔中 。23～ 24〕

値の上層。黄色粒子 1%未満点在。 〔中 。24～ 25〕       第5層  暗褐色土 (10YR 2 5/35)Ⅲ a層類似土と黄砂およ
第2層  黒褐色土 (10YR 2/3)1層 に類似し、層界はやや不    び粘土で構成 (3:2:1)。 炭化物を約 2%、 焼土粒子を 1

明瞭。下位を中心に黄砂(25,20～ 15)が約 5%分布。〔中・    %ほ ど合む。 〔中～強・ 24～ 25〕

24～ 25〕                          第6層  褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。 〔中～弱 。21～ 22〕

第 3層 暗褐色土(10YR 3/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(3:   第7層 暗褐～褐色土(10YR 3 5/3。 4/35)Ⅲ a層類似土と
1)。 粘土粒子約 5%を含む。 〔中・22～ 23〕          黄砂で構成。a層では 2!1、 b層は黄砂が主体。〔弱～中・

第 4層 暗褐色土 (10YR 3/35)3層 に類似し、Ⅲa層 と黄    22～ 24〕

第137図  44号 住居址 %

調査範囲では確認されなかった。なお、柱穴については主柱をもたない無主柱形式の構造 と

考えられる。

覆土は 7層 に区分され、上位から下位までШa層に類似する。また 7層 は壁崩落の三角州状

の堆積と考えられ、土層の堆積状態はいわゆるレンズ状を呈している。下位はど黄砂の合有

量を増しているが、それぞれの層界は不明瞭で漸移的な変化を示しており、自然埋没 と考え

られる。層の走向や傾斜の観察からも、このことは看取される。

カマ ド (第 138図、図版59・ 60)

カマドは東壁に設けられていたが、中央よりやや北側に寄っている。また本址のカマ ドで

は、煙道の上端部がわずかではあったが遺存していた。最終的に検出された範囲は焚 口から

煙道の立ち上が りまで70cm、 両袖部最大幅は約■Ocmを測 り、焚口幅は約30cmほ どであった。

掘 り方図からみると、壁外へは煙道部分が円弧状に掘 り込まれて、形づ くられている。床

皿

皿
Ⅳ
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/モ

`井

用材崩落

第 1節 竪穴住居址

∞ l                 g3

第■層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ш a層類似上 。黄砂・炭化

物・焼土がft在。

第12層  暗褐色土 (7 5YR 3/3)ma層類似土・黄砂がほぼ

同量lFt在 。上位に約25～30%焼 土集積。

第13層  明褐～黄橙～灰白色土 〔袖部〕a層 (10YR 4/4)粘
±60%。 b層 (10YR 4/5)Ш a層類u± 40%。 c層 (10YR
7/1)粘土主体。d層 (10YR 8/3)赤 変した粘土主体。e

カマド土層説明

第 1層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)Ⅲ a層類似上で構成

されるが、浅黄橙色粘上が約30%混 在。 b層からc

層にかけて黄砂を5～ 15%は ど含む。

第2層  黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土主体。粘

土粒子を約 5%ほ ど含む。

第3層  褐色土 (10YR 4/4)1層 に類似する。亜塊状

の粘土が約40%混 在する。

第4層 灰褐色土 (10YR 7/1)塊状の灰褐色粘土で構

成。

第5層  明褐色土 (7 5YR 4/4)被 熱で赤化した粘土

で構成。

第6層  黄笹色土 (10YR 4/5)黄砂と粘上で構成され、

はぼ同量が混在。

第7層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層 類似上で構

成。粘土粒子を7～10%含 む。

第8層 灰褐～黄橙色土(10YR 8/4,7/1・ 6/5)粘 土

で構成され、Ⅲa層類似土や黄砂の合有によって区分。

a層 は粘土主体、 b層には責砂10%、 c層は被熱で

赤変、d層 は焼土塊を含み、Шa層類似土・黄砂が絶

10%混 在

(5～ 8層 天丼部崩落)

第9層  褐色上 (10YR 4/35)粘 土・Ⅲa層類似土 。

黄砂で構成 (4:1:1)。 焼土塊を約 5%含む。

第10層 灰白色土 (10YR 8/2)〔 天丼部遺存〕灰白色

粘上。

層 (10YR 6/5)粘±60%、 黄砂30%。  f層 (10YR 4/6)

粘上70%、 黄砂25%が混在。g層 (10YR 4/5)は Ⅲa層類

似土と黄砂・粘上で構成 (2:1:3)さ れる。 〔奥壁塗 り

込み〕

第14層 黒褐色土 (10YR 2 5/2・ 3/2)Ⅲ a層類似土と粘土

粒子・黄砂が混在。 a層では3:1:2、 b層 では黄砂が約

60%で主体となる。

第138図  44号住居址カマド%

面もカマ ド本体となる部分だけがほば正確に掘 り下げられている。燃焼部を中心に略円形を

呈し、その掘 り方はやや縦長とみることができる。また、その両脇にも同様の掘 り込みが設

けられており、そこが後の袖部になるところである。火床面にあたる部分では掘 り上げた土

を一部もどして、床面より若千低いレベルで皿状に整えている。基礎部分が、こうした工程

を経て作られると、袖部が積まれ、壁の整形とともにカマ ドの輪郭が形づくられている。土
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

層断面からも分かるように、黄橙色粘土を主体に、黄砂 とⅢa層類似土を用いて積 まれている。

燃焼部はカマ ドの主軸に沿って形づ くられ、煙道へは粘土を塗 り込むことで立ち上が りをや

や強めている。図示 したが、煙道の上端部がわずかに遺存 してお り、ここでも粘土が用いら

れている。覆上の観察か ら粘上が主体の 5層 から 8層が天丼部の崩落 と推定されるが、あた

かも陥没 した状態が看取 される。それらと火床面 との間には間層がまった くみ られないこと

からも、そのことが裏付けられよう。

出土遺物 (第 139図、図版155)

本址から出土した遺物は図示した須恵器杯のほかに、

カマド内から土師器甕の破片が 3点ほど出土している。

須恵器の外は、カマドの右袖部脇の床面から検出された

1/3ほ どのものであるが、時期を示す資料としては有効と

0               10cm

思われる。全体に矮小化の傾向が看取され、また底部 も 第139図 44号 住居址出土遺物 /

扁平な印象を受ける。陶邑古窯址群 との対比において示せば、TK43型式からTK209型式段

階に相当するものと考えられ、年代は大略 6世紀後半から7世紀初頭に求められ よう。

第36表  44号住居址出土遺物観察表

須 恵 器

必

法量 口径(115)現存高(34)cm 現存率 / 破片数 1点 形態 立ち上がりは

内傾度が大きく上位で直立ぎみにのびる 立ち上が り端部・受部先端ともに丸 く収め

る 底部はほぼ扁平となる 調整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調
整 胎土 堅緻 小礫を少量含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 BG4/1 出上位置
右袖脇床直 備考 外面体部に自然釉が掛かる

第 2節 掘 立 柱 建 物 址

1号掘立柱建物址 (第 140図、図版61・ 62)

本址は北俣1調査区のA-52区 で検出された、 3間 ×2間を基本とする坪掘の建物である。

また四角にくくられた柱穴の外側に、さらに囲む柱穴列として北側と東俣1にいわゆる廂と、

西側には排水溝が設けられている。建物の中心的空間を母屋とよがならば、 3間 ×2間 の母

屋に二面の廂をつけた 4間 ×3間の建物といえる。また本址の排水溝からは瓦が出上してお

り、当該期の集落構成を考えるうえに重要な位置を占めるものと思われる。重複関係につい

てみれば、 7号住居址と 1号竪穴状遺構によって北隅の一部が切られている。

掘立柱建物の規模は桁行 3間 (南北)約 5.2m、 梁行 2間 (東西)3.6～ 4.Omを 測 り、床面

積は母屋部分では約19m2と なる。なお梁行間で数値にひらきがみられることについては北隅

のP3が北にややずれているためである。また母屋に廂をつけた 4間 ×3間の建物でみた場合

では、桁行約6.2m、 梁行約5,2mを 測 り、面積は約32m2ほ どとなる。柱間寸法は各辺で多少

不揃いな部分もあるが、桁行では1,7～ 1.8m、 梁行では約 2mを基本としているものと思わ
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第 2節 掘立柱建物址

柱穴土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)基質はⅢa層類似上で構成   第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)1層 に類似し、Ⅲa層類

される。P6で は黄砂が約15%混在。              似土主体。

第 2層 黒褐色土 (10YR 2/2・ 3/2)ma層 類似土と黄砂で   第8層  暗褐色土 (10YR 3/3)肛 a層類似土と責砂で構成。

構成。a層ではⅢa層類似土主体。b層では黄砂が20～40%    a層 はⅢa層類似上が60～70%を 占め、b層 は黄砂が主体と

分布する。 c層では黄砂が50～ 70%、 下位を中心に亜円礫    なる。

を5～10%含 む。全体に粗で軟質である。(柱の抜き取 り痕)  第 9層 暗褐色土 (10YR 3/4)黄 砂主体 (70～80%)。 亜円

第3層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅲ a層類似土主体 (80%)。    礫 (10,8～ 5)を 3～ 7%含む。

亜円礫 (15,10～ 18)を 3%含む。東壁の柱穴には黄砂 7   第10層  黒褐色土 (10YR 2/25)Ш a層類似上を基質とする

～10%が 分布。                       が、シル ト質埴土プロックを含む。

第 4層 黒褐色土 (10YR 2/3)3層 に類似するが、亜塊状な   第11層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)ma層 類似上で構成。黄砂

いし塊状の責砂ブロック (20,15～ 10)を 3～ 10%含む。    を全体に3～ 5%含む。

第5層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土と黄砂が混在   第12層  暗褐色土 (10YR 3 5/3)Ⅲ a層類似土と黄砂が混在

し、各ピットで割合は異なる。壁際から下位に黄砂を多く   (3:2)。 黄砂は下位に多い。

含む。                          第13層  暗褐色土 (7 5YR 3/4)12層 との層界は明瞭。黄砂

第6層 褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。亜円礫を5～ 10%ほ     とⅢa層類似上が混在 (2:3)。

ど含む。 (3層 ～6層 は柱穴埋土)             第14層  にぶい黄橙色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (70%)。

れる。廂については、桁行方向では約 lm北に、また梁行方向では1.2～ 1.7m東 に設けられ、

桁行方向では母屋部分の柱穴と対応関係にあるが、妻側では柱間 5間 となっている。また西

側には、桁行方向に沿って、いわゆる排水溝が穿たれている。溝は約0。 9m西に設けられてお

り、桁行方向とはぼ対応関係にある。なお、主軸方位はN-32° 一Wを指す。

つぎに柱の掘 り方についてみると、母屋 とよんだ 3間 ×2間はおおむね平面方形を呈し、

規模においては妻側中央が小さいが他は方0,7～ 0.8mでほぼ定規格の掘 り方である。掘 り方

土層断面には柱の抜いた痕とみられる抜き取 り穴の痕跡が認められた。図示した網ロスクリー

ントーンがそれであり、周囲の埋土との違いから明瞭に識別できた。また各柱穴の掘 り方底

面にみられる小ピットは、柱を据えた位置を示しているものといえる。廂についてはいずれ

も円形で、規模においては母屋部分よ

出土遺物 (第 141図、図版156)

遺物は排水溝の覆土中位から3

りはるかに小さく、また浅い。

点出土 している。その うち 2点を

図示 した。 1は須恵器の短頸重 と

思われる。 2は桶巻作 りによって

製作 された平瓦である。瓦は瓦集

中区直下で検出された 3号竪穴状

遺構の覆土中から出上したものと

接合関係にある。瓦の接合関係を

重視するならば、本址は瓦集中区

が形成される前には建てられてい

たことになる。
9         1         29cm

第141図  1号掘立柱建物址出土遺物 %
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

第37表  1号掘立柱建物址出土遺物観察表

1
須 恵 器

霊

法量 日径(173)現存高(28)cm 現存華 日縁部/強 破片数 iく 形態 短頸
壷と考えられる日縁部形態は短かく外反し端部で立ちぎみとなる 調整 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 灰白色75Y7/1 出土位置 西溝
中位 備考 外面に自然釉が掛かる(灰オリーブ色75Y5/3)

2 平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 凸面―平行叩き 破片数 2点 胎
土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 橙色7 5YR6/6 出土位
置 排水溝中位+3号竪穴状遺構最上位

2号掘立柱建物址 (第 141図 )

本址は北側調査区のC-58・ 59区 から検出された合計 5基のピットからなる。これらは調

査区の制約と、隣接する 1号溝状遺構の存在から明瞭な配置関係を見出すことができなかっ

たが、柱間寸法や本遺跡での掘立柱建物のあ り方を考慮するならば、東西方向に主軸をもつ

2間 ×1間 の坪掘の建物と推定することもできよう。周辺には、すぐ南に 3号竪穴状遺構が

隣接し、また本l■の上面には瓦集中区が形成されている。

掘立柱建物の規模は、南側列の柱間 2間を桁行間と仮定すれば、主軸方位をN-75° ― Eに

8-m

混在し、各々の薄層が一部互層となって堆積。 b層は亜円

礫と黄砂が集積。

第4層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体 (60%)。 Ⅲ

層類似土約25%が 混在し、亜円礫を7～10%ほ ど含む。

(3層・ 4層 は埋土)

第142図  2号掘立柱建物址 ‰

柱穴土層説切

第1層 黒褐色土 (10YR 2/3)粗 で軟質、団粒状を呈する土

粒で構成される。

第2層  暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土を主体に、黄

砂が20～25%ほ ど混在。

(1層 。2層 は注の抜き取り痕)

第3層 暗褐色土 (10YR 3/4)Ш層類似土と黄砂がほぼ同量
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第2節 掘立柱建物址

とる建物が想定され、桁行約3.5m、 梁行約1.4mを測 り、床面積は約 5∬ほどとなる。また

柱間寸法は、桁行では桁行側柱のP3・ P4間 とP4・ P5間 とでは多少異なり、前者は1.5m内

外、後者は2m内外に収まる。梁行では約1.4mを基本にしているものと思われる。

つぎに柱の掘 り方についてみると、それらはおおむね平面方形を呈し、規模において多少

の差はあるものの方0.5～ 0.6mで、ほば定規格の掘 り方といえる。また掘 り方土層断面には

柱の抜いた痕 とみられる抜き取 り穴の痕跡が確認された。図示した網ロスクリーントーンが

それにあたる。なお本址の帰属時期については、出土遺物が皆無であることから不明といわ

ざるをえないが、本址の上面に形成された瓦集中区が、いわゆる白鳳期段階に相当すること

から、これ以前となる。ただし、掘 り方が平面方形を基調としていることを重視するならば、

6世紀代まで遡ることはないと考える。

3号掘立柱建物址 (第 143図 )

本llLは北側調査区のBoC-38区 で検出された、桁行 3間 ×梁行 2間を基本とする坪掘の

建物と推定されるが、22号住居址との重複によって建物の北側が未確認であることから、そ

の全容については捉えきれない部分もある。ただし、桁行の南東から1間 日に側柱列よりや

や小形の束柱を配することから、総柱を基本とする建物であった可能性も残されている。

建物の規模は、桁行 3間 (北西～南東)約6.8m、 梁行 2間 (北東～南西)約 5mを測 り、

床面積は約33m2と なる。柱間寸法は、桁行では桁行側柱のPl・ P lo間およびP lo・ P9間 と、

P9° P8間 とでは多少異なり、前者は2.2m内 外、後者は2.4m内 外に収まる。梁行では約2.5

mを基本としているものと思われる。なお、主軸方位はN-42° 一Wを指す。

掘 り方についてみると、おおむね平面方形を呈し、規模において多少の差はあるものの方

0.5m前 後で、ほぼ定規格の掘 り方である。ここでも掘 り方土層断面には、柱の抜いた痕とみ

ゃ れる抜き取 り穴の痕跡が認められた。図示した網 ロスクリーントーンがそれであり、周囲

の埋上の違いから明瞭に識別できた。また、南西側柱列のPlで は掘 り方の埋土に石をつめて

いる。なお、本址からは遺物はまったく検出されていない。

柱穴土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層 類似上で構成。炭    (3:1)。 全体に硬く、皿a層類似土と黄砂が部分的に互層

化物を約 2%含む。比較的密で均質。             となる。

第2層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2/3・ 3/3)Ш a層類似土と   第4層  黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ 層類似土主体。硬い。

亜塊状・塊状黄砂で構成。a層 では皿a層類似土主体で黄砂   第5層  暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅲ層類似土と黄砂がほぼ同量

は約5～ 7%ほど。 b層では黄砂が10～ 15%分布。下位を    に混在。壁際・下位では黄砂が目立つ。亜円礫 (25,15～

中心にブロックを含む (2層 は柱の抜き取り痕)。         10)を 5～ 10%含 む。

第3層  黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ш a層 類似土と黄砂で構成    (3層 ～5層 は埋土)
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第コ章 発見された遺構とその出上遺物
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◎PH  ⑧P5」

L◎Pa  ◎P7 ⑧P〆
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第143図  3号掘立柱建物址 %
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柱穴土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)皿 層類似上で構成。黒色土
ブロツクを約 7%含む。

第2層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2/3・ 3/2・ 3/3)Ⅲ 層類似土
と黄砂で構成され、下位ほど黄砂が多い。 a層はⅢ層類似
主主体で5～ 7%ほど黄砂が分布。 b層では黄砂は15～ 20

%ほどとなり、亜円礫 (30,20～ 10)を 5%ほど含む。 c

層では黄砂は20～30%は どとなる。亜円礫が5～10%は ど
分布 (2層 は柱の抜き取り痕)。

第3層 暗褐色土 (10YR 3 5/25)Ⅲ 層類似土と責砂で構成

―

E

ヒ=_______十 ~~~~~一 一―ャーーーーーーーーlm

(3:2)。 亜円礫 (35,25～ 15)を 7～ 10%含 む。
第4層  暗褐色土 (10YR 3/4)3層 と類似した構成をとるが、
約40%以上が責砂で占められる。礫は7～10%ほ ど。

第5層 黒楊色土 (10YR 3/2)Ш 層類似土主体 (60%)。 責
砂は15～ 20%ほ ど分布。礫は7～ 10%ほ ど。

第6層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体 (約80%)。

礫は15～ 20%ほ ど分布。
(3層 ～6層 は埋土)

号掘立柱建物址 %

コ
ー
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A Ｑ

ド Ell
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第 2節 掘立柱建物l■

4号掘立柱建物址 (第 144図、図版63・ 64)

本址はC-14・ 15区 に位置 し、調査区内では南側住居址群の分布圏内に入る。周辺には33

号・ 34号 の各住居址が南側に、北側には 2号道路状遺構が存在するが、比較的遺構の密度は

薄い地区である。そのなかで33号住居址とは南北方向に主軸方位をとるという点で共通 して

お り、両者の対応関係が注 目される。

掘立柱建 /72の規模は、桁行 4間 (南北)約 7.6m、 梁行 2間 (東西)約4.4mを測 り、主軸

方位は真北に対 し 1度西に偏 している。床面積は約33m2と なる。柱間寸法は、桁行では1.9m

を基本に、梁行では北柱列が2.2m、 南柱列は2.lm内外に収まり、形態上 よく整っている。

また桁行の北から 2間 日と3間 日の間に側柱列 よりもひと回 り小形の東柱を配 している。

柱の掘 り方についてみると、側柱列・ 妻側柱列 とも、お消むね平面方形を呈し、規模にお

いて多少の差はあるものの方 lm大で、やや四隅の柱穴が深いが、はば定規格の掘 り方 とい

える。また各柱穴の上層断面では、柱を抜いた痕 とみ られる抜 き取 り穴の痕跡が周囲の埋土

の違いから切瞭に識別できた。図示 した網 ロスクリーン トーンがそれにあたる。

なお本址の帰属時期については、出土遺物が皆無であることから不明といわざるをえない

が、建物方位を重視するならばやや強引ではあるが、ほぼ真北を示す 7号あるいは 9号など

の掘立柱建物 との関連が指摘できる。また前にも述べたが、本址 と竪穴住居址 との組み合わ

せも双方の配置から基本的なモデルとして検討することも可能 と思われる。

4号掘立柱建物址全景
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

5号掘立柱建物址 (第 145図、図版64・ 65)

本址はE・ F-8・ 9区で検出された、 3間 × 2間の坪掘の建物であるが、建物方位にお

いてほば真北を示す 7号掘立柱建物 との対応関係でみるならば東西棟の建物 といえよう。西

妻柱列中央の柱穴が11号配石遺構によって一部が切 られていたが、全体の柱穴配置をみるう

えには影響はない。また南側柱列の西から 2間 日の柱穴 (P8)については本地区が土取 り範

囲内にあったことから検出できなかった。

掘立柱建物の規模は、桁行 3間 (東西)約45m、 梁行 2間 (南北)約 4mを測 り、床面積

は約18m211dど となる。柱間寸法は、桁行では14～ 15mを基本に、梁行では 2m内外に収ま

る。方位は東西を示す。

柱の掘 り方についてみると、おおむね平面方形を呈 し、規模において多少の差はあるもの

の方0,7m大で、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。また掘 り方断面には、ここでも柱を抜いた痕

とみられる抜 き取 り穴の痕跡が認められ、周囲の埋土 との違いから明瞭に識別できた。網 目

のスクリーン トーンで示 してあるが、底面はいずれも硬化 していた。また北側柱列の Pl・ P4

と妻側柱列の P10で は柱掘 り方の埋土に礫がつめられている。

なお、本址からは遺物はまった く検出されていない。

綾

警

臨

7号掘立柱建物l■全景5号
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柱穴土層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土で構成。炭化物

が1%は ど点在。密である。

第2層  暗褐色土 (10YR 3/3・ 25/3)ma層 類似土と黄砂

で構成される。特徴的に粘土粒子を含む。 a層には粘土粒

子約 7%を含み、基質はma層類似土主体。炭化物 。焼土粒

子も1～ 2%点在。 b層では粘土粒子とともに粘上も5～

10%含む。また約15%ほ どの責砂が混在。 c層 は粘上粒子

が2～ 3%ほ どで、Ⅲa層類似土と黄砂を約20%ほ ど含む(2

層は柱の抜き取り痕)。

第 2節 掘立柱建物址

第145図  5号掘立柱建物址 %

「 F

「鰻h

＝
洲
４
Ｔ ⑪P5

WI

⑨7⑩P〆

9                           1n

第3層  暗褐色土 (10YR 2 5/35)Ⅲ a層類似土主体 (70%)。

亜塊状 。塊状の黄砂ブロックを約 5%含む。 b層 はブロッ

クの集積部分。やや硬い。

第 4層 暗褐色土 (10YR 3/3)3層 に類似しma層類似土主

体。黄砂を3～ 7%含み、薄層もみられる。硬い。

第5層  暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅲ a層類似土と黄砂20～40

%ほどが混在。一部薄層が互層になる。やや硬い。

第 6層  にがい黄褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体 (60%)。 密。

(3層 ～6層 は埋土)
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物
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柱穴土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類u土で構成。責

色粒子 1%未満点在。亜円礫 (8,5～ 3)を 8%ほ ど合む。
第 2層 黒褐色土 (10YR 2/25)1層 に類似するがより粗で、
一部団粒状を呈する粘上によって構成される。亜円礫は 3

～5%ほ どである。

第 3層 暗褐色土 (10YR 3/35)2層 の黒褐色士と黄砂で構

⑬島 ⑬P8」

ml

A'

496 60rn     ~

耐

成 (3:1)。 亜円礫は7～10%と なる。

(2層 。3層 は柱の抜き取り痕か)

第 4層 黒褐～暗褐色土(10YR 2 5/3。 3/35)a層 ではⅢa

層類似主主体で、黄砂および薄層が15～ 20%ほ どみられる。
また亜円礫を10～ 15%ほ ど含む。 b層 は責砂主体で、亜円

礫を約20%弱 含む。 a・ b層 とも硬い (4層 は埋土か)。

第146図  6号掘立柱建物l■ %
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第2節 掘立柱建物址

6号掘立柱建物址 (第 146図、図版66)

本址は南側調査区のD-7・ 8区で検出された、桁行 4間 ×梁行 3間を基本とする坪掘の

建物と推定される。しかし、中世段階に比定される14号配石遺構および攪乱によって建物の

北東側柱列の一部が未確認であることから、その全容については押さえきれない部分もある。

建物の規模は 4間 ×3間 を前提にすれば、桁行 4間 (北西～南東)約 5.5m、 梁行 3間 (北

東～南西)約4.8mを 測 り、床面積は約26.4m2と なる。柱間寸法は、桁行では南西側柱列の南

東から1間 日、 2間 日、 3間 日では1.3m内外に収まり、 4間 目では1.6mと やや長 くとる。

梁行では南西からは 1間 目が1.6m、 2間 目は13m、 3間 日では1.8mを測 り、柱間によって

寸法がやや不揃いであるが、両妻柱との対応関係ではほぼ一致している。主軸方位はN-45°

一Wを指し、東西棟の 5号掘立柱建物とは配置のうえで関連性は薄いものと考えられる。こ

こでは住居址との存立変遷と密接な関係をもって形成されたものと考えたい。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列とも多少の差はあるものの方0.5～ 0.6mで 、ほ

ぼ定規格の掘 り方である。ただし、両妻側の柱穴は狽J柱列に比べてやや小さめで浅い。北東

側柱列のP7はひと回り小さいが、後世の削平をうけて小形化したもので本来の形ではないと

思われる。また掘 り方土層断面には柱の抜いた痕 とみられる抜き取 り穴の痕跡が認められた。

前述までの建物ほど明瞭ではないが、周囲の埋土との違いからある程度識別できた。土層断面

の 2層 および 3層 がその痕跡 と判断される。なおいずれの柱穴からも遺物は出土していない。

7号掘立柱建物址 (第 147図、図版66～ 72)

本址は南側調査区のE・ F・ G-5・ 6・ 7区にわたって位置する、桁行 7間、梁行 2間

の掘立柱建物である。建物方位において東西を示す 5号掘立柱建物との対応関係でみるなら

ば、南北棟の建物といえよう。また柱穴の底面には側柱列 。妻側柱列ともすべてに根石が検

出され、構造的にもきわめて大規模な、また堅固な建物であったと思われる。周囲は遺構密

集区であることから重複関係も激しく、東側柱列のP6が 11号竪穴状遺構によって柱穴の上部

が著しく削平されており、円形に近い形態に変形している。逆に北妻側柱列では37号住居址

の一部を壊している。

建物の規模は、桁行 7間 (南北)約 17.5m、 梁行 2間 (東西)約 5。 4mを測 り、建物方位は

真北に対し1度西に偏している。床面積は94.5m2と なる。柱間寸法は、桁行では両側柱列と

も2.5mを 基本に、梁行では両妻柱列とも2.7m内 外に収まり、形態上もっともよく整ってい

る。また桁行の北から1間 目に側柱列よりもひと回り小形の方 lm大の東柱を配し、建物内

を仕切っているようにも見受けられる。これには根石をもたない。また同じ列の西側柱列の

外側にも方0.6m大 の柱穴が確認されている。
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

柱の掘 り方についてみると、側柱列・ 妻側柱列 とも、おおむね平面方形を呈 し、規模にお

いて多少の差はあるもののほぼ定規格の掘 り方 といえる。柱穴は1.6m× 1.2m大 のやや南北

に長いものが多いが、西側柱列のP17・ P18、 東側柱列の P7・ P8の ように方1.3～ 1.4mほ ど

のものもある。各柱穴の平面プランおよび土層断面からは、柱を抜いた痕 とみられる抜き取

り穴の痕跡が確認され、とくに側柱列では筋のいい柱通 りとなってお り、周囲の埋土の違い

からも明瞭に識別できた。 また底面には礫が敷設されてお り、礎石の機能を有するととも

に、柱の根固めにも使われていたものと考えられる。 さらに各柱穴の埋上にも礫はつめられ

ていた。

また、西側柱列北隅の Plで はプランの検出時から柱穴間の重複が知 られ、加えて各柱穴の

上層断面からは礫が敷設された下部より柱の抜 き取 り穴の痕跡が確認され、掘 り方自体に新

旧がみられる。 これは、本址が全面的な建替え、ないしは柱の差替えが行われたことを示す

ものといえる。土層の堆積状態は新旧それぞれ類似するが、新 しい柱穴には柱の根固めに礫

を多用 してお り、差替えにあたってより構造上強化 している様子が うかがえる。

出土遺物 (第 148図 )

柱穴の埋土からは、他の建物に比

べ遺物はやや とまっていたが、いず

れも細片が多 く、辛 うじて 3点が図

示することができた。 これらの遺物

は、建物の構築に伴って混入 したも

のと考えられ、いわゆる層中の分布 第148図  7号掘立柱建物址出土遺物 %

を示しているが、これらの資料をもって年代の指標 とするにはいささか躊躇せざるをえない。

そのなかで幸 うじて年代の目安ともなる 1の須恵器蓋は口縁部内面のかえりが完全に消失し

た段階ではあるが、天丼部は張 りをもたず、日縁端部の折 り返しはまだ小規模なものである。

また天丼部外面には、口縁部間近まで回転ヘラケズリが施されている。かえりの完全な消失

柱穴土層説明
第1層 暗褐～褐～黄橙色土 ma層類似土・黄砂・粘上で構    d層 (10YR 3/3)b層 と類似する構成。e層 (10YR 4/5)
成。a層 (10YR 3/3)Ⅲ a層 類似土主体。粘土を約10%合    黄砂主体。f層 (10YR 3/45)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成
み、黄砂7～ 10%含む。b層 (10YR 2 5/3)a層 に類似す    (2層は埋土)。

るが、より砂の合有が多い。c層 (10YR 2/3)Ⅲ a層類υ   第3層 黒楊～暗禍色土 Ⅲa層類似土・黄砂・亜円礫で構成。
上と黄砂で構成 (3:1)。 粘土は5～ 7%は ど。d層 (10    a層 からf層 まで各々の合有量を変えながら交互堆積の状
YR 6/4)黄橙色粘土を主体にma層類似土と黄砂が混在。    態を示す。上位はどⅢa層類似上の含有が多く、下位では礫
e層 (10YR 4/5)黄砂30～ 40%、 塊状粘土 (30,25～ 20)   や黄砂を増す。d層 (10YR 3/4)は ma層類似土・黄砂が
5～ 10%。 f層 (10YR 4/4)粘 土を含まない土層。g層 (10    はぼ同量混在し、礫は5～10%は ど (3層 は旧柱穴の柱抜
YR 4/3)Ⅲ a層類似土・黄砂・粘土・亜円礫が混在(1層    き取り痕)。

は柱の抜き取り痕)。                     第4層 黒褐～暗禍～黄禍色土 Ⅲa層類似土。黄砂・亜円礫
第2層 暗褐～黄橙色土 ma層 類似土・黄砂・粘上で構成。    で構成。a層 ～g層 まで新柱穴の1層 と同様の傾向がみら
全体に硬化。a層 (10YR 3/2)黄 砂と亜円礫が主体で構成。   れるが、粘土は含まない。もっとも多くみられるa層 (10

b層 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂の薄層が互層となる。   YR 2/3)は Ⅲa層類似上主体。b層 (10YR 3/4)で はⅢa

c層 (10YR 3 5/4)a層 に類似し、粘土を15～ 20%含 む。    層類似土・黄砂がほぼ同量混在する (4層 は旧柱穴埋土)。

1
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第2節 掘立柱建物址

を重視するならばNI「 21型式以後であり、また美濃須衛窯 との対比では須衛 9号窯段階頃に相

当するものと考えられる。本址はこの年代を指標 として上限年代をみることも可能であろ う。

また、本址の周辺には 8世紀中葉から後半に比定される竪穴住居址群が存在することから、

この年代を下ることもないものと考える。 したがって、 7世紀末葉から8世紀初頭頃が現在

考えられる本址の年代観 とみるのがもっとも穏当と思われる。

第38表  7号掘立柱建物址出土遺物観察表

l
須 恵 器

蓋

法量 口径(140)cm前 後 現存率 天丼部下半小片 破片数 1点 調整 天丼部外

面一回転ヘラケズリ 内面―・ クロ調整 胎土 密 細砂粒を含む 焼成 良好 色

調 灰白色25Y8/2 出上位置 Pit 2埋 土

2
須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数  1点 調整
ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

田 切黄褐色10YR7/6 出上位置 Pit 2

外面―斜位の平行タタキロ文 内面―

白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色

土 師 器

甕

現存率 口縁部小片

内面―ヘラナデ 胎土

色10 YR7/6 出上位置

破片数  1点  調整 外面―縦位のハケメ→口端部ヨコナデ

砂粒・赤色粒子・ 石英粒を含む 焼成 良好 色調 粥黄褐

Pit 8

8号掘立柱建物址 (第 149図、図版73)

本址は南側調査区のG-5区 で検出された 3箇の柱穴からなる。遺構の大部分は水路を境

に調査区外に及がことから明確な配置関係を見出す ことができなかったが、柱穴配置や周辺

の状況を考慮するならば、南北に主軸方位をとる掘立柱建物の北東隅 と推定することができ

よう。また前述の 7号掘立柱建物 とは、南北方向に主軸方位をとるとい う点では共通してお

り、調査区南側を中心に展開する大形の建物址群の一つであったことも考えられる。

建物の規模については不明といわざるをえないが、北側柱列の Pl・ P2を梁行方向と仮定

すれば、主軸方位は真北に対し15度西に偏 している。柱間寸法は、桁行では2,8m、 梁行で

は20mを測 り、 この数値はやや規模の大 きな建物の柱間寸法 とみることもできよう。

柱の掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 とも、おおむね平面方形を呈し、規模にお

いて多少の差はあるものの方 lm大で、やや隅の柱穴が深いがほば定規格の掘 り方 といえる。

また各柱穴の土層断面には、柱を抜いた痕 とみ られる抜 き取 り穴の痕跡が周囲の埋上の違い

から引瞭に識別できた。図示したスクリーントー

ンがそれにあたる。な為、本址の帰属時期につい

ては、柱穴の埋土から検出された須恵器甕の破片

が遺物 としては唯―のものであるが、この資料の

みからは不明といわざるをえない。やや強引では

あるが建物方位を重視するならば、ほば真北を示

す 7号あるいは 9号などの掘立柱建物との関連が 
第150図

0____+___」 け
m

8号掘立柱建物址出土遺物 /
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

指摘できる。ただし建物配置の うえからみると、同時併立困難な状況も認められることから、

何段階かの密接な関係をもって形成されたことが推定できる。

m

∞

柱穴土層説明

第1層 黒褐色土 Ⅲa層類似土主体。黄色粒子が微量点在。
a層 (10YR 2 5/3)は 均質なⅢa層 類似土。b層 (10YR
2/3)はやや粗で一部団粒状を呈し、亜円礫 (15,10～ 7)

を3～ 5%含む。c層 (10YR 2 5/25)に は黄砂が10～ 15

%ほど混じる (1層 は柱の抜き取り痕)。

第2層 褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体で硬い。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2・ 25/3)ma層 類似土主体。
a層では黒色上のブロックが集積し、b層 には黒色上の薄

層がみられ硬い。

第4層 黒褐～暗褐色土 (10YR 3/25。 3/4)Ⅲ a層類似土
と黄砂が混在。a層では3:1の 割合で、薄層・ブロックが

みられる。 b層 では 3:2と なり、薄層が一部互層となる。

やや硬い。

第 5層 褐色土 (10YR 4/4)黄砂主体 (50～ 70%)。 黒色土
ブロックぉょび薄層がみられる。

第 6層 褐色土 (10YR 4/35)5層 に類似するが黒色上の割

合が増す。硬く密。

(2層 から6層は埋土)

第 7層 暗禍色土 (10YR 3/35)Ш a層類似土と黄砂が互層

をなして硬化。

第 8層 責褐色土 (10YR 4/5)黄砂で構成され、硬化。

(7・ 8層は柱を据えた位置を示す)

第149図  8号掘立柱建物址 %

49690m  ド

第39表  8号掘立柱建物址出土遺物観察表

須 恵 器

甕

現存率 胴部下半小片 破片数 2点
と押え調整 部分的に叩きの痕跡を残す
成 良好 色調 オリーブ灰色10Y5/2

調整 外面―斜行叩き目文 内面―ヘラナデ

胎土 堅緻 砂粒 。白色微粒子を含む 焼

出土位置 Pit 5埋 土
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第2節 掘立柱建物址

9号掘立柱建物址 (第 151図、図版74・ 75)

本llLは南側調査区のE・ F-1・ 2区で検出された、桁行 4間、梁行 2間の掘立柱建物で

ある。また建物方位においてみるならば、南北棟の建物といえよう。西側柱列南端が調査区外

であったことと、北妻側柱列の中央が 7号溝状遺構によって切られている以外は、良好な遺

存状態を保っている。南側では、古墳時代後半に属する44号住居址の一部を壊している。こ

の建物の西側には、約15mほ どの距離を隔て南北に方位をとる8号掘立柱建物l■が存在する。

建物の規模は、桁行 4間 (南北)9.6m、 梁行 2間 (東西)4.8mを測 り、建物方位は真北

に対し1.5度西に偏している。床面積は約46m2と なる。柱間寸法は両側柱列とも2.4mを 基本

に、梁行でも両妻柱列とも2.4m内 外に収まるものと推定され、寸法において規則性の高さが

うかがえる。

つぎに柱の掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列とも、おおむね平面方形を呈し、規

模において多少の差はあるものの方1.1～ 1.3mで、やや四隅の柱穴が深いが、ほば定規格の

掘 り方といえる。また各柱穴の上層断面には、柱を抜いた痕とみられる抜き取 り穴の痕跡が

切瞭に識別でき、それらをスクリーントーンで示した。西側柱列の北端のPlお よび南妻柱列

のP8では、~つの上層断面から柱の抜き取 り痕が複数観察されており、このことからも建物

の一部建替え、ないしは柱の差替えが行われたことが裏づけられよう。

なお本址の帰属時期については、出土遺物が皆無であることから不明といわざるをえない

が、先の 4号あるいは 8号の各掘立柱建物でみたように建物方位を重複するならば、ある配

置のもとに構成された建物址群の一つとみなすこともできよう。

柱穴土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅲ a層類似土主体。黄砂粒子   第5層 黒褐色土 (10YR 3/3・ 3/4)Ⅲ a層類似土と黄砂で

1～ 2%点在。下位を中心に粘上を5～ 7%含む。       構成。a層では3:1の 割合で、各々のブロックや薄層がみ

第2層 黒褐～暗褐色土 (10YR 2 5/25。 3/4)Ⅲ a層類似    られる。 b層は3:2でやや硬い。

上で構成。a層 では粘上が5～ 10%、 b層では25～ 40%を    第6層  褐色土 (10YR 4/3)黄砂主体。密で硬い。

占める。 c層では15～ 20%は どでやや減少するが、責砂を    (2層 から6層 は埋土)

15～ 20%含 む (2層 は柱の抜き取り痕)。           第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/8)Ⅲ a層類似土主体。黄砂ブ

第3層  黒褐色土 (10YR 2/3)Ш a層類似土主体。塊状の粘    ,ッ クを5～ 7%含み、亜円礫10～ 15%が 分布する。硬く

土ブロックを3～ 5%含む。密で硬い。             粘上が固結している。

第4層  黒褐色土 (10YR 2 5/2)3層 に類似するが粘土は含   第8層  暗褐色土 (10YR 3/4)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成さ

まず、黒色上の薄層がみられる。密で硬い。           れ、ほぼ同量が混在。亜円礫を7～10%ほ ど含む。
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第2節 掘立柱建物址

10号掘立柱建物址 (第 152図 )

本址はD・ E-3。 4区 に位置する。周辺は南側調査区のなかでも、とくに中世を中心と

する竪穴状遺構や配石遺構が集中する地区であったが、幸いにも6号 と19号 の各配石の重複

だけで免れている。

建物の規模は、桁行 4間 (東西)8.Om、 梁行 (南北)4.Omを測 り、主軸方位はN-89° ―

Eを指し、ほぼ東西を示す。ほぼ真北を指す 7号あるいは 9号の各掘立柱建物 との対応関係

でみるならば本址は東西棟の建物 といえよう。床面積は約32m2と なる。柱間寸法は、両側柱

列 。両妻柱列とも2.Om内外に収まるものと推定され、寸法において規則性の高さがうかがえ

る。また桁行の東から1間 目に側柱列よりもひと回り小形の方0.5m大の東柱を配することか

ら、総柱を基本とする建物であった可能性も残されるが、本址周辺のあ り方を考慮するなら

ば 4号や 7号の各掘立柱建物 との類似形態が推定される。

掘 り方についてみると、側住列・妻側柱列とも、おおむね平面方形を呈し、規模において

多少の差はあるものの方0.6～ 0,7mで、ほぼ定規格の掘 り方といえる。

11号掘立桂建物址 (第 153図、図版76)

以下に示す11号以降の掘立柱建物は、柱穴覆上の検討および掘 り込み面の層位的確認、そ

してわずかではあったが山茶娩、小娩、山皿、古銭等の資料によって平安時代後半から中世

前半の所産と考えたものである。また、ここで示す掘立柱建物の他に約400個 のピツトが検出

され、それらが集中する部分を便宜的に大きく4群に区分した。 ビツトの規模、形状、深さ

は様々であり、11号から14号 の各掘立柱建物を抽出した南側調査区では配石遺構によって多

くが失われたところもあった。また調査区の制約から配置関係の不明な部分もある。そうし

たことから、なかには掘立柱建物の一部を構成していたピットも含まれるが、ここでは抽出

できたものについて概略を述べ、他のものについては図示することで容赦願いたい。以下、

11号掘立柱建物より記述することにする。

本址は南側調査区のD-4区 で検出された、桁行 4間、梁行 2間の坪掘の掘立柱建物 と推

定される。 4号配石遺構 との重複によって建物の北西側が未確認であることから、その全容

については押さえきれない部分もある。

建物の規模は、桁行 4間 (北東～南西)2.64m、 梁行 2間 (北西～南東)1.96mを 測 り、

廉面積は約5.2m2と なる。柱間寸法は、桁行では約60cmを基本としているものと考えられるが

P16・ P17間およびP14・ P25間 は90cmと やや長 くとっている。また、梁行では lm内外に収

まる。なお、主軸方位はN-36° ―Eを指す。

掘 り方についてみると、おおむね平面方形を呈し、規模において多少の差はあるものの方
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第Ц章 発見された遺構とその出土遺物

20～24cmで 、ほぼ定規格の掘 り方である。また覆土は基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土

やシル ト質埴壌上の斑紋状 ブロックを含んでいる。な為本址からは遺物は検出されていない。

12号掘立柱建物址 (第 153図、図版76)

本址は前述の11号掘立柱建物のす ぐ西にあって、同じD-4区 に位置する。 また13号掘立

柱建物はす ぐ西に位置 し、本址 とはほぼ東西に連なる。

建物の規模は、桁行 4間 (東西)2.96m、 梁行 3間 (南北)2.36～ 2.42mを 測 り、床面積

は約 7m2と なる。主軸方位はN-102° ― Eを指 し、ほぼ東西方向を示す。側柱列、妻側柱列

とも柱間数においては、それぞれ対応するものの、柱間寸法は各辺で異なってやや不揃いで

ある。桁行では北側柱列の東からみると、 1間 日から58cm、  2間 目が80cm、 3間 目が68cm、

4間 目が90cmと ゃゃ長 くとる。同様に南側柱列では54om、 78cm、 78cm、 86cmと な り、両側柱

列 との対応関係ではだいたい一致 している。梁行では東妻柱列の北から 1間 目が70cm、  2間

目が82cm、  3間 目が90cmと ゃゃ長 くとる。同様に西妻柱列では76cm、 92cm、 68cmと な り、対

応関係ではやや不揃いとなっている。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 ともおおむね平面方形を呈 し、規模 において多

少の差はあるものの方20～ 25cm大のものが中心を占め、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。また

覆土は前述の11号建物 と類似する。

なお、本址からは遺物はまった く検出されていない。

13号掘立柱建物址 (第 153図 、図版76)

本址は南側調査区のD・ E-5区 で検出された、桁行 3間、梁行 2間の坪掘の建物である。

建物の規模は、桁行・梁行 とも2.3mを決より、プランはほぼ正方形を呈する。また床面積は

約7.8m2と なる。柱間寸法は、桁行では西側柱列の北から 1間 日・ 2間 目では lm内外に収ま

り、 3間 日では80cmと ゃや短 くとるが、東側柱列 との対応関係ではほぼ一致 している。梁行

では両妻側柱 とも1.4m内 外に収まる。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 とも平面隅丸方形 ともとれるが、おおむね方形

とみて差 しつかえなかろ う。規模については、多少の差はあるものの方30cm大 のものが中心

を占め、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。覆土は基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル

ト質埴壌土の斑紋状ブロックを合む点では、前述までの■号や12号の各掘立柱建物の覆土 と

共通 している。

なお、遺物は本址からもまった く検出されていない。
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第 2節  掘立柱建物址

14号掘立柱建物址 (第 154図 )

本址は北側調査区のB-39。 40区で検出された、桁行 2間、梁行 2間 の身舎に廂がつ く坪

掘の掘立柱建物である。

建物の規模は、身舎桁行 (北東～南西)3.8m、 身舎梁行 (北西～南東)2.4mを測 り、床

面積は約9.lm2と なる。また廂は身舎の北西側柱列の外側につき、これを加えると面積は約H.4

m2と なる。また主軸方位はN-54° ― Eを指す。柱間寸法は、桁行では狽1柱列の北東から 1間

目が1,3m、 2間 目では2.5mと やゃ長 くとるが、両側柱列 との対応関係では一致 している。

梁行では1.2m内 外に収まる。また廂については、梁行方向で60cm北西に設けられ、側柱列の

身舎部分の柱穴 と良好な対応関係を示 している。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 ともおおむね平面方形を呈し、規模において多

少の差はあるものの方40～50cm大 に収まる。四隅がやや大 きいが、ほぼ定規格の掘 り方 とい

える。また覆土は、ここでも基本層序のコb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル ト質埴壌土の斑紋

状ブロックを含んでいる。

なお、本 llLか らも遺物はまった く検出されていない。

15号掘立柱建物址 (第 154図 )

本 l■ は北側調査区のB-39区で検出された、桁行 3間、梁行 3間 の身舎に廂がつ く坪掘の

掘立柱建物である。前述の14号掘立柱建物がす ぐ北に存在するが、建物配置において本址 と

併立 していた可能性はきわめて少ない。

建物の規模は、身舎桁行・ 梁行 とも3.Omを測 り、床面積は約9m2と なる。また廂は身舎の東

側柱列の外側につき、これを加えると面積は約10.8m2と なる。

柱間寸法は、仮に東西を桁行 とみれば、南側柱列では lm内外に収まるが、北側柱列では

西から1間 目が1.Om、 2間 目が125m、 3間 目は0,75mと ゃゃ不揃いとなる。梁行では東妻

柱列の北から 1間 目が08m、 2間 日、3間 目が1.Omと なる。同様に西妻柱列では北から0,9

m、 12m、 0,9mと なり、やや不揃いであるが、両妻柱列 との対応関係ではだいたい一致 し

ている。 また廂については桁行方向で約60cm東に設けられ、妻側柱列の身舎部分の柱穴 と良

好な対応関係を示 していたものと考えられる。なお主軸方位はN-75° ―Wを指す。

掘 り方についてみると、側柱列・ 妻側柱列 ともおおむね平面方形を呈し、規模において多

少の差はあるものの方30～40cm大 で、ほば定規格の掘 り方 といえる。また覆土は基本層序の

Ⅱb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル ト質埴壌上の斑紋状ブロックを含んでおり、前述の14号掘

立柱建物の覆土 と共通 している。な為、遺物はまった く検出されなかった。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

16号掘立柱建物址 (第 154図 )

本址は北側調査区のC-38・ 39区で検出された、桁行 3間、梁行 2間の坪掘の掘立柱建物

と推定されるが、一部が調査区外に及がため全容については押さえきれていない。つぎの17

号掘立柱建物 とは重複関係にあるが、本址の方が新 しい。

建物の規模は、桁行 3間 (南北)42m、 梁行 2間 (東西)2.9mを測 り、床面積は約12.2

m2と なる。また主軸方位はN-3° 一Wを指 し、ほぼ南北方向を示 している。柱間寸法は、桁

行では西側柱列の 2間 日、3間 目がやや不揃いとなる以外は1.4m内 外に収まっている。梁行

では両妻柱列 ともどちらかに寄るが、ほば対応関係は保っている。

掘 り方についてみると、側柱列・ 妻側柱列 とも基本的には平面方形 と考えられるが、不整

形のものも含まれている。規模については多少の差はあるものの方30cm大が中心であり、ほ

ぼ定規格の掘 り方 といえる。また覆土については、前述までの掘立柱建4/2と 同様、基本層序

のⅡb層 に類似 している。

なお、遺/74は本址からもまった く検出されていない。

17号掘立柱建物址 (第 154図 )

本址は北側調査区のC-38・ 39区で検出された掘立柱建物であるが、遺構のかな りの部分

が調査区外に及ぶため全容は粥らかではない。しかし、柱間寸法や周辺の状況を考慮すれば、

北東から南西方向に主軸をもつ桁行 3間、梁行 2間 の坪掘の建物 と推定することもできよう。

周辺には、す ぐ東に 3号掘立柱建物址が、また北側には前述の16号掘立柱建物址があ り、 16

号 とは柱穴間で直接の切 り合い関係にある。

建物の規模については、北東側列の柱間 2間を梁行間と仮定すれば、主軸方位をN-41° 一

Eに とる建物が想定され、梁行間は約3.2mと なる。また柱間寸法は、梁行では1.6m内 外に

収まり、側柱列の P37・ P38間 をみる限 りでは桁行でもほぼ同様の数値を示 しているものと思

われる。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 ともおおむね平面方形を呈 し、規模においては

四隅の柱穴がやや大きいものと思われるが、方30～ 40cm大に収まるものと考えられ、ほぼ定

規格の掘 り方 といえよう。覆土は基本層序のⅡb層に類似 してお り、前述までの遺構 とほぼ同

様のあ り方を示す。なお、遺物は本址からも検出されていない。
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第2節 掘立柱建物址

18号掘立柱建物址 (第 155図 )

本l■周辺は、北側遺構群のなかでも平安末期に比定される竪穴住居址や掘立柱建物址が濃

密に分布する区域であったが、両者は時代を経た建替えに際 しても、建物を立てる領域が十

分意識されていたものと推定され、その結果が竪穴住居 と掘立柱建物をやや離して配する両

者の分布状況が生 じ、竪穴 と掘立があまり入 りくまなかったことを示 しているものと思われ

る。掘立柱建物址の分析にあたっては、出土遺物が少ないこともあって竪穴住居 llLほ ど時代

の識別がつきに くい側面 もあるが、住居址 との位置関係や建物相互の分布状況を通 して、両

者の併存はまちがいないものと考える。

以下18号 よりみると、D-42区で検出された本l■ は、桁行 4間、梁行 2間 の規模を有 し、

19号・ 21号・24号の各掘立柱建物 と重複関係にある。21号および24号 とは柱穴間で直接の切

り合い関係にあり、本l■がいずれよりも新しい。また19号 とは間接的な切 り合い関係である

ことから新旧は判然としない。

建物の規模は、桁行 4間 (南北)4.Om、 梁行 2間 (東西)3.6mを測 り、床面積は約14.4

m2と なる。主軸方位はN-7° ―Wを指し、ほぼ南北方向を示す。柱間寸法は、桁行では両側

柱列 とも1.Om内外に収まり、また

梁行ではやや長 くとるが両妻柱列

とも18m′こ収まり、両側イ主列 。妻

側柱列 とも良好な対応関係を示 し

ている。

掘 り方についてみると、側柱列 。

妻側柱列 ともおおむね略円形を呈

し、規模においては四隅の柱穴が

やや大きいものと思われるが径30

～40cm大 が中心となり、ほぼ定規

格の掘 り方 といえよう。また東側

柱列のP7の上層断面では、柱を抜

いた痕 とみられる抜 き取 り穴の痕

跡が確認 され周囲の埋上の違いか

らも明瞭に識別できた。156図 は出

土遺物 とともにそれを示 した。

出土遺物 (第 156図、図版125)

東側柱列 P7の柱の抜き取 り穴か

,∽ i

A 49565m_」

cm∽

18号掘立柱建物址ピット7土層説男

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅲ a層類似上で構成。一部団
粒状を呈する土粒がみられ、粗。

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)1層 に類似するが、塊状
ないしは亜塊状の責砂を5%含む。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ш a層類似土と黄砂で構成さ
れ、ほぼ同量が混在。亜塊状を呈するブロックを含む。

第4層  暗褐色土 (10YR 3/4)責砂主体 (60%強 )。

第5層 黒褐色土(10YR 2/3)Ⅲ a層類似土と黄砂で構成(3:
1)さ れ、各々ブロック・薄層がみられる。

第6層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)5層 と同じ構成だが、各々

がはぼ同量混在し、亜円礫を5～ 7%はど含む。ブロック

や薄層は5層 より顕著。

第156図  18号掘立柱建物址 Pit 7及 び出土遺物 筋,%,/
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

ら、本址の帰属時期を示す ものと考えられる山茶娩窯系の小娩 と刀子の断片が出土 している。

小塊は全般に厚手で、一部に釉が残っているが、基本的には施釉技法は放棄された段階と考

えられる。胎土は砂粒を含んだ粗めのもので、また高台端部には糎殻圧痕が顕著に認められ

る。小塊はほば完形であったことと、出土状態から単に流れ込みによるものではなく、人為

的に入 られた可能性も否定できない。

本l■の年代観については、小娩 1点のみではやや心もとないが、周辺の竪穴住居 l■から出土

している山茶坑窯系の遺物 との対比において示せば、本址もまた、諜澤編年のⅥ期、いわゆる

山茶娩生産の成立時期に相当するものと考えられ、11世紀末葉から12世紀前葉頃に比定され

よう。東濃窯の編年観では谷迫間 2号窯式段階に相当するものと思われる。

19号掘立柱建物tL(第 155図 )

本址は前述の18号 と重複するが、直接的な切 り合い関係ではない。また21号 と24号 の各建

物 とは柱穴間で重複 して為 り、新旧関係では本址の方がいずれの建物 よりも新 しい。

建物の規模は、桁行 3間 (南北)3.4m、 梁行 2間 (東西)2.Omを測 り、床面積は約6.8m2

となる。主軸方位はN-86° 一 Eを指 し、ほぼ東西方向を示す。柱間寸法は桁行 。梁行 ともや

や異なっているが、側柱列および妻柱列 との対応関係では一致 している。

桁行方向では側柱列の西から 1間 目が12m、 2間 目が1.4m、 3間 目が0.8mと やや短か く

とり、不揃いの感はま嬢がれないが、両側柱列 との対応関係ではほぼ一致する。梁行では1,0

m内外に収まる。

掘 り方についてみると、側柱列・ 妻側柱列 ともおおむね略円形を呈し、規模において多少

の差はあるものの径30～40cm大 のものが中心を占め、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。覆土は

基本層序のⅡb層 に類似し、砂質埴壌土やンル ト質埴壌上の斑紋状ブロツクを含む点では前述

までの17号や18号の各掘立柱建物 と共通する。

なお、遺物は本址からは検出されない。

20号掘立柱建物址 (第 155図 )

本llLは B-24区で検出された、桁行 3間、梁行 2間の坪掘の掘立柱建物である。21号 およ

び22号 の各建物 と重複 し、21号 とは柱穴間で直接の切 り合い関係にあ り、本l■の方が新 しい。

建物の規模は、桁行 3間 (東西)45m、 梁行 2間 (南北)3.4～3.6mを 測 り、床面積は約

16m2と なる。主軸方位はN-83° 一Wを指 し、ほぼ東西方向を示す。狽J柱列・ 妻側柱列 とも柱

間数においては、それぞれ対応するものの、柱間寸法は各辺で異なってやや不揃いとなって

いる。桁行では北側柱列の西から 1間 目が1,8m、 2間 目が1.lm、 3間 日では1.6mと なり、
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第2節 掘立柱建物址

同様に南側柱列では 1間 目・ 2間 目が1.4m、 3間 目が1,7mと なる。梁行では両妻柱列とも

1,7mを基本にしているものと考えられるが、西妻柱列のP24・ P25間 が1,9mと やや長 くとっ

ている。

掘 り方は、側柱列・妻側柱列ともおおむね平面略円形を呈し、規模において多少の差はあ

るものの径30～ 40cm大 に収まり、ほば定規格の掘 り方といえる。また覆土は、ここでも基本

層序のⅡb層 に類なし、砂質埴壌土やシル ト質埴壌上の斑紋状ブロックを含んでいる。

なお、遺物は本址からもまったく検出されていない。

21号掘立柱建物址 (第 155図 )

本址は桁行 4間、梁行 3間の身舎に四面廂のつ く坪掘の掘立柱建物である。建物の大きさ

では隣接する19号住居址に匹敵する。また本址は18号・ 19号・ 20号・ 24号 の各掘立柱建物と

重複し、18号・ 19号それに24号 とは柱穴間で直接の切 り合い関係にあ り、いずれも本址の柱

穴が切られている。24号 とは間接的な切 り合い関係であることから新旧は判然としない。

建物の規模は、身舎/tJ行 4間 (北西～南東)7.Om、 身舎梁行 3間 (北東～南西)3.3～ 35

mを測 り、床面積は約24m2と なる。また身舎の外側に四面廂がつき、これを加えると面積は

約50ド となる。主軸方位はN-48° 一Wを指す。柱間寸法は側柱列の北西から3間 目まで18

m内外に収まり、4間 日では1.6mと ゃゃ短かくとるが、両側柱列との対応関係ではほば一致

している。梁行では南西妻柱列の北東から1間 日・ 2間 目が1.4m、  3間 目が08mと なり、

同様に北西妻柱列では 1間 目が1,3m、 2間 目・ 3間 日については柱穴が未確認であることか

ら判然としないが、両妻柱列との対応関係ではほぼ一致していたものと思われる。また廂に

ついては、身舎の外側四面に廻 り、側柱列・妻側柱列に基本的には対応するものと考えられ

るが、柱間寸法は各辺で異なって不揃いである。廂は側柱列の北東側が広いことから北東に

面した建物配置が想定される。廂部分を入れると桁行9.2m、 梁行5.5mを測る。

掘 り方についてみると、身舎部分では側柱列・妻側柱列ともおおむね平面略円形を呈し、

規模においては四隅の柱穴がやや大きいと思われるが、ほぼ定規格の掘 り方といえよう。廂

部分では 1廻 り小さく浅い。覆土は基本層序のⅡb層 に類似しており、前述までの遺構とほば

同様のあり方を示す。なお、遺物は本址からも検出されていない。

22号掘立柱建物址 (第 155図 )

本址は20号 と重複するが、間接的な切 り合いのために新旧は判然としない。建物の規模は、

桁行 3間 (南北)5,3m、 梁行 2間 (東西)3.6mを測 り、床面積は約19∬ となる。主軸方位

はN-2° 一Wを指し、ほぼ南北を示す。柱間寸法は、桁行では側柱列の北から1間 目・ 2間
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

目では1.6～ 1.7m前後に収ま り、3間 日では2.Omと やや長 くとるが、両狽1柱列 との対応関係

では一致 している。梁行では両妻柱列 とも1,8m内 外に収まる。

掘 り方についてみると、狽1柱列・妻側柱列 ともおおむね平面略円形を呈 し、規模において

多少の差はあるものの径20～ 30cm大のものが中心を占め、ほば定規格の掘 り方 といえる。覆

土は基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル ト質埴壌上の斑紋状ブロックを含む点では

前述までの建物の覆土 と共通する。なお、遺物は本l■からもまった く検出されていない。

23号掘立柱建物址 (第 155図 )

本址は桁行 3間、梁行 1間の坪掘の建物であ り、梁行柱間 1間 の構造のものは本例のみで

ある。建物の規模は桁行 (東西)4.4m、 梁行 (南北)1.6mを測 り、仄面積は約 7ぽ となる。

主軸方位はN-60° ― Eを指す①柱間寸法は、側柱列の西から 1間 目および 2間 日では1.4m

内外に収まり、3間 日では1.6mと ゃゃ長 くとるが、両側柱列 との対応関係では一致している。

梁行では両妻柱列 とも1.6mに収まっている。

掘 り方は、おおむね平面円形を呈し、規模において多少の差はあるものの径20～30cm大 で

ほば定規格の掘 り方 といえる。また覆土は基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル ト質

埴壌土の斑紋状ブロックを合んでいる。なお、本址からも遺物は検出されていない。

24号掘立桂建物址 (第 155図 )

D-42区で検出された本址は、桁行 3間、梁行 2間 の規模を有し、18号 。19号・ 21号の各

掘立柱建物 と重複関係にある。18号および19号 とは柱穴間で直接の切 り合い関係にあ り、本

址は双方から切 られている。 また21号 とは間接的な切 り合い関係であることから新旧は判な

としない。

建物の規模は、桁行 3間 (北東～北西)3.6m、 梁行 2間 (北東～南西)2.6mを測 り、床

面積は約9.4m2と なる。主軸方位はN-46° 一 Eを指す。柱間寸法は、桁行では北西側柱列の

南西から 1間 目・ 2間 目が1,lm、 3間 目が1.4mと なる。同様に南東側柱列では 1間 目が1,0

m、 2間 目が1.2m、 3間 目が1.4mと なり、やや不揃いであるが、両側柱列 との対応関係で

はほぼ一致している。梁行では両妻柱列 とも1.3m内外に収まる。

掘 り方についてみると、側柱列・妻側柱列 ともおおむね平面円形を呈 し、規模において多

少の差はあるものの径30cm大が中心を占め、ほば定規格の掘 り方 といえる。 また覆土は、 こ

こでも基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土やシル ト質埴壌上の斑紋状 ブロツクを含む。

なお、本址からも遺物は検出されていない。
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第 2節 掘立柱建物址

25号掘立柱建物址 (第 157図、図版76)

本 l■ は北側調査区の B-44・ 45区 で検出された、桁行 4間、梁行 3間 の坪掘の掘立柱建物

と推定されるが、一部が調査区外に及がためにその全容は押 さえきれていない。また、26号・

27号 の各掘立柱建物 とは柱穴間で直接的な切 り合い関係にあるが、本l■ の方が新 しい。

建物の規模は、南西側柱列の柱間 3間を梁行間 と仮定すれば、主軸方位をN-50° 一 Eに と

る建物が想定される。桁行は約 8mほ どと推定 され、梁行は4.6mを 測る。床面積は約37m2は

どとなろう。また柱間寸法は、桁行では両側柱列 とも2m内外に収まるものと思われる。 ま

た梁行では1.6mを基本にしているものと考えられる。

つぎに柱の掘 り方についてみると、それらはおおむね平面方形を呈し、規模において多少

の差はあるものの方40～ 50cm大 で、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。また掘 り方土層断面か ら

は柱を抜いた痕 とみられる抜き取 り穴の痕跡が確認され、周囲の埋土の違いから明瞭に識別

できた。覆土は基本層序のⅡb層 に類似 し、前述までの遺構の覆土 と共通している。なお、遺

物は検出されていない。

26号掘立柱建物址 (第 157図、図版76)

C-44・ 45区 で検出された本址は、桁行 4間、梁行 3間の規模を有し、25号・ 27号 の各掘

立柱建 /77」 と重複関係にある。25・ 27号 とは柱穴間で切 り合い、本址は双方から切 られている。

建物の規模は、桁行 4間 (北東～南西)5.8m、 梁行 3間 (北西～南東)3.8～ 4.Omを測 り、

床面積は約232m2と なる。主軸方位はN-50° 一 Eを指 し、前項の25号 と同じ値を示す。側柱

列・ 妻側柱列 とも柱間数においては、それぞれ対応するものの、柱間寸法は各辺で異なって

やや不揃いとなっている。桁行では北西側柱列の南西から 1間 目が18m、 2間 目が1.6m、

3間 目が1.lm、  4間 目が1.3mと なり、同様に南東側柱列では 1間 目が1.9m、  2間 目が1.2

m、 3間 目が1.4m、 4間 目が1.3mと なる。梁行では南西側妻柱列の南東から 1間 目が1.lm、

2間 目が1.5m、  3間 目が1.4m、 同様に北東側妻柱列では1.lm、 1.2m、 1.5mと なる。

掘 り方は、側柱列・妻偵J柱列 ともおおむね平面方形を呈 し、規模において多少の差はある

ものの方30～ 40cm大 に収まり、ほぼ定規格の掘 り方 といえる。また土層断面からは、柱 を抜

いた痕 とみ られる抜 き取 り穴の痕跡が確認され、周囲の埋上の違いから明瞭に識別できた。

覆土は基本層序のⅡb層 に類似する。なお、遺物は検出されていない。

27号掘立柱建物址 (第 156図、図版76)

本址は建物の東側が調査区外に及ぶために明瞭な配置関係を見出すことができなかったが、

柱間寸法や周辺での建物配置のあ り方を考慮す るならば、南北方向に主軸をとる 3間 × 2間
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第 2節  掘立柱建物址
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の坪掘の掘立柱建物 と推定することもできる。25号 。26号 の各建物 と重複するが、柱穴間で

の切 り合いでは25号 より古 く、26号 よりも新 しい。

Pit 54

H

H

4つ550m_歪
′

∬

9     甲Cm(‰
)

掘立柱建物 lr群(働 Pit54

∬
一

0                       4m

柱穴土層説明

第 1層 黒禍～暗褐色土(10YR 2/2・ 2/25・ 3/3)上位では

鍵層Aに近値で砂質埴壌土ブロックを含む。a層はⅡb層に

類似し、班紋状ブロツクを3～ 5%ほど含む。 b層 もa層

とはば同じ構成をとるが、黄砂が7～ 10%混在。 c層は黄

砂が40～60%と 主体となる (1層 は柱痕 )。

第2層 黒褐～暗褐色土 (10YR 3/2・ 2/3・ 3/4)a層 はIb

層類似土と黄砂がはば同量混在。b層はⅡb層類似土と黒色

上の薄層で構成。 c層 は黄砂主体で亜円礫 (15,10± )を
3～ 5%含む (2層 は埋土)。

柱穴土層説朔 (26号掘立柱建物址)

第3層 黒褐色土 (7 5YR 3/25・ 25/2)基質はⅡb層類似

上で構成される。25号掘立柱建物址の柱痕よりも赤味を帯

びている。 a層には砂質埴壌上のブロツク2～ 3%と 亜円

礫を3～ 5%含む。b層 は均質なⅡb層類似上で構成される。

c層 には、黄砂を5～ 10%含 む (3層 は柱痕)。

第4層 黒褐～暗褐色土 (7 5YR2 5/25。 2/2・ 3/4)Ib
層類似土と黄砂で構成。 a層 には、黄砂ブロックが5～ 10

%分わする。b層 はⅡb層類穆土・黒色土・黄砂で構成(3:

111)さ れ、各たが薄層となり、一部では亜塊状の集積と

なる。 c層は責砂主体 (40～ 60%)で 亜円礫を7～ 10%は

ど含み硬い (4層 は埋土)。

柱穴土層説明 (27号掘立柱建物址)

第 1層 黒褐色土(10YR 3/2・ 2/25)]b層類似上で構成さ

れる。 a層 。b層 に砂質埴壊土ブロックを含む。 a層では

2～ 3%。 b層では3～ 7%含み、下位では黄砂がみられ

る。c層はIb層 類似上で構成。d層は亜塊状の黄砂主体。

亜円礫を5～15%含 む (1層 は柱痕)。

第2層  暗褐色土(7 5YR25/35)Ⅱ b層類似土と黄砂で構

成。a層では3:1の害」合で、黒色上が7～10%分布。b層

では211。 c層ではほぼ同量が混在し、亜円礫を7～ 10%

含む。
ピット54土層説明

第 1層 黒色上 (10YR 2/1)対 応する層準は不明。均質で密

である。灰化物が1～ 2%点在。

第 2層 黒褐色土 (10YR 2/2)1層 に類似し層界は不朔醸。

亜塊状の黄砂ブロックを7%ほど含む。

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似し黄砂を30%含 む。

第4層 暗褐色土 (10YR 3/3)3層 と同じ構成であるが、割

合は211と なる。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

建 7/」 は、西側柱列の柱間 4間を桁行間と仮定すれば、主軸方位をN-1° ―Wに とる、ほば

真北を示す建物が想定 され、桁行38m、 梁行3.4mが とれる。床面積は約13∬ほどとなる。

また柱間寸法は、桁行では両側柱列の北から 1間 目が1.2m、  2間 目。3間 目が0,8m、 4間

目が10mを とり、梁行では南妻柱列の西から 1間 目が1.Om、 2間 目が1.3m、 3間 目が11
mと なる。柱間寸法は各辺でやや不揃いであるが、ほぼ対応関係にあるものと思われる。

掘 り方についてみると、側柱列 。妻側柱列 ともおおむね平面方形を呈 し、規模において多

少の差はあるものの方30～ 40cm大に収まる。四隅がやや大きいが、ほば定規格の掘 り方 とい

える。また掘 り方断面には、ここでも柱を抜いた痕 とみられる抜 き取 り穴の痕跡が認められ、

周囲の埋上の違いか ら明瞭に識別できた。覆土は基本層序のⅡb層 に類似 し、砂質埴壌土やシ

ル ト質埴壌上の斑紋状 ブロックを含んでいる。なお、本址からも遺物は検出されていない。

1・2 Pit54

3   Pit 43

9        岬cm銘
)

第158図 北側調査区掘立柱建物址群(3)出 土遺物 %,%
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l 」 ナ宛

刀   子
法量 現存長(68)幅 (04～ 09)伽 重量 67g 現存率 茎部ほぼ完形 形態

茎端部に向かって幅はすばまる 出土位置 覆土中位

第40表

第 3節 柱穴列

18号掘立柱建物l■ 出土遺物観察表

第41表  北側調査区掘立柱建物址⑤ Pit43お よび Pit 54出 土遺物観察表

l 打製石斧

法量 全長1485 幅79 厚さ1 0Cm 重量 203g 現存率 完形 形態 いわゆる

短冊型 腹面に自然面が残る 側面を主にブランティングが加えられる 石質 硬砂

岩 出上位置 Pit 54覆 土中位 備考  1・ 2は弥生時代以降の可能性がある

2 打製石斧

法重
~全

長122 幅905 厚さ1 lCm 重量 283g 現存率 完形 形態 いわゆる

稜形 両面に自然面が残 り全密にブランティングが及がが腹面の刃部にはあまりみら

れない 石質 安山岩 出上位置 Pit 54覆 土中位 備考  1・ 2は埋納品か

3 鉄  鏃
刃部厚11～ 1 2cm 重量 215g 現存率 完形 形

刃部は断面方形で端部が尖る 茎部は断面方形を呈する 出上位置 Pit 43
法量

態

第 3節 柱 穴 列

1号柱穴列 (第 159図、図版77)

本址は、南側調査区のD-2区 を中心に検出された南北に走る、いわゆる柱穴列からなる

遺構である。周辺は攪乱が激しかったことからとくに南側が不明瞭であるが、 2条からなっ

ていた可能性も残されている。柱穴列の主軸方位をみると、真北に対し1.5度西に偏しており、

こうした傾向は本l■ の西側に展開する大形の掘立柱建物址群との配置関係において関連性が

指摘できる。また本址の上に築かれた42号住居址が 8世紀中葉の所産であることから、この

年代よりも下ることはなく、時期的にも近いものが感じられる。

柱穴列は159図 に示したが、南側調査区を南北に貫 くものと考えられる。柱間寸法はやや不

揃いではあるが、柱穴の通 りはよく、また掘 り方もおおむね平面方形を呈し、規模において

多少の差はあるもののほぼ定規格の掘 り方といえる。両者を関連づける要素は乏しいが、こ

こでは 7号を中心とする掘立柱建物址群の外側に配された、ある種の区画施設、「掘立柱塀」

と想定してみたい。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

kl
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第159図  1号柱穴列 (掘立柱塀)
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第 4節  方形周溝墓

第 4節 方 形 周 溝 墓

1号方形周溝墓 (第 160・ 161図、図版78・ 79)

本址は溝によって墓域を画し形成している点から、古墳時代前期に属する方形周溝墓とし

て扱 うことにする。調査区ではE-4・ 5区に位置し、南側調査区の遺構密集区にありなが

らも壊されたところは少なく、周溝墓全体の形態はほぼ捉えられた。周辺には関連する遺構

は認められておらず、墓域 としても群構成はなしていなかったものと推定される。また独立

している点でも、むしろ後の古墳との共通性も指摘される。かなり離れてはいるが、北側調

査区で検出された 6号住居址が古墳時代前半に比定されることから、居住区と墓域との関連

性も注意されよう。

はじめに平面プランからみると、周溝墓はおおむね隅丸方形を呈するものといえる。規模

については遺構の中軸線でみると、溝幅を合めて北東から南西方向で82m、 同様に北西から

南東で8.4mを 測 り、ほぼ近い数値を示す。

周溝は、基本的には 1本の溝からなっており、南西側の中央部で途切れブリッジを形成し

ている。弥生時代の方形周溝墓とは、規模や築造技術でこそ質的な差はないが、一辺の中央

部にブリッジを有する形態となると、弥生時代でも最終末、ないしは古墳時代まで下らなけ

れば散見できないものと思われる。いずれの部分も黄砂中に深 く掘 り込まれているため配石

等の重複にもかかわらず遺存状態は良好である。溝の幅は、確認面では北西狽Jが広 く、最大で

1.Omを測 り、他は0.8mか ら0.6mほ どの幅を有している。ブリッジを形成している南西側の

幅が狭いのは 7号配石による重複のためだけではなく、溝の両端が緩やかに立ち上がってい

ることにも起困している。溝の深さは、北西側の最深部で約35cmを測るが、他は20～30cm位

の深度を有する。また溝底は、ほば平坦であるが、各辺とも中央部でやや深 くなる印象を受

ける。図でも示したように溝の断面は逆台形状を呈している。

周溝の土層の堆積状態は、各辺によって若千異なるが、大まかには共通した傾向で捉える

ことができる。その堆積過程を示したものが160図 と161図 の上層断面であるが、溝で画され

た内部からの上砂の流入を強 く印象づける。当然外側からも流れ込んで堆積したものであろ

うが、土層断面をみる限りでは溝によって画された内部に積まれた土砂が崩落して溝を埋め

たとみるのが穏当と思われる。現状では、それを裏付ける封上の痕跡はみられないが、しか

しその存在を示唆するものともいえよう。なお遺骸埋葬施設である主体部については、残念

ながら検出することはできなかった。おそらく配石によって壊されたものであろう。

出土遺物 (第 162図、図版156)

本l■から出土した遺物は、第162図 に示した土器が 2点である。出上位置は第161図 に示し
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

C_            8'

0                              4m

第160図  1号方形周溝墓(1)%

たとお り、北東溝と南東溝のいずれも底面より浮いて検出されている。 1の資料は溝の確認

面であり、 2は底面よりやや浮いての出土であった。二者とも完形品であり、 1の壷には外

面のほかに内面にも赤彩が施されている。また、 2の上器は赤彩こそなかったものの、顔料

凝
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の容器に使用されてい

た可能性があ り、出土

状態には時間差が、土

器′こヤよ特殊性が うかが

え、方形周溝墓出土の

上器を考えるうえに注

目されるものがある。

なお、本llLの 時期につ

いては土器の形態およ

び整形の特徴 より、古

墳時代前期に比定され

よう。

９

・

― ―

侶

鐵

第 4節  方形周溝墓

E

0                10Cm

第 162図  1号 方形周溝墓出土遺物 %

E`

第161図  1号方形周溝墓似)%

方形周溝墓土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基質はma層類似上で構成

される。黄色粒子が 1%未満点在。炭化物を約 1%含む。

第2層 黒褐色土 (10YR 2/2)1層 と類似し、層界は不明瞭

波状。層界付近に反化物2～ 3%が集積。 1層 より密。

第3層 黒禍色土 (10YR 2/25)1層 。2層 に類似し、2層

との層界はやや不明瞭。斑紋状黄砂が下位を中心に 2～ 3

%分布。責色粒子 1%を合む。

第4層  黒色土 (10YR 2/1)黒 色の粘性が強く、密な土層。

ma層下位からШb層上位にみられる土層に類似。暗 く黒い。

第5層 黒禍～暗褐色土 (10YR 2/25。 3/35)Ⅲ a層 類似

土ないしは4層 に類似するが、下位を中心に黄砂が浸食。

下位では25～30%を 占める。

第6層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅲ a層類似土と斑紋黄砂

で構成 (311)さ れる。

第7層  褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。

Ⅳ

附

ト

ー

ー

Ｌ

Ｉ

慌

Ｉ

Ｆ

Ｆ

一

ビ

一

F 49670m」

第42表  1号方形周溝墓出土遺物観察表

l

土 師 器

霊

法量  口径101～ 104 底径15～23 器高■ 5～■ 6cm 現存率 完形 破片数

20点 形態 口縁部は直線的に開きくびれた頸部から球形状の胴部へと移行する 底

部は小さめの平底 調整 外面一口縁部～胴部横位のヘラミガキ 底部ヘラナデ 内

面一日縁部ヘラミガキ 胴部ヘラナデ(部分的に′ヽケメ残る)外 面全面と口縁部内面

(ヘ ラミガキ部分)が赤彩 胎土 緻密 細砂粒・金雲母を含む 焼成 良好 色調

にがい黄橙色10YR7/3 出上位置 北東溝覆土上位

2
器

甕

師

型
土

小

法量 口径67 底径29 器高7 7cm 現存率 完形 破片数 21点  形態 口縁部は

「 く」の字形で胴部は弱い膨 らみをもって平底の底部へと移行する 調整 外面一日縁

部ヨヨナデ 胴部ヘラナデ→ヘラミガキ 底部ヘラナデ 内面一口縁部～胴部上半横

位のヘラミガキ 胴部下半～底部ヘラナデ 胎土 細砂粒・小礫を含む 焼成 良好

色調 黒褐色10YR3/2 出上位置 南東溝覆上下位 備考 内面に赤色の痕跡がある

顔料入れに使用か
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第 5節 竪 穴 状 遺 構

1号竪穴状遣構 (第 163図 )

本址はB-52区に位置し、 7号住居址および 1号掘立柱建物址と重複する。新旧関係では

本址が一番新しい。また南東側約5.6mには 2号竪穴状遺構がある。

竪穴状遺構は平面形態のうえから、いくつかの類型に分類することができる。本址はその

類型のうち、方形を呈するがイプに属する。規模は長軸 (北西～南東)2.8m、 短軸 (】ヒ東～

南西)2.5～ 2.65mを測る。長軸方向での主軸方位はN-49° ―Wを指し、床面積は約65∬ほ

どとなる。

竪穴の遺存状態についてみると、比較的良好で、壁の高さは確認面であるШb層下位から約

15cmを測 り、Ⅳ層の黄砂についても約12cmを 掘 り込んでいる。壁はやや開きぎみに立ち上がっ

ている。床面はⅣ層の黄砂層に築かれており、凹凸はみられない。全体によく踏み固められ

ている。また、 7号住居址の床面よりは約 5 cmほ ど深 く掘 り込まれている。柱穴やその他の

施設については検出されなかった。

覆土は 5層 に区分されるが、全体にⅡb層 に類似した土層で構成され層相の変化に乏 しい。

上位から下位まで漸移的な変化を示し、いわゆるレンズ状を塁している。また、壁際には三

角州状の壁崩落の堆積がみられ、自然埋没 と考えられる。なお遺物は出土していない。

7号住

土層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2/2)
鍵層Aに対比。Ⅱb層 に近値の上層。斑紋状

のシル ト質埴壌土ブロックを約 5%含む。

亜円礫 (7,5～ 3)を 5%ほ ど含むが、密。

〔中 。25～ 26〕

第2層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)
1層 に類似し、層界は不明瞭波状。斑紋状

の黒色土と黄砂が3～ 5%ほ ど分布する。

亜円礫を約 7%含む。 〔中 。24～ 25〕

第3層  黒褐色土 (10YR 3/25。 25/3)
2層 とはば同じ構成であるが、斑紋状の黒

色土と責砂の合有が増す。 a層では約 7%
ほどで、b層では約10%。 〔中・24～ 25〕

第4層  暗褐色土 (10YR 3/35・ 25/3)
Ⅱb層類似土・黒色上 。黄砂によって構成。

aoc・ d層では311:2の 害」合で混在し、

壁際では黄砂優勢。 a～ d層 にかけてより

黄砂の合有を増す。 b層は4,211の割合

で、黒色上は7号住居址の覆土に類似する。

〔中～弱・ 23～ 24〕

第 5層 暗褐色土 (10YR 3/4。 35/35)
下位を中心に黄砂が蚕食状に分布し、主体

となる。a層 には炭化物が5～ 7%集積す

る部分がある。

第163図  1号竪穴状遺構 ‰

」

2m

Ｉ
Ｌ

1曖
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第 5節 竪穴状遺構

2号竪穴状遺構 (第 164図 )

本址はA・ B-51区 に位置 し、 1号配石遺構 Aと 重複 して北東側が切 られている。また 1

号竪穴状遺構が北東約5,6mの ところにあ り、東側約 4mに は同様に 1号配石Aと 切 り合 う10

号住居址がある。

形態や規模については、北東側が 1号配石 との重複によって失なわれているが、おおよそ

推定すると、平面プランは南側がやや歪むもののほぼ長方形を呈 していたものと考えられる。

長軸方向 (北東～南西)は配石によって不男であるが、計測できる2.8mを あまり上まわ らな

いものと考えられる。短軸 (北西～南東)は 1.5～ 1.75mを測 り、長軸を主軸 とする方位は、

N-48° ― Eを指す。床面積についても 4～ 5∬ と推定される。なお平面形態から分類される

類型では、長方形のタイプに属す。

竪穴の遺存状態は、Ⅳ層の黄砂への掘 り込みが浅かったことからあまり良好ではなかった。

壁の高さは確認面であるⅣ層上面から約10cmを測 り、やや開きぎみに立ち上がっている。床

面はⅣ層の黄砂に築かれており、凹凸はみられずよく均されていたが、やや軟弱であった。

柱穴やその他の施設については検出されなかった。

覆土は 4層 に区分される。全体にⅡb層 に類りし、上位から下位まで漸移的な変化がみられ

た。また覆土を構成する基質には、本址南側を中心に分布するⅡb層上位に含まれるラミナの

細礫が多 く混入している。覆土の堆積状態は、本址周辺の自然堆積層を基質とするレンズ状

の堆積を示 しており、壁の崩落上の存在、さ

らに漸移的な変化を示すことからも自然埋没

と推定される。

土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)
Ⅱb層 に類似するが、一部粒土が団粒状を呈

し粗な部分がある。砂質埴壌土ブロックを

約 3%含む。 〔中 。22～ 23〕

第 2層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)
1層 に類似するが、団粒状の粒土はみられ

ない。砂質埴壌土プロックおょび黄砂を約

5%含む。 〔中・ 23～ 24〕

第 3層  黒褐色土 (10YR 3/2)
2層 とほぼ同じ構成だが、黒色土が約5%
分布し、砂質埴壌土・黄砂とも7～ 10%は

どとなる。 〔中 。24～ 25〕

第 4層  暗褐色土 (10YR 3/3)
Ⅱb層類似土・黒色土・黄砂で構成(3:1:
2)。 各々が混在し、壁際ほど黄砂が強くな

る。 〔弱～中 。23～ 24〕

ド
49570n~

第164図  2号竪穴状遺構 %

1号配石 (A)
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

3号竪穴状遺構 (第 165図 )

本址はD-59区に位置する。北側調査区瓦集中区内にあ り、竪穴状遺構の上面に投棄され

た多数の瓦類 とそれを包合するⅢ a層準が覆っている。このことは、本址の埋没後にma層 が

形成されたことを意味 し、瓦の投棄よりも前に本址がつ くられていたことを示す。また、本

址は Ⅲa層準から切 り込まれてお り、堆積土の うえからは奈良時代以前に属する遺構 と考え

られる。そのため、竪穴住居址である可能性 も考慮 したが、その要件であるカマ ドや柱穴、

周溝などが検出されなかったことから、ここでは竪穴状遺構 として扱った。

竪穴は北東側の壁面 とその両隅が検出されたが、南西側が調査区外に広がっているため、

形態や規模については不明である。 しかし、検出された北東側から推測す ると平両方形のタ

イプになるものと考えられる。仮に方形のタイプを想定するならば、一辺2,15m前後の規模

と考えられる。

遺構の遺存状態は比較的良好で、壁の高さは40cmほ どを測 り、Шa層準までほぼ垂直に立ち

上がってぃる。床面はⅣ層の黄砂に構築されているが、亜円礫が混 じることから直下はV層

の河岸礫層に達するものと考えられる。床面には凹凸はみ られずよく均 されているが、やや

軟弱であ り、貼 り木やその他の施設は検出されなかった。

覆土は 9層 に区分 され、大きく上位 (1層 ～ 5層 )と 下位 (6層～ 9層 )に分けられる。

上位はⅢa層準に類似 した土層で形成されてお り、下位ではそれに黄砂が混 じっている。全体

に漸移的な変化を示 してお り、堆積状態 もいわゆるレンズ状を呈 している。壁の崩落土 と考

えられる三角州状の堆積層 もみられることから、 自然埋没 と考えられる。

下            爾 土層説明

第 1層 黒褐色土(10YR 2 5/25)北 側調査区瓦集中区のШa′ 層に

類似。Ⅲa′ 層に顕著になられるブロツクはあまりみられず、一部

粒上が団粒状となっている。 〔中 。23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)1層 に類りし、Ⅲa′ 層と構成が近

値。上位端部にブロックが3～ 5%分布している。全体に1～ 2

%の灰化物点在。 〔中・ 24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)均質な土層。1層 との層界は明瞭。

〔中 。25～ 26〕

第4層 黒褐色上 (10YR 2/25)3層 に類似し、黄砂が全体に3～
5%ほど分布する。 〔中・24～ 25〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/2)3層 に近値であるが、全体に土粒の

結合が弱く、一部が団粒状となる。 〔中 。22～ 23〕

第6層  暗褐色土 (10YR 3/3)3層 に類似した粒土と黄砂によって

構成 (411)。 〔中 。24～ 25〕

第 7層 暗褐色土 (10YR 3/4)6層 と同じ構成であるが、責砂が増

し2:1の 著」合となる。 〔中 。23～ 24〕

第8層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)5層 に近値で、Ⅲa層準②に対応。

粒上が一部団粒状となる。 〔中・ 22～ 23〕

第9層  暗褐色土 (10YR 3/4・ 35/3)Ⅲ a層準と黄砂がほぼ同量

混在。 b層の方が黄砂を多く含む。亜円礫を 7～10%含む。 〔中

～弱・23～ 24〕

49520m N

― lma層 準

9                    2m

第165図  3号竪穴状遺構 %
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第 5節  竪穴状遺構
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第166図  3号竪穴状遺構出土遺物 χ

出土遺物 (第 166図 )

本l■からは総点数15点の遺物が出上 した。その内訳は須恵器類 5点 (杯 4・ 蓋 1)、 瓦類 10

点 (平瓦 8・ 丸瓦 2)である。 これらの出土状態は、瓦類はほとんどが最上位から検出され

てお り、上面に形成された瓦集中区の影響が考えられよう。また須恵器類は下位にみられ、

2点 について図示できた。2の須恵器不については、いわゆる扁平な器体を特徴 としてお り、

また底部は回転ヘラケズ リ調整されている。図示 した瓦は、 1号掘立柱建物址排水溝から出

土したものと接合する。本址の時期は、瓦集中区の形成される直前 と考えられ、 2に示 した

須恵器雰がおおよそ推定される時期 とみるのが穏当と思われる。

第43表  3号竪穴状遺構出土遺物観察表

l
須 恵 器

蓋

法量 つまみ径35 現存高2 7cm 現存率 つまみ部はぼ完形 天丼部/ 破片数

1点  形態 つまみは擬宝珠状で天丼部は笠型 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 砂粒・白色粒子が多 く石英粒を少量含む 焼成

良好 色調 明緑灰色10GY7/1 出上位置 覆上下位

2
須 恵 器

芥

法量 口径(129)底径(89)器高(41)cm 現存華 体部以上% 底部小片 破片

数  2点 形態 扁平な底部から直線的に外傾 して口縁部まで至る 日縁端部は若干

内湾する 調整 底部外面一回転ヘラケズリ 胎土 堅緻 砂粒・ 白色粒子・ 小礫を

やや多 く含む 焼成 良好 色調 暗紫灰色 5Y3/1 出上位置 覆上下位 備考 軽

量感がある

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 凸面―平行叩き 破片数 2点 胎

土 白色粒子・小礫 。石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 橙色7 5YR6/6 出上位

置 最上位+1号掘立柱建物址排水溝覆土中位

4号竪穴状遺構 (第 167図、図版80)

本址は (一 A)-44・ 45区 に位置 し、

腹する。新旧関係では掘立柱建物 l■ より

mには 7号竪穴状遺構が存在する。

竪穴の北東側は調査区外に広がってお り、形状や規模については不明であるが、検出され

5号竪穴状遺構、26号 。27号 の各掘立柱建物址と重

も古 く、5号竪穴状遺構よりも新しい。また北西4.8
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

た範囲からの一定の推測は可能である。平面プランは南隅がやや丸みを帯びているが、長方

形を呈するものと考えられる。長軸方向 (北東～南西)は調査区外に広がっていたため不粥

であるが、検出された範囲では3.2mを 測 り、これをあまり上まわ らないと思われる。短軸 (北

西～南東)は2.65mを 測る。主軸方位はN-52° ―Eを指し、床面積は 8m2内外に収まると推

定される。平面形態から分類される類型では長方形のタイプといえよう。

遺構の遺存状態は土地改良によって基本層序のH層・Ⅲ層が失われていたことから、あま

り良好ではなかった。 I層を象1ぐ とすぐⅣ層に達し、そのため本来の遺構の掘 り込み面につ

いては不男といわざるをえないが、確認された範囲での壁の高さは約16cmを測 り、壁面はや

や開きぎみに立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂に築かれてお り、凹凸はほとんどみられ

ずよく整えられていたが、全体に軟弱であった。また柱穴やその他の施設について検出に努

49570m¬

バ
一

4号竪穴状遺構土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質はIb層 に近値の上層

で繕成。亜円礫 (8,5～ 3)を 3%、 炭化物を約 2%含む。

焼上粒子が微量点在。 〔中 。22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが層界は粥瞭

で斑紋状の黄砂ブロツクを全体に約 7%含む。下位には亜

塊状の黄砂が5%集積。上位に激化物 3%を含む。 〔中・

23～ 24〕

第3層 黒色土 (10YR 2/15)Ⅱ b層類似土とⅢa層に近値

の上層で構成 (3:2)。 それぞれが混在。 b層では下位に

黄砂が7%ほ ど分布。 〔中 。24～ 26〕

第4層 暗褐色土(10YR 3/3。 35/25)Ⅱ b層類似土と黄砂

で構成。 a層では4:1、 b層では3:1。 〔中・ 23～ 25〕

第167図  4号

9                    ?m

第5層 暗褐～褐色上 (10YR 3/35。 4/3)黄砂主体。a層

では黄砂約40%と 5号竪穴状遺構覆土が約30%混在。b層

では責砂が約60%である。 〔弱～中。23～ 24〕

5号竪穴状遺構土層説粥

第 1層 黒褐色土 (7 5YR2/3)Ⅱ b層に類似し、シルト質

埴壌上のブロックを含む。また亜円礫 (8,5～ 3)を 5～

7%含む。やや赤みを帯びる。 〔中・25～ 26〕

第2層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)1層 類似土と黄砂で構成。

亜円礫を約7～10%含 む。 〔中。24～ 25〕

第3層 褐色土 (10YR 3/45)黄 砂主体 (約70%)。 〔中・

24～ 26〕

5号竪穴 状遺構 %
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第5節 竪穴状遺構

めたが、本址に伴 うと考えられるものは検出されなかった。

覆土は 5層 に区分され、大きく上位 (1層 )と 下位 (2層 ～ 5層 )に分けられる。上位は

Ⅱb層に類似する土層で構成され、下位ではⅡb層 に類似した粘土と斑紋状を呈する黄砂によっ

て構成されている。また下位に向かって黄砂の量が増している。上位と下位の層界は明瞭で

界面付近に灰化物がみられるが、堆積状態をみる限りでは、いわゆるレンズ状を呈しており、

層の走向や傾斜は下位の堆積土とほぼ一致する状況が観察される。また、壁際はに崩落土と

考えられる三角州状の黄砂の堆積がみられ、このことからも自然埋没と考えられる。

なお、本址からは遺物はまったく検出されていない。

5号竪穴状遣構 (第 167図、図版80)

本址は (―A)-45区 に位置し、 4号竪穴状遺構および25号掘立柱建物址と重複する。新

旧関係では本址が一番古い。

竪穴は南東側が 4号竪穴状遺構によって大きく切られ、また北東偵Jについては調査区外に

広がっていることから、本址は北西側のコーナー付近を検出しただけに留まった。竪穴住居

址となる可能性もあるが、カマドや柱穴等が検出されなかったことと、覆上がⅡb層 によって

構成されていることから平安時代以降、中世に比定される竪穴状遺構として理解した。平面

形態から分類される類型では、方形のタイブと考えられよう。

すでに述べたように竪穴の遺存状態は良好とはいえない。また、遺構の上部は土地改良に

よって失われており、切 り込まれた層位についても不明である。遺存する壁の高さは10cmほ

どで、重複する4号竪穴状遺構よりも掘 り込みはやや浅 く、壁面はやや開きぎみに立ち上がっ

ている。束面はⅣ層の黄砂層に築かれており、全体によく均され凹凸はみられないが、4号

竪穴状遺構と同様にやや軟弱であった。

覆土は 3層 に区分され、やや赤みがかったⅡb層類似上によって構成されている。堆積状態

はいわゆるレンズ状を呈し、壁際には崩落土と考えられる三角州状に堆積する黄砂がみられ

た。また各層は漸移的な変化を示していることから自然埋没と考えられる。

6号竪穴状遺構 (第 168図、図版80・ 81)

本址はA-40・ 41区 に位置し、29号住居llLと 重複する。新旧関係では、本址の方が新しい。

遺構は平面形態のうえからみると、隅丸長方形のタイプに属する。 5号までの方形ないし

は長方形のタイプのものとは、床面や壁面の状態、さらには覆土においても様相を異にして

いる。竪穴の機能や用途といった性格は措 くとしても、平面形態からの類型分類によっても

ある程度の遺構の相違は捉えることができるものと考える。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

土層説明

第 1層 暗褐色土 (7 5YR2 5/3)
■b層層中にみられるントル質埴壌土が主体
となる。灰化物 2%と下位に亜円礫(5,3
ヽ2)を 3%、 斑鉄 7%が分布。 〔中 。24

～25〕

第2層 黒褐色土 (7 5YR 3/2)
1層 に近値であるが、より粒上が密になり、
斑鉄は3～ 5%ほど。 〔中～強・25～ 26〕

第3層  黒視色土 (7 5YR 3/15)
2層 に類似するが、色調はやや暗化し、亜
円礫および砂粒を含む。 a層では約 7%、

b層では10%ほ どで、不連続にレンズ状の

薄層となってみられる。斑鉄は7～ 10%ほ
ど。 〔中～強・ 23～ 24〕

第4層  黒褐色土 (7 5YR2 5/2)
基質は上位とほぼ同じであるが、下位を中
心に斑鉄が15～ 20%ほ ど分布し、亜円砂が

下位を中心に5%ほ ど分布。砂粒が南側′ま

ど多く3～ 7%ほど糸られる。 〔強 。25～

26〕

496 70m A

第168図  6号竪穴状遺構 %

規模は長軸 (北東～南西)3.75m、 短軸 (北西～南東)2.70mを測る。長軸方向での主軸

方位はN-52° ―Eを指し、床面積は約5.5ド となる。

竪穴の遺存状態は比較的良好で、壁の高さは確認面であるⅢb層下位から30cmほ どを測 り、

Ⅳ層の黄砂についても約25cmを掘 り込んでいる。壁面は所々で傾斜を変えながら、開 くよう

に立ち上がり、各隅にはテラス状の平場がみられる。床面はⅣ層の黄砂に築かれているが、

壁面から木面まで斑鉄やシル トが凝結し非常に硬 くなっている。そのため検出は容易であっ

たが、床面全体に多少の凹凸をもっていた。硬化層を象」がし、ピット等について精査を行っ

たが検出されなかった。

覆土は 4層 に区分される。上位から下位まで基質はンル ト質埴壌土で構成され、斑鉄等を

含んで特徴的な様相を呈している。しかし堆積状態は層相の変化に乏しく、いわゆるレンズ

状を呈してお り、自然埋没と考えられる。また本址の堆積過程を考えると、覆土の状態や壁

面から床面にかけての硬化層の存在から滞水などによる沈殿 と、そこへの土砂の流入が推測

される。貯水施設的な機能・用途をもった遺構であった可能性も指摘できる。

出土遺物については 4点を図示できた。1・ 2はいわゆる山茶塊、3は ロクロ土師器婉である。

4の 白磁皿は森田編年でのⅡ類に相当する。いづれも、本址の時期を示すものといえよう。
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第169図  6号竪穴状遺構出土遺物 %,%

第44表  6号竪穴状遺構出土遺物観察表

1 山 茶 婉

法量 底径(84)現存高2 2cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底部

に低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付 高台に柳殻圧痕 内

外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調

灰白色 5Y7/1 出土位置 覆土下位 備考 現存部は無釉 内面に重ね焼き痕 谷迫

間 2号窯式段階

2 山 茶 娩

法量 底径(81)現 存高(19)cm 現存率 底部/弱 破片数  1点  形態 平底の

底部に丸みをおびた低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高

台とその周辺ナデ 高台に柳殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小

礫を多 く含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 覆土中位 備考 高台

の貼付方は粗雑 内面にわずかに釉が散る 谷迫間 2号窯式段階

Pク ロ土師器
ナ宛

法量 底径(61)現存高(20)cm 現存率 底部/ 破片数 2点  形態 厚みのあ

る平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 内外両面―ロクロ調整 器面は磨

耗し調整不明瞭 胎土 砂粒・ 赤色粒子をやや多く含む 焼成 良 色調 灰白色25
Y8/2 出土位置 覆上下位

4 白 磁 皿

法量 底径(32)現存高1 4cm 現存率 底部% 体部下半% 破片数 1点 形態

底部は平底で回転ヘラケズリ調整 体部は内外両面中位に段を有する 釉調 浅黄色

5Y7/3 内外面に施釉されているが体部外面下半には及んでいない 胎土 灰白色 5

Y8/3 粒子はやや粗い 焼成 良好 出上位置 床直 備考 11世紀後半～12世紀初

頭の製品

7号竪穴状遺構 (第 170図、図版82)

本址は北側調査区のA-46・ 47区 に位置し、北西側はすぐ礫起伏となっている。竪穴の北

東側は調査区外に広がっていることから、規模については不明といわざるをえないが、形態

については検出された範囲から一定の推測が可能と考えられる。平面形態から分類される類

型のうち、円形ないしは精円形のタイプに属するものと推定される。調査された範囲では北

西から南西方向で3.95mを 測る。

遺構の遺存状態は比較的良好であったが、上部は土地改良によって削平されている。その

ため表上の I層 を掘 り下げるとⅣ層の黄砂層となり、そこが確認面となった。 したがって遺

構の切 り込まれた層位は不明である。遺存した壁の高さは約15cmを測 り、壁面はやや開きぎ

みに立ち上がっている。床面はⅣ層の黄砂に築かれているが、一部は礫起伏のV層に達して
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49580m パ

0                  2m

土層説明

第 1層 暗褐色上 (7 5YR3/3)基質はma層類似土と斑紋    塊状のブロックは約10%分布。 b層 には炭化物が 2～ 3%
状黄砂で構成 (4:1)。 やや赤味がかっている。黄色粒子    みられ、礫が南から中央に向けて流動。 〔中・ 24～ 25〕

が 1%、 炭化物 1%点在。黄砂・黒色上の塊状プロックが   第3層  にぶい黄褐色 (10YR 4/3)黄 砂主体 (60%)。 b層
7%分布。 〔中 。23～ 24〕                  では塊状・亜塊状の黄砂が集積。 〔中・ 23～ 24〕

第2層 暗褐色土 (10YR 2/3)1層 とほぼ同じ構成 (3:1)。

第170図  7号竪穴状遺構 %

おり、その部分を中心にやや凹凸がみられた。よく均されてはいるものの、全体に軟弱であっ

た。柱穴等について精査を行ったが検出されなかった。

覆土は 3層 に区分され、基質はⅢa層類慨土と斑紋状の黄砂によって構成されているが、や

や赤みを帯びていた。また各層には塊状のブロックを合み、走向や傾斜が異なっていた。2b

層中にみられる礫や土層の堆積状態からは、人為的な埋めもどしが推測される。また、 3層

の黄砂主体の堆積土についても、通常の壁崩落土とは様相を異にしている。

なお、遺物は本址からも検出されなかった。

8号竪穴状遺構 (第 171図、図版82)

本址はA・ B-33・ 34区 に位置する。周辺には南側約6.5mに 1号道路状遺構が近接 してい

るが、調査区内では遺構がもっとも希薄となる地域である。

竪穴の規模は長軸 (南北)4.10m、 短軸 (東西)3.0～ 3.25mを測る。主軸方位はN-28°

一Wを指し、床面積は12.5m2ほ どとなる。プランは北側がやや開くがほば長方形を呈し、平

面形態の類型分類においては長方形タイプの典型例といえよう。

遺構の遺存状態は比較的良好で、壁の高さは確認面のⅢb層下位から約20cmを測 る。Ⅳ層の

黄砂層については17cmほ どを掘 り込んで消 り、壁面はほぼ垂直に立ち上がっている。床面は

黄砂に築かれており、全体によく均されて凹凸はみられなかった。また床面の中央付近を中

心によく踏み固められ硬化している。柱穴等について精査を行ったが検出されなかった。

Ａ
一
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第 5節  竪穴状遺構

1聟

土層説明

第1層 黒褐色土(10YR 2/2・ 2/25)Ⅱ b層

類似上で構成。黒色土と黄砂の塊状ブロッ

クを含む。 a層ではブロツクが3～ 5%分
布し、b層 では約7%、 c層では亜角状と

なり7～10%混 在。また砂質埴壊土ブロッ

クが5%み られる。 〔中 。23～ 25〕

第2層 黒褐～暗褐負+(loYR 2/3・ 25/25。

2/35)基 質はⅡb層類似土と黄砂で構成(3:

1)。 黒色土と責砂の塊状ブロックを合む。

a層 は 2%、 b層 は3%、 cod層 は5%
となる。各層には投げ込まれたと考えられ

る礫を合み、その周辺に炭化物が3～ 5%、

亜円礫 (10,7～ 3)が 3～ 5%集積する。

〔中・ 22～ 24〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)一 部団粒状・

亜塊状を呈する。 〔中・ 24～ 25〕

第4層 暗褐～にぶい黄褐色土(10YR3/35・

3/4。 35/3)黄 砂主体。a層からd層 ■で

黄砂の合有量によって異なるが、40～60%
ほどで際立つものではない。 〔弱～中・ 22

～24〕

49620m」

2m

第 171図  8号 竪穴状遺構 %

覆土は 4層 に区分された。上位の 1層はⅡb層 に類似する粒土によって構成されているが、

黒色土や黄砂のブロツクを含んで消り、また lc層 には投げ込まれたものと考えられる礫がや

やまとまって検出された。2層 はⅡb層の類似土と黄砂によって構成され、ブロツクを含んで

いる。 1層同様に投げ込まれたと考えられる礫のまとまりがみられ、一つの「廃棄単位」と

して理解される状況が看取される。壁際の 4層 については壁の崩落土と考えられる。覆土の

堆積状態や、層の走向や傾斜の観察から竪穴の埋没過程を考えると、竪穴の廃絶後、第一次堆

積と考えられる壁崩落土が形成され、その後窪地化した竪穴に人為的な影響が加えられたも

のと推定される。

出土遺物 (第 172図 )

本l■から出土した遺物は、図示した自磁の境が唯―の資料で

ある。床面直上から検出され、本址の時期を考えるうえで有効

な資料となろう。高台部のみであるが、外面を直に内面を斜め

に削り出した断面台形状を特徴としている。釉は見込み部分で

は輪状にかきとっており、外面では高台までは及んでいない。

Ａ
一

Ａ
一

9      ,Cm

第172図  8号竪穴状遺構

出土遺物 %

-249-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第45表  8号竪穴状遺構出土遺物観察表

1 白 磁 筑

法量 底径(55)現存高(18)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 高台は外
面を直に内面を斜めに削り出した断面台形状 和調 粥オリーブ色2 5GY7/1見 込み
部分の釉を輪状にかきとっている 外面は体部には施釉されているが高台までは及ん
でいない 胎土 灰白色25Y8/1 堅緻 黒色微粒子を含む 焼成 良好 出上位置
床直 備考 11世紀後半～12世紀初頭の製品

9号竪穴状遺構 (第 173図、図版83)

本址は調査区南側のD-10区に位置 し、 7号土坑 と重複する。新旧関係では、本址の方が

古い。また、西側1.2mに は10号竪穴状遺構が隣接している。

竪穴のプランは、南東隅が大きく張 り出しており台形状を呈している。規模は南北方向で

3.6mを 測 り、東西方向では2.8～ 3.5mと なる。南北方向を主軸として主軸方位を測るN-2°

一Wを指し、ほぼ真北を示す。木面積は約8.7m2ほ どとなる。

遺構の遺存状態はあまり良好ではなく、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から7 Cmほ ど

で、やや開きぎみに立ち上がってぃた。床面は黄砂層に築かれてお り、多少の凹凸はあるも

ののよく均され、竪穴の中央付近を中心によく踏み固められて硬化していた。また中央の床

面上には、灰や炭化物を多量に含む土層がみられたが、床面には被熱の痕跡は認められなかっ

た。焼土等はみられず、火災との関連は考え難い。人為的にもたらされた可能性が高いもの

―

匙=======ェ=士========言摯m

土層説 FIB

第 1層  黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅱ b層類似

土と斑紋状黄砂が混在して構成 (4!1)。

褐灰色の斑紋状シルト質埴壌土ブロックを

3%含む。炭化物が1～ 2%点在。 〔中・

23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/3)1層 に類似し

層界はやや不朔瞭。下位を中心に黄砂が約

25%分布。ンル ト質埴壌土ブロックが約 5

%分布。炭化物が全体に1～ 2%点在。〔中・

22～ 23〕

第3層 暗褐色土 (10YR 3/3)基質はⅡb層

類似土・黄砂・シル ト質埴壌土で構成(4:

2:1)。 各たが混在。また下位を中心に炭化

物・灰が薄層状に15～ 20%ほ ど集積。 〔中
～強 。22～ 23〕

第4層 暗褐色土 (10YR 3/4)黄 砂主体。

第173図  9号竪穴状遺構 %
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第5節 竪穴状遺構

と思われる。覆土は 4層 に区分 される。3層 を除いてⅡb層 に類似 した土層で構成 されている。

4層 については壁の崩落土 とみ られ、覆土は自然埋没によって形成されたと考 えられるが、

3層 については不明な点が残 る。なお、遺物は検出されなかった。

10号竪穴状遺構 (第 174図、図版83)

本址はD・ E-10・ 11区 に位置 し、 2号土坑 と重複する。新旧関係では本址の方が古い。

また竪穴の中央は風倒木痕によって壊 されている。

竪穴のプランは、南西隅が丸まり不整方形 とでもい うべき形態 となっている。規模は長軸

(南北)が3.25m、 短軸 (東西)では2.5～ 2.7mを測る。主軸方位はN-3° ―Wを指 し、ほ

ぼ真北を示す。床面積は約6.6∬ ほどとなる。

遺構の遺存状態についてみると、壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から12cmを測 り、緩

やかな傾斜をもって開くように立ち上がっている。床面には凹凸はみられず、 よく踏み固め

られ硬化している。床面の精査とともに、柱穴等の検出に努めたが存在しなかった。

覆土は 4層 に区分され、いづれもⅡb層 に類似した粒土を基質とし、下位にしたがって黄砂

やシル ト質埴壌土ブロックの含有量が増している。また、壁際には崩落と考えられる三角州

状に堆積 した黄砂がみられた。覆上の堆積状態は、いわゆるレンズ状を呈してお り、漸移的

な変化を示す ことから自然埋没 と考

えられる。なお、遺物 はまった く検

出されなかった。

土層説明

第1層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅱ b層 類似上で

構成。斑紋状のシルト質埴壌土ブロックを15%

合む。炭化物が3～ 5%み られる。こ中 。25～ 26〕

第2層 黒褐色上 (10YR 3/1)1層 に類似し層界

は不切瞭。シルト質埴壌上の含有量によって区

分。斑紋状に約20%は ど含む。下位には黄砂約

15%浸食。 〔中・ 24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2・ 25/25)Ⅱ b層類

似土・黒色土 。黄砂が混在し構成 (4:1:2)。
a層 では斑紋状のシルト質埴壌土ブロック5%、

b層では7ヽ 10%ほ ど含む。

第4層 暗褐色土 (10YR 3 5/25)黄砂主体 (60

%)。

49650m二

第174図 10号竪穴状遺構 %

―
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

11号竪穴状遣構 (第 175図、図版84)

本址はD・ F-7・ 8区に位置 し、 7号掘立柱建物址 と重複する。新旧関係では本 l■ の方

が新 しい。また周辺は、調査区南側の遺構が濃密に分布する区域である。本址の西側0.4mの

ところからは和鏡 (第271図 )が一面検出されている。

竪穴のプランは、隅がやや丸 くなっているがはぼ長方形を呈している。規模は長軸 (南北)

3.lmで 、短軸は (東西)2.45mを測る。主軸方位はN-6° 一 Eを指 し、床面積は5,7m2ほ ど

となる。

遺構の遺存状態についてみると、壁の高 さは確認面であるⅣ層最上位から約20cmを測 り、

開くように立ち上がっている。

床面はⅣ層中に築かれている

が、一部はV層 の礫層に達 し

てお り、その部分では多少の

凹凸が認められた。全般によ
A

く均 されてお り、また硬化 し

ている。なお、柱穴等につい

て精査を行ったが検出されな

かった。

覆土は 9層に区分され、基

質はⅡb層を基本としながらも

変化に富んでいる。各々の推

積状態についても、複雑にい

わゆる交互堆積を示しながら、

焼土や灰、炭化物、さらには

礫を含んでいる。これらのこ

土層説 切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅱ b層類似土 。黄砂・砂質埴
壌土で構成 (5,2:1)。 戊化物 2%分布。 〔中・ 23～ 24〕

第2層  暗褐色土 (10YR 3 5/25。 3/3)1層 と同じ構成で、
割合は3:2:1。 a層 では塊状の責砂および黒色上のブロッ
クを3～ 5%含み、b層では亜塊状を呈するものを7%含
む。全体に灰化物が点在。 〔中 。22～ 24〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)2層 に類穆するが、黒色土
が約25%混 在し、ブロックは含まない。 〔中 。22～ 23〕

第4層 極暗褐色土 (7 5YR 2/3)砂 質埴壌土を基質とする
が、約30%は ど炭化物・灰・焼土が混在。 〔強 。23～ 24〕

第5層  黒褐色土 (10YR 2 5/3・ 25/2)2層 に構成は類似
し6:2:1の割合。ブロックがa層では10%ほ どみられる。

み
 ⑥

″
ヮ

鵡

bl

―

 bl

496 60m A

)

Ａ
一

レ
/

A

第175図  11号竪穴状遺構 %

ω
l

9                  ?m

b層 では炭化物の薄層が数枚存在。 〔中 。23～ 24〕

第7層 暗褐色土 (10YR 3/3。 25/35)4層に類似し砂質
埴壌土を基質とするが、黄砂が15～ 25%ほ ど混在。 a層 で

は炭化物・灰・焼土を約 5%含み、一部薄層となる。 b層
は約10%で、c層 では約15%み られる。 〔中・ 23～ 25〕

第8層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)Ⅱ b層類似上で構成。炭化

物・灰・焼上が約15%混在。 〔中 。23～ 24〕

第9層 黒褐色土(10YR 2/2・ 25/2)Eb層 類似土 。黄砂・

黒色土・砂質埴壌土で構成 (4:1:2:2)。 炭化物・炭化

材・灰・焼土が約15%混在。 b層では砂質埴壌上の割合が

やや高い。 〔中～強 。25～ 26〕
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第 5節 竪穴状遺構

とから竪穴の埋没過程においては、上位から下位まで人為的な影響が看取 される。またその

際に、焼土や灰化材、覆土中にみられる赤変 した礫の存在から、本址が火災に遭遇 したか、

あるいは何 らかの火にかかわる行為があった可能性も指摘できる。 このことは、隣接 して発

見された和鏡 との関係にも興味がもたれ注意されよう。

出土遺物 (第 176図 )

本址から出上した遺物は、覆土下位の 6a層 から検

出された灰釉瓶子の底部破片が唯―の資料である。

内面 と底部外面を除いて施釉 されてお り、底部は回

転糸切 り未調整のままである。本資料は瀬戸方面か

らの移入品と考えられ、大略13世紀代に比定される

ものと思われる。

第46表  11号竪穴状遺構出土遺物観察表

l

法量 底径(8,0)現存高(6,7)cm 現存率 胴部下端小片 破片数 1点 形態 平

灰釉瓶子
1曇R5ヂ賞与

外
惹富
へ
矛,±%5靴 傘尾鹿婦墓栃謡g霧訣警尾現評硯運「揆召目

25Y8/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 覆土下位 備考 瀬戸 13世紀の製品か

12号竪穴状遺構 (第 177図 )

本址はE・ F-5区 に位置し、10号配石遺構Bお よび 5号溝状遺構と重複する。新旧関係

は配石よりも古 く、溝よりも新しい。周辺は、 7号配石の北側を囲むように分布する不整形

の竪穴状遺構が重複 しながら展開

している。本址を含めて13号・ 14

号・ 18号の各竪穴状遺構は、不整

形を呈するタイプとして類別され、

方形や円形の方イプとは様相を異

にしている。調査時においては、

攪乱の可能性も想定 して確認作業

にあたったが、覆土や遺物の検討、

位置的なまとまりから遺構 として

扱 うことにした。

不整形 となる掘 り込みは、北西

側 と南西側および南東側の 3箇所

に舌状に張 り出す掘 り込みによっ

0                   ?m

9            四Cm

第176図  11号竪穴状遺構出土遺物 %

496 90m JA
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

て構成されており、東側については10号配石に切られていることから不明である。竪穴の最

大幅 (北西～南東)は305mを測 り、深さは確認面であるⅣ層最上位から10～ 15cmほ どとな

る。また底面からは 6個の礫が検出されている。

覆土は 3層 に区分される。 1層 はⅡb層 に類似した黒褐色土 (10YR 2/3)で 構成され、炭

化物が約 3%み られる。 b層 は 1層 に類似した黒褐色土 (10YR 2.5/2.5)で 構成されるが、

下位を中心に黄砂が約25%ほ ど分布している。また底部付近にはシル ト質埴壌土が斑紋状に

分布しており、その周辺に灰の薄層がみられた。この灰については注意を要するが、土層断

面の観察からは自然埋没と考えられる。なお、遺物は検出されなかった。

13号竪穴状遺構 (第 178図、図版85)

本址はE・ F-5区 に位置し、7号配石および 5号溝と重複する。新旧関係では配石よりも

古 く、溝よりも新しい。周辺には数多くの遺構が密集するが、その中で14号・ 15号の各竪穴

状遺構および 7号・ 8号の配石とはとくに隣接している。またこれらの遺構とは、密集して

いるにもかかわらずほとんど重複がみられないことは注意される。

竪穴のプランは、南側の浅い方形の掘 り込みと、北側に舌状に張 り出したやや深い 2箇所

の掘 り込みによって構成されている。規模は最大幅 (南北)で約4.6mを 測 り、深さは確認面

のⅣ層最上位から南側で10cm、 北側では20～ 30cmと なる。底面はⅣ層の黄砂層に築かれ、全

体に均されているが、やや軟弱で多少の凹凸がみられる。北側底面の中央付近には、薄板状

に斑鉄の結核が固結して硬化していた。また南側を中心に季大から人頭大の礫が分布してお

り、ほとんどは覆土上位にみられる。北側の礫は底面に接して検出された。

覆土は12層 に区分された。複雑な堆積状況を示し、Ⅱb層類似土や黄砂、シル ト質埴壌土に

よって構成されている。また黄砂の狭堆層や斑鉄の凝結などがみられた。これらは交互に互

層となって堆積しているが、層の走向や傾斜は水平に近い状態が看取された。堆積過程につ

いてみると、滞水している遺構に土砂の流入と沈殿がくり返された可能性が指摘され、自然

埋没したものと考えられる。なお、遺物は検出されなかった。
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9                  ?m

土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅱ b層類似上で構成。灰化物

3%を含む。硬い。 〔中 。28～ 29〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 3/2)シ ル ト質埴壌土で構成。下位

に斑鉄が3%分布。 〔強 。22～ 23〕

第3層 黒褐色土 (10YR 3 5/15)Ⅱ b層類似土・黄砂・ シ

ルト質埴壌上が混在して構成 (3:2:1)。 〔中・ 23～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 3/15)3層 と同じ構成だが各たの

割合が異なり、1:2:1と なる。下位に斑鉄が帯状に分布す

る。 〔中・ 23～ 24〕

第5層  にがい黄褐色土 (10YR 4/35)黄砂の薄層。挟堆層

の「はさみ」。やや鉄分によって赤い。 〔弱・ 22～ 23〕

第6層 黒褐色土 (10YR 2 5/1)Ⅱ b層類似土 。黄砂・砂質

埴壌上で構成(1:2:3)。 炭化物を2%含む。〔中 。24～ 25〕

第7層 黒褐色土 (10YR 3/2)6層 と同じ構成。全体に班鉄

が 5～ 7%分布。 〔中 。26～ 27〕

第 8層 黒褐色土(10YR 2/2)6層 と同じ構成であるが、1:

2:2の 割合となり、斑鉄が 5%みられる。 〔中・ 23～ 24〕

第9層  黒褐色土 (10YR 2 5/3)シルト質埴嬢土と黄砂で構

成 (1:2)。 下位に斑鉄が 7%分布。 〔中 。24～ 25〕

第10層  黒褐色土 (7 5YR 2/1)5号 溝の覆土に類似。やや

赤味を帯びる。 〔中～強 。23～ 24〕

第■層 黒褐色土 (10YR 2/3)9層 に類似するが、シル ト質

埴壌土と黄砂はほぼ同量。 〔中・ 24～ 25〕

第12層 黒褐～暗褐色土 (10YR 3/3・ 2/3)黄砂主体 (60%)。

全体に蚕食状ないしは斑紋状に■b層類似土・シル ト質埴壌

上を含む。それぞれ斑鉄が7～ 10%分布。 b層には5号溝

の覆土に類似する黒褐色上がみられる。〔中～強 。24～ 25〕

第178図  13号竪穴状遺構 %

14号竪穴状遺構 (第 179図 )

本址はF-5区 に位置し、41号住居址・ 8号配石・ 5号溝の各遺構と重複する。新旧関係

では配石よりも古く、住居址と溝より新しい。

竪穴のプランは、やや不整形ではあるが長方形とみることもできよう。規模は長軸 (北西

～南東)4.9m、 短軸 (北東～南西)では1.55～ 1.75mほ どを測る。長軸方向を主軸方位とみ

ればN-57° 一Wを指し、面積は約4.6m2で ぁる。壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から約

15cmを測 り、壁面は緩やかに開きながら立ち上がっている。底面はⅣ層中に築かれており、

全体によく均されているが、軟弱であった。

覆土は 6層 に区分され、黄砂が主体となる土層とⅡb層類似土やシル ト質埴壌土によって構

成される土層が交互に堆積している状況がみられた。また、斑鉄を多 く含んでおり、最下位

ではとくに顕著であった。土層の堆積状態からは自然埋没と考えられるが、その過程におい
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て滞水などの水による影響を受けているものと推測される。なお、遺物は検出されなかった。

土層説明

第 1層 暗褐色土 (10YR 3/35)Ⅱ b層類似土・黄砂・ シル

ト質埴壌上で構成 (2:3:1)。 斑鉄 5%を含む。 〔中・ 26

～27〕

第2層 暗褐色土 (10YR 3 5/4)黄 砂主体 (60%)。 シル ト

質埴壌土約10%、 Ⅱb層類似土約20%が混在。斑鉄 3%分布。
〔弱～中 。24～ 25〕

第3層 暗褐色土(10YR 3 5/35)シ ル ト質埴壊上が主体(50

%)。 Ⅱb層類似土約20%、 黄砂約20%が 混在。斑鉄が約 5

%分布。 〔中 。21～ 24コ

第4層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/35)2層 に類似し黄砂主

体 (70%)。 斑鉄が下位に10%ほ ど分布。 〔中。23～ 24〕

第5層 灰黄褐色土 (10YR 6/2・ 6/3)黄砂主体。全体に班

鉄によって赤味を帯びる。上位を中心にⅡb層類似土・ シル

ト質埴壊上が分布。 a層では約15%、 b層では約25%は ど

である。 〔弱 。22～ 28〕

第 6層 灰褐色土 (7 5YR 4/2)黄 砂を主体とするが、上位

にⅡb層類似土・ シルト質埴壌上が約25%混 入。〔中～強・

25～ 26〕

第179図  14号竪穴状遺構 ‰

15号竪穴状遺構 (第 180図 )

本址はE-5区 に位置し、 7号配石と重複する。新旧関係では本址の方が古 く、南側が切

られている。 したがって調査範囲は推定される竪穴の約 2/3ほ どとなった。

プランはほぼ長円形になるものと考えられる。規模は、遺存する範囲から長軸 (北西～南

東)1.3m、 短軸 lm前後と推定される。長軸を主軸として方位を求めると、N-58° 一Wを

指す。深さは確認面のⅣ層最上位から18cmを測 り、壁面は開 くように緩やかに立ち上がる。

底面はⅣ層の黄砂に築かれており、やや凹凸がみられるものの全体によく均されている。

覆土は 2層に区分された。 1層 はⅡb層 に類りする黒褐色土 (10YR 2.5/2)で 構成され、

約20%の砂質埴壌土が混在している。2層 も同様に黒褐色土 (10YR 2/3)で 構成され、1層
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第5節 竪穴状遺構

との層界はやや不明であった。

基質は 1層 に類似するが下位

を中心に斑紋状の黄砂が15%

ほど混在していた。覆上の堆

積過程をみるならば自然埋没

と考えられる。

なお、本l■Lか らも遺物はまっ

たく検出されていない。

49680m型

第180図 15号竪穴状遺構 %

16号竪穴状遺構 (第 181図、図版85・ 86)

本址はE-4・ 5区に位置し、17号竪穴状遺構・ 1号方形周溝墓・ 5号溝状遺構とそれぞ

れ重複する。新旧関係では本址が一番新しい。

竪穴のプランは、やや不整形を呈す るが隅丸方形 ともいえよう。規模は長軸 (東西)2.9

m、 短軸 (南北)1.75mを 測 り、主軸方位はN-66° 一Wを指す。また底面の面積は3.3m2ほ

どである。壁の高さは確認面であるⅣ層最上位から55cmを測 り、壁面は開きぎみに立ち上がっ

ている。底面は中央がやや低 く傾斜しているが、全体にはよく均され凹凸はみられない。ま

た全面に斑鉄の凝集結が 2～ 3 cmほ どの厚みをもって堆積 (11層 )している。

覆土は11層 に区分され、砂質埴壌土 。黄砂 。Ⅱb層類似上で構成されている。それぞれが混

在し、割合を変えながら互層となって堆積している。また斑鉄を含んでお り、最下位では層

をなしている。土層の堆積状態からは、自然埋没したものと考えられるが、その過程で滞水

などの水による影響を受けているものと考えられる。

出土遺物 (第 182図 )

本址から出土した遺物は、覆上下位の 6層 から検

出された灰釉皿の底部破片が唯―の資料である。内

外面とともに施釉され、底部には糸切 り痕を残して  第182図

いる。大略15世紀代に比定されようか。

＼』 ノ

0           5cm

16号竪穴状遺構出土遺物 %
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

第47表 16号竪穴状遺構出土遺物観察表

1 灰 釉 皿

法量 底径(40)現存高1 4cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は平

底で回転糸切り離し 釉調 浅黄色 5Y7/4 胎土 堅緻 灰黄色2.5Y7/2 ややザラ

つく 焼成 良好 出上位置 覆上下位 備考 15世紀の製品か

17号竪穴状遺構 (第 181図、図版85・ 86)

本l■ はE-4・ 5区に位置し、16号竪穴状遺構 。1号方形周溝墓・ 5号清状遺構とそれぞ

れ重複する。新旧関係では16号竪穴状遺構よりも古く、方形周溝墓および溝状遺構より新し

い。したがって竪穴の3/5ほ どの調査となった。竪穴のプランはやや不整形となり丸みをもっ

49680m」

―
イー
イ
Ｔ

16号竪穴状遺構土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ib層 類似上で構成される。

下位に砂質埴壊上の斑紋が10%ほ ど分布。 〔中 。26～ 27〕

第2層  にぶい責褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。薄層状のい

わゆる にはさみ」。 〔中～弱 。23～ 24〕

第3層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅱ b層類似土・砂質埴壊土・

黄砂で構成 (2:2:1)。 〔中～強 。23～ 24〕

第4層 黒褐色土 (10YR 3/1)3層 とはぼ同じ構成。斑鉄を

約 7%含む。 〔中 。24～ 25〕

第 5層 暗褐色上 (10YR 3/3)砂 質埴壌土と黄砂で構成。斑

鉄が 7～10%分 布。 〔中・23～ 24〕

第6層 暗褐色土 (10YR 2 5/3)黄 砂が60%を 占める。Ib
層類似土とシル ト質埴残土をはぼ同量含む。〔中 。26～ 27〕

第7層  にがい黄褐色土 (10YR 4/3)2層 と同じ黄砂の薄層。

2層 よりもやや粗。 〔中～弱・ 22～ 23〕

第 8層 黒褐色土(10YR 2 5/3)シ ル ト質埴壊土と黄砂で構

成 (3:2)。 全体に斑鉄が7～ 10%分 布。 〔中 。25～ 26〕

第 9層 灰禍色土 (7 5YR 7/2)斑 鉄を多く含むシル ト質埴

壌土主体。 〔中～強 。25～ 26〕

第10層  にぶい赤褐色土 (2 5YR 4/3)凝 結した斑鉄によっ

て構成。 〔29以上〕

17号竪穴状遺構土層説切

第 1層 黒褐色上 (10YR 3 5/15)Ib層 類似土とンルト質

埴壌上で構成 (3:2)。 均質である。 〔中・ 25～ 26〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが、下位に黄

砂が約20%分布し、斑鉄が3%み られる。 〔中・ 23～ 24〕

第 3層  にがい黄褐色土 (10YR 4/35)黄 砂主体 (60%)。

2層 に近値の粒上が上位に約25%分 布。また全体に斑鉄が

7%分布。 〔中～弱 。22～ 23〕

第181図 16号 。17号竪穴状遺構 %
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第5節 竪穴状遺構

ているが、おおむね方形を呈するものといえよう。規模は遺存する部分から、一辺約2.6mほ

どになるものと推定される。遺構の深さは確認面のⅣ層最上位から25cmを測 り、壁面は開き

ぎみに立ち上がっている。底面は黄砂層に築かれ、全体によく均されて凹凸はみられないが、

やや軟弱であった。覆土は 3層 に区分された。シル ト質埴壌土とⅡb層類似上によって構成さ

れ、下位に黄砂がみられる。いわゆるレンズ状堆積を示し、自然埋没と考えられる。なお、

遺物は検出されなかった。

18号竪穴状遺構 (第 183図、図版87)

本址はE-4区 に位置し、 1号方形周溝墓と重複する。新旧関係では、本址の方が新しい。

竪穴のプランはやや丸みをもつ不整形であるが、おおむね長方形 とみることもできよう。

規模は長軸 (北西～南東)4,30m、 短軸 (北東～南西)2.2～2.6mを測 り、東隅がやや張 り

出して歪んでいる。主軸方位はN-33° 一Wを指し、面積は約4.3m2ほ どとなる。壁の高さは

土層説明

第1層 黒褐色土(10YR 2/3)Ⅱ b層類似土と黄砂で構成(4:

1)。 灰化物が約 1%点在。 〔中～弱 。25～ 26〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2/25)Ⅱ b層類似土主体。黄砂は

斑紋状に約15%が 分布。やや粗で粒上が一部団粒状となる。

〔中 。22～ 23〕

第183図  18号竪穴状遺構 ‰

m

第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)密 で粒度の細かいIb層類似

上で構成。最下位で黄砂が蚕食状に約 5%分布。〔中～強・

24～ 25〕

第 4層 暗禍色土 (10YR 3 5/3)Ⅱ b層類似土と黄砂で構成

(2:1)。 下位では黄砂の合有を増す。 〔中 。23～ 24〕
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

確認面のⅣ層最上位から35cmを 測 り、開きぎみに立ち上がっている。底面はやや軟弱である

がほぼ平らに整えられている。

覆土は上位から下位までⅡb層 によって構成され、下位にしたがって黄砂の合有を増し、漸

移的な変化を示している。堆積状態はいわゆるレンズ状を呈し、自然埋没と考えられる。な

お、本llI_か らも遺物は検出されなかった。

19号竪穴状遺構 (第 184図、図版87・ 88)

本址はE-1区 に位置し、 7号溝と重複する。新旧関係では本址の方が新しい。E-5区

を中心に、 7号配石の北西側を囲むように分布する竪穴状遺構の一群からは南東約25mほ ど

|四

49670m_J

土層説粥

第 1層 黒褐色土 (10YR 3 5/1)Ⅱ b層類似上 。シルト質埴

壊上で構成 (1:1)。 炭化物 1%、 斑鉄 3%が分布。 〔中
～号雲・ 22～ 23〕

第 2層 黒褐色土(10YR 3/1)シ ル ト質埴壊土で構成。〔強・

22～ 23〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅱ b層類似土・黄砂・ シル ト

質埴壌土で構成 (3:2:2)。 炭化物・炭化材・灰が約15%
混在し、下位では薄層となって集積。 〔中～強・ 24～ 25〕

第4層 暗褐色土(10YR 3 5/25・ 3/35。 3/4)黄 砂とシル

ト質埴壊上で構成。 a層では4:1、 boc層 では3:1。

c層 に亜円礫 (10,7～ 5)を 7%含む。 〔中 。23～ 25〕

第5層 黒禍色土 (10YR 3/15)シル ト質埴壌土・ Ib層類

似土・黄砂で構成 (3:1:1)。 下位で黄砂の合有を増す。

〔中 。23～ 24〕

第6層 暗褐色土 (10YR 3 5/3)シルト質埴壌土・黄砂で構

成 (3:2)。 〔中・ 23～ 24〕

第7層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。上位にシル

ト質埴壊土約20%が蚕食状に分布。全体に斑紋が7%み ら

れる。 〔中・ 25～ 26〕

第 8層 極暗赤褐色土 (5YR 2/3・ 2/4)斑鉄の集積。基質

はシル ト質埴壌土と責砂。a層では亜円礫 (7,5～ 3)を
5～ 7%含む。 〔29以上〕

第184図  19号竪穴状遺構 %
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の距離にある。また、本址の南東側は土取 りによって大きく削平されている。

竪穴のプランは、おおむね方形を呈するやや深い掘 り込み と、東側に張 り出す浅い掘 り込

みによって柄鏡のような形態 となっているが、方形部分が本来の姿 と思われる。方形部分に

ついて計測すると、長軸 (南北)3.65m、 短軸 (東西)325mを測 り、主軸方位はN-18° ―

Wを指す。深さは確認面 となったⅣ層の最上位から約25cmを測 り、壁面はやや開きぎみに立

ち上がっている。底面については、大半がⅣ層の黄砂中に築かれているが中央部が多少深 く

なってお り、 この部分がV層 の礫層に達 している。凹凸もあまりなく、全体に比較的よく整

えられているが、やや軟弱であった。

覆土は 8層 に区分され、シル ト質埴壌土・黄砂・ Πb層類似土によって構成されている。堆

積状態についてみると、それぞれが混在 して割合を変えながら互層 となっている状況が看取

される。いわゆるレンズ状に近 く、最下位には斑鉄層が形成されていた。土層断面の観察か

らは自然埋没 と推定される。しかし、3層 にみられる灰や灰化物は人為的な影響が想定され、

埋没過程においては斑鉄の存在から滞水等の水による影響 も及んでお り、やや複雑な形成過

程を経ている。なお、層中には拳大から人頭大の礫が散在するが、埋没過程において投げ込

まれたことも考えられる。それらは、いわゆる面上の分布を示 し、覆上の走向や傾斜 とほば

一致する。なお、本址から遺物は検出されなかった。

南側調査区発掘風景
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第 6節 配 石 遺 構

1号配石遺構 (第 185。 186図、図版89)

本址は北側調査区のA-51・ 52区 (配石A)と B-49区 (配石B)に位置し、配置関係や

形態・ 覆土において共通点が認められたことから2つの配石列として説明を加える。

まず配石Aであるが、平面形は北西から南東方向を長軸 とする帯状を呈している。規模は

長軸で10.05m、 短軸では1.2～ 155mを測る。長軸方向を主軸 とする方位はN-46° 一Wを指

す。配石は拳大を中心とする礫で構成され、中央やや南西よりで粗 くなるものの全体では密

度の濃い分布を示している。これらの礫はほとんどが覆上の 1層 。2層 に分布し、壁際下位

の 3層・ 4層 にはみられない。掘 り方は、配石とはぼ同じ形態をとるが、南東側の底面には

約20cmほ どの窪みがある。礫はこの中にも配されており、同じ遺構の掘 り込みと考えられる。

壁の高さは確認面のⅣ層最上位から20～25cmを 測 り、開きぎみに立ち上がっている。底面は

Ⅳ層の責砂中に築かれ、やや軟弱で起伏をもっている。なお、本址は10号住居l■および 2号

竪穴状遺構と重複するが、そのいずれよりも新しい。

覆土は 4層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 下位 (3層・ 4層 )に分けられる。

上位では、Ⅱb層 を主体とした黒褐色土で構成されやや粗 くなる。これに対して下位では、Ⅱb

層や黄砂が混在する密な土層となっており、上位とは対照的である。下位については、礫を

配すために掘 り方上に形成された配石面となる可能性がある。

つぎに配石Bであるが、平面形は北東から南西方向を長軸とする短い帯状を呈している。

規模は長軸で49mを測 り、配石Aの ほぼ 1/2と なっている。短軸では1,4mほ どを測る。長

軸方向を主軸とする方位はN-45° 一Eを指し、配石Aか らは南西方向に約90度振れている。

配石は余大を中心とする礫で構成され、中央やや南東寄 りと南西側は粗 くなるが、北東側で

は密に分布している。構成礫の大きさは配石Aと ほぼ同じであるが密度は全体に粗い。礫は

覆± 1層から3層 に分布し、壁際の 4層 にはまったくみられない。掘 り方は、配石部分に沿

うように窪められている。壁の高さは、確認面のⅣ層最上位から約15cmを測 り、やや開きぎ

みに立ち上がっている。底面はⅣ層の黄砂中に築かれ、やや軟弱であるがほば平らに整えら

れている。

覆土は 4層に区分され、礫が分布する 1層から3層 と壁際の 4層 に分けられる。 4層は黄

1号配石A土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基 質はIb層 に類似するが一   第3層 黒褐色土 (10YR 2/2)密 でやや硬いⅡb層類似土主

部粒土が団粒状となり粗である。また、黒褐色上の塊状・    体。 〔中 。26～ 27〕

亜塊状ブロックが3～ 5%み られる。炭化物 1～ 2%点在。  第 4層 暗褐色土 (10YR 3 5/3・ 3/3)工 b層類似土と責砂

〔中 。21～ 22〕                        が混在して構成。下位および壁際はど女砂が優勢となる。
第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似するが、全体に斑    a層 では2:1の 割合で、 b層は311と なる。 〔弱～中・

紋状の黄砂が7～ 10%み られる。ブロックは2%ほどであ    22～ 23〕

る。 〔中～弱・ 22～ 23〕
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第 6節  配石遺構

第185図  1号配石遺構A%
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

土層説粥

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)基 質はⅡb層 に類似。一部   第3層  暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅱ b層類似土と責砂が混在し

粒土が団粒状となる。黒褐色土および黄砂の塊状 。亜塊状    て構成(3:1)。 黒褐色土および黄砂の塊状 。亜塊状ブロッ

ブロックが 7%み られる。 〔中・22～ 23〕            クを5～ 7%含む。 〔中 。23～ 24〕

第2層  黒褐色土 (10YR 2/2)1層 に類似するが、より密に   第4層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体。上位を中心

なリブロックは5%ほ どとなる。 E中 。25～ 26〕         にⅡb層類似土が15%分布。 〔中 。26～ 27〕

第186図  1号配石遺構B%

砂主体であるが硬 く、上面には明瞭な層理をもっている。礫を配するために形成 された配石

面 と考えられる。

2号配石遺構 (第 187図、図版90)

本址は調査区南側のDoE-6・ 7区に位置する。周辺には14号 。15号 。16号の各配石が

北俣」にあ り、また南側約 3mに は 3号配石がある。

配石の平面形は、掘 り方において東西方向を長軸 とする長円形 とみれよう。規模 は長軸で

6.lmを 測 り、短軸 (南北)は3.75mで ある。長軸方向を主軸 とする方位は、N-86° 一Wを

指す。掘 り方の壁面は緩やかに開いて立ち上が り、高さは確認面であるⅣ層最上位から約25

cmを測る。底面は小礫を多 く含むⅣ層の黄砂中に築かれ、多少の凹凸がみられるもののほぼ

平 らに整えられている。中央付近はやや低 くな り、 V層 の河岸礫層の最上位に達 している。

また南東側では径70cm、 深 さ30cmほ どのビツトが確認 され、覆上の観察からも本址に伴 うも

のと半」断される。

配石は、ほば人頭大の礫によって構成され、被熱や調整痕などはみられない。配石の状態

は、遺構のほぼ中央に礫を長円形に巡 らす ものと東側の一群 とに分けてみられ るが、両者は

掘 り方の長軸に沿 うように配置されている。中央の配石は、土層断面の観察か ら掘 り方の覆

土よりも新 しく、また東側の配石を一部切っている。しかし掘 り方 との関係からみ ると、構築

49570m_A
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土層説明

第 1層 黒褐色上 (10YR 2/25)Ⅱ b層類似土と砂質埴壌土

で構成 (2:1)。 〔中 。24～ 25〕

第 2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似し層界は不切瞭波

状。全体に斑紋状の黄砂が5～ 7%分布。下位に炭化物が

3～ 5%ほ ど集積する部分がある。 〔中・ 23～ 24〕

第3層  黒褐色土 (10YR 2/2)均質な]b層 類似上で構成。

〔中・24～ 25〕

第4層  黒褐色土 (10YR 2 5/25)Ⅱ b層類似土と黄砂で構

成 (3:1)。 〔中 。21～ 22〕

第5層  暗褐色土 (10YR 2 5/35)4層 と同じ構成であるが

黄砂の含有を増し、割合は2:1と なる。 〔中 。22～ 23〕

第6層  暗禍色土 (10YR 3/4)黄砂主体 (60%)。 Ⅱb層類

似土・砂質埴壊土ブロツクを約15%含 む。 〔中・22～ 23〕

第7層  にがい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体 (70%)。 上

位を中心に■b層類似上が斑紋状に分布。

第8層 黒褐色土 (10YR 3 5/25)Ⅱ b層 類似土・砂質埴壌

土・黄砂で構成 (3:1:2)。 〔中・ 25～ 26〕

第 9層 暗禍色上 (10YR 3 5/3)8層 と類似する。それぞれ

の構成は2:1:1と なる。 〔中 。23～ 24〕

第187図  2号配石遺構 %

状態や主軸方向の対応からあまり時間的な間断をもたずに、意識的に配置されたものと考え

られる。東側の礫についても、組みすると考えられるが、明確には捉えることはできなかっ

た。このことは東側にまとまって分布する礫と関わって、いくつかのまとまりが崩れたもの

とみることもできよう。

覆土は、 9層 に区分された。本址の性質から考えて覆土は埋めもどされたことが想定され

る。ブロツク等やまとまった黄砂の混入はそのことを裏づけているものと考える。

出土遺物 (第 188図 )

本址からは総数点19点の遺物が出土した。その内訳は須恵器類11点、土師器類 2点、灰釉陶

器 2点、中世陶器 3点、かわらけ 1点である。これらのうち、中世陶器以外は細片で混入遺物
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と考えられる。本址

の時期を示す うえで

有効 と考えられる中

世の遺物の うち 3点

を図示 した。いずれ

も覆土下位から検出

されてお り、 2の招

鉢は 4号配石の出土

遺物 と接合している。

1・ 2は産地は不明

であるが、形態から

16世紀代に比定され

る。 3は、かわ らけ

で内面に媒の付着が

みられ幻明llLと して

使用されていたもの

と考えられる。

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

9 蜘

第188図  2号配石遺構出土遺物 %

第40表  2号配石遺構出土遺物観察表

l 招  鉢

法量 口径(290)現存高(72)cm 現存率 口縁部‰ 破片数 1点 形態 体部は

外方上に立ち上がる 口唇部は平坦に作られ端部外面でやや尖る 内面に6本 を一単
位とする招目が施される 胎土 堅緻 細砂粒 。小礫を含む 焼成 良好 色調 灰
色75Y4/1 出上位置 覆上下位 備考 16世紀の製品 生産地不甥

2 招  鉢

法量 口径(29.6)現存高(108)cm 現存率 体部上半以上小片 破片数 3点 形

態 1と ほぼ同じ 器壁は上方に向かって徐々にそばまる 内面に 7～ 8本 を一単位
とする招目が施される 胎土 堅緻 小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色
75Y4/1 出上位置 覆上下位+4号配石 備考 16世紀の製品 生産地不 fIB

かわらけ

法量 日径(145)現存高(24)cm 現存率 体部以上/弱 破片数 2点 形態 体

部はかなり外反 して立ち上が り口端部はやや尖る 胎土 白色粒子・ 小礫をやや多 く

含む 焼成 良好 色調 外面―浅黄色25Y7/3～浅黄橙色10YR8/3 内面―灰白色
25Y8/2 出土位置 覆上下位 備考 内面に煤の付着が観察されるので灯明皿 と考
えられる

3号配石遺構 (第 189図、図版90・ 91)

本址は調査区の南狽lD o E-5・ 6区に位置する。周辺には北側約 3mに 2号配石があ り、

また南側約1.5mに は10号配石がある。

配石の平面形は、掘 り方においてはおおむね東西方向を長軸 とする隅丸方形 ともみれ るが、

南側に張 り出し部がみられる。規模は長軸7.Om、 短軸 (南北)5,4mを測 り、張 り出 し部分
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第189図  3号配石遺構 %

では6.3mと なる。長軸方向を主軸とする方位は、N-75° 一Wを指す。掘 り方の壁面は緩や

かに開いて立ち上がり、壁高は確認面となったⅣ層最上位から約25cmを 測る。底面はⅣ層か

らV層 の最上部に築かれており、やや深く掘 り込まれた中央付近で河岸礫層に達している。

-267-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

また張 り出し部分は方形のやや浅い掘 り込みで、底面のほば中央に径25cm、 深さ23cmの 略円

形のピットがみられた。

配石は、おおむね30～50cm大 の映によって構成され、西側に分布する礫はほとんどが被熱

を受けている。配石の状態は西側で長さ約3.5m、 幅 lmほ どの列状に配される構成をとり、

2条が並走している。それぞれの礫の高さは揃えられており、礫の配置とともに意図的に配

石されている様子が看取される。この配石を構成する礫はすべてが被熱によって赤変し、底

面についても同様に焼けていた。また配石周辺には焼土塊や焼けた粘土、炭化物や灰が堆積

しており、本址で火が使用されていたものと考えられ、本址の機能 。用途をみるうえにとく

に注意されよう。東側の礫については散慢で組するような状況はみられなかった。

覆土は15層 に分層され、Ⅱb層 を主体にンル ト質埴壌土や黄砂が混在している。それぞれが

割合を変えながら堆積し、粘土ブロックやラミナがみられ層相の変化に富んでいる。これら

の堆積状態はいわゆる交互堆積を示し、上位から下位まで人為的な影響を受けて形成された

ものと考えられる。骨片、骨粉こそ検出されていないが、火葬施設とみることもできよう。

出土遺物 (第 190図 )

本址から出土した遺物は総点数31点 を数える。これらのうち古代に属する遺物が13点、中

世から近世初頭に比定されるものは18点である。そのうち後者の遺物について図示可能な 5

点を載せた。時間幅をもって混在しているが、 1は青磁境の破片で13世紀後半から14世紀前

半に比定されよう。 2・ 3は瀬戸・美濃系の縁釉小皿で14世紀代の製品と考えられる。 4は

瀬戸・美濃系の灰釉小皿で17世紀の製品である。 5は灰釉平鉢で17世紀代の瀬戸系の製品と

考えられる。

3号配石土層説切

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅱ b層類似土・シルト質埴壌
土 。黄砂で構成 (5:2:1)。 炭化物・焼土粒子が1～ 2%
点在。 〔中・22～ 23〕

第2層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)1層 に近値であるが、全体
に斑鉄が5%分布。 〔中・24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)1層 と構成は同じだが、そ
れぞれの割合は4:2:1と なる。全体に斑鉄 7%ほど分布。
炭化物・焼土粒子を3%含む。 〔中・ 24～ 25〕

第4層 黒褐色土 (10YR 2/3)Ⅱ b層類似土と黄砂によって

構成 (3:1)。 斑紋状のシル ト質埴壌上が約10%分布する。
灰化物・焼土粒子を各々約 3%含む。 〔中～弱 。26～ 27〕

第5層  暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅱ b層類似土 。斑紋黄砂で構
成 (2:1)。 シルト質埴壌土 。黄砂の亜塊状・塊状ブロッ
クを合む。灰化物・焼土粒子 1%点在。 〔中 。22～ 23〕

第6層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)東側にみられる黄砂の
薄層。不連続に5層下位に分布。 〔弱・ 21～ 22〕

第7層 暗褐色土 (10YR 3/4)シ ル ト質埴壌土と黄砂で構成
され、ほぼ同量が混在。 〔中・ 23～ 24〕

第8層 黒褐色土(10YR 2/25。 3/25)Ⅱ b層類似土 。シル
ト質埴壌土 。黄砂で構成。それぞれの塊状・亜塊状ブロッ
クがみられる。 a層では4:211の 割合で、炭化物・焼土
粒子を3%含む。 b層では3:1:2の割合で、焼土塊 3%、

粘土塊 5%、 炭化物 5～ 7%を含む。 〔中 。23～ 25〕

第9層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅱ b層類似土・シルト質埴壌
土で構成され、ほぼ同量が混在。炭化物・焼土粒子・粘土
粒子を5～ 7%ほど含む。 〔中 。25～ 26〕

第10層  にがい責褐色土 (10YR 4 5/35)黄砂による薄層。
〔弱 。21～ 22〕

第■層 黒褐色土 (10YR 3 5/25)Ⅱ b層類似土・黄砂で構
成 (3:1)。 斑紋状のシルト質埴壌土を10%含 む。最上位
層界付近に皮化物の薄層がみられる。 〔中・ 24～ 25〕

第12層 黒褐色土 (10YR 3/1)シ ル ト質埴壌土主体 (70%)c
全体に斑鉄が7%分布。 b層 には焼土塊・粘土塊を5～ 7

%含む。 〔強・25～ 26〕

第13層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/35)黄砂の薄層。 〔弱・
21～ 22〕

第14層  黒褐色土 (10YR 3 5/1・ 25/15)12層 に類似し、
シル ト質埴壌土主体。不連続の責砂薄層が塁重する。斑鉄
が全体に7～ 10%分布。b層 はシル ト質埴壌上の薄層。〔中
～強 。24～ 26〕

第15層 黒褐色土 (7 5YR 3/1)シ ル ト質埴嬢土と黄砂で構
成 (2:1)。 斑鉄が15%ヤ iど分布。 b層 に亜円礫 (25,15
～10)が約 5%み られる。 〔中～強 。25～ 26〕

-268-



第 6節  配石遺構

フマ 4

o            10Cm

第190図  3号 配石遺構出土遺物 %

第49表  3号配石遺構出土遺物観察表

1 青 磁 塊

現存率 体部上半以上小片 破片数 1点 形態 体部は内湾ぎみに立ち上がリロ縁

部を「くJの 字形に外反させ端部を丸く収める 細調 オリーブ灰色10Y5/2やや薄め

に施釉 胎土 灰色10Y6/1 堅緻 黒色微粒子をわずかに含む 焼成 良好 出上位

置 覆土下位 備考 13世紀後半～14世紀中葉の製品

2 縁釉小皿

法量 口径(83)現存高(14)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部

は器壁が厚い 釉調 オリーブ黄色 5Y6/3 内外面の口唇部のみに施釉 胎土 灰白

色 5Y8/1 堅緻 出上位置 覆上下位 備考 瀬戸・美濃系 14世紀の製品か

縁釉小皿

法量 口径(8_6)現存高(1.6)伽 現存率 体部上半以上% 破片数 1点  形態

口縁部はS字状 釉調 オリーブ黄色 5Y6/4 内外面の日唇部のみに施釉 胎土 灰

白色 5Y8/2 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出土位置 覆上下位 備考 瀬戸・美濃

系 14世紀の製品か

4 灰釉小皿

法量 口径(107)底径(46)器高(27)cm 現存率 底部% 体部以上% 破片数

2点 形態 底部は断面台形状の削り出し高台を有する 体部はやや内湾ぎみに立ち

上がり底部内面は盛り上がる 釉調 灰白色75Y8/1 内面全面と口縁部外面に施釉

され貫入がやや荒く入る 胎土 灰白色25Y8/1 堅緻 ややザラつく 暁成 良好

出上位置 覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 17世紀の製品か

5 灰釉平鉢

現存率 体部上半以上小片 破片数 3点 形態 体部は'ク
ロロを凹凸をもって立

ち上がる 口縁部内側に突帯をつまみ出し断面Y字状を呈する 袖調 灰白色25Y8/2
内外両面に施釉 胎土 灰黄色25Y7/1 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出上位置

覆土中位 備考 瀬戸系 17世紀の製品か

4号配石遺構 (第 191図、図版92)

本址は調査区南側のCeD-4・ 5区に位置する。38号住居l■・ 11号掘立柱建物址の各遺

構と重複し、新旧関係では本址が一番新しい。また周辺には 5号配石が南東側2.5mにあり、

密度の濃い配石の状態は本址と類似する。なお遺構の北東側は調査区外に及んでいることか

ら不粥な部分でもあるが、それほど広がらないものと考えられる。

まず配石の平面形は、掘 り方において不整形を呈する浅い掘 り込みのものと、ほばその中

心に深 く掘 り込まれた方形状の掘 り込みのものから構成されている。規模は、不整形を呈す

る掘 り込み部分で最大幅 (南北)は約 8mを測る。この西壁は不整形に張 り出す部分を除く
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第6節 配石遺構

と、ほば真北を向いて築かれている。また、深い方の掘 り込みはおおむね長方形を呈し、長

軸 (北西～南東)は4.4m、 短軸 (北東～南西)で3.5mを 測る。この長軸を主軸 とする方位

はN-43° 一Wを指す。壁面は緩やかに立ち上がっており、配石間では掘 り方に消いて共通性

が指摘できる。また深い掘 り込みの方は、やや急な傾斜となっている。壁の高さは、浅い方

の掘 り込みで確認面であるⅣ層から15cmほ どで、深い方は55cm前後を測る。

底面は深い方ではV層 に達しているが、浅い方の掘 り込みではⅣ層の黄砂中に築かれてい

る。多少の凹凸がみられるが全体に硬化している。深い方では河岸礫層に達するが、ほばそ

の面で平らに揃っている。

配石は南東側の深い長方形の掘 り込み部分にみられ、拳大から人頭大までの大きさの礫に

よって構成されているが、焼けた痕跡はみられなかった。配石の状態は、やや南東寄 りの 2

m四方に集中的にみられ、底面付近と確認面の上下三面にわたって配置されている。それら

は位置的にはほば重なることから上部および下部施設とみることもできよう。上面の配石は

人頭大の礫によって方形状に配置されているようにもとれる。両者の関係は速断できないが、

土層断面の観察からは時間的な前後関係が看取される。

覆土は11層 に区分され、Ⅱb層類似とシル ト質埴壌上で構成されている。最上位の 1層 には、

ブロックを含み人為的な影響が看取されるが、以下はいわゆるレンズ状の堆積を示し、自然

埋没と考えられる。また配石は 1層 と、 5層から7層 にみられ、とくに上位の配石は埋設過

程において最後に配された印象を受ける。また、浅い掘 り込みと深い掘 り込みには切 り合い

はみられず、埋設は一連の過程を経て同時に進行している。

出土遺物 (第 192図 )

本址からは総点数24点 の遺物が検出された。これらのうち古代に属する遺物が14点あるが、

いずれも細片で混入遺物 と考えられる。また本址の時期の決めてとなる中世以降の遺物は10

点みられ、そのうち図示可能な 4点を掲げた。それぞれ時期的な幅をもつが、 1の 白磁婉は

11世紀後半から12世紀初頭の製品と考えられる。 2・ 3は龍泉窯系の青磁蓮弁文婉で、 2は

4号配石土層説粥

第 1層 黒褐色土 (10YR 3/25)Ⅱ b層類似上で構成。黄砂

の塊状ブロツク (20,10～ 5)を 7%含む。シル ト質埴壌

土が約15%混在。 〔中 。23～ 24〕

第 2層 暗褐色土 (10YR 3/3)Ⅱ b層類似土とシルト質埴壌

土で構成 (311)。 1層 との層界は明瞭で平坦。炭化物約

1%、 亜円礫 (5,3～ 2)2%を 含む。 〔中 。22～ 23〕

第 3層 黒褐色土 (10YR 3/2)2層 と構成は同じ。害」合が

5:3と なる。 〔中 。23～ 24〕

第4層  黒褐色土 (10YR 3/15)3層 に近値であるが、斑紋

状黄砂が全体に5～ 7%み られる。また、不連続の薄板状

の黄砂薄層がみられる。 〔中 。23～ 24〕

第5層  黒褐色土 (10YR 2 5/3)2層 に構成は同じ、割合は

1:1と なる。黄砂薄層がみられる。 〔中～強 。22～ 23〕

第6層 黒褐色土 (10YR 3/2)5層 と近値であるが、シルト

質埴壊土・黄砂・黒褐色上の塊状ブロックを5%はど含み、

粒上が一部団粒状となる。 〔中・ 21～ 22〕

第7層 黒褐色土 (10YR 3/1)シ ル ト質埴壌土主体 (70%)。

上位に不連続の薄板状黄砂薄層がみられる。全体に斑鉄 5

%が分布。b層に亜円礫 7～ 10%集積。 〔中～強・23～ 24〕

第8層  灰黄褐色土 (10YR 4/2)蚕 食状に分布するこb層類

似上とシルト質埴壌上で構成 (311)。 斑鉄が約10%み ら

れる。 〔強 。22～ 23〕

第9層 黒褐色土 (10YR 3 5/2)2層 と構成は同じ。害」合は

4:1。 〔中 。25～ 26〕

第10層  暗褐色土 (10YR 3 5/3)Ⅱ b層類似土・黄砂で構成

(5:3)。 シルト質埴壌土が約10%混 在。 〔中 。23～ 24〕

第11層 暗褐色土 (10YR 3/4)黄砂主体 (60%)。 上位に蚕

食状にIb層類似土・シル ト質埴壌上が25%ほ ど分布。b層

は粗で一部粒土が団粒状となっている。〔弱～中・ 21～ 23)

-271-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

＼ 雨顧嘲 厨 ¬
0              10cm

第192図  4号配石遺構出土遺物 %

13世紀後半から14世紀初頭、 3は 14世紀中葉から15世紀前半の製品と推定される。4は瀬戸・

美濃系の灰釉境で、17世紀代の所産 となろ うか。

第58表  4号配石遺構出土遺物観察表

ユ 白 磁 境

現存率 底部/弱 高台部欠損 破片数 1点 形態 高台を断面台形状に肖」り出す
釉調 灰白色2 5GY8/1 見込み部分に施釉されるが外面高台付近には及んでいない

胎土 灰白色75Y8/1 堅固 粒子はやや荒い 焼成 良好 出土位置 覆上下層
備考 ■世紀後半～12世紀初頭の製品

2 青磁蓮弁文境

法量 底部(38)現存高(20)cm 現存率 高台部付近小片 破片数  1点  形態
高台を断面方形状に削り出す 釉調 緑灰色7 5GY6/1外面高台部までやや厚めに施
釉される 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻 粒子はきわめて細かい 焼成 良好 出土位
置 覆土下位 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

3 青磁蓮弁文境

法量 口径(138)現存高(44)cm 現存率 体部以上%強 破片数 1点 形態 体
部から口縁部にかけて内湾ぎみに立ち上がる 釉調 暗オリーブ色75Y4/3 やや薄
めに施釉され貫入が細かく入る 胎土 灰白色75Y7/1 堅緻 黒色微粒子をわずか
に含む 焼成 良好 出上位置 覆土下位 備考 龍泉窯系 14世紀中葉～15世紀前
半の製品

4 灰 釉 塊

法量 口径(106)現存高(35)cm 現存率 体部上半以上% 破片数  1点 形態
体部は高く立ち上がリロ端部は丸く収める 釉調 淡黄色5Y8/4両面に施釉 胎土

灰白色 5Y8/2 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出上位置 覆土中位 備考 瀬戸・美
濃系 17世紀の製品か

5号配石遣構 (第 193図、図版93)

本址は調査区南側のD-4区 に位置する。周辺には北側2.5mに 4号配石があ り、また南側

2mには 6号配石がある。南側の一部が新 しいピットによって切 られている。

平面形は、南北方向を長軸 とする長円形 とみることができる。規模は長軸で2.95m、 短軸

(東西)は2.65mを測る。主軸方位はN-18° 一 Eを指す。掘 り方の壁面はやや開 きぎみに立

ち上が り、高さは確認面であるⅣ層最上位から25～50cmを測る。底面はⅣ層の黄砂中に築か

れ、北東側が深 くなり、東側には舌状の平場がみられる。

配石は、ほば拳大から人頭大の礫で構成されているが、50cmを越すものもみ られた。礫に

は焼けた痕跡はみられず、自然礫をそのまま利用 している。配石の状態は、掘 り方を充填す

るように密に礫が分布 してお り、全体を意図的に構成するような礫の配置はみ られなかった。

ただし、外縁には立位の状態で検出された礫がみられ、縁石としての配置が看取 される。

覆土は、Ⅱb層 に類似 した粒土で構成され、一部は団粒状の粗めのものであった。また黄砂

も混在 していた。調査時の所見では、配石が構成されたのちに自然流入したもの と考えた。
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第193図  5号配石遺構 %

6号配石遺構 (第 195図、図版94・ 95)

本址は調査区南狽1の D・ E-3・ 4区に位置 し、19号配石遺構・ 10号掘立柱建物址・ 1号

方形周清墓・ 5号溝の各遺構 と重複するが、新旧関係では本址が一番新 しい。周辺には遺構

が密に分布するが、なかでも配石遺構の密度の高さは群を抜 く。

配石の平面形は、掘 り方において東西方向を長軸 とするほぼ長円形を呈 している。規模は

長軸で7.05m、 短軸 (南北)で は4.25mを測る。長軸方向を主軸 とする方位はN-76° 一Wを

指す。掘 り方の壁面は緩やかに立ち上がるが、西側ではやや急峻 となる。高さは、北側では

確認面であるⅣ層最上位から約35cmを測 り、やや深 くなる南東側では55cmほ どである。底面

はⅣ層の黄砂に築かれてお り、中央から南東側が不整形に約20cmほ ど一段深 く掘 り込まれて

いる。底面はやや軟弱ではあったが、ほば平 らに整えられている。掘 り方の形態や主軸方位

においては 2号配石 と類似 している。

配石は、ほとんどが20～30cm大 の映によって構成され、礫に焼けた痕跡はみられない。配

石の状態は南側に偏在 して礫が密に分布 してお り、ほとんどが 1層中に面を構成するように

み られ、意識的に組するような配置は確認されなかった。また北側にも礫のまとまりがみら

れ、南側 とはぼ同じ高さに配されている。北側 と南側の礫を画す中央部には攪乱を受けた様

子は認められず、意図的に配石を行わなかったものと推測 される。
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第194図  6号配石遺構 %

覆土は 8層 に分層され、Ⅱb層 を主体として砂質埴壌土や黄砂が混在している。それぞれが

害」合を変えながら堆積し、ブロックやラミナが分布している。これらは、いわゆる交互堆積

の状態を示しており、人為的な埋めもどしが推定される。配石は 1層中にみられ、掘 り方部

分を埋めもどした後に、面的に礫を配したものと考えられる。また、配石はこの遺構の上部

施設とみることもできよう。
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6号配石土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)Eb層 類似土・砂質埴壌土
で構成 (3:1)。 黄砂・黒色土・ シルト質埴壌上の塊状な
いし亜塊次ブロックを5～ 7%含む。炭化物が2～ 3%分
布。 〔中 。23～ 24〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)Ⅱ b層類似土・ シル ト質埴壌
土・黄砂で構成 (5,2:1)。 それぞれのブロックを5%は
ど含む。亜円礫 (30,20～ 10)が 3%分布。 〔中 。22～ 23〕

第3層  暗褐色土(10YR 3/3)2層 に類似するが黄砂の合有
が多くなる。害」合は3:1:2と なる。またブロックは黄砂
が主体で7%はどみられる。 〔中 。24～ 25〕

第4層 黒禍色土 (10YR 2/3)■ b層類似土と黄砂によって

構成 (2■ )。 甕紋状の砂質埴壌土が約10%み られる。下

位ほど黄砂の合有を増している。 〔中 。24～ 25〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅱ b層類似主主体。塊状・亜

塊状の黄砂および砂質埴壌土のブロックが7～ 10%ほ どみ

られ、各々の不連続な薄層も分わ。 〔中 。23～ 24〕

第6層 黒褐色土 (10YR 2 5/25・ 3/25)構成は2層 に近

値。 a層では4:2:1の 害」合で、b層では3:1:1である。
下位に蚕食状に黄砂が分布。 〔中 。25～ 26〕

第7層 暗褐色土(10YR 3/4)Ⅱ b層類似土と黄砂で構成(3:
2)。 下位を中心に亜円礫 (20,10～ 7)を 5%含む。炭化

物が1～ 2%点在。 〔中・ 23～ 24〕

第8層  にぶい責褐色土 (10YR 4/8)黄 砂主体。亜円礫を約
7%含む。 〔中～弱 ,23～ 24)

7号配石遺構 (第 195図、図版96～ 98)

本址は調査区南側のE・ F-4・ 5区に位置し、 1号方形周溝墓・ 15号竪穴状遺構と重複

する。新旧関係では、そのいずれの遺構よりも本址の方が新しい。また周辺には、本址の北

側を囲むように竪穴状遺構が密に分布している。

配石の平面形は、掘 り方においてやや不整形で南側に張 り出し部分をもつが、東西方向を

長軸とする長円形とみることができる。規模は長軸で8.9mを 測 り、短軸 (南北)|よ3.65～ 4.75

mと なる。主軸方位はN-83° ―Eを指す。掘 り方の壁面はやや開きぎみに立ちあがり、不整

形となる部分ではやや緩やかな立ち上がりとなっている。壁高は確認面であるⅣ層最上位か

ら30～35cmを 測る。底面はⅣ層の黄砂中に築かれ、やや起伏をもっている。また、配石の下

には土坑状の掘 り込みが 3箇所にみられ、略円形ないしは方形を呈し10～ 15cmほ どが窪めら

れている。

配石の状態は、東側で長方形に礫が巡らされており、意図的に配置された状態が看取され

る。この配石は土層断面の観察から掘 り方の覆土よりも新しく、西側にみられる配石の一部

を切って築かれている。しかし掘 り方との関係においては、配置された位置や主軸方位が対

応していることから、あまり時間的な間断をもたないものと考えられる。またこの西側の配

石についても、崩れてはいるが、ほば方形に配置する状態が看取され、この部分からは石仏

の破片 (第 196図 9)が検出され注目される。これらは土坑状の掘 り込みを伴っており、配石

と密接な関係にあるものと考えられる。なお、北側の掘 り込みについては不明瞭であるが、

礫のまとまった配置がみられることから、同様の構造をとっていたものと思われる。

覆土は東側の切 り合いも含めて15層 に区分された。Πb層を主体としながらもシル ト質埴壌

土や黄砂を含み、それぞれが混在しながらその割合を変えている。堆積状態はいわゆる交互

堆積を示しており、人為的な影響を受けて形成されたものと推測される。

出土遣物 (第 196図、図版156)

本址から出土した遺物は総点数99点 を数える。これらのうち74点 は古代に属する混入遺物
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土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 3 5/2)Ⅱ b層類似土とンル ト質埴

壌土で構成 (3:1)。 炭化物を約 2%含む。 〔中 。25～ 26〕

第2層 黒褐色土 (10YR 3/2)1層 に類似し、層界はやや不

明瞭。それぞれの割合が5:2と なる。 〔中 。24～ 25〕

第3層 黒褐色土 (10YR 3/25)1層 。2層に類似し、層界
はやや不明瞭。割合が5:3と シル ト質埴壌土が主体となる。

〔中～強 。24～ 25〕

第 4層 黒褐色土(10YR 3/15)Ⅱ b層類似上で構成。黄砂・

シルト質埴壌土の斑紋状ブロックが15%混 在。層上位を中

心に炭化物 1～ 2%点在。 〔中 。27～ 28〕

第5層 黒褐色土 (10YR 2 5/25)■ b層類似土とシルト質

埴壌上で構成 (4:1)。 〔中・ 24～ 25〕

第6層 黒褐色土 (10YR 3 5/2)5層 に類似するが、それぞ

れの割合は5:2と なり、斑鉄 3%を含む。 (中 。25～ 26〕

第7層  黒褐色土 (10YR 2/15。 35/15)シ ル ト質埴壌土

主体。 a層では約60%を 占め、b層 では約80%は どである。

全体に班鉄 3～ 5%分布。 〔中～強・23～ 24〕

第8層  黒褐色土(10YR 2 5/2)シ ル ト質埴壌土 。責砂で構

成 (3:2)。 〔中 。24～ 25〕

第 6節  配石遺構

第9層 黒褐色土 (10YR 2/2)Ⅱ b層類似主主体 (70%)。

〔中 。24～ 25〕

第10層 黒褐色土 (10YR 2/25。 3/2)Ⅱ b層類似土・ンル

ト質埴壌土・黄砂で構成。 a層では3:2:1の 割合で、b

層では2:3:2の 割合となる。 〔中 。23～ 25〕

第■層 暗褐色土 (10YR 3/4)斑 紋状の責砂で構成。やや粗

で、シルト質埴壌土・ Ⅱb層類似上が上位を中心に蚕食状に

約15%分布。 〔中～弱 。22～ 23〕

第12層 黒褐色土 (10YR 3/1)シ ルト質埴壌土主体 (70%)。

〔強 。23～ 24〕

第13層 黒褐色土 (10YR 2 5/3・ 3/2)シル ト質埴壌土と黄

砂で構成。 a層は3:1、 b層では512。 〔中 。22～ 23〕

第14層  にがい黄褐色土(10YR 4/3)黄 砂主体(80%)。 〔弱・

21～ 22〕

第15層 暗褐色土(10YR 3/4)]b層 類似土と黄砂で構成(3:

2)。  〔中 。24～ 25〕

第16層  黒褐色土 (10YR 3/2)シ ル ト質埴壌土主体 (70%)。

Ⅱb層類似土・黄砂が約20%分 布。 〔中 。23～ 24)

0         _JCm

第196図  7号配石遺構出土遺物 %

であり、中世以降に比定されるものは25点であった。これらの遺物のうち、後者の遺物につ

いて 9点を図示した。やや時間的な幅をもって混在する状況も看取されるが、16世紀から17

世紀代の遺物がややまとまっている。
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7号配石遺構出上の石仏残片について

7号配石遺構の位置で、崩れた配石や礫などに混在 して 2個 の石仏破片が出上 した (第 196

図、図版 156)。 大破片は石仏の右肩部から胸部にかけての残存部分で、高10cm× 幅8.5cm× 厚

7 cmであ り、小破片は肩部分の下部に接続する部分で、肩部破片の約 1/2ほ どのものである。

凝灰岩製で、作柄もかなりしっかりしたこの石仏の右肩部分から、一見して丸彫 り小形の

如来坐像の部分と理解された。頭部と左半身、および映座する下半身は失われているが、造

像のおよその規範によって、出土破片部分を嵌めこんだ全容を推定作図して参考に掲げた。

頭頂までの像高は約27cm以 下、両膝間の幅も為よそ26cm以 内である。

この石仏の作風を観察すると、欠けた首部の下の三道 (首のくびれの表現)か ら胸にか ll●

て丸みがあり、肩はやや「なで肩」の曲線が見られる。肩にかかる納衣は、通常の偏祖右肩

(右肩を露出し、あるいは軽 く天衣の端がかかった着方)ではなく、通肩 (両肩をおおった着

方)であることが特徴である。また袖衣の肩下の衣紋をみると、その髪は手が中央部に向け

られた状況を示しているので、持物を持った立 像や、特別な印相を示す様子はなく、図のよ

うに定 印を結ぶ坐像と推定できた。

坐像では両足を組む結迦映坐で定 印を結んだ姿となるが、その足の組み方で吉 祥 坐 (組 ん

だ右足先が左匹部の上に乗る)か降庭坐 (組 んだ左 映が右匹の上に乗る形)と なって、正面

から足先が見える像となるが、この場合は下半身を欠 くので不男である。

さて、この石仏の造像の年代を推定してゆくわけであるが、元来江戸時代以前の丸彫 りの

石仏は資料が極めて少ないうえ、わずかな残存部分なので、造像の推定年代もかなりの年代

幅で考えざるをえない。木像など通常の仏像で如来像などの場合は、頭部の各部分 (日 、鼻、

口、耳など)に各時代ごとの特徴があって、それぞれ

目安となるが、頭部や手足もないので、ここでは衣紋

表現と肩部分の作風に頼るほかはない。

肩の作 りは丸やかで、やや「なで肩」であることは、

平安時代後期からの特徴で、最も「なで肩」となるの

は江戸時代とされている。また、横面観で肩から背に

かけて、この石仏では、やや「前倒れ」の状態がみら

れる。この横面観が「そり身」の場合は奈良時代の特

徴の一つといわれ (飛鳥仏は更にそり身でS字状)て

いる。このそり身の傾向は平安時代前期まで残 り、平

安時代後期からは仏像は「直立形Jと なり、鎌倉時代

以降では「前倒れ」の形 (仏像自体から庶民に近づく
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姿勢と屯いう)と なってゆき、江戸時代では「前屈形」が定形化するといわれている。

これらの特徴からすれば、この石仏の、「やや前倒れ」の姿は、平安時代後期以降というこ

とになるだろう。さらに納衣の表現が写実的であることは、造像の年代をさらに中世 (鎌倉

～室町)にまで延長させる要素とも考えられる。平均的な造仏の流れのなかで石仏をみると、

平安時代の後期の造仏 (国杵の石仏や各地の摩崖仏を含む)が最盛期とみられており、また

この年代では末法思想による浄土教の盛期でもあることからも、この石仏は「阿弥陀如来坐

像」であった可能性が高い。

第51表  7号配石遺構出土遺物観察表

l
青  磁

鏑蓮弁文境

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 蓮弁の鏑はやや明瞭さに欠く 釉調 緑

灰色 5G6/1 厚めに施釉される 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻 黒色微粒子をわずか

に含む 焼成 良好 出土位置 覆土中位 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中

葉の製品

灰釉小皿

法量 口径(104)現存高(14)cm 現存率 体部上半以上%強 破片数 1点 形態

体部は丸みをもって立ち上がり口端部は丸く収める 内底見込みに弱い沈線状の段を

もつ 和調 浅黄色75Y7/3 透明感がありやや薄めに内外両面に施釉 胎土 灰白

色 5Y8/1 堅級 ややザラつく 焼成 良好 出土位置 覆上下位 備考 瀬戸・美

濃系 17世 紀の製品か

3 折 縁 鉢

法量 口径(117)現存高(20)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部

は外反して端部を直上に引き出す 和調 浅黄色 5Y7/4 内外両面に薄めに施釉 胎

土 灰白色 5Y8/1 堅緻 白色微粒子をわずかに含みややザラつ く 焼成 良好 出

土位置 覆土中位 備考 瀬戸系 16世紀の製品

4 天目茶ナ宛

現存率 日縁部小片 破片数 1点 形態 口縁部はひねり返しS字状を呈する

調 褐色7 5YR4/6 やや厚めに施釉される 胎土 灰白色10YR8/2 堅緻

良好 出上位置 覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 16世紀の製品

釉

焼成

5 天目茶)売

法量 口径(123)現存高(52)cm 現存率 体部以上笏 破片数 1点 形態 体部

は上位でやや内湾ぎみに立ち上がり口端部は尖る  体部下半にヘラケズリ痕が残る

釉調 黒褐色を呈し薄めに施釉される 胎土 灰白色25Y8/2 堅緻 ザラつく 焼

成 良好 出土位置 覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 17世紀の製品

6 下ろし皿

法量 底径(48)現存高(11)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平

底 調整 底部外面一回転糸切 り 内面―格子状に細かく下ろし目が入る 胎土 灰

白色25Y8/1 出上位置 覆土中位 備考 瀬戸系 14世紀の製品

7 鉄釉小皿

法量 底径(52)現存高(13)cm 現存率 底部% 破片数  1点 形態 底部は碁

笥底を呈する 袖調 黒褐色の鉄釉を内面および体部外面下端まで施す 胎土 灰白

色 5Y8/2 堅緻 白色微粒子を合みザラつく 焼成 良好 出上位置 覆土中位 備

考 内底見込みに トチンの痕跡あり 瀬戸・美濃系 16世紀の製品

拓   器

法量 底径(122)現存高(38)cm 現存率 底部% 破片数

部から体部は直角に立ち上がる 胎土 灰白色5Y7/1 堅緻

色微粒子をやや多く含む 焼成 良好 出上位置 覆土上位

の可能性も考えられる 外面に自然釉が掛かる 越前か

1点 形態 平底の底

細砂粒・白色粒子・黒

備考 器種不朔 経筒
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8号配石遺構 (第 197図、図版98)

本址はF-5区 に位置 し、 9号配石・41号住居址・ 14号竪穴状遺構 と重複する。新旧関係

では、本址が一番新 しい。

配石の平面形は、南北方向を長軸 とする長円形を呈するものといえる。規模は長軸方向で

3.53m、 短軸 (南北)では1.0～ 1.25mと なり、南側がやや膨 らんでいる。主軸方位はほぼ真

北を示 している。掘 り方の深さは確認面であるⅣ層上位から約35cmを 測 り、南側のやや膨 ら

んだ部分には略円形のピット状の掘 り込みがみられ、その部分では58cmほ どとなる。底面は

Ⅳ層の黄砂中に築かれてお り、南側の掘 り込みを除いて、ほぼ平らに整えられている。また

壁面はやや開きぎみに立ち上がっている。

配石は、掘 り方を充填するように礫が配置 されている。また土層断面の観察から、配石は

1層 に形成されて消 り、それ以下の 2層 から8層 は配石面を築 く前に埋めもどされたものと

考えられる。構成される礫は、余大から人頭大のものがほとんどを占めるが、怪が50cmほ ど

A
∬

4つ680m――エ

9              ,              ?m

土層説明

第 1層 黒褐色土 (10YR 2/3)基質はⅡb層に類似するが、
一部粒土が団粒状となり粗である。黄砂・黒色上の塊状ブ
ロツクがみられる。 〔中～弱 。21～ 22〕

第2層  黒褐色土 (10YR 3/2)]b層 類似土と斑紋状黄砂で

構成 (3:1)。 黄砂と黒色上の薄層が互層となる。炭化物
を1～ 2%含む。 〔中・ 23～ 24〕

第3層  黒色土 (10YR 2/15)』 b層類似土と砂質埴壌上で

構成 (4:1)。 〔中 。24～ 25〕

第4層  暗褐色土 (10YR 3/4)と b層類似土・黄砂 。砂質埴

壌上で構成 (3:2:1)。 〔中・ 23～ 24〕

第5層  にぶい黄褐色土 (10YR 4/3)黄 砂主体 (60%)。 Ⅱb

層類似土・砂質埴壌上が25%分 布。 〔中 。23～ 24〕

第6層 暗褐色土 (10YR 3 5/4)4層 と類似した構成で、割
合は2:3:1で ある。 〔中～弱 。22～ 23〕

第7層 黒褐色土 (10YR 2 5/3)ab層 類似主主体 (70%)。

〔中 。25～ 26〕

第8層  にぶい黄褐色土 (10YR 3 5/4)黄 砂主体 (70%)で
Ⅱb層類似土が約20%ほ ど分布。

第197図  8号配石遺構 %
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のものもみ られる。礫には焼けた痕跡はみ られず、

出土遣物 (第 198図 )

河岸礫をそのまま利用 している。

本址から出上した遺物は総点数10点を数 える。 この う

ち 6点は古代に属するもので混入遺物 と考えられ、中世

以降の遺物 としては 4点がみられ、その うち 2点を図示

することができた。 1は瀬戸・美濃系の天 目茶境で15世

紀代、 2も 同様の灰釉婉で18世紀代に比定されるものと

推定される。

第52表  8号配石遺構出土遺物観察表

ユ 天 目茶ナ宛

法量 口径(118)現存高(31)cm 現存率 体部上半以上% 破片数  1点 釉調

褐～暗褐色75Y3/4 やや薄めに施釉される 胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻 ザラつく

焼成 良好 出上位置 覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 15世紀か

灰 釉 境

法量 口径(95)現存高(17)cm 現存率 口縁部/弱 破片数 1点 形態 口唇

部外面に 1条の沈線を巡らす 釉調 浅黄色75Y8/3 やや厚めに施釉され細かい貫

入が目立つ 胎土 灰白色 5Y8/2 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出上位置 覆土中

位 備考 瀬戸・美濃系 18世紀の製品か

9号配石遺構 (第 199図 )

本址は調査区南偵」のF-4・ 5区に位置し、 8号配石・ 41号住居址の各遺構 と重複する。

新旧関係は 8号配石より古 く、41号住居 l■ よりも新しい。

配石の平面形は掘 り方において不整円形を呈しており、深 く掘 り込まれた略円形の掘 り方

と、南東側に舌状に張 り出す浅い掘 り込みによって構成されている。そのため北西から南東

方向が長軸となっている。規模は長軸で3.95m、 短軸は3.25mを測る。長軸方向を主軸 とす

る方位はN-44° ―Wを指す。掘 り方の断面形は皿状となっており、壁は緩やかに開いて立ち

上がっている。高さは舌状の張 り出し部では35cm、 北西側では65cmを測る。底面に凹凸はみ

られず、ほば水平に均されているが、やや軟弱であった。

配石は、ほば余大から人頭大の礫で構成されているが、40cm大 を越すものもみられる。こ

れらの礫には被熱や調整の痕跡は認められず、自然礫をそのまま利用している。配石の状態

は覆土の 3層 から7層 に沿って、中央から南東側に密な分布を示している。平面的には方形

状を呈しており、 3層から7層 の形成とともに築かれたものと考えられる。

覆土は12層 に区分され、大きく上位 (1層・ 2層 )と 、配石がみられる中位 (3層 ～ 7層 )

および下位 (8層 ～12層 )に分けられる。土層断面の観察から上位は自然埋没 したものと推

定され、中位は配石とともに人為的な影響を受けて形成されたものと考えられる。また下位

は中位同様にいわゆる交互堆積を呈してお り、配石面を築 く前に埋めもどされた可能性が指

摘できる。

9            JCm

第198図  8号配石遺構出土遺物 %
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496 80m J.

0                   2m

第199図  9号配石遺構 %

出土遺物 (第200図 )

本址からは中近世に比定される 9点の陶器類が検出された。その うちの 2点 について図示

することができた。 1は瀬戸・美濃系の縁釉小皿で16世紀代 と考えられる。 2は瀬戸系の招

鉢で、 口縁部の形態から17～ 18世紀に比定されると思われる。

―

くこ:ミ
ξ二ii:三

二三:〒三三三三Ξ::三三三三

十
::~IIIIII~二IIII:::,,テ

''多

71

第200図  9号配石遺構出土遺物 %
第53表  9号配石遺構出土遺物観察表

1 縁釉小皿

法量 口径(102)現存高(1,7)cln 現存率 日縁部小片 破片数 1点 形態 体部
は弱いS字状 釉調 オリーブ色 5Y5/4 口縁部に施釉 胎土 堅緻 黒色微粒子を
含む 焼成 良好 出上位置 覆上下位 備考 瀬戸・美濃系 16世紀の製品か

2 招  鉢

法量 口径(28.5)現存高(3.9)cm 現存率 口縁部% 破片数 2点 形態 体部の
器壁は薄く口縁端部の内面に強いヨヨナデが入る 口縁部は上下に広がり肥厚して縁
帯をつくる 内外両面に鉄漿がかけられる(暗赤灰色75R3/1)内面には14条を一単
位とする招目が施される 胎土 灰白色7.5Y8/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 覆
土中位 備考 瀬戸系 17～ 18世紀の製品
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10号配石遺構 (第 201図、図版99・ 100)

本址は調査区南側のE-5区 に位置し、ほぼ同じ形態をとる2基の配石が重複しており、

新しい方を10号配石 A、 古い方を配石Bと してここでは最 うことにした。また配石Aの北西

側は16号土坑 と重複しており、新旧関係では本址の方が新しい。

まず配石Aについてみると、平面形は南北方向を長軸 とする方形とみることができる。規

模は長軸で1,70m、 短軸は1.45mを測 り、深さは確認面であるⅣ層最上位から35cmほ どであ

る。主軸方位はN-16° ―Eを指す。配石は、掘 り方に沿ってほぼ方形にめぐるように礫が配

される状態が看取される。また中央の下位では礫がまとまって配されてお り、配石は断面に

みるように中央が沈み込むような状況を呈している。覆土は 7層 に区分され、いわゆる交互

堆積の状態を示すことから人為的に形成されたものと考えられる。なお下位の 6層・ 7層 に

は礫がみられず、配石は埋めもどされた後に配置されたものといえる。

つぎに配石Bであるが、平面形は北西から南東方向を長軸 とする方形といえよう。規模は

長軸で130m、 短軸は1.Omを 測 り、深さは確認面から10cmほ どである。また底面の北西側に

496 90m A

9               .               ?m

第201図  10号配石遺構 %
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は深さ15cmほ どの略円形のビットが穿たれている。主軸方位はN-50° 一Wを指す。配石は、

掘 り方に充填す るように配され、密に礫が込められている。

覆土は 4層 に区分 され、Ⅱb層 を主体 としながらも砂質埴壌土が混在 している。下位には黄

砂が多 く分布 してお り、基質は配石Aと 類似 している。

出土遺物 (第 202図 )

配石Aの覆土中位からは、瀬戸系の香炉 1点 が検

出された。17世紀代の所産 と考えられる。

第54表 10号配石遺構出土遺物観察表

1 炉香

法量 底径(100)現存高(26)cm 現存率 底部付近形 破片数 1点 形態 平底
の底部に獣足が 1個現存しているが実際は 4個付けられていたと思われる 胎土 灰
黄色25Y6/2 堅緻 ややザラつく 焼成 良好 出上位置 覆土中位 備考 瀬戸
系 17世 紀の製品か

11号配石遺構 (第203図 、図版64・ 65)

本址は調査区南側のE・ F-9区 に位置 し、 5号掘立柱建物址 と重複 している。新旧関係

では本址の方が新 しい。また、北東側の一部が攪乱によって失われている。

平面形は、北東から南西方向を長軸 とする長円形を呈 している。規模は長軸で2.75m、 短

軸 (北西～南東)は1.85mを測る。主軸方位はN-50° ―Eを指す。掘 り方の壁面はやや開き

ぎみに立ち上が り、壁高は確認

面であるⅣ層最上位から約30cm

を測る。底面はⅣ層の黄砂中に

築かれ、ほば水平に均されてい

るがやや軟弱であった。

配石は、ほば季大から人頭大

の礫で構成されているが、中央

付近には30cm大を越すものが分

布している。礫には焼けた痕跡

はみられず、自然礫をそのまま

利用している。配石の状態は、

掘 り方を充填するように密に礫

が分布している。

覆土は、Ⅱb層 に類似するが砂

質埴壌土が混在している。これ

9              .              ?m

第203図 11号配石遺構 %
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第 6節 配石遺構

らの一部は団粒状 となってお り、粗 しょうな粒土であった。覆土は配石の構成 とともに順次

形成されたものと考えられる。なお、遺物は検出されなかった。

12号配石造構 (第 204図 、図版 101)

本址はB-48・ 49区 に位置 し、す ぐ東側は調査区北側の礫起伏 となっている。また、西収」

には 1号配石 Bがある。

配石の平面形は、掘 り方においてはぼ南北方向を長軸 とす る長方形を呈している。規模は

長軸で2.25m、 短軸 (東西)は1.05mを測 り、深さは約30cm内 外である。主軸方位はN-7°

―Wを指す。掘 り方の壁面はやや開きぎみに立ち上が り、底面はほぼ平 らに整えられている。

配石の状態はやや散漫な分布ではあるが、略円形のまとまりが長軸に沿 って 2箇所みられる。

このまとまりは、底面付近で拳大

の礫によって構成されている。

覆土は全体にⅢ a層 に類似 し、周

辺にラ ミナとして分布する細礫を

多 く含んでいる。堆積状態はいわ

ゆる交互堆積を示 し、人為的な影

響を受けて形成されたものと推測

され、上位にみ られる30cm大 の礫

も一連の堆積過程において持ち込

まれたものと考えられる。

なお、遺物については検出され

なかった。

南側調査区配石群

-285-
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13号配石遺構 (第 205図 )

本址は調査区北側のC-48区に位置 し、

配石のみの確認 となってしまったが、本

来は掘 り込みを有 していたものと推定さ

れる。

配石はⅢa層準から検出され、ほば方形

に配置 されている。規模は東西1.2m、 南

北約 lmを測る。また中央にも、礫の分

布がみられる。礫の周囲にはⅡb層に類似

する粒土がみられ、掘 り込みはⅡb層中で

あったものと推定される。なお、遺/77は

検出されなかった。

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

495 00m A

0                              2m

第205図  13号 配石遺構 %

14号配石遺構 (第 206図 )

本址は調査区北側のD-7区 に位置し、南東側に15号、西側に16号配石が検出されている。

配石の平面形は、掘 り方において南北方向を長軸とする隅丸方形 となろう。規模は長軸250

m、 短軸 (東西)は1.80mを測る。主軸方位はN-30° 一Eを指す。掘 り方の底面には南側に

長径 lmほ どの掘 り込みがみられるが、他はほぼ平坦である。壁面はやや開きぎみに立ち上

がり、高さは確認面のⅣ層から25cm、 掘 り込み部分では40cmを測る。

配石は、南側の掘 り込み上部に方形に配置するとともに、北側では60cm大 の礫が配されて

いる。方形に配される礫は、掘 り込みの上部施設とみることもでき、その中央部分は礫が沈

み込むように分本していた。土層の観察からは、その部分が陥没するような堆積状態が看取

される。覆土は全体にHb層類似土で構成されるが、砂質埴壊土が多 く混在していた。

なお、遺物は検出されなかった。

15号配石遺構 (第207図 )

本址は調査区南側のD-7区 に位置する。ほぼ同規模と考えられる2基の配石から構成さ

れており、ここでは新しい方を15号配石A、 古い方を配石 Bと して扱 うことにした。

まず配石Aか らみると、平面形はおおよそ南北方向を長軸とする長円形を呈している。規

模は長軸で2.Om、 短軸 (東西)で は1.55mを測る。主軸方位はN-35° 一Eを指す。底面は

約50cmほ どの深さを測 り、ほぼ平坦となっているが、北偵Jに は一段高くなるテラス面を有し
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第 6節 配石遺構

o                             2m

第206図 14号配石遺構 %

ている。また壁面は開きぎみに立ち上がっており、断面形は逆台形状を呈している。配石は、

掘 り方に沿って、30～ 40cm大 の礫を方形に巡らすように配置されている。その中央部分は15

～20cm大のやや小ぶ りの礫が充填されるように分布している。覆土は、Ⅱb層 を主体としなが

らも砂質埴壊土や黄砂が混在していた。中央部分では、陥没 したような堆積状態が看取され
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る。なお、遺物は本址か

らもまった く検出されな

かった。

つぎに配石Bであるが、

配石Aに よって失われて

いる部分が多 く推定の域

をでないが、Aに類似 し

た形態 とみるならば東西

方向に主軸をとる配石 と

考えられよう。遺存する

部分は東西方向で70cm、

南北方向は13mほ どを測

る。配石の状態について

は明確ではないが、西側

の覆土上位に礫が若千分

布する。覆土は配石Aに

類似し、Ⅱb層の類似土を

主体 として構成され、砂

第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

0                             2m

第207図 15号配石遺構 A・ B%

だ

15号 B

49660n」

質埴壌土や黄砂の塊状ブロックを含んでいる。人為的な影響がうかがえよう。配石Aと は覆

土の観察においてはぼ同質の基質により構成されていることから、両者の構築にあたっては

あまり時間差をもたなかったと考えられる。なお、遺物は検出されなかった。

16号配石遺構 (第208図 )

本址は調査区南側のD-8区 に位置 し、 6号掘立柱建物址の一部を切っている。 また14号

配石がす ぐ南東に位置 している。

配石の平面形は、掘 り方において不整方形を呈し、東西方向に長軸をもっている。規模は

長軸2.lm、 短軸 (南北)17mを 測る。主軸方位はN-85° ―Wを指す。掘 り方の壁面は緩や

かに立ち上が り、底面 も同様に不整方形 となって東側にやや傾斜 している。そのため、確認

面 となったⅣ層最上位か らは25～ 33Cmほ どの深さを測る。

配石はやや深 くなる東側の上位にみられ、10～ 15cm大 の礫が略円形に巡 らされている。土

層断面の観察では、配置 された礫の内側に径40cmほ どのピット状の落ち込みがみ られ、配石

はこの上部施設 とみることもできよう。覆土は、 ピットを合めて10層 に区分される。 ピツト
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内は1層 から3層 で、Ⅱb層 を主体とする

粒土が充填している。 4層 から10層 は掘

り方の覆上で、いわゆる交互堆積を示し

ていることから埋めもどされたものと推

定される。 ピツト状の落ち込みとの関係

では、覆土は類似した基質をもつことと、

加えて両者の配置関係からあまり時間差

をもたずに構築された可能性がある。な

お、本址においても遺物はまったく検出

されていない。

17号配石遺構 (第209図、図版101)

本址は調査区中央のC-20区に位置し、

南東側に 3号墓が隣接 している。配石の

平面形は方形を呈し、長軸 (東西)1.38

m、 短軸 (南北)1.26mを 測る。

また主軸方位はN-86°一Wを指す。

掘 り方は全体に確 り掘 り込まれて

消 り、底面 も平坦に整えられてい

る。確認面はⅢa層の中位で、深 さ

は36cmを 測る。また壁はやや傾斜

をもって立ち上がっている。

配石は40～ 50cmの やや大きな礫

が外側にみ られ、10～ 15cmの 小さ

な礫は内側に分布 している。全体

では、掘 り方に充填するように礫

が込められていた。覆土はⅡb層類

似土で構成され、配石 とともに形

成されたものと考えられる。な清、

遺物は本址からもまった く検出さ

れなかった。

19660m―二

0                           ?m

第208図  16号配石遺構 %

49660m」

第 6節 配石遺構

古

味

十

0                                2m
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

18号配石遺構 (第 210図 )

本址は南側調査区のD-2・ 3区に位置 し、 6号溝を切って築かれている。配石の平面形

は、掘 り方においてはば方形を呈 している。規模は東西2.7m、 南北2.6mを測 り、主軸方位

を南北でみるとN-34° 一Wを指す。底面ではほぼ平坦であるが、壁の立ち上が りは全体に緩

く一定 していない。深 さは確認面であるⅣ層最上位から約30cmほ どを測る。

配石は西側に偏在 してみ られ、その配置はあまり明瞭ではないが、方形を呈するものと密

にまとまって分布する二つのあ り方が認められる。覆土はⅡb層類似土 とシル ト質埴壌上によっ

て構成され、斑鉄が下位に分布 していた。切 り合い関係にある 6号清の覆土 と類似 している

が、本址自体 も滞水などの水による影響を受けている可能性が指摘できる。なお、本 l■から

も遺物は検出されなかった。

9              ,              ?m

第210図 18号配石遺構 %
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第6節 配石遺構

19号配石遺構 (第 211図 )

本址は調査区南側のE-3区 に位置 し、わずかに北側が 6号配石によって切 られている。

配石の平面形は、掘 り方において南側がやや張 り出すものの、略円形 とみることがで きよう。

規模は長軸 (南北)2.30m、 短軸 (東西)20mを測 り、底面はほば平坦に整えられ、壁面はや

や開きぎみに立ち上がっている。南側では舌状の張 り出し部がみられ、さらに緩やかな立ち

上が りとなっている。酉己石

は北東側の底部付近に、方

形状の小さなまとまりとなっ

て認められている。礫は10

～15帥のものが中心に構成

され、やや大きな25cm大 の

礫がその上部を覆っている。

覆土は 9層に区分され、

Ⅱb層類似土や黄砂を主体と

している。いわゆるレンズ

状の堆積を示 してお り、層

相の変化に乏 しいことから

自然埋没 と考えられる。ま

た、西側の壁面に密着 して

粘土塊が検出されている。

本址においても、遺物はまっ

た く検出されなかった。

|∞

49680m」

9                 2m

第211図 19号配石遺構 %

配石群調査風景
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第 7節 集 石 土 坑

1号集石土坑 (第 212・ 213図 )

本址は調査区北側のA-38区 に位置し、25号住居址の覆土中に築かれている。周辺には、

規模や形態を同じくする、 2号から5号の各集石土坑が密に分布している。プランは略方形

を呈し、径100cm、 深さ30cmを測る。坑底面は平らに整えられ、壁はほば垂直に立ち上がって

いる。30～40cmの やや大きな礫が北側に分布し、南西側には 5～ 10cmの小さな礫がみられる。

覆土はHb層 に類似するが、礫とともに人為的に形成された可能性が高い。下位の 3層・ 4層

は黄砂を主体とし、礫は検出されていない。なお、遺物も検出されていない。

2号集石土坑 (第212,213図、図版102)

本址は、 1号・ 3号集石土坑の西側に位置し、 1号から5号のなかではもっとも小規模な

集石土坑である。プランは略円形を呈し、径72cm、 深さ26cmを測る。坑底面は多少の凹凸を

もつがはば均されており、壁面はやや開きぎみに立ち上がっている。礫は西側の上位に 4点

ほどがみられた。覆土はⅡb層 を主体に構成されており、いわゆる交互堆積を示すことから埋

めもどされたものと推定される。なお、本址からも遺物は検出されなかった。

く __          3号
集石土坑 (第212・ 213図、図版102)

∞+_号 (ge番)ぐ   ＼ 似拿警写≧二重を三撓禁:を上写FttF彗 [ほ悟
3号A   南側の新 しい方を 3号 A、 古い方を 3号 Bと して

3号 B/<ダ萄毎く動族魚  ヽ   扱 うことにした。まず 3号 Aについてみると、プラ
げ

壁 に発捜漁齋膚凛薬謝十
~   

ンは隅丸方形を呈し、径は105～ 110cm、 深さ40cm

5号   を測 る。坑底面は南側がやや低 くなっているが、

いるが、ほぼ全体の形状については捉えることが
0                   2m

できた。プランはここでも隅丸方形 と考えられ、

第212図  1号～ 5号集石土坑分布図 % 径80cm、 深さ25～30cmを測る。坑底面には北側に
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第 7節 集石土坑

8′

3号 A

C・

2号

B

B 8′

5号

D'    E

D′ E

第213図  1号～5号集石土坑 %

径30cmほ どの略円形のピットが穿けられてお り、坑底面からは約10cmの深さを測る。礫は10

cm内外のものが覆土中位に散慢に分布していた。覆土はA号に類似しているが、層の走向や

傾斜がやや急であった。礫は覆土とともに人為的に埋めもどされた可能性が高い。なお、本

址からも遺物は出土していない。

4号集石土坑 (第 212・ 213図、図版102・ 103)

本址は、1号から5号のうちでは西側に位置している。プランは長円形を呈し、長軸 120cm、

短軸80cmを 測る。坑底面は2段構成となっており、上段部では深さ16cmを測 り、下段部では

確認面から60cmほ どとなっている。それぞれの壁面はやや開きぎみに立ち上がっている。礫

は、掘 り方の中央部を中心に覆土中位から下位に充填されるように分布し、上段部では 5～
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

10cmの やや小さな礫が、下段には30～ 40cmの 大形の礫がみられる。覆土は土層断面の観察か

らはHb層 に類似 してお り、礫 とともに人為的な影響を受けて形成されたものと考えられ る。

なお、遺物は検出されていない。

5号集石土坑 (第 212・ 213図、図版102)

本址は 4号の東側に位置 し、プランは隅丸方形を呈している。規模は径 100cm、 深 さ50cmを

測 り、坑底面はほば平 らに整えられている。礫は掘 り方内に充填 されるように分市 し、上位

から中位では10～ 15cmの礫で構成され、底面近 くでは20～30cmの やや大きな礫がみられた。

礫は各層の走向や傾斜によく適合 して分布 してお り、覆土の形成 とともに人為的な影響を受

けて埋積 したものと考えられる。なお、本址においても遺/7oは検出されていない。

6号集石土坑 (第214図 )

本址は調査区南側のD-6区 に位置し、プランは略

円形を呈する。規模は長径1.50m、 短径1.30mを 測 り、

深さは約20cmほ どである。坑底面はほぼ平坦をなし、

壁は皿状に緩やかに立ち上がっている。礫は、遺構の

確認面であるⅣ層最上位にみられ、掘 り方の中央付近

に分布している。覆土はⅡb層を主体に、礫の周囲では

砂質埴壌土が混在していた。 4層 は黄砂を主体として

おり、本層中には礫はみられなかった。なお、遺物は

まった く検出されなかった。

7号集石土坑 (第215図 )

本址は調査区南側のD-8区 に位置し、36号住居址

496 60m  A

0               1m

第214図  6号集石土坑 %

の一部を切って築かれている。プランは略円形を呈 し、長軸 (東西)2.15m、 短軸 (南北)

1.80mを測 り、深さは20cmほ どである。坑底面はほぼ平らに整えられており、壁面は開きぎ

みに立ち上がっている。礫は、掘 り方の北側を中心にみられ、覆土上位から中位にかけて分

布している。覆土はⅡb層類似土によって構成され、礫がみられない 3層 には斑紋状の黄砂が

多く含まれている。 1層・ 2層 は礫 とともに、人為的な影響を受けて形成されたものと考え

られる。おそらく埋めもどされたものとみてよかろう。
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出土遺物 (第216図 )

本址からは古代に属する混入

遺物 もみ られるが、 ここでは本

址の時期を考えるうえで有効 と

判断される中世の遺物について、

図示可能な 1点を載せた。

資料は覆± 1層 の下位から検

出された招鉢である。産地につ

いては不明であるが、 口縁部形

態の特徴から15世紀代の所産 と

推定される。

第 7節 集石土坑

古

那

十

O            m

第215図  7号集石土坑 %

第216図  7号集石土坑出土遺物 %

第55表  7号集石土坑出土遺物観察表

暫母

1 鉢婚

法量 口径(271)現存高(10.1)cln 現存率 体部上半以上% 破片数 2点  形態

体部は外方上に立ち上が リロ唇部は平坦につくられる 内面に 9本 を一単位とする招

目を施す 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子・ 小礫を含む φ7mm大の礫が露出する 焼

成 良好 色調 灰色75Y4/1 出土位置 覆± 1層下位 備考 15世紀の製品 産

地不明
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

8号集石土坑 (第 217図 )

本址は調査区南側のD-5区 に位置し、38号住居

l■の覆土中に築かれている。プランは略円形を呈し、

長径 (東西)1.50m、 短径 (南北)1.30mを 測る。

坑底面はやや狭いが平坦をなし、壁は皿状に立ち上

が り、深さは約30cmほ どを測る。礫はやや散慢では

あるが、坑底面に沿 うように分布がみられる。また、

礫は20cm前後のものが中心を占めるが、中には40cm

大のものも若千含まれる。

覆土は 5層に区分され、Ⅱb層 を主体とする、いわ

ゆる交互堆積を示しており、人為的に埋めもどされ

たものと推定される。

なお、遺物はまったく検出されていない。

第 8節 土  坑

1号土坑 (第218図 )

本址は調査区南側のD-10区 に位置し、 9号竪穴

状遺構によって南東側の一部が壊されている。プラ

ンは略円形を呈し、径132cm、 深さ18cmを測る。坑底

はほぼ平坦な面であり、やや開きぎみに立ち上がる。

覆土は 3層に区分され、Ⅱb層 に類似する黒褐色土で

構成される。各層の層界は不粥瞭であることから自

然埋没と考えられる。なお遺物は検出されていない。

2号土坑 (第219図 )

本址は調査区南側のD-10区 に位置し、10号竪穴

状遺構と重複する。新旧関係では、本l■ の方が新し

A

Ａ

一

Ｂ

一

8

49670n 齊

49650m―J

第217図  8号集石土坑 %
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第 8節 土 坑

ゆるレンズ状を呈してお り、また潮移的な変化を示す ことから

自然埋没 と考えられる① l層の層界に礫が 2点み られた以外、

遺物はまった く出土 していない。

3号土坑 (第 220図 )

8_             lm

第219図  2号 土坑 %

本址は調査区南側のD-9区 に位置し、すぐ南側には 5号掘立柱建物が存在する。プラン

は略円形を呈し、径120cmほ どを測る。深さは検出面より約20cmほ どとなる。坑底面は凹凸が

認められ、また確認面でのプランとは異なり、不整形を呈する。覆土は 2層 に区分されるが、

上位から下位まで基質はシル ト質埴壌土で構成され、斑鉄等を含んで特徴的な様相を示 して

いる。堆積状態は層相の変化に乏しく、いわゆるレンズ状を呈しており、ここでも自然埋没

と考えられる。なお、坑底面は斑鉄により硬化していることから、滞水などによる影響が考

えられる。遺物は検出されていないが、 1層 の層界に礫が若千みられた。

4号土坑 (第220図 )

本址は調査区南側のE-8区 に位置し、西側の一部が土取 りによる攪乱を受けている。プ

49650m  齊 496 50m  A

0                             2m

第220図  3号・ 4号土坑 %

49650m ド
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

ランは略円形 と考えられる。径約130cmほ どを測 り、深 さは検出面より17cm前後となる。立ち

上が りがきわめて緩 く、土坑全体をみると皿状に近いものといえる。坑底面はほば平坦に整

えられている。覆土は 2層 に区分され、1層 はⅡb層類似土、2層 はそれに斑紋黄砂が混在 し

ている。 2層 との層離面に礫が 4点ほどみられるが、覆土の堆積はいわゆるレンズ状を呈 し

ている。なお、遺物は本址からも検出されていない。

5号土坑 (第221図、図版103)

本址は調査区中央のA-29区 に位置 し、同じ

形態を有する 6号土坑 と重複関係にあ り、新旧

では本址の方が新 しい。プランは長方形を呈 し、

長軸 112cm、 短軸87cm、 深さは検出面より33cmを

測る。坑底面はほぼ平 らに整えられ、同様に壁

面もやや傾斜をもつが、確 りした掘 り込み面 と

なっている。覆土は 8層 に区分され、基質はⅢa

層を基本 としながらもきわめて変化に富んでい

る。各々の堆積状態についても、複雑にいわゆ

る交互堆積を示 しながら、黄砂 と混在 している。

この埋没過程においては、上位から下位まで人

為的な影響が看取される。おそらく埋めもどし

A

49650m_生

されたものと考えられる。なお、遺物は発見されなかった。

6号土坑 (第221図、図版103)

本址は前述の 5号土坑 と規模、形態、覆土において類似し、重複関係にあるがあまり時間

差をもたずに構築されたものと考えられる。プランは長方形を呈し、長軸108cm、 短軸70cm、

深さは検出面より28cmを 測る。坑底面および壁面とも構造面において5号 と類似している。

覆土についても同様に変化に富んでおり、皿a層類似土と黄砂のいわゆる交互堆積を示してい

る。ここでも埋めもどしがなされたものと考えられる。なお、遺物は本址においても検出さ

れていない。

7号土坑 (第222図、図版103)

本l■ は調査区中央のA-30区 に位置し、前述の 5号・ 6号土坑とは2mほ どの距離をおく。

プランは南北がやや長いが略円形とみられよう。径136cm、 深さ18cmを測る。坑底面はほぼ平

A

0             1m

第221図  5号・ 6号土坑 %
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第 8節 土 坑

…

∬

49650m」

49650n_ど

9                             ?m

第222図  7号・ 8号土坑 %

らに整えられているが、壁はやや開きぎみに立ち上がっている。覆土は 8層 に区分され、前

述の 5号・ 6号土坑と同様に変化に富んだ構成となっている。基質はⅢa層類似土と黄砂とが

混在した土層で構成され、いわゆる交互堆積を示している。ここでも埋めもどしがなされた

ことを示しているものと考えられる。なお、遺物は検出されていない。

8号土坑 (第222図、図版104)

7号土坑の南東側で検出された本址は、A-29区に位置する。形態的には 7号 とやや異な

るが、覆土においてはいわゆる交互堆積を示 し7号 と共通している。プランは長円形を呈し

長軸 120cm、 短軸74cm、 深さ28cmを 測る。坑底面はほば平らに整えられているが、壁は 7号同

様、やや開きぎみに立ち上がる。覆土は 5層 に区分され、Ⅲa層 と黄砂が混在する変化に富ん

だ堆積状態にあり、埋没過程においては人為的な影響が看取される。ここでも埋めもどしが

なされたものと考えてよいであろう。なお、遺物は本址においても検出されていない。

9号土坑 (第233図、図版104)

本址は調査区北側のB-43区に位置し、21号掘立柱建物の一部を壊している。プランは略

円形を呈し、径206cm、 深さは中心部で36cmを 測る。前述までの上坑に比べてやや大きな印象

を受ける。坑底面は皿状を呈し、徐々に立ち上が り壁面に移行するなだらかな面となってい

る。また底面は図にも示したが、南東側半分が黒色土と細黄砂からなる硬化面が形成されて

おり、一部は壁まで及んでいる。覆土は硬化面を含めて 9層 に区分され、基質はⅡb層 を基本
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第■章 発見された遺構とその出土遺物

としなが らも変化に富ん

でいる。 とくに下位では

黒色土ブロックあるいは

黄砂ブロックを含み、ま

た黄砂等の薄層 もみ られ

た。いわゆる典型的な交

互堆積を示 していること

から、 この埋没過程にお

いては人為的な影響が看

取されよう。下位から出

上 した礫は一つの廃棄単

位 としてとらえられるも

のと考えられる。なお、

本址からも遺物は検出さ

れていない。

4957()m_」壁

m

第223図  9号土坑 %

10号土坑 (第224図 )

本址は調査区南側のF-7区 に位置し、西側の一部が土取 りによって攪乱を受けている。

プランは略円形 と考えられ、径約115cmほ どと推定される。深さは検出面より20cmほ どとなる。

立ち上が りは緩 く土坑全体では皿状に近いものといえる。覆土は 3層 に区分され、 1・ 2層

はⅡb層類似土、3層 はそれに斑紋黄砂が存在している。覆上の堆積はいわゆるレンズ状を呈

していることと、層相に変化が乏しいことから自然埋没 と考えられる。なお、遺物は本址か

らも検出されていない。

11号土坑 (第224図、図版105)

本址は調査区南側のD-5区 に位置し、39号住居姓を壊 して構築されている。プランはや

や歪むが略円形 とみることができよう。径180omを 測 り、土坑 としてはやや大きな印象を受け

る。深さは検出面より32cmほ どを測る。坑底面は全体に平らに整えられているが、確認面で

のプランとはやや異なり、坑底の周縁は不整形となっている。壁はやや傾斜をもつが、掘 り

方 としては確 りしている。また北西壁よりに始いて径15cmほ どのビットが 2つ並んで確認さ

れている。覆土はピットまで合めると10層 に区分され、Ⅲa層類似土と黄砂が混在する変化に

富んだ堆積状態にあり、いわゆる交互堆積を示すことから埋没過程においては人為的な影響
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第 8節 土 坑

49670m  齊

L     .     ?m

第224図  10号 。11号 土坑 %

が看取 されよう。遺物は覆上下位より須恵器杯の破片が 1点検出されたが、本l■ と重複 して

いる39号住居址からの混入遺物 と考えられる。 また、礫が覆土中位から若千みられるが埋め

もどしに際 して流入されたものと考えられよう。

12号土坑 (第 225図 )

本址は調査区北側のB-38区に位置 し、23号、28号、

30号 の各住居址を切って構築 されている。 ブランは長

円形 とみることができよう。長軸 132cm、 短軸 108cm、

深さは中央部分で38cmほ どとなる。坑底面は狭 く招鉢

状を呈 し、なだらかに立ち上がる。覆土は10層 に区分

され、Ⅲ a層類け土 と黄砂が混在する変化に富んだ堆積

状態を示 している。 ここでも、いわゆる交互堆積を示

す ことから埋没過程において人為的な影響が看取され

よう。

本址からは覆土上位 より、いわゆる山茶婉窯系の婉

や小境が検出されたが、23号住居址との接合関係から

本址に帰属するものでないことが判明している。

…

49580m_J

0             1m

第225図  12号土坑 %

IGQ
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

13号土坑 (第 226図 )

本l■ は調査区北端の北側配石群内に位置する。調査

区が限られていたことから、一部が未確認であるが、

プランは長円形を呈 しているものと考えられる。東西

方向に長軸をとる100cmほ どの上坑である。坑底面はほ

ぼ平らに整えられてお り、比較的良好な状態を示す。

壁はあまり傾斜をもたずⅢa層準まで立ち上がっている。

覆土はⅢa層に類似 した土層で構成されてお り、いわゆ

るレンズ状堆積を示 している。また層相の変化に乏 し

く漸移的な変化であることから自然埋没 と考えられる。

本址の時期については、覆土の中位から須恵器界の糸

切 り未調整の底部破片も出土 していることから、古代

に属する可能性 もある。

40510m型

m

第226図  13号土坑 %

14号土坑 (第 227図 )

本址は調査区南側のD-5区 に位置 し、38号住居址の床面を貫いて構築 されている。 プラ

ンは略円形を呈 してお り、径 100cm、 深さ25cmほ どのやや小形の上坑である。坑底面はほば平

らに整えられ、掘 り方 としては良好なつ くりといえる。 また壁面はなだらかな立ち上が りと

なっている。覆土は 4層 に区分されるが、Ⅱb層 にみられる砂質埴壌土で構成されている。堆

積状態は、いわゆるレンズ状を呈してお り、また漸移的な変化を示す ことから自然埋没 と考

えられる。なお、遺物は本址からも検出されていない。

49670m  洋

第227図 14号 。15号 土坑 %

O
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第8節 土 坑

15号 土坑 (第227図 )

本址は調査区南側のE-7区 に位置し、37号住居址の壁の一部を壊 して構築されている。

ブランは南北がやや長いが略円形とみられよう。径110cm、 深さ12cmほ どとなる。坑底面はほ

ぼ平らに整えられているが、壁はやや開きぎみに立ち上がっている。また、坑底の平面プラ

ンは確認面とはやや異なり、長円形となっている。覆土は 3層 に区分され、Ⅱb層類似土主体

の土層で構成されている。層相の変化に乏しく、またレンズ状を呈することから、自然埋没

と考えられよう。プランの確認時の段階で礫が検出されたが、それらは覆上の上位に位置し

ている。なお、本l■からも遺物は検出されていない。

16号土坑 (第201図 )

本址は調査区南側のE-6区 に位置しており、つぎの17号土坑および10号配石遺構Aと 重

複関係にある。新旧関係を整理すると10号配石より古 く、17号土坑よりも新しい。なお、つ

ぎの17号土坑 とは規模・形態とも類似する。プランは10号配石によって 1/3ほ どが切られて

いるものの、方形であったものと推定される。北東 。南西方向が長軸方向とみられ、およそ

120cmを測る。深さは検出面より28cmほ どとなる。坑底面はやや起伏をもつが、ほば平坦とい

える。また壁面はなだらかに立ち上がっている。覆土はⅡb層類似土および砂質埴壌上で構成

され、各層には黒色土や黄砂の塊状・亜塊状のブロックを含んでいる。いわゆる交互堆積を

示していることから、ここでも埋めもどしがなされたものと考えられる。なお、遺物は本址

からも検出されていない。

17号土坑 (第201図 )

本址は前述の16号土坑と規模・形態 。覆上において類似し、また重複関係にあるが、あま

り時間差をもたずに構築されたものと考えられる。プランは方形を呈し、長軸 108cm、 短軸100

cmほ どと推定される。深さは検出面より35cmを 測 り、平坦なつくりの坑底面となっている。

同様に壁の立ち上がりもやや傾斜を有するが、比較的確 りした掘 り込み面となっている。覆

土は16号土坑と同様にⅡb層類似土と砂質埴壌土との、いわゆる交互堆積を示しており、ブロッ

ク等がみられる。ここでも埋めもどしがなされたものと考えられる。なお、遺物は本l■から

も検出されていない。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第 9節 土 壊 墓

1号墓壌 (第228図、図版105)

本址は調査区中央のA-31区 に位置し、 1号道路状遺構Aの溝中に築かれている。また、

同形態の2号墓羨の一部を切っている。プランは方形を呈し、長軸 (南北)100cm、 短軸 (東

西)90cmを測 り、深さは確認面

のⅣ層最上位から35cmほ どとな

る。羨底面はほば平坦に整えら

れ、掘 り込みも確 りとしている。

扁平な礫が土羨を覆 うように覆

土上面にみられ、加えて下位の

3層 から 5層 には骨片や骨粉が

検出されたことから、土羨墓 と

して認定 した。なお、遺物は検

出されなかったが、覆土はⅡa層

に類似することから近世に比定

される墓羨 と考えられる。

A

第228図  1号 。2号墓羨 %

A

2号墓墳 (第228図、図版105)

本址は 1号墓羨 と規模・ 形態や覆土において類

似 し、骨片・骨粉が検出されたことから土羨墓 と

して取 り扱った。 プランは方形を呈し、長軸 (北

西～南東)90cm、 短軸 (北東～南西)70cmを 測 り、

深さは確認面から20cmほ どである。羨底面はほぼ

平坦に整えられ、掘 り込みも確 りとしている。礫

が上位から中位にかけてみられ、ほぼ余大のもの

で占められている。骨片 。骨粉が下位から検出さ

れた。遺物は本址からも出土 していない。

3号墓墳 (第229図、図版105)

本址は調査区中央のC-20区に位置する。 プラ

ンは隅丸方形を呈し、規模は長軸 (東西)155cm、

49660m_J

49660m型

8                                2m

第229図  3号墓壊 %
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第10節 石敷遺構

短軸 (南北)125clnを 測 り、確認面のⅣ層上位から30cmほ どの深さとなる。羨底面はほぼ平坦

につ くられ、壁はほぼ垂直に立ち上がっている。土羨の中央に120cmほ どの巨大な礫があ り、

その直下に骨片や骨粉が検出された。なお、遺物は検出されなかったが、覆土はⅡa層に類似

してお り、近世に比定される墓壊 と考えられる。

第 10節 石 敷 遣 構

1号石敷遺構 (第230図、図版106～ 108)

本址は調査区中央のCOD-22～ 25区 に位置し、遺構の東側は調査区外へ広がっており全

体の規模や平面形については不明である。検出された範囲内での平面形は不整形を呈するが、

長方形とみることもできよう。規模は南北方向では約28mを測る。深さは確認面であるⅣ層

最上部から25～ 40cllaほ どを測 り、底面は多少の凹凸をもつものの比較的よく均されている。

また石敷内には東西方向に並走する2条の溝と、その南側の溝と接して南北方向に並走する

2条の溝がみられる。溝は石敷を画するように築かれているが、土層断面の観察では溝の方

が新しい。しかし、溝は石敷内で完結するようで、覆土も近似することから両者の関係は不

明な点も多いが、ある種の関連をもって形成された可能性も考えられる。

石敷は、掘 り方の南側一面にみられ、東西に走る南側の溝によって画されている。また北

側では、東西に走る北側の溝に沿って礫が帯状に分布しており、東側にもそれに直交する帯

状に配された礫がみられる。石敷は南側では10～20cmの礫で構成されており、北側では20～

30cmの やや大きな礫で占められている。北側の南北方向にみられる帯状のものは、10～20cm

の礫で形成されていた。また、南側の石敷には1～ 1.5mの 巨礫が点在し、特異な景観をかも

しだしている。

覆土は溝を含めて10層 に分層され、いずれもⅡb層 を主体とした基質で構成されている。礫

は、壁際の10層 を除いて上位から下位にかけてみられる。溝の部分については基本的には含

まれていなかったものと考えられる。覆上の堆積過程においては、礫とともに人為的な影響

を受けて形成されたものと考えられ、石敷の面にかぶさるように覆土も層界をもっている。

出土遣物 (第231図 )

本址から出土した遺物は、主に石敷内から検出されたものである。全体に散在しており、

図示した資料からも分かるように、古墳時代後半から中世段階までのものを含んでいる。遺

構の範囲からみればごくわずかであり、これらをもって本thの時期を断定するには躊躇せざ

るをえない。しかし、一つの傾向として平安時代後半から中世にかけての遺物がややまとまっ

ていることが指摘できる。遺構の性格を措 くとしても、本址の時期を決める手がかりと考え

られよう。
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第10節 石敷遺構

第56表  1号石敷遺構出土遺物観察表

1

須 恵 器

界

法量 口径(12.0)底 径(6.6)現存高(3.6)cm 現存率 体部以上/弱 破片数 1

魯傾そこ口魯忌紀尋みを1言各急ヨをきこ氏岳ヨ手:を9B岳
凹
長き,受、長伊【圭

位置 覆土最上位

2
器

不

恵須

高

法量 口径(10.5)現存高(5.4)cm 現存率 脚柱部完形 外部労 破片数 3点 形

態 芥部は腰部で屈曲して外反 脚柱部は短く「ハ」の字形に開く 調整 内外両面―

ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色～

浅黄色 5Y7/1～ 8/3 出上位置 覆土最上位

器

芥

恵須

高

量
態

す

成

法

形

ら
焼

底径(11.0)現存高(7.6)cm 現存率 脚柱部完形 脚裾部/強 破片数 1点
脚裾部は大きく開いて端部は段をなす 裾部と柱状部との境に2段の凹線を巡

調整 内外両面― Fク ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒が多く白色粒子を少量含む

良好 色調 暗緑灰色7.5GY4/1 出上位置 覆土最上位

器

杯

恵須

高

法量 日径(138)現存高(19)Cln 現存率 外部%破 片数 1点 形態 外部は浅

く径が広い 口縁部で強く外反する 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 赤

色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 暗赤褐～黒褐色 5 YR3/3～3/1 出土位置 覆

土最上位

5
器

不

恵須

高

法量 底径(117)現存高(3.5)cln

大きく開いて端部で段をなす 調整

をやや多く含む 焼成 良好 色調

現存率 脚裾部% 破片数 1点 形態 裾部は

内外両面―・ クロ調整 胎土 堅緻 白色粒子

暗青灰色 5 BG3/1 出上位置 覆土最上位

6
須 恵 器

芥

法量 底径(6.1)現存高(1.4)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平

底 調整 底部外面―ヘラ切り→ヘラナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白

色微粒子を少量含む 焼成 良好 色調 暗オリーブ灰色 5 GY4/1 出上位置 覆土

最上位

7
須 恵 器

芥

法量 底径61 現存高1.7cln 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 平底の底部か

ら角度をもって外傾して立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 堅緻 砂粒がやや多く白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 暗青

灰色 5 BG3/1 出上位置 覆土上位

須 恵 器

外

法量 底径(60)現存高1 6cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 底部は平

底 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白

色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 BG3/1 出上位置 覆土上位

須 恵 器

甕

調整 外面―胴部平行タタキロ文 頸部横位

堅緻 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好

出上位置 覆土上位 備考 外面に自然釉が掛

現存率 頸部付近小片 破片数 2点
のナデ 内面―胴部青海波文 胎土

固く焼き締まる 色調 灰色 5Y6/1
かる(浅黄色 5Y7/3)

器

瓶

恵

頸

須

長

法量 口径(9.3)底径(102)器 高(21.4～ 21.6)cm 現存率 約% 破片数 ■点

彰票を堅U壁笠優層拿写竜々古
が
農景猛華醒輩れ往行単彰卍墓マ呈▼色學高習馨紆藤

る 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 外面―灰

色10Y6/1 内面―灰黄褐色10YR6/2 出上位置 覆土中位 備考 内面の顕部下半と

底部に釉が溜まる(オ リーブ灰色10Y4/2)

山 茶 境

法量 口径(15.2)現存高(4.3)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部

は外傾して立ち上がり日縁部でやや外反 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

砂粒が多く小課をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出上位置 覆土中

位 備考 内面に煤付着 無釉

山 茶 娩

法量 底径(6.0)現存高(3.8)cm 現存率 体部下半% 破片数 1点 形態 断面

三魯者楚舟三宮魯ゼZ厭臀宅ヨ套
部t覇

鶴 離 場ヒ繰逸声ギ r鎌 登 聡 属

良好 色調 灰白色2.5Y8/1 出上位置 覆土中位 備考 高台に糎殻圧痕 内面に

重ね焼き痕 内面に釉が散る
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山 茶 境

法量 底径(66)現存高(36)cm 現存率 体部下半% 破片数 1点 形態 外側
に稜をもつ高台を付け底部から弱い丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面―高台

貼付→高台とその周辺ナデ(柳殻圧痕をナデ消す)内外両面―ロクロ調整 胎土 堅

緻精良 焼成 良好 色調 灰白色 5Y8/2 出土位置 覆土中位 備考 内面に重ね

焼き痕 無釉

灰釉陶器
)宛

法量 口径(163)底径(7.0)器高(4,7)cm 現存率 / 破片数 3点 形態 底

部は平底で爪型の高台を付ける  体部は外傾して立ち上がり日縁部でわずかに外反
調整 底部外面一回転糸切り→全面ヘラケズリ→高台貼付→周辺ナデ 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・φ l mm大 の小礫を含む 焼成 良好 色調 灰白色25
Y7/1 出上位置 覆土中位 備考 底部内外両面に墨書 「太」と思われる 無釉

山 茶 境

法量 底径(6.8)現存高(17)cn 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

部に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→ヘラナデ→高台貼付→高台

部ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1
出土位置 覆土中位 備考 内面に重ね焼き痕

山 茶 娩

法量 底径(6.2)現存高2 2cln 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平底
で断面三角形状の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とそ
の周辺ナデ 高台部に糊殻圧痕を残す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級精良 焼

成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出上位置 覆土中位 備考 内面に重ね焼き痕

体部内面に釉が散る

/」、   ナ宛

法量 口径8.4～ 9.3 底径50 器高2,7cm 現存率 完形 破片数 1点 形態 底

部は平底で断面三角形状の低い高台を付ける 体部は外傾して立ち上がリロ縁部でや

や外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付 高台部の糎殻圧痕はナデ消す 内

外両面―Pク ロ調整 胎土 堅緻 小礫・ 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色

調 灰白色25Y8/1 出上位置 覆土中位 備考 無釉

/1ヽ    ナ宛

法量 底径42 現存高1.8cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は厚み
のある平底 調整 底部外面一右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色5Y6/1 出上位置 覆土中位 備

考 体部内面に釉の付着が認められる

灰釉陶器

長 顕 瓶

法量 底径(100)現存高(21)cln 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は

平底で断面長方形状の高台を「ハ」の字形に付ける 調整 底部外面一回転ヘラケズリ
→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―Fク ロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を

含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 覆土中位 備考 体部内面に釉
が付着(灰オリーブ色75Y5/3)

鉢

法量 底径 8 現存高2.3cm現存率 底部%破 片数 1点 形態 平底で丸みをもっ
て立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

細砂粒 。白色粒子が多くφ8mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 灰色7.5Y4/1 出土

位置 覆土中位 備考 内面に釉が掛かる(暗オリーブ色75Y4/3)渥美窯系



第■節 溝状遺構

第 11節 溝 状 遺 構

1号溝状遺構 (第232図 、図版109)

本址は調査区北側のC-59区 に消いて検出され、調査区を北東から南西に向かって貫いて

いる。調査区が限られていたことから、溝の両端は判然としないが直線的に延びているもの

と考えられる。本址以北には北側配石群が展開するが、その一部が本址の上部に構築されて

いる。また、南東側には瓦集中区が存在する。

確認された溝の長さは、調査区内では約3.5mほ どを測る。溝幅はほぼ平均 しており、3m

内外となる。深さは壁の立ち上がるⅡb層下面から45～50cmを測 り、最深では55cmと なる。底

面は幅が広 く、断面からも分かるように逆台形状を呈し、底面での溝幅は2.5m内外を測る。

全体的に南東側にやや下 り勾配になっている。また、底面は斑鉄層が形成されていることか

ら滞水ないしは流水した可能性がきわめて高い。覆土は12層 に区分され、Πb層 を主体にシル

卜質埴壌土と黄砂が交互堆積を示すが、

いわゆるレンズ状堆積であり、層相の

変化に乏しいことから自然埋没 と考え

られる。また、覆上の上位から中位に

かけて礫の分布がみられるが、堆積過

程に消いて流入したものと考えられる。

なお、本址の性格については一種の区

画溝であった可能性が推測される。

出土遺物 (第233図 )

本址から出土した遺物は、主に覆土

中位から下位にかけて検出された。上

位には古代に属する須恵器類も若千み

られたが、それらは混入遺物 と考えら

れる。ここでは覆土中位から下位にか

けて検出された遺物のうちで、図示可

能な 9点の資料について載せた。 1か

ら4は、いわゆる山茶婉窯期に比定さ

れる婉や小婉である。 5は 白磁托と推

定され希少な資料といえよう。 6は龍

泉窯系の青磁画花文ナな 7、 8はかわ

Ia

A 49530m_二

O__                  ?m
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第233図  1号溝状遺構出土遺物 %,%

らけである。 9は瀬戸の画花唐車文の瓶子である。年代的には無釉の山茶境生産 の成立時期

である11世紀末葉から13世紀代までの資料で占められてお り、また大幅な年代の開 きはな く、

遺構の性格 とともに本址の時期を検討するうえで有効な資料 と考えられよう。

第57表  1号溝状遺構出土遺物観察表

1 山 茶 娩

法量 底径40 現存高1 6cm 現存率 底部完形 高台部%欠損 破片数  1点  形

態 底部は平底で「ハ」の字形に張 り出す高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り
→高台貼付→高台とその周辺ナデ 高台部に糎殻圧痕が部分的に残る 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色75Y8/1 出土仕

置 覆土中位 備考 内面に重ね焼き痕

山 茶 境

法量 底径68～ 7.Ocm 現存率 底部完形 高台部%欠損 破片数 1点 形態 底

部は平底で断面三角形状の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→

高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫を多く合む

焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出上位置 覆土中位

/」  ヽ  ナ宛

法量 底径40 現存高1.6cm 現存率 底部完形 高台部/欠損 破片数 1点 形

態 底部は平底で非常に低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付
→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・石英粒を含む 焼成

良好 色隅 灰色 5Y6/1 出上位置 覆土中位 備考 無釉

4 /J、    ナ,こ

法量 底径40 現存高1 9cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は厚み
のある平底 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

白色粒子・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出土位置 覆土中位 備

考 内面に重ね院き痕 内面に降灰

白磁托 ?

法量 底径7.0 現存高2 9cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 高台は内面

を斜め方向に外面を「 く」の字形に厚く削り出す 釉調 内面―暗オリーブ色7.5Y4/3

外面―オリーブ灰色10Y6/2胎 土 灰白色75Y7/1堅緻 滑らか 焼成 良好 出
土位置 覆土中位 備考 14世紀の製品か
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第■節 浦状遺構

6 青磁画花文境

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口縁部は反 りぎみになり内面口唇直下に

ヘラ状工具で 2条の沈線を巡らす  体部は同様のヘラ状工具で画花文を描 く 釉調

オリーブ灰色10Y5/2 やや厚めに施釉 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻 黒色微粒子を

少量含む 焼成 良好 出土位置 覆上下位 備考 龍泉窯系 13世紀後半～末葉の

製品

7 かわらけ

法量 口径(81)底径(6.3)器高(16)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 やや

丸みをもつ底部から直線的に立ち上がる 調整 底部ヘラナデ→口縁部ヨコナデ 手

捏ね成形 胎土 密 灰白色(2.5Y8/2)で砂質 焼成 良好 出土位置 覆上下位

8 かわらけ

法量 口径(87)底径(65)器高(16)cm 現存率

な底部から内湾ぎみに立ち上がる 器壁はやや厚い

コナデ 胎土 密 灰白色(10YR8/1)で砂質 焼成

% 破片数 1点 形態 扁平

調整 底部ヘラナデ→口縁部ヨ

良好 出上位置 覆土下位

9
画花唐革文

瓶  子

現存率 胴部中位～下半付近小片 破片数 2点 調整

さえの指頭痕がある 釉調 透明感のある灰オリーブ色7

胎土 灰白色5Y8/1 堅緻 きめ細かい 焼成 良好

備考 瀬戸系 13世紀の製品

内面一横位のヘラナデ 押

5Y5/3 厚めに施釉される

出上位置 覆土中位十下位

2号溝状遺構 (第234図、図版110)

本址は調査区中央のB-25区からE-27区にかけて検出され、調査区を東西に横断する。

確認された溝の長さは約25mを測るが、両端はさらに東西に延びているものと推定される。

溝幅は東側がやや広いが、それほど開きはなく14～ 16mを測 り、溝底面では60～ 70cmほ ど

となる。深さは、壁の立ち上がりが分かる東壁面では約50cmほ どを測る。西側では溝の上部

が削平されていることから約25cmほ どであった。底面はほば平らで勾配は認められない。

溝の覆土は 2層 に区分されたが、Ⅱb層類似上で構成されており、層界は不明瞭であること

から自然埋没 と考えられる。なお、遺物は検出されていない。

3号溝状遣構 (第235図、図版■1・ 112)

本址は調査区南側のC-9区からF-11区にかけて検出され、調査区をほぼ東西に横断す

る。また東側では、南北方向を示す 4号溝状遺構および35号住居址と重複関係にあり、新旧

は 4号溝より古 く、35号住よりも新しい。溝はほばまっすぐに走っており、両端はさらに東

西に延びるものと推定される。確認された溝の長さは約30mを測 り、溝幅は多少の開きがあ

るが 2～ 2.6m前後となっている。底面では中央部分がややすばまるが1.4～ 1.6mほ どとなる。

深さは、壁の立ち上がりが分かる東壁面でみると約40cmほ どを測る。底面は勾配がほとんど

認められないが所衆に起伏があり、あまリー定していない。また、この面には硬化面は認め

られていない。覆土は、東側で確認された粘上の分布範囲を除くと7層 に区分される。上位

から下位まで皿a層類似上で構成され、層相の変化に乏しく、いわゆるレンズ状堆積を示して

いる。加えて層界が不明瞭であることから、自然埋没と考えられよう。なお、覆土中位に礫

が少量確認されたが、覆上の埋没段階で混入したものと思われる。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物
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第234図  2号溝状遺構 %0

出土遺物 (第236図 )

3号溝からの出土遺物は、覆土上位から下位までみられたが、その量はごくわずかで須恵

器類 3点について図示することができた。いずれも古代に属するが時間幅がかなりあり、覆

土の形成時に流入したものと考えられる。 1の高芥は、下位で検出されたほぼ完形の製品で
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第■節 溝状遺構

第236図

ある。 2の不は上位から出土してお り、

第50表  3号溝状遺構出土遺物観察表

1
器

芥

恵須

高

法量 口径(11.4)底 径(6.5)器高(6.4)cm 現存率 脚部ほぼ完形 体部% 口縁

部% 破片数 3点 形態 芥部は丸みをもって立ち上がリロ縁部で弱く外反 脚部
は柱状部が「ハ」の字形に開き裾部で更に大きく水平状に開き端部で段をなす 脚部は

低く小型 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を少量含む

焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 覆上下位

須 恵 器

芥

法量 口径(12.1)底 径(6.6)器高(36)cm 現存率 体部下半以下% 口縁部小片

破片数 1点 形態 平底の底部から角度をもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反
調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子をやや

多く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y4/1 断面―褐色7.5YR4/3 出上位置 覆土
上位 備考 体部内面に自然釉が掛かる 内面に重ね焼き痕

須 恵 器

甕

現存率 胴部肩部付近/ 破片数 8点 形態 胴部は上位に膨らみをもち頸部は屈
曲して斜上方に立ち上がる 調整 外面―平行タタキロ文 頸部ヨヨナデ 内面―青

海波文 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 φl～ 7 mm大 の礫をやや多く含む 焼成

良好 色調 暗オリーブ灰色5 GY4/1 出上位置 覆上下位

4号溝状遺構 (第235図、図版111～ 113)

本址は調査区南側のC-10区からE-9区 にかけて検出され、ほぼ南北方向を示す溝状の

遺構である。溝の南端では調査区内で立ち上がっており、北端は調査区外に及んでいる。確

認された溝の長さは、調査区内では約16mほ どを測る。溝幅はほぼ平均しており2m内外に

おさまり、深さは壁の立ち上がるⅡb層から約70cmを測る。底面は勾配をもたず、ほぼ平坦と

なっている。断面からも分かるように逆台形を示し、底面での溝幅は70～80cmほ どを測る。

覆土は11層 に区分され、Ⅱb層類似土とシル ト質埴壌土で構成されている。層中には黄砂の

薄層やブロックもみられ、中位から下位にかけて斑鉄も認められた。また覆上の上位から中

0                               20cm

3号溝状遺構出土遺物 /

底部が糸切 り未調整の製品である。
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第二章 発見された遺構とその出土遺物

位にかけて15～30cmの礫がまとまってみられた。礫は各層の走向や傾斜によく適合 して分布

してお り、覆土の形成 とともに人為的な影響を受けて埋積 したものと考えられる。なお、中

位以下でみられた斑鉄の分布から、初期の埋没過程において滞水などの影響が考えられる。

出土遣物 (第237図 )

4号溝の出土遺物は、図示 した 2点について載せるこ

とができた。龍泉窯系の青磁蓮弁文婉であ り、 2点 は同

一個体の可能性がある。 この資料のみで本l■ の時期を決

定するには躊躇せざるをえないが、青磁の年代を当てる

ならば13世紀後半から14世紀代に比定されよう。

第59表  4号溝状遺構出土遺物観察表

甲ンlM亥
第237図  4号溝状遺構出土遺物 %

1 青磁蓮弁文境

現存率 口縁部小片 破片数 1点 釉調 明緑灰色 5G7/1 やや厚めに施釉される
胎土 灰白色10Y8/1 堅緻 黒色微粒子をわずかに含む 焼成 良好 出上位置 覆
土中位 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

2 青磁蓮弁文境
現存率 体部小片 破片数 1点 出土位置 覆土中位 備考 釉調・胎土は 1と 類

似しており同一個体の可能性がある

5号溝状遺構 (第 5図、図版114)

本址は調査区南側の遺構密集区内にあり、C-3区からG-6区 にかけて検出された。東

側では 7号掘立柱建物を切っているが、中央から東側にかけては竪穴状遺構や配石などの各

遺構によって溝の一部が切られている。溝はやや蛇行するが、ほぼ東西方向に走っている。

溝の両端は判然としないが、さらに延びるものと考えられる。確認された溝の長さは、調査

区内では38mほ どを測る。西側ではやや幅を狭めるが、全体的にはほぼ一定しており、東側

ではlm内外、西側では70cm前 後を測る。深さは確認面より20～25cmほ どとなる。底面は勾

配をもたず、ほぼ平坦となっている。

覆土は 3層 に区分され、下位に黄砂が少量みられたが、それ以外はⅢa層類似上で構成され

ている。堆積状態は、いわゆるレンズ状を呈しており、また漸移的な変化を示すことから自

然埋没 と考えられる。なお、遺物は出上していない。

6号溝状遺構 (第238図、図版H4)

本址は調査区南側のD-3区 からG-2区 にかけて、 S字状に検出された。溝は北東側で

は立ち上がるが、南西では調査区外に及ぶ。北東側では18号配石によって溝が一部分断され、

また42号住居址の壁を壊している。確認された溝の長さは直線に直してみるとおよそ25mほ

どとなる。溝幅は南西側ではやや広 く2.5～ 2.8mほ どで、北東側ではややすばみ1.2～ 1.5m

を測る。底面では勾配はほとんど認められず、所々起伏はあるがほぼ一定している。また底
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第238図  6号溝状遺構 %。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

面の溝幅は、確認面での状況 と同じく、南西側では広 く東北側では狭 くなっている。深さは

壁の立ち上が りが分かる南西壁面でみると、約60cmほ どを測る。

覆土は 7層 に区分され、上位から下位までⅡb層類似土とンル ト質埴壌土で構成されている。

各層は層相の変化に乏 しく、いわゆるレンズ状堆積を示 している。加えて、層界が不明瞭で

あることから、 自然埋没 と考えられる。また覆上の中位を中心に深が確認 されたが、覆上の

埋没段階で混入 したものと思われる。なお、下位には斑鉄の分布がみられることから、初期

の埋没過程において滞水などの影響が考えられる。遺物は出土 していない。

7号溝状遺構 (第 239図 、図版H4)

本址は調査区南側のE-1区 からF-7区 に

かけて検出され、溝はほぼ直線となっている。

北西端では円形のピットが形成されて溝は終っ

ている。南東端では19号竪穴状遺構によって切

られているが、それ以上は及んでいない。確認

された溝の長さは、北東端のビットまで入れる

と約10mを測る。溝幅は多少の開きがあるが40

～60cm前後となっている。底面では勾配はほと

んど認められず、ほぼ一定している。断面から

も分かるようにU宇状を呈し、深さは確認面で

ある4層から測ると15～ 20cmと なる。

覆土は 3層 に区分され、いずれもⅡb層類似土

で構成され、層相の変化に乏しく、いわゆるレ

ンズ状堆積を示 している。また層界が不明瞭で

あることから、自然埋没 と考えられる。なお、

遺物は検出されていない。

8号溝状遺構 (第240図 )

本址は調査区南側の0-D区から1-D区に

かけて検出され、遺構は南北に延びるものと推

定される。南側は砂利取 りによって失なわれ、

北側は調査区外 となっている。確認された溝の

長さは約4.5mを測 り、溝幅はほば平均している

9                           4m

第239図  7号溝状遺構 %
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第240図  8号溝状遺構 %

ものと考えられ2.2m内 外に収まるものと思われる。底面は調査区内では勾配はほとんど認め

られず、平坦な面となっている。また溝幅は広 く1.6mほ どを測 り、断面形は逆台形状を呈し

ている。深さは壁の立ち上がりが分かる北壁面でみると50cmほ どとなる。

覆土は10層に区分され、上位から下位までⅢa層類似上ではぼ構成されている。下位に黄砂

がやや多くみられるが、層相の変化に乏しく、また漸移的な変化を示し、いわゆるレンズ状

を呈することから自然埋没 と考えられる。なお、遺物は検出されなかったが、下位に礫が考

千分布していた。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第 12節 道 路 状 遺 構

1号道路状遺構 (第241図、図版115～ 117)

本址は調査区中央のA・ B-31・ 32区 を中心に位置し、 1・ 2号墓城と重複する。新旧関

係では本l■の方が古い。

この道路状遺構はほぼ東西方向を主軸として走っており、並走する2条の清とその間の平

坦面によって構成されている。それぞれの溝を便宜的に側溝と呼び、南側を側溝 A、 北側を

側溝 Bと して、以下に概略を記することにする。なお、側溝のA・ B間が道路部分にあたる

ものと想定され、その幅は3.4～ 4.Omを測る。土地改良や耕作によって上部は失なわれてお

り、硬化面は確認されなかった。また西側は攪乱によって壊されている。

まず側溝Aであるが、溝幅は1.95～ 2.55mを測 り、検出された中央付近北側にはテラス状

の平場が設けられている。深さは確認面のⅣ層最上位から45～65cmを 測 り、断面形はほぼ幅

広のU字状である。覆土上位から中位にかけて季大から人頭大の礫が分布し、大きなもので

は50cm大 となるものもみられた。礫の状態は、溝の中央付近に面的に敷かれるように分布し、

中央部分はやや窪んでいる。覆土は3層 に区分され、1層はⅡb層類似の黒褐色土(10YR 2/2)

を主体として、斑紋状ないしは亜塊状の黄砂を含んでいる。 2層 も 1層 とほば同じ構成をと

り、黒褐色上で構成されるが黄砂の含有量を増している。 3層 は黄砂が主体に構成されてい

る。な消、礫の形成にあたっては人為的な影響を抜きにしては考えられない。

つぎに側溝Bであるが、溝幅は1.7～ 2.2mを測 り、Aよ りもやや狭 くなっており、深さも

40～50cmほ どとやや浅い。断面形は幅の広いU字形を呈している。礫の状態は側溝Aに比べ

やや散慢な部分がみられるが、西側では密に集積 している。構成される礫は季大のものが主

体となっており、Aよ りも全体に小がりである。覆土についてはほぼ同じ構成で、基質も近

似しておりAと 同様の堆積過程によって形成されたものと考えられる。溝状遺構を含めて覆

土中にみられる礫のあり方には注意を要する。

出土遺物 (第242図 )

本址からは側溝と考えたA溝およびB溝から若干の遺物が出上している。遺物は礫が検出

された覆土上位から中位でやや目立ったが、下位にも一部及んでいる。いずれも破片であっ

たが17点 について図示することができた。資料は古墳時代後半から中近世まで及ぶが、その

中で下位から出土した12か ら14の遺物は舶載磁器であり、本址の時期を考えるうえに有効と

思われる。
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1・ 2号墓娘

第60表  1号道路状遺構出土遺物観察表

法量 口径(11.6)現 存高(23)cm 現存率 口縁部兆 破片数 1点 形態 天丼部

l
須 恵 器

蓋

と口縁部との境にわずかに突出部がある 日縁端部は丸 く収める 調整 内外両面一

ロクロ調整 胎土 堅緻 白色微粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2

出上位置 A溝覆土最上位 備考 外面に降灰
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第242図  1号道路状遺構出土遺物 /,%

2
須 恵 器

蓋

法量 口径(10.9)現存高(2.7)cm 現存率 天丼部下半以下%破 片数 1点 形態
天丼部はやや丸みを帯び口縁部で屈折し端部は丸く収める 口縁部との境に突出部は
ない 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 白色微粒子を少量含む φ3mm大 の
礫が露出 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置 A溝覆土最上位

3
須 恵 器

ネ

法量 口径(110)現存高(3.0)cm 現存率 体部上半以上% 強片数  2点 形態
体部上半は斜上方に直線的に立ち上がる 立ち上がりは上位で直立ぎみとなり端部は
受部端部ともに丸く収める 閉整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒をや
や多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色2.5Y6/2 出上位置 A溝覆土最上位

4
須 恵 器

ネ

法量 口径(10.2)現存高(21)cln 現存率 日縁部% 破片数 1点 形態 体部上
位に稜線が巡り立ち上がり端部・受部端部ともに丸く収める 調整 内外両面―ロク
ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を少量含む 焼成 良好 色調 オリーブ黒色7.5Y3/1
出上位置 A溝覆土最上位
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須 恵 器

不

法量 底径(80)現存高1 2cm

調整 底部外面一回転ヘラケズリ

色粒子・小礫を含む 焼成 良好

現存率 底部% 破片数

内外両面―ロクロ調整
色調 灰白色 5Y7/1

1点 形態 平底の底部

胎土 堅緻 細砂粒・白

出上位置 A溝覆土最上位

須 恵 器

芥

法量 口径(137)底径60 現存高3.8cm 現存率 底部完形 体部下半以下%弱
口縁部小片 破片数 2点 形態 平底の底部から体部は弱い丸みをもって立ち上が

リロ縁部でやや外反 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 砂粒が多く白色粒子・小礫をやや多く合みザラつく 焼成 良好 色調 灰黄
色2.5Y6/2 出上位置 A溝覆土上位 備考 法量比0.44 径高指数28

7
須 恵 器

芥

法量 口径(139)底径55 現存高3 9cm 現存率 底部完形 体部以上/ 破片数
2点 形態 平底の底部から体部はやや丸みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外
反 調整 底部外面―右回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・

白色粒子が多く小礫を少量含みザラつく 焼成 良好 色調 灰オリーブ～灰色5Y
5/2～ 4/1 出土位置 A溝覆土上位 備考 法量比0,40 径高指数29

須 恵 器

芥

法量 口径(13.9)底 径5.5 現存高4.Ocm 現存率 底部完形 体部以上%強 破片
数 1点 形態 平底の底部から直線的に外傾して立ち上がリロ縁部で肥厚し者干外
反 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 細砂粒 。

白色粒子を多く含みザラつく φ2～ 5 mm大の映が露出 色調 灰オリーブ～灰色5Y
5/2～ 4/1 出上位置 A溝覆土上位 備考 法量比039 径高指数29

須 恵 器

高台付芥

法量 底径(90)現存高(21)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は平

底で外側に稜をもつ高台を付ける 調整 底部外面―右回転糸切り→高台貼付→全面
ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を少量含む 焼成 良好 色調
暗緑灰色10 GY4/1 出土位置 A溝覆土上位

灰釉陶器
ナ宛

法量 底径(63)現存高1 8cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 平底の底
部に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 内外
両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出上位置 A
溝覆土上位 備考 体部内面に降灰 内面に重ね焼き痕

/Jヽ    す宛

法量 口径(83)底径(43)器高(2.5)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 底部
は平底で低く張り出す高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上がり口縁部で若干内
湾ぎみとなる 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外
両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調
灰黄色2.5Y7/2 出上位置 A溝覆土上位 備考 無釉

白 磁 塊

法量 口径(163)現存高(33)cm現存率 口縁部%破 片数 1点 形態 体部は内
湾ぎみに立ち上がリロ唇部に大きな玉縁をもつ 釉調 灰オリーブ色75Y6/2 胎土
灰白色7.5Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 A溝覆上下位 備考 12世紀の製品

白 磁 娩

法量 底径(6.0)現存高(21)cln 現存率 高台部付近/弱  破片数 1点 形態
高台は内外面とも斜めに削り出し断面三角形を呈する 内底見込みに8条を単位とす
る櫛目が施される 釉調 明オリーブ灰色2.5GY7/1内面および外面は高台部まで施
釉 胎土 灰白色75Y7/1 堅級 焼成 良好 出上位置 A溝覆上下位 備考 13
世紀の製品か

青磁蓮弁文境

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 外面に施された蓮弁文は簡略化されてい

る 釉調 オリーブ灰色10Y5/2 やや薄めに施釉され貫入が細かくあらわれる 風化
が激しい 胎土 燃成不良のために酸化しているのか切褐色(7 5YR5/6)を 呈する

出土位置 A溝覆上下位 備考 15世紀の製品

鉄釉小皿

法量 日径(97)現存高(20)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 やや内
湾ぎみに立ち上がる 和調 黒褐色7.5YR3/3施釉が薄い部分では明褐色7 5YR5/6
胎土 淡黄色2.5Y8/3 粒子はやや荒い 焼成 良好 出上位置 A溝覆土中位 備

考 瀬戸系 17世紀の製品か

灰 釉 塊

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 体部は丸みをもって立ち上がり口唇部で

やや内湾する 釉調 浅黄色 5Y7/4 内外両面に施釉される 胎土 灰白色 5Y7/2
堅緻 きめ細かい 焼成 良好 出上位置 A溝覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 17
世紀の製品か

17 拓器平鉢

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口縁端部は平坦になり両端部を突出させ

る 鬼板を内外両面に塗る(褐色7 5YR4/6)胎土 灰黄色25Y7/2 堅緻 やや粒

子が粗い 焼成 良好 出上位置 A溝覆土上位 備考 越前か 18世紀の製品
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

2号道路状遺構 (第 243図、図版 118・ 119)

本址は調査区中央のBoC-18・ 19区に位置する。 この道路状遺構はほば南北方向を主軸

として走 って為 り、 1号道路状遺構 と同様に並走す る 2条の溝 とその間の平坦面によって構

成されている。それぞれの清を便宜的に東側を側溝 A、 西側を側溝 Bと して以下にその概略

を記す ことにする。

側溝Aは溝幅1.45～ 3.05mを 測 り、南北を主軸 としながらもやや歪んでいる。また南側に

は東に向かって舌状に張 り出す部分がみられる。深 さは確認面のⅣ層最上位から30cmほ どを

測 り、断面形は幅広の逆台形を呈 している。 また、清内には上位から下位にわたって15～ 25

cm大の礫が溝の中央付近に分布 している。覆土はⅡb層類似土で構成され、塊状ないしは亜塊

状の黄砂 ブロックを合みラミナの部分もみ られた。覆土の堆積過程においては、礫 とともに

人為的な影響を受けて形成されたものと考えられる。

狽」溝 Bは溝幅18～ 23mを測 り、Aの ようには歪んでいない。深さは確認面から25～ 35cm

を測 り、断面形は台形状 となっている。溝内に分布する礫は側溝A同様15～25伽大のもので

占められ、中央付近に密集 している。覆土はⅡb層類似上で構成され、塊状のブロックや ラミ

ナがみられ、下位に従って黄砂の合有を増 している。側溝A同様、堆積過程において、礫 と

ともに人為的な影響を受けて形成されたものと推定される。

側溝A・ B間の距離は4.5～ 5.2mを 測 り、道路と推測される部分でもある。なお、その部

分には硬化面は認められず、土地改良や耕作によって失なわれたものと考えられ、貫通する

ように走っていたはずの南側についても同様のことがいえよう。

出土遺物 (第 244図 )

本l■ より出土した遺物は、 1号同様に側溝 と考えたA溝およびB溝から確認されている。

遺物はここでも礫が検出された覆土上位から中位に目立ち、古代に比定される遺物は主に上

位で確認されている。いずれも破片であったが28点 について図示することができた。 1号同

様に時間幅をもつものであるが、中世段階に比定される資料が量的にも多 く認められている。

その中で14か ら19に示したかわらけは、底部の残 りが比較的よく、図示 した以外にもややま

とまってみられた。また、22・ 23の瀬戸・美濃系と推定される天目茶婉は、かわらけと近接

して出土していることから、両者の間には時期的に近い関係にあることが考えられる。 1号

と比較すると、遺物のうえからは本址の方が時期的には下ると思われる。ただし、両者は規

模、形態および礫等のあり方では共通してお り、遺構の機能面でみるならば類似性が指摘で

きよう。なお、両者は東西、南北という規則的な配置をとることから、遺構の性格を考える

うえでも留意されよう。本遺跡の南西側に位置する古川城 との関連がもっとも近いものと考

えられる。
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第12節 道路状遺構

第61表  2号道路状遺構出土遺物観察表

1
須 恵 器

芥

法量 底径(95)現存高(16)cm 現存率

底 調整 底部外面―ヘラ切 り→ナデ調整

砂粒・ 白色粒子を含む 焼成 良好 色調

底部% 破片数 1点 形態 底部は平

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細

灰色75Y6/1 出上位置 A溝覆土最上位

2
須 恵 器

高台付外

法量 底径(96)現存高2 1cm 現存率 底部 1/aば完形 破片数 12点  形態 底部

は外側の中央がやや肥厚して断面長方形の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切

り→回転ヘラケズリ→高台貼付→周辺ナデ 内外両面―
「

クロ調整 胎土 堅級 細

砂粒・ 白色微粒子が多く小礫を少量含む 焼成 良好 色調 明赤褐～灰褐色 5 YR5/6
～5/2 出上位置 A溝覆土最上位 備考 底部中央に糸切 り痕を若干残す

3
須 恵 器

高台付芥

法量 底径(140)現存高(1.6)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平

底で外側に稜をもつ高台を付ける 高台端部は内側が浮きぎみとなる 調整 底部外

面一回転糸切 り→回転ヘラケズ リ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロク
ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を少量含む 暁成 良好 色調 灰色 5Y5/1
出上位置 A溝覆土最上位

4
須 恵 器

芥

法量 底径5,7～ 60 現存高3.7cm 現存率 底部完形 体部下半% 破片数 1点
形態 平底の底部から体部は丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一右回転糸切

り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒が多く白色粒子・石英粒・小礫をや

や多く含む 焼成 やや酸化烙焼成ぎみ 色調 橙色 5 YR6/8 底部と体部の一部黒

変 出上位置 B清覆土最上位 備考 底部外面に墨書 「山」か

5
須 恵 器

蓋

現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 天丼部は丸みをもつ大型品 調整 天丼部

外面一回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子を多

く含む 焼成 良好 色調 外面―灰色10Y4/1 出上位置 A清覆土最上位

須 恵 器

蓋

法量 口径(160)現存高(18)cm 現存率 口縁部/ 破片数 1点 形態 天丼部

は弱い丸みを帯び日縁部で内傾ぎみに屈折する 日縁端部は丸 く収める 調整 内外

両面―ロクロ調整(外面降灰のためケズ リ範囲不明)胎 土 堅緻 砂粒 。小礫をやや

多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y6/2 出上位置 A溝覆土最上位

須 恵 器

甕

現存率 頸部付近小片 破片数  1点 形態 頸部は斜上方に広がる 凹線の間に斜

位の櫛状刺突連続文を巡らす 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色微粒

子を多く含む 焼成 良好 色調 灰オ リーブ色 5Y5/2 出上位置 B溝覆土上位

備考 内面に自然釉が掛かる(オ リーブ灰色10Y4/2)

灰釉陶器
ナ,こ

法量 底径(6.1)現存高2 6cm 現存率 底部%強 破片数 1点 形態 断面長方

形状の高台を付ける平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転

糸切り→回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ  内外両面― Pク ロ調整

胎土 堅緻精良 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色2.5Y7/1 出上位

置 A溝覆土最上位 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面に自然釉(灰 白色25Y8/1)

灰釉陶器
ナ宛

法量 底径(63)現存高2.8cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 断面長方

形で「ハ」の字形に開く高台を付ける平底の底部から直線的に外傾して立ち上がる 調

整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全面ナデ調整 内外両面―ロクロ調整 胎土

竪緻 白色微粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出上位置 A溝
覆土上位 備考 部分的に鉄分付着

灰釉陶器
,売

法量 底径(7.3)現存高2 0cn 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底部

に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナ

デ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰白

色2.5Y8/1 出上位置 A溝覆土上位 備考 内外両面に鉄分付着

灰釉陶器
ナ宛

法量 底径(81)現存高3 7cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 爪型状の高

台を付け平底の底部から弱い丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切 り
→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒が多

く白色微粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 オリーブ灰色10Y4/2 出上位置

A溝覆土上位 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面に自然釉

灰釉陶器
ナ売

法量 底径(7.8)現存高(3.1)cm 現存率 底部% 破片数

台を付ける平底の底部からロクロロを残しながら立ち上がる

糸切 り→高台貼付→周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土

子をやや多く含む 焼成 良好 色調 オリーブ灰色10Y4/2

1点 形態 爪型の高

調整 底部外面一回転

堅緻 細砂粒・ 白色粒

出上位置 A溝覆土上位
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第コ章 発見された遺構 とその出土遺物

灰釉陶器
ナ宛

法量 口径(154)底径99 器高5 1cm 現存率 底部%弱  体部以上% 破片数
2点 形態 底部は平底で厚みのある爪型状の高台を付ける 体部は弱い丸みをもっ
て立ち上がリロ縁部でわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→周縁
ナデ→高台とその周辺ナデ 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子を少量含む 焼成 良好
色調 赤褐色2 5YR4/6 底部―黒褐色7 5YR3/1 出土位置 A溝覆土上位 備考
内面の体部に降灰 内面に重ね焼き痕

かわらけ

法量 口径(8.3)底径5.2 器高(15)cm 現存率 体部下半以下完形 破片数 1点
形態  平底の底部から外傾して立ち上がり口縁部でわずかに内湾ぎみになる 調整
底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 緻密 細砂粒を多く含む 焼
成 良好 色調 淡黄色25Y8/3 出土位置 A溝覆土中位

かわらけ

法量 口径(85)底径52 器高(18)cm 現存率 底部完形 体部% 破片数
形態 平底の底部から直線的に外傾して立ち上がリロ縁部で若干内湾 調整
面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 緻密 細砂粒・小礫を含む

良好 色調 淡黄色2.5Y8/3 出上位置 B清覆土上位 備考 器面は磨耗

点

外

成

２
部

焼

底

かわらけ

法量 底径(4.8)現存高1.3cm
から外傾 して立ち上がる 調整
土 緻密 細砂粒を含む 焼成

中位

現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底部
底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎

良好 色調 淡黄色25Y8/3 出上位置 A溝覆土

かわらけ

法量 日径(8.5)底径53 器高(16)cm 現存率 底部完形 体部% 破片数 2点
形態 平底の底部から弱い丸みをもって立ち上がり日縁部まで至る 調整 底部外面
―右回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 緻密 細砂粒・小礫を含む 焼成

良好 色調 淡責色25Y8/3 出上位置 A溝覆土中位

かわらけ

底径(50)現存高0,9cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は平底
底部外面一回転糸切り 内外画面―ロクロ調整 胎土 緻密 細砂粒を含む

良好 色調 淡黄色2.5Y8/3 出上位置 A溝覆土中位

量
整

成

法
調
焼

かわらけ

法量 底径5.1～ 52 現存高1 lcm 現存率 底部完形 口縁部久損 破片数 2点
形態  平底の底部から直線的に外傾 して立ち上がる 調整  底部外面一回転糸切 り

胎土 緻密 細砂粒を多く含む 焼成 良好 色調 淡黄色25Y8/3 出上位置 A
溝覆土中位

かわらけ

法量 口径(69)底径(60)器高1 2cm 現存率 / 破片数 2点 形態 扁平な

底部から丸みをもって立ち上がる 調整 手捏ね成形 外面―口縁部ヨコナデ 内面
―ヘラナデ 胎土 細砂粒を多 く含む 焼成 良好 色調 淡黄色2.5Y8/3 出上位

置 A溝覆土中位

かわらけ

法量 日径(68)現存高(1.4)cm 現存率 %強 破片数 2点 形態 丸底の底部
から丸みをもって日縁部まで至る 調整 手捏ね成形 胎土 砂粒・小礫を含む 焼
成 良好 色調 にがい黄色2.5Y6/3 出土位置 A溝覆土中位 備考 内外両面と
も下半は黒変している

天目茶ナ宛

法量 口径(10.8)底 径(42)器 高6.Ocm 現存率 / 破片数 1点 形態 高台
は低 く削り出す 釉調 黒褐色10YR2/2 内面全面及び外面体部下半まで施釉される

胎土 灰白色25Y7/1 堅緻 ややザラつく 焼成 良好 出土位置 A溝覆土中位

備考 瀬戸・美濃系 16世紀の製品か

天目茶ナ宛

法量 口径(114)現存高(54)cm 現存率 体部以上%弱 破片数 1点 釉調 褐
色7 5YR4/3鉄 釉で内面全面及び体部下半まで施される 体部下半から高台部分まで
は錆釉を塗っている 胎土 灰黄色25Y7/2 堅緻 ザラつく 暁成 良好 出上位
置 B溝覆土中位 備考 瀬戸・美濃系 15～ 16世紀の製品

天目茶境

現存率 口縁部小片 破片数 1点 釉調 褐色7 5YR4/6 やや薄めに施釉される
胎土 灰黄色2.5Y7/2 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出上位置 A溝覆土中位 備
考 瀬戸・美濃系 16世紀の製品か

灰釉小皿
現存率 口縁部小片 破片数  1点
され貫入が細かく表れる 胎土 堅緻

成 良好 出上位置 A溝覆土中位

釉調 オリーブ黄色75Y6/3 やや薄めに施釉
灰白色(5Y8/1)でやや粒子粗くザラつく 焼

備考 瀬戸・美濃系 16世紀の製品か

拓器平鉢

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 体部は外反した後に日唇部を上方につま
みあげる 胎土 堅級 灰色(7.5Y6/1)で よく焼き締まっている 色調 外面一オリー
ブ灰色2 5GY6/1 内面―オリーブ黒色75Y3/2 出土遺物 A溝覆土中位
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第13節 北側調査区配石群

鉄 釉 境

法量 底径(77)現存高(25)cm
方形状の付け高台を有する 釉調

る 胎土 灰黄色2.5Y7/2 堅緻
A溝覆土中位

現存率 高台部/弱 破片数 1点 形態 断面

黄褐色10YR5/6 鉄釉が見込み部分のみ認められ

粒子がやや粗 くザラつく 焼成 良好 出土位置

常 滑 甕

法量 底径(211)現存高(46)cm 現存率 底部付近小片 破片数 1点 形態 底

部は平底でヘラゲスリ調整  胴部下端もヘラケズリされ内面はヘラナデと指頭調整

胎土 灰黄色25Y6/2 堅緻 小礫 。白色粒子を含む 焼成 良好 色調 暗赤褐色

5 YR3/2 出土位置 A溝覆土中位

第 13節 北 側 調 査 区 配 石 群

配 石 群 (第 245・ 246図、図版120～ 122・ 124)

本配石群は、北側調査区瓦集中区よりもさらに北側の、調査区北端C-59区からD-64区

にかけて検出された。また配石群よりもさらに下位には 1号溝や13号土坑があり、土層断面

の観察から、両者の新旧関係を知ることができた。さらに、配石群よりも北側のD-64d区

とD-65a区 にテス トピツトを設 1/jて 範囲の確認と土層の観察を行った。その結果、配石は

検出されず、地形上ではやや高 くなっていることが判明した。これによって配石群付近は、

Ⅱ層層準からⅣ層の黄砂層までは、旧微地形では低 くなっており、窪地状であったことが推

定された。

配石群は、層位的には大きく上位と下位の 2つの面に分けることができる。上位の配石面

は、Ⅱb ①層にあた り、下位はⅡb ②層に対比される。それらの層界付近には部分的ではある

が、硬化面が認められた。対比を試みた層位および層準は、大区分によるものでさらに細分

を加えることもできるが、ここでは特徴的な部分についての指摘に留める。

つぎに、配石群の時期について触れておきたい。時期を検討するにあたっては、 1号溝と

の比較が有効と考えられる。配石と溝の関係は、溝の埋没後その覆土上面に配石が築かれて

いることが明らかとなっている。このことから、溝に伴出する遺物から配石の上限年代を押

さえるとができる。溝の伴出遺物としては、13世紀代に比定される瀬戸灰釉瓶子の破片 (第

233図 9)が掲げられる。また、配石周辺からは14世紀以降16世紀前半の遺物がみられ、遺跡

全体においてもこの時期に収まる中世の遺物が際立っている。このことから、配石群は14世

紀以降、16世紀前半までの間に築かれたものと考えている。

前述のように、配石群の調査された区域は範囲が狭 く全体の様子を知ることはできなかっ

た。ここでは大きく2つに分けた上位の配石と下位の配石について、その概略を記すことに

する。上位の配石群は、礫が円形ないしは楕円形にまとまるものが 4箇所、方形ないしは長

方形にまとまるものが 6箇所みられる。また、列状に並ぶものが 3箇所、分散しながらも不

整形に一定の範囲にまとまるものが 2箇所あり、都合15箇所を数える礫のまとまりを配石と

した。これらの状態は、掘 り込みをもたず、面的に敷きつめたような状況を示すものがほと
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物

んどであ り、重複はみられない。まとまりを構成する礫は、人頭大のものがほとんどである

が、80cm以上ある巨礫 もある。配石は、調査区内においてはC-60区を中心に集中して築か

れてお り、周辺ではやや散漫である。下位についてみると、円形ないしは楕円形にまとまる

もの 4箇所、方形ないし長方形にまとまるものは 3箇所である。列状 となるものは 2箇所で、

散漫に不整形なまとまりとなるものは 3箇所である。合計では14箇所のまとまりが認められ

た。 これ らの状態は、上位 と同様に掘 り込みをもたない点 と、面的に敷 きつめられたような

状況を示す ものがほとんどであ り、重複のみられないことでも共通 している。構成される礫

は、季大がほとんどで、上位 よりも小さな礫を用いている。また、配石が集中的に設けられ

ている区域は、上位 と同様にC-60区付近にあ り、規模は約 2m以 内のもので大半が占めら

れている。上位の配石 とは規模においても共通 している。

配石群は、面的な広が りや十分な土層の観察 と旧地形を加味 して検討されなければならな

いが、調査区の制約から十分に満たされていない部分がある。しかし上位・下位 ともに、各々

の面では重複がみ られなかったことから、配石は連続的にしかも本区域に集中的に築かれて

いったものと推定される。また、調査区南側の配石群 とは様相を異にしてお り、寺院址 との

関連では時期的な絶断をもっている。

土層説 明

露|:匡 }北
側調査区瓦集中区に対応。              5整 お聯 振墓あ訳登標芝象客比壱】t島旨患厚ぜせ」愚

第Ⅱa層準 黒褐色土 ①層 (10YR 2/3)|ま 基本土層のⅡa    含有が多い。基質は基本土層Ⅲb層からⅣ層に類似する。②

層に対応。②層 (10YR 2/25)に は不連続の黄砂と黒色土    層 (10YR 2/2)は ①層と異なり砂粒を含まず、かなり細粒

(Ⅲ a層 ないしⅢb層 に対比)の薄層が各々みられ、塊状も    で密な土粒によって構成され、 5層や6層 でみられた有機
しくは亜塊状のブロックを含んでいる。灰化物・焼土粒子    質の粘性土が薄層状に分布し、北側ほど顕著である。また、
が2～ 5%分布し、それらが回結し斑紋状の粒土となり点    北側の下位ではそこに黄砂の薄層が互層となって混入して

在する。5層 (10YR 2/2)は基本土層Ⅲa層 に近値で、黄    いる。その上面にはやや硬い部分が確認されている。本層

色粒子を1～ 2%含む。粘性が強く、わずかではあるが斑    に下位の配石面がみられる。
鉄がみられる。運積作用による逆転層の可能性がある。    第Ⅲa層準 黒褐～暗褐色土・にぶい黄橙色土 ①層 (10YR

第Ⅱb層準 黒褐～暗褐色土・ 極暗禍色土 基質は■b層類    2/1)は比較的プライマリーで密なⅢa層に近値の上層であ

似上で構成されるが、① o②層ともいわゆる整合的な推積    るが、調査区内の他の地区に較べると密で細かい土粒によっ

状態ではなく、薄層や土粒の集積部など挟堆が多くみられ    て構成され、黄色粒子も2～ 4%と 多い。下位に斑紋がわ

る。6層 から8層以外は大区分である。①層 (10YR 3/2)   ずかながら分布。②層 (10YR 3/4)は 全体にやや不安定な
は砂粒を多く含む土層で、部分的にその砂上が団粒状や薄    堆積状態を示し、乾燥すると収縮する性質をもち、貫入状

板状の薄層となったり、斑紋状に入り混じる。炭化物を5    にクラックが入る。また、高師小僧などと呼ばれている、
～7%ほど含み目立つ。最上位の配石は本土層中に配石面    サンドパイブがみられ、班紋状の黄砂が約25～40%分布す
をもつ。5層 から8層 はⅡb層①の上位にみられる特徴的な    る。赤味がかる部分があり斑鉄が全体にみられる。また、

挟層群である。5層 (10YR 1 7/1)は 層全体に炭化物・粘    北側の①層との層界付近には黄砂による薄層がかなり広く
上を多く合み、一見すると泥激化しているような、かなり    分布している。Ⅳ層の運積作用による二次堆積の逆転層と

有機質なE口 象を受ける土層。6層 (10YR 2/1)は 粘質上で    考えている。

構成される。責砂の薄層がレンズ状にみられる。炭化物が   第Ⅲb層 北側調査区瓦集中区に対応。
7%l■ ど分布。7層 (10YR 3/2)は 6層 に近値であるが、

-328-



。　
宥
条ｒ”

篤益け皓。６』〕″こ
蟷。喰ズ
翻

49520m_ど

∂絆 瑠

Ｄ
９
　
　
。

蟻』か謎錮
。５脚

毀

49520m型

0                    ?m

第245図 北偵J調査区配石群(1)%



剣
ｌ

ｇ
岳

め
９

。00

尋

げ鵜引測々

第13節 北側調査区配石群

謂

鶴

饂

第246図 北側調査区配石群(2)%

-329-

ぴ6 沙



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

第 14節 北 側 調 査 区 瓦 集 中 区

瓦 集 中 区 (第247図、図版121～ 123)

ここに瓦集中区として取扱 う地区は、北側調査区のC-58・ 59区 に位置し、バイパス予定

地のほぼ最北端にあたる。ここはまた、本地点の調査に際して行われたテス トピットによる

確認調査時に、すでに瓦が検出されており、当初から期待のもたれた地区でもあった。まず、

各遺物の観察に先だって、瓦集中区の状態について概略を記しておきたい。

約2000点 の瓦が出上した本地区は、調査区の制約もあって、その広が りは掴めきれていな

いが、調査区を越えて南西側に及がものと判断される。当初、瓦がまとまって出土したこと

から寺院跡との関連を想定して調査にあたったが、瓦が集中的に出土した範囲は247図 に示し

た、約 4mほ どのなかに収まり、平面的には幾つかのブロックを形成しているようにも取れ

る。垂直分布でみると、厚さ20～25cm前後の遺物包合層を形成しており、両端部が薄 く中央

がやや盛 り上がる、いわゆるレンズ状の堆積を示している。また瓦の出土状態は、多数散乱

する状態が看取され、瓦はすべて破片であった。約2000点 のうち図示できたものが 5%を割

ることからも理解できよう。土層については図中に示したが、Ⅲa′ 層が瓦の包含層にあり、

その上下の層には基本的には及んでいない。しかし一方、時期的にかなり古 く遡ると考えら

れる須恵器や土師器、あるいは山茶娩・山皿などの新しい遺物も少量づつではあるが上下の

層に存在していることを加えるならば、瓦を包含した層といえども決して純粋な層ではない。

また、この付近には中世段階に比定される多数の配石からなる遺構があり、土器や瓦類が出

土する包含層に少なからず影響を与えているものと思われる。壁の断面にみられる土層の堆

積状態、および瓦の出土状況から判断して、瓦集中区形成の要因は、人為的投棄による副次

的産物とみるのがもっとも穏当と思われる。副次的には発掘調査の範囲内では出土瓦の性格

が限定できないため、周囲の開発にあたっては留意されたい。なお、2000点 もの瓦の出土か

ら、この界隈に未発見の白鳳寺院跡の存在を予測させるとともに、これを受けて岐阜県遺跡地

上層説粥

第 Ia層 褐灰色土 (10YR 4/1)水 田土壌。下位に斑鉄やマ    色砂粒・炭化物でみられる。Ⅲa層を基質として構成。調査
ンガン斑によるスキ床。                    区北側の礫起伏下段付近にみられるⅢa′ 層とは異なってい

第 Ic層  黒褐色土 (10YR 4/2)旧 水田耕作土。         るが、同じ層準とみられる。
第Ⅱa層  黒褐色土 (10YR 2/3)上 位にI層からの浸食と考   第Ⅲa層準 黒褐色土 ①層 (10YR 2/15)は ma層に近値

えられる斑鉄やマンガン斑が分布するが、全体にブライマ    であるが、黒色砂粒を含み、不連続の亜塊状を呈する黒色
リーで密である。本地区では遺物は包含しない。        上を含んでいる。②層 (10YR 2/1)は 密で均質な挟推等が

第Ⅱb層 黒褐色土 (10YR 2 5/2)全 体に密でよく締なって    みられないⅢa層 に近値の上層で構成。黄色粒子が点在。③
いる。不連続であるため細分を加えなかったが、その部分    層 (7 5YR2/1)はMa層準に大区分した場合、含めるこ
には砂粒による薄層や亜塊状のブロックがみられ、乾燥す    とができると考えられるが、グライ化した斑鉄の薄層が斑
るとグラックが入る。下位を中心に平安時代末から中世か    紋状を呈して不連続に認められ粘性が強く密。乾燥すると
けての遺物を包合する。                    大きくクラックが入る。

第Ⅲa′ 層 黒褐色土 (7 5YR2 5/3)投棄されたと考えられ   Ⅲb層 黒褐色土 (7 5YR 2/2)全 体に赤味を帯びるが均質
る瓦類を包合する。やや粗となり、Ⅱb層 との層界は明瞭。    な土層。上位にみられるШa層準の上層と下位のⅣ層・黄
赤味を帯びる。斑紋状・亜塊状・塊状の黄砂ブロックや、    砂層との漸移層にあたる。層中に約10%ほ どみられる斑紋
それらが集積する部分がみられ、同様の挟堆が黒色土や黒    状黄砂も、略円形を呈して均質に分布する。
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第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

図の改訂版に、この付近の字名をとって古町廃寺の推定地 とした。

出土遣物 (第247～ 261図、図版157～ 167)

遺物は多数の瓦のほかに、土器類を少量伴っている。 ここでは重要な位置を占め、量的に

もっとも多い瓦類から概略を記 しておきたい。まず、出土 した瓦の種類は、軒丸瓦、軒平瓦、

丸瓦、平瓦、隅落 し平瓦に分けられる。

軒丸・軒平瓦は少数で、いずれも完形を留めず、全体の特徴や規模を記することができな

いが、瓦当面の文様からおおよそ判断される。軒丸瓦は内区に 1+4の 小さな蓮子 と10葉の

連華文を配 し、三条の圏線を周縁に巡 らす二重圏縁単弁蓮華文の軒丸瓦である。抱 と瓦当面

の直径によって分類される。軒平瓦は押引き二重弧文 と、ごく少量の箆がきによる二重弧文、

それに無文のものが 1点 あるが、それらは顎の深さや顎面の調整によっても分けられる。ま

た無顎のものが 1点 ある。一部を除 くと、近接する竪穴住居址出上の瓦 と共通するところが

多い。丸瓦・平瓦もすべて破片で、両側縁ないしは両端縁の分かるものもない。量的には平

瓦が出土量全体の 8害 Jを超え断然多い。丸瓦 。平瓦 とも製作技法上の差異は見出されず、先

に竪穴で記 した技法 と共通 してお り、平瓦はすべて桶巻き作 りによるものと考えられる。ま

た丸瓦には行基葺式瓦 と玉縁付瓦 とがあるが、玉縁付瓦はごく少量である。類別にあたって

は、凸面の叩き目の種類および調整によって分類することができる。平瓦についてみると、

綾杉叩きが 9割を超え、平行叩き 。斜格子叩きの類は少ない。凹面 との相関関係では、凸面

に綾杉叩きが加えられているものには凹面にも同様の叩き目の影響を受ける割合が高 く、平

行叩き系の叩き目文が加えられている例では同心円叩きとのかかわ り合いが深いように思わ

れる。また、綾杉叩きが加えられた軒平瓦 と平瓦は、製作技術、焼成、胎土などの諸点で共

通することが多 く、両者の組み合わせは明確 といえる。軒丸瓦 と軒平瓦 との相互の関係につ

いてもかなり明確であると考えられる。国府町丸山窯址からの供給 と推定される。また平行

叩き系の叩き目文を有する一群については、古川町信包の中原田窯系 との関連が考えられる。

詳細については紙面の関係から後 日機会をまつことにし、個々は観察表を参照 されたい。

土器類は須恵器、土師器、灰釉陶器、それに山茶婉がある。 4種では須恵器が圧倒的に多

く、それに対 し、灰釉陶器、山茶婉の類はきわめて少量である。また層位的に類別すると、

7世紀末葉から8世紀前半に比定される須恵器を中心の資料が瓦の堆積層 とほば一致する。

山茶境・ 山皿等は上層に混入してお り、配石群等が包合層に少なからず影響を及ばしている。

最後に瓦類の年代観について触れなければならないが、先に示 した瓦集中区における共伴

遺物、あるいは竪穴住居内でのあ り方から年代を決定するのがもっとも穏当と思われる。た

だし、瓦集中区の形成が投棄による副次的産物 とみるならば、瓦が屋上に載せられて投棄さ

れるまでの時間を留意 しなければなるまい。
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第二章 発見された遺構とその出土遺物
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第Ⅱ章 発見された遺構 とその出土遺物
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第62表 北側調査区瓦集中区出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 口径(108)現存高3 3cm 現存率 天丼部下半以下%弱 破片数 1点 形態

天丼部は丸みをもち口縁部でやや外反する 天丼部と口縁部との境に突出部はなくロ

縁端部は丸 く収める 調整 内外両面―ロクロ調整 天丼部外面は降灰により調整不

明 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出土仕

置 I層

2
須 恵 器

蓋

法量 口径(130)現存高(26)on 現存率 口縁部/ 破片数 1点 形態 天丼部

と口縁部との境は弱い稜線で区切る 日縁部は外傾して端部は内側に面を有する 調

整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 灰色N4/(B)断面

―灰赤色2.5YR4/2 出上位置 Ⅲ a′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(15_4)現存高(40)cm 現存率 / 破片数 1点 形態 天丼部は緩や

かな丸みをもち口縁部との境に鋭い凹線を巡らす 口縁端部は丸く収める 調整 天

井部外面―カキメ調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・白色粒子を多く

含む 焼成 良好 色調 外面―灰色 5Y4/1内 面―黄灰色25Y6/1出 上位置 Ⅲ a′

層 備考 有蓋高不の蓋の可能性あ り

4
須 恵 器

蓋

法量 現存高(18)cm 現存率 天丼部上半% 破片数 1点
扁平な面をもつ笠型  調整  天丼部外面一回転ヘラケズリ

胎土 堅緻 焼成 良好 色調 黄灰色25Y5/1 出上位置

形態 天丼部は中央に

内外両面―ロクロ調整

B-50区 。I層

須 恵 器

蓋

法量 口径(144)現存高(18)cm 現存率 天丼部下半以下% 破片数 1点 形態
口縁部内面にかえりをもちその部分は口縁端部よりわずかに突出する 調整 内外両

面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色微粒子を含む 焼成 良好 色調 灰白

色 5Y7/1 出上位置 Ⅲ a′ 層

須 恵 器

蓋

法量 日径(132)現存高2 0cm 現存率 口縁部/ 破片数 2点 形態 日縁部内

面に短いかえりを有し回縁端部よりわずかに浮く 端部は丸く収める 調整 天丼部

外面一回転ヘラケズリ→ロクロ調整 内面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を多

量に含む 焼成 良好 色調 灰オリーブ色 5Y6/2 出土位置 C-54区

7
須 恵 器

蓋

法量 口径(146)現存高2 2cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点 形態 口

縁部内面にかえりを有し口縁端部よりわずかに浮く 端部は丸く収める 調整 天丼

部外面―全面回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子が多く

小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 日径(158)現存高2.8cm 現存率 % 破片数 2点 形態 天丼部は九みを

もつ笠型で口縁部内面にかえりを有し口縁端部よりわずかに浮 く 端部は丸く収める

調整 天丼部外面―全面回転ヘラケズ リ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色

粒子 。小映をやや多く含む 焼成 良好 色調 オリーブ灰色2 5GY5/1 出土位置
Ⅲ a′ 層
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9
須 恵 器

蓋

法量 口径(16.5)器 高2 4cm 現存率 つまみ部完形 天丼部以下% 破片数 2点
形態 つまみは中央がやや盛 り上がるボタン状で天丼部は扁平 日縁部内面にかえり

を有し口縁端部より若干突出する 端部は丸く収める 調整 内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻精良 白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色10BG4/1～ 3/1

断面―灰赤色2 5YR5/2 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 外面は重ね焼き痕のひっつきや

自然釉が付着して荒れているため調整不切

須 恵 器

蓋

法量 口径(18.0)現存高(15)cm 現存率 天丼部以下/強 破片数 1点 形態

天丼部は扁平で器高は低 く中央につまみが付 く 口縁部内面に短いかえりを有し口縁

端部と水平になる 端部は丸 く収める 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ 内外両

面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色微粒子が多 く小礫をやや多く含む 焼成

良好 色調 灰白色25Y8/1 出上位置 Ш a′ 層

11
須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3.8 現存高(20)cm 現存率 つまみ部完形 破片数 1点 形態

天丼部中央に扁平なボタン状のつまみを付ける 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ
→つまみ貼付 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好

色調 灰白色25Y7/1 出土位置 Ⅲa′ 層 備考 内面に火がくれにより崇J離 した痕

跡がある

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3.0 現存高(28)cm 現存率 つまみ部完形 破片数 1点 形態

天丼部中央に擬宝珠状のつまみを付ける 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ→つ

まみ貼付 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む 焼成 酸化

贈焼成ぎみ 色調 明褐灰色 5 YR7/2 出上位置 I層

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3.2 現存高2.5cm 現存率 天丼部上半%弱 つまみ部% 破片数

2点 形態 天丼部中央にやや丸みのあるボタン状のつまみを付ける 調整 天丼部

外面―%回転ヘラケズリ→つまみ貼付 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂粒 。白色

微粒子を多く含む 焼成 酸化烙焼成ぎみ 色調 橙色7 5YR7/6 出土位置  I層

須 恵 器

蓋

法量 口径(153)現存高(34)cm 現存率 つまみ部完形 天丼部以下% 破片数

4点 形態 天丼部は中央が盛り上がるボタン状のつまみを付け笠型で回縁端部で内

側に折れる 端部は丸く収める 調整 天丼部外面一必回転ヘラケズリ→つまみ貼付

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫をやや多く含む 焼成 良好

色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(15.8)現 存高1,6cm 現存華
は内側に屈折して先端をややつまみ出す

白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調

口縁部% 破片数 1点 形態 口縁端部

調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

灰色10Y6/1 出上仕置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(148)現存高(14)cm 現存率 天丼部下半% 破片数 1点 形態 天

井部は扁平で低く口縁端部で垂直に屈折する 端部は丸く収める 調整 天丼部外面

一%強回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・石英粒を合

む 焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(160)現存高(25)cm 現存率 天丼部以下% 破片数 1点 形態 天

井部は直線的に広がり日縁部で段をなす 日縁端部は若干内側に折れ丸く収める 中

央につまみが付く 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 B-54区・

I層 備考 外面に自然釉が掛かる

須 恵 器

蓋

法量 口径(168)現存高(2,3)cm 現存率 天丼部下半% 破片数 1点 形態 天

井部下半はロクロロの段を残して広がリロ縁端部でやや内側に折れる 端部先端はや

やつまみ出す 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 白色粒子・小礫を含む 焼成

良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 Ⅲ a′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(16.0)現 存高(24)cm 現存率 天丼部下半以下% 破片数 1点 形態

天丼部は高く日縁端部は丸みをもって外傾する 端部は丸く収める 調整 天丼部外

面一回転ヘラケズリ→ロクロ調整 胎土 白色粒子を多く含む 焼成 良好 色調

灰色5Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 口径(16.2)現 存高2 4cm 現存率 天丼部下半/ 破片数 1点 形態 口縁

端部で内側に屈折し内面に稜をもつ 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両

面=ロ クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色微粒子をやや多く含む 焼成 良好 色

調 灰白色 5Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層
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須 恵 器

蓋

法量 口径(17.0)現 存高(2.9)cm 現存率 天丼部上半/ 天丼部下半以下% 破片
数 1点 形態 天丼部中央はやや扁平な面をもち口縁部へと直線的にのびて端部で
強く屈曲する 端部は内面に凹線を巡らし丸く収める 欠損しているがつまみを持つ

調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・
白色微粒子を多く含む 焼成 酸化贈焼成ぎみ 色調 赤褐色 5 YR4/6 出土位置
Ⅲa′ 層

須 恵 器

蓋

法量 日径(18.8)現 存高2 4cm 現存率 % 破片数 2点 形態 天丼部は深 く丸
みのある笠型で日縁端部でわずかに外傾し端部は九く収める 欠損しているがつまみ
を付ける 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅
級 砂粒・ 白色粒子を多量に小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 緑灰色7 5GY
7/1～ 明オリーブ色2 5GY7/1 出上位置 B-54区 。I層 備考 中原田窯

須 恵 器

蓋

法量 口径(18.8)現 存高(2.4)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁端
部で強く内側に屈曲し先端をややつまみ出す 調整 天丼部外面―%強回転ヘラケズ
リ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 砂粒 。白色粒子を多く含む 焼成 酸化烙
焼成ぎみ 色調 赤褐色 5 YR4/8 出土位置 D-53a区

須 恵 器

不

法量 口径(7.7)現存高(2.5)cm 現存率 体部以上/ 破片数  1点 形態 体部
は丸みをもって立ち上がる 立ち上がりは低 く内傾 し受部はやや上向きになる 調整
内外両面―ロクP調整 胎土 堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y
5/1 出上位置 Ⅲb層

須 恵 器

不

法量 口径(93)現存高(20)cln 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 立ち上
がりは低く受部はやや上向きとなり先端・端部とも丸く収める 調整 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻 Jヽ礫を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1出 土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

杯

法量 底径6.0 現存高1.3cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底
調整 底部外面―ヘラ切り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・

小礫を含む 焼成 良 色調 灰白色2.5Y8/1 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 口径(11.8)底径(7.0)器高3 9cm 現存華 底部/ 体部以上小片 破片数
1点 形態 扁平な底部から丸みをもって立ち上がり直線的に外傾して口縁部に至る
調整 底部外面―ヘラ切り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫を
多く含む 焼成 良好 色調 オリーブ灰色2 5GY6/1 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量  口径(12.0)底径7.0 器高4 0cm 現存率 底部%強 体部以上% 破片数
2点  形態  底部は扁平 体部は腰部から直線的に外傾して口縁部まで立ち上がる

調整 底部外面―ヘラ切 り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫 。

白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰～灰オリーブ色7.5Y5/1～ 5/2 出土

位置 Ⅲ a′ 層 備考 内面底部に渦巻状の凹凸がある

須 恵 器

芥

法量 底径(60)現存高(3.5)cm 現存率 体部下半%弱 破片数 1点 形態 平
底の底部から弱い九みをもって立ち上がる 調整 底部外面一ヘラ切り→丁寧なナデ
調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫を少量含む 焼成 良好 固く焼き
締まる 色調 暗青灰色5 BG4/1 出上位置 I層

須 恵 器

外

法量 底径(8.0)現存高1.8cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は平
底で腰部に弱い張りをもって立ち上がる 調整 底部外面一ヘラ切り→回転ヘラケズ
リ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子が多く小観を少量含む 焼成 良
好 色調 外面―暗灰黄色2.5Y4/2内 面―暗オリーブ色2 5GY3/1 出上位置 Ⅲa′

層 備考 「二次底面」を有す

須 恵 器

芥

法量 底径6.5 現存高1 4cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底
調整 底部外面―ヘラ切り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・
白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰～灰オリーブ色 5Y6/1～ 6/2 出上位置 I
層 備考 焼成後に「×」のヘラ記号 内面は渦巻状になる 備考 「二次底面」を有する

須 恵 器

必

法量 底径(7.8)現存高1 3cln 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平底
調整 底部外面―ヘラ切り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒
子を少量含む φ5mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 BG4/1 出上位置
Ⅲa′ 層 備考 「二次底面」を有する
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須 恵 器

芥

法量 底径(10,1)現存高1.8cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部はやや
丸みのある平底 調整 底部外面―ヘラ切り→回転ヘラケズリ→中央ナデ 内外両面
―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰白色25
Y8/1～ 7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 口径(98)現存高(28)cm 現存率 体部上半/強 破片数 1点
部は直線的に外傾して口縁部に至る 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土
色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出土位置 Ⅲa′ 層
部外面に「×」のヘラ記号

体

白

体

蹴
艶
艤

須 恵 器

芥

法量 口径(14.8)現 存高(3.8)cm 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は外傾して直線的に口縁部まで立ち上がる 調整 内外両面―Pク ロ調整 胎土 堅
緻 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 暗青灰色10BG4/1出 上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 底径(9.3)現存高(1.4)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平
底 調整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒
子を含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

不

法量 底径(100)現存高(24)cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 扁平な
上げ底の底部から外傾し立ち上がる 調整 底部外面一回転ヘラケズリ 内外両面―
ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 酸化耀焼成ぎみ 色調 外面
―にがい褐色7.5YR5/4 内面―灰褐色7.5YR4/2 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 底径(9.9)現存高(24)cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 扁平な
底部から角度をもって外傾し立ち上がる 調整 底部外面一回転ヘラ打ズリ→周縁ナ
デ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 外面―にがい橙色
7.5YR6/4 内面―にがい黄橙色10YR6/3 出上位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 底径(10.6)現 存高2 2cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 扁平な平底
から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転ヘラケズ リ 内外両面―ロクロ

調整 胎土 堅緻精良 小礫を少量含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 にぶ

い黄橙色10YR6/3 出上位置 コa層 備考 内面中央がやや窪む

須 恵 器

芥

法量 口径(15.8)底 径(121)器高(45)cm 現存率 体部以上%強 破片数 1点
形態 扁平な底部から外傾ぎみに立ち上がリロ縁部に至る 調整 底部外面一回転へ

ラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を少量含む 焼成
良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置 Ⅱa層

須 恵 器

必

法量 口径(196)底径(120)器高5 4cm 現存率 /弱 破片数 3点 形態 平
底の底部から丸みをもって立ち上がり口縁部でわずかに外反 調整 底部外面一回転
ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎上 堅緻 白色粒子が多量に小礫をやや多く
含む 焼成 酸化贈焼成ぎみ 色調 外面―褐灰色10YR6/1 内面―緑灰色7 5GY5/1
出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

高台付芥

法量 底径(6.8)現存高(1.6)cm 現存率 底部% 破片数 1点
底で両側面が丸みのある低い高台を付ける 体部との境は屈曲する
一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロ

堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調
出上位置 Ⅲa′ 層

形態 底部は平
調整 底部外面
クロ調整 胎土

灰褐色 5 YR5/2

須 恵 器

高台付杯

法量 底径(88)現存高(18)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 平底の

底部に張り出す高台が付く 調整 底部外面―高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外
両面―ロクロ調整 胎土 堅級 白色粒子・小傑を含む 焼成 長好 色調 にがい

褐～褐色7.5YR5/3～ 4/3 出土位置 Шa′ 層 備考 内面に重ね焼き痕

須 恵 器

高台付芥

法量 底径(104)現存高(1.4)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は

中央がやや落ちる平底 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周
辺ナデ 内外画面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子を含む 焼成 良好
色調 外面―灰黄褐色10YR5/2 内面―にがい黄橙色10YR6/3 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

高台付外

法量 底径 (12.0)現 存高(25)帥 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 中央が

傾斜する底部に力強 く踏ん張る高台が付く 体部は屈曲して立ち上がる 調整 底部

外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台の内側一部ナデ調整 内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻  焼成 固く焼き締まる 色調 暗オリーブ色 2 5GY4/1 出上位置
Шa′ 層
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須 恵 器

高台付芥

法量 底径(9,0)現存高(20)cm 現存率 高台部周辺% 破片数 i点 形態 平

底の底部に強く張 り出すやや長めの高台を付ける 体部は水平に開く 調整 底部外

面―高台貼付→高台とその周辺ナデ 45同様体部外に回転ヘラケズリを残す 内外両

面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 にぶい黄橙

色10YR6/3 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

高台付外

法量 底径(80)現 存高(1.0)cm

部に低 く丸い高台を付ける 調整

両面―ロクロ調整 胎土 堅緻

10Y4/1 出土位置 Ⅲ a′ 層

現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

底部外面―ヘラ切 り→全面ナデ→高台貼付 内外

白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色

須 恵 器

高台付不

法量  日径(123)底径9,9 器高4.8cm 現存率 底部%強  体部以上% 破片数

1点  形態 平底の底部に低い高台を付ける 体部は直線的に外傾 して口縁部でわず

かに外反する 調整 底部外面―ヘラ切 り→全面ナデ→高台貼付→高台とその周辺ナ

デ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。小礫を少量含む 暁成 良好 色

調 灰色7_5Y5/1 出土位置 Ⅲa′ 層 備考 底部内面は渦巻状になる

須 恵 器

不

法量 口径(12.4)底径(70)器高4.lcm 現存率 % 破片数 1点 形態 平底

の底部から腰部にやや張りをもって立ち上がリロ縁部は若干内湾ぎみとなる  調整

底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫をやや多

く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙色10YR7/3 出上位置 Ⅱb下層 備考 内

面に弱い火欅が掛かる

須 恵 器

不

法量 底径(60)現存高3,3cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点 形態 平

底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻精良 滑らか 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 楊灰色10

YR4/1 出土位置 I層 備考 底部内面は渦巻状 体部内面に降灰

須 恵 器

芥

法量 底径56 現存高1 4cm 現存率 底部はほば完形 破片数 1点 形態 底部

は平底 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒

子を少量含む 焼成 良好 色調 灰色5Y5/1 出土位置 Ⅲa′ 層 備考 底部内面

は渦巻状になり全体に釉が掛かる(灰白色 5Y7/1)

須 恵 器

ネ

法量 底径(60)現存高1.6cln 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 平底の底

部から弱い丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 小礫をやや多く含む 焼成 酸化贈焼成ぎみ 色調 にがい黄橙色10

YR7/4 出上位置 Ⅱb下層

須 恵 器

芥

法量 底径5.8 現存高2 2cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点 形態 平底

の底部から直線的に外傾して立ち上がる 調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面

―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子 。小礫を含む 焼成 良好 色調 褐

灰色10YR6/1 出上位置 Ⅱb下層

須 恵 器

外

法量 底径62 現存高1 7cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 やや厚めの

平底の底部から外傾して立ち上がる 調整 底部外面―右回転糸切 り 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻 白色微粒子を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色10BG4/1

断面―暗赤褐色 5 YR3/4 出土位置 I層 備考 内面は底部に重ね焼き痕があり体

部には自然釉が掛かる

須 恵 器

不

法量 底径(5.4)現存高2 2cm 現存率 底部%弱 体部下半/ 破片数 1点 形

態 平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り 内外両

面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調

暗緑灰色10G3/1 出土位置 Ⅲa′ 層

須 恵 器

芥

法量 底径6.1 現存高2 5cm 現存率 底部%強 体部下半%弱 破片数 1点 形

態 平底の底部から弱い丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切り 内

外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 φ4mm大の探を含む 焼成 良好 色調 褐灰色10

YR5/1 出土位置 I層 備考 底部内面に重ね焼き痕

須 恵 器

ネ

法量 底径5.5 現存高2.9cm 現存率 底部完形 体部下半% 破片数 2点 形態

平底の底部から丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面一
ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子をやや多く含む 焼成 酸化烙焼成ぎみ

色調 外面―橙色 5 YR6/8 内面―にがい赤褐色 5 YR5/4 出上位置 Ⅱb下層 備

考 外面に煤付着 底部内面は渦巻状

-350-



第14節 北側調査区瓦集中区

須 恵 器

芥

法量 底径(64)現 存高4 2cm 現存率

平底の底部から丸みをもって立ち上がる

一ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む
7/6 出上位置 Ⅱb下層

底部% 体部下半% 破片数 1点 形態
調整 底部外面―右回転糸切り 内外両面
焼成 酸化贈焼成 色調 甥黄褐色10YR

器

芥

恵須

高

法量 口径(86)現 存高(30)cm 現存率 外部/弱 破片数  1点 形態 不部は

九みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反 口端部は丸 く収める 調整 内外両

面― Pク ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出土

位置 Ⅲ a′ 層

器

杯

恵須

高

法量 底径(90)現存高3 0cm 現存率 脚部% 破片数

「ハ」の字形に開き裾部は水平に広がる 端部は丸く収める

調整 胎土 堅緻 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1～ 5/1

内面に自然釉が掛かる(暗 オリーブ色 5Y4/4)

1点 形態 脚部は低 く

調整 内外両面―ロクロ

出上位置  I層  備考

器

ネ

恵須

高

法量 口径(127)底径(110)器高(109)cm 現存率 芥部% 脚柱部完形 破片

数 4点  形態 杯部は丸みをもって立ち上がリロ縁部でやや外傾ぎみとなる 脚柱

部は高くなだらかに裾広が りに移行し端部に段をもつ  調整  脚部接合→周辺ナデ

柱状部内面―絞 り→ナデ 内外両面―
「

クロ調整 胎土 堅緻 小礫を少量含むが滑

らか 焼成 長好 色調 灰色7.5Y6/1 出上位置 Шa層 備考 調整は丁寧で行き

とどヽヽている

器

芥

恵須

高

現存高(27)cm 現存率 外部下半はば完形 破片数 1点 形態 外部は丸底
脚部接合→周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 暁成 良好
灰色 5Y6/1～ 4/1 出上位置 Ⅲb層 備考 内面全体に降灰

量
整

調

法

調
色

器

芥

恵須

高

法量 底径(10.8)現存高(2.5)cm 現存率 脚裾部%強 破片数 1点 形態 裾部
は「ハ」の字形に大きく開き端部で段をなしさらに開く 端部は九 く収める 調整 内

外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 暁成 良好 色調 灰色 5Y6/1
出土位置 Ⅲ a′ 層

土 師 器

必

法量 口径(115)底径(76)器高(30)cn 現存華 % 破片数 4点 形態 扁

平な底部から内湾ぎみに口縁部まで立ち上がる 調整 外面―底部不定方向の手持ち
ヘラケズリ→口縁部ヨコナデ 内面―ナデ調整 胎土 堅緻 細砂粒・小礫をやや多

く含む 焼成 良好 色調 浅黄橙色7 5YR8/4 出土位置 Ⅲa′ 層

土 師 器

杯

法量 口径(17.0)現 存高(49)cln 現存率 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は丸みをもって立ち上がり口縁部に至る 調整 外面一体部横位のヘラケズ リ→上半
ヘラミガキ 内面一体部下半放斜状暗文→上半斜放射暗文 胎土 密 細砂粒がやや

多く赤色粒子・ 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 橙色7 5YR6/8 出上位置
Ⅲa′ 層

器

杯

師上

高

法量 口径142 現存高(53)cm 現存華 外部%弱 破片数 10点 形態 外部は丸

底で丸みをもって立ち上がリロ唇部でわずかに外反 調整 外面―横位のヘラミガキ

内面―横位～斜位のヘラミガキ 胎土 緻密 細砂粒・赤色粒子を含む 焼成 良好
色調 明黄褐色10YR7/4 出上位置 B-55区 。I層

器

壺

師

型

土

小

法量 口径91 底径35 器高9.5cm 現存率 口縁部% 月同部% 底部完形 破片数

7点 形態 安定感の欠けた底部から胴部は丸みをもって立ち上がり中位にやや張 り

をもつ 口縁部は「 く」の字状に外反 調整 外面一口縁部～胴部縦位のハ打メ→胴部

下端～底部斜位のハケメ→ヘラナデ 内面一口縁部～胴部上半横位のハケメ 胴部下

半ヘラナデ 胎土 砂粒・ 白色粒子・小礫を多く含む 焼成 良好 色調 にぶい黄

橙～灰白色10YR7/3～7/1 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 外面の一部に煤付着

灰釉陶器

段  皿

法量 口径(165)現存高(2.2)cln 現存事 体部以上% 破片数 1点 形態 体部
は大きく開いて中位で段をなしさらに外傾して開く 調整  内外両面―ロクロ調整

内面に施釉(刷毛塗 り。オリーブ灰色10Y6/2)胎 土 堅緻 焼成 良好 色調 灰色
10Y6/1 出上位置 Ⅱb層

灰釉陶器

坑

法量 底径(66)現 存高2 0cm 現存率 高台部/ 体部下半/弱  破片数  i点
形態 爪型高台を付ける底部から直線的に外傾して開く 調整 外面―高台貼付→高

台とその周辺ナデ 体部下端回転ヘラケズリ 内外両面―
「

クロ調整 胎土 堅緻

白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出土位置 Ⅱb層 備考

内面に重ね焼き痕 体部内面に釉が掛かる(暗 オリーブ色75Y4/3)
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灰THH陶器

坑

法量 底径(6.5)現存高1 9cm 現存率 高台部周辺% 破片数 1点  形態 平底
の底部に断面長方形状のやや張り出す高い高台を付ける 体部は腰部に弱い張りをもっ

て立ち上がる 調整 底部外面―高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ

調整 胎土 堅緻 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1～ 75Y6/1 出上位置 I層
備考 内面重ね焼き痕 体部内面に釉が散る

灰釉陶器

坑

法量 底径(88)現存高(18)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 平底の

底部に断面長方形状のやや張り出す高い高台を付ける 調整 底部外面一回転ヘラケ

ズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒

を含む 焼成 良好 色調 灰白色75Y7/1 出土位置 Ⅱb下層 備考 内面重ね焼

き痕 底部内面に釉が掛かる(刷毛塗 りか? 灰白色10Y7/2)

山 茶 婉

法量 日径(150)底径64 器高53～ 5,5cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片
数 3点 形態 平底の底部に撫殻圧痕の低い高台を付ける 体部を滑らかに外傾し

て立ち上がり回縁部でわずかに外反 調整 底部外面―全面ナデ→高台貼付 内外両

面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色 5Y
8/1 出上位置 Ⅱb下層 備考 内面に重ね焼き痕 口縁部外面の一部と体部内面に

釉が掛かる(灰オリーブ色75Y5/2)底部外面に判読不明の墨書

山 茶 婉

法量 口径(148)底径(60)器高5 7cm 現存率 底部% 体部以上% 破片数
1点 形態 平底の底部に柳殻圧痕の低い高台を付ける 体部は外傾して直線的に立

ち上がリロ縁部でやや肥厚する 日唇部内面に弱い沈線が巡る 調整 底部外面一回

転糸切り→高台貼付→全面ナデ 高台全体に糊殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻精良 焼成 良好 色調 灰黄色25Y8/1 出上位置 Ⅱb下層 備考 内面に重

ね焼き痕 体部内面に釉が掛かる(灰オリーブ色75Y6/2)

山 茶 坑

法量 口径(11,0)底 径50 器高3.7cm 現存率 体部以下/ 口縁部/ 破片数

1点  形態 平底の底部に断面逆台形状の高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上

がリロ縁部で外反  調整  底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺ナデ

撫殻圧痕をナデ消す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を含む 暁成 良

好 色調 灰白色2.5Y8/1 出土位置 Ⅱb下層 備考 内面に重ね焼 き痕 体部内面

に釉が掛かる(明緑灰色7.5GY7/1)

小  坑

法量 口径48 現存高2 3cm 現存率 体部下半以下ほぼ完形 高台部% 破片数
1点 形態 平底の底部に断面三角形状の低い高台を付ける 体部は丸みをもって立

ち上がる 調整 底部外面→回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 撫殻圧痕
をナデ消す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を含む 焼成 良

好 色調 灰白色 5Y7/1 出土位置 Ⅱb下層 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面
イこ釉力準卜かる

小  婉

法量 口径(86)底径48 器高25～2 7cm 現存率 底部完形 体部% 破片数
1点 形態 平底の底部に低く張り出す高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上が

リロ縁部でわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺
ナデ 靱殻圧痕を部分的に残す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を合

む 暁成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出土位置 Ⅱb下層 備考 無釉

山   皿

法量 口径86 底径48 器高25～ 2,7cm 現存率 底部完形 体部以上/強 破片

数  2点  形態  平底の底部から外傾して立ち上がり口縁部でやや立ちぎみになる

調整 底部外面―右回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 やや精良 焼

成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色 5Y8/2 出上位置 コb下層 備考 口唇

部に若干釉が掛かる 内面に重ね焼き痕

山   皿

法量 口径(80)底径46 器高20～ 2.lcm 現存率 底部完形 破片数 1点 形

態 平底の底部から外傾して立ち上がり日縁部でやや尖る 調整 底部外面―右回転

糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 やや精良 焼成 良好 固く焼き締ま
る 色調 灰白色25Y7/1 出上位置 Ⅱb下層 備考 無釉

小  婉

法量 底径4.1 現存高1.2cm 現存率 底部完形 破片数

調整 底部外面一回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土

成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 Ⅱb下層 備考

1点  形態 底部は平底
堅緻 小礫を含む 焼

内外両面に重ね焼き痕

軒 丸 瓦

成形 。調整 中房に 1+4の 小さな蓮子と10葉 の蓮華文を配すると思われ 3条の圏線

を周縁に巡らす 二重圏縁単弁蓮華文軒丸瓦 瓦当部内面はナデ調整 破片数 1点
胎土 白色粒子・ 小礫・石英粒を含む 焼成 軟質 色調 灰白色25Y8/1 出土位

置 Ⅱb層 備考 丸山窯址と同範 瓦当径15 6cm
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軒 丸 瓦

成形・調整 内区には10葉の蓮華文を配すると思われ外縁では3条の圏線を周縁に巡
らす 瓦当の文様構成は80と 同じと考えられる 瓦当部内面はナデ調整 破片数 1
点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰色7.5Y5/1 出土

位置 Ⅱb層 備考 瓦当径15cm

軒 丸 瓦

成形・調整 外縁に3条の圏線を巡らしている 凹面に瓦当部との接合面を残す 破
片数 1点  胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 酸化烙焼成ぎみ 色調
明褐色7 5YR5/6 出土位置 C-60区・ Ⅲa′ 層

軒 丸 瓦

成形 。調整 外縁に3条の圏線を巡らしている 凹面に瓦当部との接合面を残す 破
片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 青灰色10BG
5/1 出土位置 8区・Ⅲa層 備考 瓦当径(15)cm

軒 丸 瓦

成形・調整 中房に1+4の 小さな蓮子をもち10葉 の連華文を配すると思われる 外
縁は3条の圏線を周縁に巡らす 瓦当部内面はナデ調整 破片数 1点 胎土 白色
粒子・小礫・石英粒を多く含む 焼成 軟質 色調 灰色75Y6/1 出土位置 Ⅱb層
備考 瓦当径(15)cm

軒 丸 瓦

成形・調整 外縁に3条の圏線を巡らしている 瓦当文様は蓮華文10葉 と蓮子を配す
るものと思われる 丸瓦部と瓦当部との接合点が明瞭に認められる 破片数  1点
胎土 白色粒子・石英粒がやや多く小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y
7/1～ 6/1 出上位置 I層 備考 瓦当径(14)cm

軒 丸 瓦

成形・調整 一部蓮子と蓮華文が認められるだけであるが瓦当文様は80の二重圏単弁
蓮華文と同じ構成と思われる 瓦当部内面はナデ調整 破片数 1点 胎土 白色粒
子・小礫が多く石英粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 にぶい赤褐色 出上位置
Ⅱb層 備考 内区と外区との境に瓦当部と丸瓦部との接合部を残す

軒 九 瓦

成形・調整 外縁に3条の圏線を巡らしている 内区に見られる蓮華文は丁寧な作り
である 瓦当部内面はナデ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子 。石英粒・小礫が目
立つ 焼成 良好 色調 にぶい赤橙～赤橙色10R6/3～ 6/6 出上位置 Ⅲa′ 層 備
考 瓦当径(154)cm

軒 九 瓦

成形 。調整 瓦当の文様構成は80と 同じと思われる ただし連子は端部が尖る 瓦当
部内面はナデ調整 破片数  1点 胎土 白色粒子が多く石英粒を少量含む 焼成

きわめて良好 色調 灰白色10Y7/1 出上位置 Hb層 備考 瓦当径(15)cm

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 顎部一凸面の広端縁に粘土
板を貼 り付けて形成(段顎)顎の深さは約4 cm 顎面―綾杉叩き 瓦当面―押引き三

重弧文(角押)破 片数  1点 胎土 白色粒子 。小礫・石英粒を含む 焼成 軟質
色調 灰色10Y6/1 出土位置 Ⅱb層

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布目 広端縁ケズリ調整 顎部―平瓦凸面に粘土板を貼 り付けて

形成(段顎)顎の深さは2 4cm顎面一綾杉叩き 瓦当面―押引き二重弧文(角押)破
片数 1点 胎土 白色粒子が多く小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 良好 色調
橙～にがい黄橙色2 5YR6/6～ 6/3 出土位置 Ⅲa′ 層

軒 平 瓦

成形 。調整 凹面―広端縁方向に綾杉叩き 枠板圧痕 広端縁ケズヅ調整 顎部一平
瓦凸面に粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎の深さは3 4cm顎面―綾杉叩き 瓦当面
―押引き三重弧文(角押)破片数 1点 胎土 小礫 。白色粒子が少量と石英粒を多
く含む 焼成 軟質 色調 灰白色75Y7/1 出上位置 Ⅱb層

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布 目(30× 26)枠板圧痕 広端縁ケズ リ調整 顎部―平瓦凸面の

広端縁に粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎 の深さは2.5om顎面―綾杉叩き 瓦当面
―押引三重弧文であるがケズ リ調整によって一条消されている 破片数  1点 胎土

白色粒子・石英粒・小礫が日立つ 焼成 良好 色調 にがい橙色7 5YR6/6 出上位

置 C-54区 Ⅲ a′ 層

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 顎部一平瓦凸面の広端縁に

粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎 の深さは2 8cm 顎面―綾杉叩き 瓦当面―無文
ヘラナデ調整 破片数  1点 胎土 白色粒子 。小礫・石英粒を含む 焼成 良好
色調 灰色75Y5/1 出上位置 Ⅱb層

軒 平 瓦

成形・調整 凹面―布目(22× 30)枠板圧痕 端縁平行に一条の凹みがありそれを境
に布は広端縁側には及んでいない 凸面―綾杉叩きか 顎部―平瓦凸面の広端縁に粘
土板を貼 り付けて形成(段顎)顎の深さは4.4cm顎面一不明 瓦当面一押引き二重弧

文(角押)破 片数  1点 胎土 白色粒子・小深・石英粒を含む 焼成 やや軟質
酸化贈焼成ぎみ 色調 黄褐色10YR5/6 出上位置 B-49区Ⅲa′ 層
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軒 平 瓦

成形・調整 凹面一布目(23× 31)枠板圧痕 糸切り痕 端縁平行に一条の凹みがあ

りそれを境に布は広端縁側には及んでいない 側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘ

ラナデ調整 側縁打ズリ調整 顎部―平瓦凸面の広端縁に粘土板を貼 り付けて形成(段

顎)顎 の深さは4 2cm 顎面―綾杉叩き 瓦当面―押引き二重弧文(角押)破 片数

1点 胎土 白色粒子・小礫を含み石英粒がやや日立つ 焼成 酸化烙焼成ぎみ や

や軟質 色調 黄褐色10YR5/6 出上位置 Ⅲa′ 層

軒 平 瓦

成形 。調整 凹面―布目(20× 30)枠板圧痕 糸切り痕 端縁平行に一条の凹みがあ

りそれを境に布は広端縁側には及んでいない 凸面―綾杉叩き 顎部―平瓦凸面の広

端縁に粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎の深さは1,7cm顎面―綾杉叩き 瓦当面―

押引き二重弧文であるがケズリ調整によリー条消されている 破片数  1点  胎土

白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰褐色7 5YR5/2出 上位置 I層

軒 平 瓦

成形・調整 凹面一端縁平行に一条の凹みがありそれを境に布は広端縁側には及んで

いない 枠板圧痕 凸面一綾杉叩き 顎部―粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎 の深

さは5 2cm 顎面―綾杉叩き 瓦当面一押引き二重弧文 周縁に綾杉叩き 破片数 1
点 胎土 白色粒子・小鞠・石英粒を含む 焼成 やや軟質 酸化耀焼成ぎみ 色調

にぶい橙～橙色7 5YR7/4～ 7/6 出上位置 Ⅲa′ 層

軒 平 瓦

成形・ 調整 凹面一布目 端縁方向に一部ヘラナデ調整 凸面―ヘラナデ調整 顎部

―粘土板を貼 り付けて形成(段顎)顎 の深さは1 8cm顎 面一無文 ヘラナデ調整 瓦

当面―ヘラ描き二重弧文 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼

成 やや軟質 色調 にぶい淡赤橙色2 5YR7/4 出上位置 Ⅱb層 備考 顎部を有

するヘラ描き重弧文は本例が 1点 のみである

軒 平 瓦

成形・調整 凹面一ヘラナデ調整 凸面―ヘラナデ調整 顎部一無顎 瓦当面一ヘラ

描き二重弧文 破片数 1点 胎土 白色粒子・石英粒をやや多く含む 焼成 やや

軟質 色調 灰白色7.5Y8/1 出上位置 C-54区Ⅲa′ 層 備考 無顎の資料として

は本例のみである

丸   瓦

成形・調整 有段式丸瓦の段部の資料 凹面―布目 側縁方向にヘラナデ調整 側縁

ケズヅ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ調整 狼」縁ケズリ調整 段部の中央に径 7 mm

ほどの円孔がある 破片数  1点 胎土 小礫がやや多く石英粒を少量含む 焼成

良好 色調 灰白色7.5Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(30× 28)狽 1縁 ケズリ調整

中央に径 l cmほ どの円孔がある 破片数 1点 胎土

く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出土位置

凸面一端縁方向にヘラナデ調整

白色粒子・小礫・石英粒を多
1号溝最上層 備考 行基葺式

丸  瓦

成形 。調整 凹面―布目(33× 28)狼1縁および狭端縁ケズリ調整 凸面一端縁方向に
ヘラナデ調整 狭端縁寄 り中央に径 l cmほ どの円孔がある 破片数 1点 胎土 白

色粒子・石英粒を少量含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 出土位置 Ⅱb層 備

考 行基葺式

103 丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(32× 22)枠板圧痕 側縁および狭端縁ケズリ調整 凸面一

端縁方向にヘラナデ調整 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 砂粒・ 白色粒子が

多く石英粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色75Y6/1 出土位置 I層 備

考 粘土板合せ目

九   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 21)側縁および狭端縁ケズリ調整 凸面一端縁方向に
ヘラナデ調整 破片数 1点  胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好

色調 灰色 5Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

丸  瓦

側縁および狭端縁ケズ ヅ調整

白色粒子・石英粒をやや多く
成形・調整  凹面―布目(36× 22)布 の綴 じ合せ目

凸面一端縁方向にヘラナデ調整 破片数  1点 胎土

含む 焼成 良好 色調 緑灰色 出上位置 Шa′ 層

丸   瓦

成形・調整  凹面―布目(26× 28)側縁・狭端縁ケズリ調整 凸面―ヘラナデ調整

破片数 2点 胎土 白色粒子が多く小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 やや軟質

色調 にぶい赤橙～赤褐色10R6/4～ 5/3 出上位置 Hb層 備考 有段式と思われる

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(36× 28)側縁および狭端縁ケズリ調整 凸面一端縁方向に
ヘラナデ調整 破片数 2点 胎土 白色粒子・小鞠・石英粒を含む 焼成 良好

色調 灰色5Y5/1 出上位置 Ⅱa層

丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(32× 21)側縁ケズリ調整 凸面―ヘラナデ調整 側縁ケズ

リ調整 破片数 2点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調

灰白色25Y8/2 出上位置 Ⅱb層
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丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(33× 28)糸切り痕
ラナデ調整 側縁ケズリ調整 破片数 1点
焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出上位置

側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘ

胎土 小礫・ 白色粒子 。石英粒を含む

Ⅱb層

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目(36× 24)布の綴じ合せ目 側縁ケズリ調整 凸面―ヘラナ

デ調整 破片数  1点  胎土 小礫・白色粒子がやや多く石英粒を少量含む 焼成

良好 色調 緑灰色7 5GY5/1 出上位置 Ⅱa層

丸   瓦

成形 。調整 凹面一布目(32× 25)布の綴じ合せ目 凸面一端縁方向にヘラナデ調整

破片数 1点 胎土 細砂粒・ 白色粒子 。石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰色7.5

Y6/1 出上位置 Ⅲa′ 層

丸  瓦

成形・調整 凹面―布日(32× 34)狽 1縁分ズリ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ調整

破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫がやや多く石英粒を少量含む 焼成 やや軟質

色調 灰白色5Y8/1 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(32× 26)

ラナデ調整 破片数  1点  胎土

良好 色調 明褐灰色7.5YR7/2

側縁平行に一条の凹みあり 凸面一端縁方向にヘ

白色粒子が多く小珠 。石英粒を少量含む 焼成

出上位置 Ⅲa′ 層

丸   瓦

成形・調整 凹面―布目(31× 24)偵 I縁平行に一条の凹みあり 側縁ケズソ調整 凸

面一端縁方向にヘラナデ調整 破片数 2点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む

焼成 良好 色調 凹面―灰色10Y4/1 凸面―灰色 5Y6/1 出上位置 Ⅲ a′ 層

丸   瓦

側縁ケズリ調整 凸面一端縁方

胎土 白色粒子・小礫・石英粒

I層

成形・調整 凹面一布目(31× 26)布の綴じ合せ目

向にヘラナデ調整 側縁ケズリ調整 破片数 1点
を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置

丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(28× 26)糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘ

ラナデ調整 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 石英粒・小礫がやや多 く白色粒

子を少量含む 焼成 やや軟質 色調 にがい黄橙色10YR7/2 断面一褐灰色10YR
5/1 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

丸   瓦

成形・調整 凹面一布目(32× 24)糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面―ヘラナデ調整

破片数 1点 胎土 石英粒・小礫がやや多く白色粒子を少量含む 焼成 やや軟質

色調 にぶい黄橙色10YR7/3 断面―褐灰色10YR4/1 出上位置 Ⅲa′ 層

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目(28× 24)側縁および広端縁ケズリ調整 凸面―側縁方向に

ヘラナデ調整 破片数 1点 胎土 小礫 。白色粒子・石英粒を含む 焼成 やや軟

質 色調 にがい褐色7 5YR6/3 出土位置 Ⅲa′ 層

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目(32× 28)糸切 り痕

ラナデ調整 側縁ケズ リ調整 破片数 1点
や多く含む 焼成 やや軟質 色調 灰色 5

側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘ

胎土 細砂粒・ 白色粒子・石英粒をや

Y4/1 断面―にがい黄橙色10YR7/4

丸   瓦

成形 。調整 凹面―布目 広端縁は巾の広いケズリ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ

調整 破片数 1点 胎土 細砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 やや軟質 色調

にぶい黄橙色10YR6/3 断面―褐灰色10YR4/1 出上位置 Ⅲa′ 層

九   瓦

成形・ 調整 凹面―布目

調整 側縁ケズ ヅ調整

をやや多 く含む 焼成

側縁および広端縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ

破片数 1点 胎土 細砂粒・白色粒子が多く小礫・石英粒

軟質 色調 にがい黄橙色10YR6/3 出上位置 Ⅲ a′ 層

丸  瓦

糸切り痕 布の綴じ合せ目 側縁ケズリ調整 凸

破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒

灰白色 5Y7/1～ 10Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

成形・調整 凹面一布目(26× 24)

面一弱い斜行叩き 側縁ケズリ調整

をやや多く含む 焼成 良好 色調

平  瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁ケズリ調整 端縁平行に一条

の凹みがありそれを境に布は狭端縁側には及んでいない 布のはぎ合せ痕 凸面―綾

杉叩き 狭端縁に一部ヘラナデ調整 狭端面―綾杉叩き 破片数 2点 胎土 細砂

粒・小礫・ 白色粒子が多く石英粒をやや多く含む 焼成 やや軟質 全体に酸化贈焼

成ぎみ 色調 明褐色7.5YR5/6 出土位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平   瓦

端縁平行に布の綴 じ合せ目

破片数 2点 胎土 細砂

やや軟質 全体に酸化焔焼

備考 布のはぎ合せの可能性

成形 。調整 凹面―布目(28× 22)枠板圧痕 糸切り痕

凸面―綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 狭端面―綾杉叩き

粒 。白色粒子 。小礫が多く石英粒をやや多く含む 焼成

成ぎみ 色調 明褐色7.5YR5/8 出上位置 Ⅲa′ 層

あり

-355-



第Ⅱ章 発見された遺構とその出土遺物

平  瓦

成形・ 調整 凹面一布目(23× 34)枠板圧痕 (ナ デ調整によって一部枠板圧痕を消して

いる)凸 面―綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 狭端面―綾杉叩き 破片数 1点 胎土

細砂粒・白色粒子が多 く石英粒 。小映をやや多く含む 焼成 やや軟質 全体に酸化

耀焼成ぎみ 色調 橙色 5 YR6/8 出土位置 Ⅲ a′ 層

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(25× 28)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾

杉叩き 偵1縁 ケズリ調整 狭端面―綾杉叩き 破片数 2点 胎土 砂粒 。小礫が多

く白色粒子・石英粒をやや多く含む 焼成 やや軟質 色調 橙色7 5YR6/8 断面―

灰褐色7 5YR5/2 出上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 34)

端面―綾杉叩き 破片数 1点
焼成 やや軟質 酸化烙焼成ぎみ
YR6/8 出土位置 Ⅲa′ 層

枠板圧痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 狭
胎土 細砂粒・白色粒子が多く小礫をやや多く含む

色調 灰褐～褐色7 5YR4/2～ 4/6 断面一橙色75

平   瓦

成形・調整 凹面―布日(20× 30)枠板圧痕 側縁および狭端縁ケズリ調整 凸面―

綾杉叩き 側縁ケズリ調整 狭端面―弱い綾杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・

小礫・石英粒を含む 焼成 やや良好 色調 にがい赤褐色 5 YR5/3出 上位置 Ⅲa′

層 備考 凸面に自然釉が付着

平   瓦

成形・調整 凹面一布目(31× 26)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾

杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 砂粒・白色粒子 。小礫・石英粒を含

む 焼成 やや軟質 一部酸化贈焼成ぎみ 色調 凹面―浅黄橙～灰褐色7 5YR8/6～
6/2 凸面―灰黄褐色10 YR4/2 出土位置 8区・ I層 備考 凸面に降灰

平   瓦

成形 。調整 凹面一布目を綾杉叩きで消す 枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 凸面一綾

杉叩き 破片数 1点 胎土 小礫・ 白色粒子・石英粒を含む 焼成 良好 色調

灰色10Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面一布目 枠板圧痕 糸切 り痕

凸面―綾杉叩き 端縁方向に部分的ケズリ調整

操が多 く石英粒をやや多 く合む 暁成 やや軟質
B-50区・ Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

布の綴じ合せ目 側縁ケズ リ調整

破片数 1点 胎土 白色粒子・ 小

色調 粥褐色7 5YR5/8 出土位置

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(20× 29)枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面一綾

杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 やや

軟質 色調 にがい褐色7 5YR5/4 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形 。調整 凹面―布目(33× 32)枠板圧痕 糸切り痕 布の綴じ合せ目 凸面―綾

杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を合む 焼成 やや軟質 色

調 浅黄橙～にがい黄橙色10YR8/3～7/4断面―黄灰色2.5Y5/1出上位置 Ⅲ a′ 層

平   瓦

成形 。調整 凹面一布目(28× 30)枠板圧痕 偵I縁平行に一条の凹みあり 側縁 ケズ

リ調整 凸面―綾杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・ 小礫・

石英粒を含む 焼成 やや良好 色調 灰白色75Y7/1 出上位置 Ⅱb層

平   瓦

糸切 り痕 側縁ケズリ調整 凸面一綾

細砂粒・ 白色粒子 。赤色粒子・ 小礫

色調 凹面―浅黄橙色7 5YR8/6 凸

成形・調整 凹面―布目(22× 28)枠板圧痕
杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土

を含む 焼成 やや軟質 一部酸化贈焼成ぎみ

面―灰褐色7 5YR6/2 出上位置 1号溝 I層

136 平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(23× 27)枠板圧痕 狽I縁 ケズリ調整 凸面一綾杉叩き 側

縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟

質 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 Ⅱb層

平   瓦

成形・調整 凹面―ヘラナデ調整 布目の痕跡を一部残す 広端縁側は巾の広いケズ

リ調整 凸面―綾杉叩き 破片数 2点 胎土 細砂粒・小珠・白色粒子・石英粒を

やや多く含む 暁成 やや軟質 色調 浅黄橙色10Y8/4 断面―灰色75Y5/1 出土

位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 一部綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁ケズ リ調整

凸面―綾杉叩き 狭端縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 砂粒・ 白色粒子・小礫・

石英粒を含む 焼成 軟質 酸化烙焼成ぎみ 色調 灰白色25Y8/2 断面―浅黄橙

色10YR8/4 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(26× 30)一部綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 端縁平行に

布のはぎ合せ 凸面―綾杉叩き 狭端面一綾杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・

小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰色10Y6/2 出上位置 Ⅲa′ 層
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平   瓦

成形 。調整 凹面―巾目(24× 30)狭端縁側に綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 側縁

平行に一条の凹みあり 凸面一綾杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫がや

や多く石英粒を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色75Y7/1 出上位置 Ⅱb層

平  瓦

成形・調整 凹面―布目

杉叩き 側縁ケズリ調整

合む 焼成 良好 色調

部分的に綾杉叩き 枠板圧痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾

破片数 2点 胎土 細砂粒・ 白色粒子・小礫・石英粒を

灰色75Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 30)綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 偵1縁 ケズリ調整

凸面―綾杉叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒をやや多く含む 焼

成 やや軟質 酸化贈焼成ぎみ 色調 橙色 5 YR7/6-部灰白色5Y7/1 出上位置

Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平  瓦

側縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き

小礫・石英粒を含む 焼成 良好
成形 。調整 凹面―布目 綾杉叩き 糸切り痕

側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子

色調 灰色75Y6/1 出土位置 B-54 a tt I層

平  瓦

成形 。調整 凹面―布目(32× 30)綾杉叩き 枠板圧痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾

杉叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼

成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出土位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面一方目

端縁ケズリ調整 破片数

調 凹面―灰白色25Y7/1

一部綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 凸面―綾杉叩き 広

1点 胎土 白色粒子・小礫を含む 焼成 やや軟質 色

凸面―にがい褐～橙色7.5YR5/3～ 6/6出 上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(22× 25)一部綾杉叩き 枠板圧痕 糸切り痕 偵↓縁および

広端縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 側縁よりに分割細線が認められる 破片数 3
点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや良好 色調 凹面―灰赤～に

がい赤褐色2 5YR4/2～ 4/3凸面―暗赤褐色2 5YR3/2～ 3/3出土位置 Ⅲa′ 層 備

考 凸面に自然釉が付着

平  瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 端縁平行に凹みがありそれ

を境に布は広端縁側には及んでいない 凸面―平行叩き 一部端縁方向に交差してい

る 広端縁ケズヅ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成

やや軟質 色調 にがい赤褐色 5 YR4/3～暗オリーブ色2 5GY4/1 出土位置 Ⅲa′

層 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形・ 調整  凹面―布目(22× 31)枠板圧痕 狭端縁ケズリ調整 凸面―平行叩き

部分的に側縁方向にヘラナデ調整 破片数  1点 胎土 白色粒子・小礫 。石英粒を

含む 焼成 良好 色調 緑灰色10 GY6/1 出上位置 Ⅱb層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 34)枠板圧痕 糸切り痕 広端縁ケズリ調整 凸面―

平行叩き 広端縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫 。石英粒を含む

焼成 良好 色調 凹面―黄灰色25Y5/1 凸面一浅黄色25Y7/3 出上位置 Ⅲa′

層 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(26× 28)枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 端縁平行に l cm巾

の弱い凹みがありそれを境に布は広端縁側には及んでいない 凸面―平行叩き 広端

縁ケズリ調整 破片数 1点  胎土 石英粒がやや多く白色粒子・小礫を少量含む

焼成 良好 色調 灰色5Y6/1 出土位置 Ⅱb層

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(22× 28)枠板圧痕 狭端縁側は巾の広いケズリ調整 側縁

ケズリ調整 凸面―平行叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小

礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y8/2 出上位置 B-54区 Ⅲa′ 層

平   瓦

糸切り痕 凸面一平行叩き 破片数

焼成 やや軟質 色調 灰白～淡黄色
成形・調整 凹面一布目(24× 29)枠板圧痕

1点 胎上 白色粒子 。小礫 。石英粒を含む

25Y8/2～8/3 出上位置 Ⅲa′ 層

平  瓦

成形・調整 凹面一布目(30× 32)枠板圧痕 広端縁ケズリ調整 凸面―平行叩き

破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや良好 色調 灰白

色 5Y7/1～ 7/2 出上位置 Ⅱb層

平   瓦

成形 。調整 凹面―同心円叩き 広端縁ケズリ調整 凸面―平行叩き 破片数 1点
胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 浅黄橙色10YR8/3

断面―オリーブ灰色10Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層
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平   瓦

成形・調整 凹面一布目(32× 24)同心円叩き 枠板圧痕 糸切り痕 凸面―平行叩

き 破片数  1点 胎土 細砂粒 。小礫 。石英粒をやや多く含む 焼成 やや軟質

色調 灰白色 5Y8/2 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平  瓦

成形・調整 凹面―布目 同心円叩き 枠板圧痕 糸切り痕 布の綴じ合せ目 凸面

一平行叩き 破片数 1点 胎土 小礫・石英粒がやや多く白色粒子を少量含む 焼

成 やや軟質 色調 浅黄色25Y8/3 断面―灰色10Y5/1 出土位置 Ⅲa′ 層 備考

粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 30)枠板圧痕 糸切 り痕 布の綴じ合せ目 凸面―平

行叩き(斜行叩き)破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を合tF 焼成 や

や軟質 色調 凹面―にがい橙色2 5YR6/3凸 面一褐灰色7 5YR5/1出 上位置 Ⅱb層

平   瓦

成形 。調整  凹面―側縁方向にヘラナデ調整(布の痕跡をわずかに残す) 枠板圧痕

糸切り痕 凸面一端縁方向にヘラナデ調整 一部スタンプ状の平行叩き 破片数 2
点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を多く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出

上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 側縁方向のヘラナデ調整により布目はほとんど消されてい

る 枠板圧痕 糸切り痕 側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ調整 一部ス

タンブ状の平行叩き 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英

粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出上位置 Ⅲa′ 層

平  瓦

成形・調整 凹面―側縁方向にヘラナデ調整 枠板圧痕 凸面―スタツプ状の平行叩

きののちヘラナデ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子 。小礫・石英粒をやや多く合

む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出土位置 C-59区Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(24× 32)枠板圧痕 側縁および狭端縁ケズリ調整 端縁平

行に帯状の凹みがありそれを境に布は狭端縁側には及んでいない 凸面一部分的にス

タツプ状の平行叩き 側縁ケズリ調整 破片数 2点 胎土 小礫 。石英粒がやや多

く白色粒子を少量含む 焼成 やや軟質 色調 灰白色 5Y8/1～ 7/1 断面―灰色 5

Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目(28× 29)枠板圧痕はケズリ調整によりほとんど痕跡をとど

めない 糸切り痕 側縁および広端縁ケズリ調整 端縁平行に帯状の凹みがありそれ

を境に布は広端縁には及んでいない 凸面一部分的にスタンブ状の平行叩きののち端

縁方向にヘラナデ調整 側縁および広端縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒

子・小礫・石英粒を若干含む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層

備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形 。調整  凹面―糸切り痕を残す粘土板合せ目面  凸面―スタンプ状の平行叩き

偵1縁 ケズリ調整 破片数 1点 胎土 小礫・石英粒がやや多く白色粒子を少量含む

焼成 やや軟質 色調 灰白色25Y8/2 断面―灰色 5Y5/1 出上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形・調整 凹面一布目(28× 29)粋板圧痕 糸切 り痕 凸面一斜格子叩き 破片数

1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 やや軟質 色調 灰白

色25Y8/2 出上位置 Ⅲa′ 層

平   瓦

成形 。調整 凹面―布目(24× 28)枠板圧痕 糸切 り痕 布の綴じ合せ目 端縁平行

に凹み状の痕跡がありそれを境に布は広端縁側には及んでいない 凸面―斜格子叩き

破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 凹面

一灰色10Y6/1 凸面―灰白色5Y7/1 断面―灰色10Y4/1 出上位置 Ⅲa′ 層 備考

粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切 り痕 凸面―斜格子叩き 狭端縁ケズリ調

整 破片数 1点 胎土 白色粒子・小礫 。石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調

灰白色75Y8/1～6/1 出上位置 Ⅱb層 備考 粘土板合せ目

平   瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 糸切り痕 狭端縁ケズリ調整 端縁平行に帯状
の凹みがありそれを境に布は狭端縁側には及んでいない 凸面一斜格子叩き 狭端縁

ケズリ調整 胎土 小礫 。白色粒子・石英粒をやや多く含む 色調 灰白色7.5Y8/1

出上位置 Ⅱa層

隅落し平瓦

成形・調整 凹面―布目 枠板圧痕 端縁平行に凹みがありそれを境に布は広端縁側

には及んでいない 凸面―ヘラナデ調整 側縁ケズリ調整 破片数 1点 胎土 細

砂粒 。小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 灰白色7.5Y8/1 出上位置 Ⅲa′

層 備考 側縁・端縁の片隅を約 2 cmほ ど切り落している 包合層中からは隅落しは

本資料 1点 のみである
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軒 平 瓦

成形・調整 顎部の破片(段顎)顎 の深さは約3 0cm

胎土 白色粒子 。小操・石英粒を含む 焼成 良好

置 Ⅲ a′ 層

顎面―綾杉叩き 破片数 1点
色調 朔褐色7.5YR5/6 出土位

b 軒 平 瓦

成形・調整 顎部の破片(段顎)顎の深さは約4 5cm顎面―綾杉叩き 瓦当面―綾杉

叩き 破片数 1点 胎土 白色粒子 。小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調

橙色7.5YR6/8 出上位置 I層

C 軒 平 瓦

成形・調整 顎部の破片(段顎)顎 の深さは約4.Ocm

胎土 白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 良好
Ⅲ a′ 層

顎面―綾杉叩き 破片数 1点
色調 橙色7 5YR7/6 出土位置

d 丸   瓦

成形・調整 玉縁式
破片数 1点 胎土

色5Y7/2 出上位置

凹面―布目 側縁ケズリ調整 凸面一端縁方向にヘラナデ調整

白色粒子・小礫・石英粒を含む 焼成 やや軟質 色調 灰白
I層

e 丸   瓦

凸面―ヘラナデ調整
やや軟質 色調 灰白

成形・調整 玉縁式
破片数 1点 胎土

色2.5Y8/2 出上位置

凹面―布目(30× 32)側縁ケズリ調整

白色粒子・小礫 。石英粒を含む 焼成

I層

f 丸   瓦

成形・調整 有段式 凹面―布目(22× 29)側縁ケズリ調整 糸切り痕 凸面―ヘラ
ナデ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子 。小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 や

や軟質 色調 灰白色5Y8/2 出土位置 I層

g 丸   瓦

成形・調整 玉縁式 凹面―布目

側縁ケズリ調整 破片数 1点
色調 灰白色5Y8/2 出土位置

布の綴じ合せ目 凸面―斜行叩きが観察される

胎土 小礫・石英粒をやや多く含む 焼成 軟質
I層

h 軒 丸 瓦

成形・調整 凹面―布目(22× 29)枠板圧痕 凸面一綾杉叩き 顎部―凸面の広端縁
に粘土板を貼り付けて形成(段顎)顎の深さは約2 3cm顎面一綾杉叩き 瓦当面―無

文 ケズリ調整 破片数 1点 胎土 白色粒子・ 小深・石英粒をやや多く含む 焼

成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置 I層

平   瓦

成形・ 調整 凹面―布目(21× 26)枠板圧痕 側縁ケズリ調整 凸面―綾杉叩き 破

片数 1点 胎土 白色粒子・ 小礫・石英粒を含む 焼成 良好 色調 灰色75Y5/1
出上位置 2区 I層

(a～ iは写真図版を参照)

南側調査区遺構プラン確認状況
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第 1節 包含層 出上の古代遺物

ここでは、包含層出上の古代遺物について述べることにする。包含層出土遺物のなかには、

遺構間の重複や各遺構内にあったものが土地改良事業に伴って二次的に散逸したものがかな

り含まれており、本遺跡の包含層出土遺物のあり方として指摘できる。出土した遺物は、須

恵器の蓋杯を中心に、土師器、灰釉陶器、山茶婉、瓦など、総点数で約10,000点 を数え、大

型コンテナー (55× 39× 19cm)に 20箱 の量 となる。発掘面積約H,000m2か らの出土量であり、

この量は中近世遺物を併せても約1,700m2の 調査であったC地点には及ばない。遺物は調査区

からまんべんなく出上したC地点のあり方とは異なり、遺構が密集した北側調査区為よび南

側調査区で顕著であった。出上した遺物を時期別にみると、おおよそ 6世紀後半から8世紀

後半までと、10世紀から11世紀代までの資料が目立ち、当遺跡で調査された古代の遺構の時

期ときわめて密接な関係にあることは疑い得ない。

先の報告で概略を示した須恵器指向というべき状況のなかで、 6世紀代から11世紀代まで

の土器様式の変化をみるならば、 6世紀代ないしは 7世紀前半までの比較的緩やかな形態変

化と自然な形式的発展とは異なり、 7世紀後半から8世紀初頭での須恵器の器形の交代や形

態の変化は、食器類を中心とした多様な器類の分化と法量の規格化に代表される広い斉一性

をもつ土器様式を成立させている。畿内系土器や円面硯などの出土は、この上町遺跡が飛騨

における律令制下の比較的およびやすい地域の一つであったことが読みとれるのである。こ

のきわめて規範の強い、「律令的土器様式」の成立 。発展を経て、8世紀後半に入ると、食器

類は前段階に比較 して法量の縮少化傾向が現れるとともに、口径による多様な分化は減少す

る傾向を示しはじめる。また回転糸切 り技法の導入および定着を一応の目安とすれば、この

上器にあらわれた様式変化の方向は 9世紀に入っても続き、地域的な土器様式へと変容して

いく。とくに有台の外類の減少は目を引く。10世紀代になると灰釉陶器の需給範囲が当地に

も及び、ある密度をもつようになる。上町遺跡ではこの時期、遺構が減少するため不明な

部分が多いが、器種数の減少が次第に顕著になってくる。また10世紀前半代は須恵器生産の

衰退に伴い、食器類は灰釉陶器に変わ り、やがて無釉のいわゆる山茶婉の出現をみる。器種

は山茶婉、小婉、山皿などからなる前代よりもさらに単純な構成になり、この時期、中国よ

り将来された白磁の玉縁婉が共伴している。加えて窯業史的立場では、山茶境生産の成立は

新たな中世的土器様式発展の方向を示すものといえる。以下、観察表を参照されたい。
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第 表 包合層出土遺物観察表

1
須 恵 器

蓋

法量 口径(91)器高(38)cm 現存率 天丼部% 破片数 1点 形態 天丼部か

ら丸みをもって口縁部に至り端部は内湾する 調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・ 白色粒子を多く含む φ5mm大 の礫を含む

焼成 良好 色調 灰黄色25Y6/2 出土位置 8号竪穴(B-33区 )

2
須 恵 器

蓋

形
井
焼

天
法量 口径(112)器高4 2cm 現存率 天丼部完形 日縁部%強 破片数 3点
態 天丼部は丸みをもち日縁部でわずかに外反 口縁端部は丸く収める 調整

部ヘラ切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 細砂粒 。白色粒子を少量含む

成 良好 色調 外面―灰色10Y5/1 内面―灰黄色25Y7/2 出上位置 5区

3
須 恵 器

蓋

法量 口径(142)現存高(22)伽 現存率 天丼部下半以下% 破片数 1点 形態

天丼部は弱い丸みをもって直線的に開き内面にかえりをもつ 調整 天丼部外面一%
回転ヘラケズリ 内外両面―Pク ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子をやや多く

合む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置 8区

4
須 恵 器

蓋

燃
艶

法量 日径(158)現存高(12)cm 現存率 日縁部% 破片数 1点
かえりをもち端部は九く収める 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土

子を少量含む 焼成 良好 色調 灰色5Y6/1 出上位置 1区

内面に

白色粒

5
須 恵 器

蓋

法量 口径(160)現存高(1.4)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 内面に

かえりをもち端部は丸く収める 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ(自 然釉のためケ

ズヅ範囲不明瞭)胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 灰白色10YR7/1 出上位置

1区 備考 外面に自然釉が掛かる(オ リーブ黄色7.5Y6/3)

6
須 恵 器

蓋

法量 口径(16.7)現存高(25)cm 現存華 日縁部%破 片数 1点 形態 天丼部

は丸みをもち口縁部までなだらかに広がり端部は丸く収める  内面にかえりをもつ

調整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 焼成 良好 色調

灰白色10YR7/1 出土位置 1区 備考 外面に自然釉が掛かる

7
須 恵 器

蓋

法量 つまみ径33 現存高1 5cm 現存率 つまみ部完形 破片数 1点 形態 天

井部にやや丸みのあるつまみを付ける 鯛整 天丼部外面一回転ヘラケズリ つまみ

貼付→周辺ナデ 内外両面―・ クロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む φ4mm大

の礫を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y7/1 出上位置 1区

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径43 現存高(2.6)cm 現存率 つまみ部完形 破片数 1点  形態

天丼部に擬宝珠状のつまみを付ける 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ つまみ貼

付 内外両面―ロクロ調整 胎土 細砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰色 5

Y7/1 出上位置 D-2区  備考 外面に自然釉が掛かる(灰オリーブ色75Y5/2)

9
須 恵 器

蓋

法量 つまみ径(42)現存高(24)cm 現存率 天丼部上半% つまみ部% 破片数

1点 形態 天丼部に扁平なつまみを付ける 調整 内外両面―ロクロ調整 つまみ

貼付 胎土 堅緻 砂粒が多く白色粒子 。小課を少量含む 焼成 良好 色調 灰白

色 5Y7/1 出上位置 2区 備考 外面に自然釉が掛かる(オ リーブ灰色10Y5/2)
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須 恵 器

蓋

法量 つまみ径35 現存高1 9cm 現存率 つまみ部完形 破片数 1点 形態 天
井部に扁平なつまみを付ける 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ つまみ貼付 内
外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子 。小礫を少量含む 焼成 良好 色調
灰黄色25Y7/2 出上位置 1区

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径3.6 現存高2 1cm 現存率 つまみ部% 破片数 1点 形態 天丼
部に扁平なつまみが付く 調整 夫井部外面一回転ヘラケズリ つまみ貼付 内外両
面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色 5

Y7/1 出土位置 1区

須 恵 器

蓋

法量 つまみ径39 現存高2.6cm 現存率 つまみ部ほぼ完形 天丼部上半/ 破片
数 i点 形態 天丼部上半は斜下方へ直線的に広が り扁平なつまみを付ける 調整
天丼部外面一回転ヘラケズリ つまみ貼付 内外両面―

「
クロ調整 胎土 堅緻 細

砂粒・ 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y7/1 出土位置 1区

須 恵 器

蓋

法量 口径(147)現存高(2.4)cm 現存率 天丼部下半以下/弱 破片数 1点 形
態 天丼部は笠型で日縁部で屈曲し端部は丸く収める 調整 内外両面―ロクロ調整
胎土 堅緻 細砂粒がやや多く白色微粒子・小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰
白色25Y7/1 出上位置 1区 備考 外面は自然釉が掛かり重ね焼き痕が残る

須 恵 器

蓋

法量 口径(150)現存高(13)cm 現存率 口縁部%弱 破片数 1点 形態 口縁
部はやや外方へ屈曲して端部は丸く収める 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅
緻 白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰白色10YR7/1 出上位置 7号配石(F―
4区)備考 外面に自然釉が掛かる(オ リーブ灰色10Y5/2)

須 恵 器

蓋

法量 口径(146)現存高(27)cm 現存華 天丼部以下/ 破片数 5点 形態 天
井部は笠型で日縁部でやや内側に屈曲する 調整 天丼部外面―%回転糸切り 内外
画面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰
白色2.5Y7/1 出土位置 7号配石(F-4区 )

須 恵 器

蓋

法量 口径(151)現存高(15)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部
で内湾ぎみに屈曲して端部は丸く収める 調整 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻
砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰色5Y6/1 出上位置 F-5区 備考 外
面に釉が掛かる(灰 オリーブ色7.5Y5/2)

17
須 恵 器

蓋

法量 日径(155)現存高(17)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点
と口縁部の境は丸みをもって内湾ぎみに屈曲する 端部は丸く収める
面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子を含む 焼成 良好
Y6/1 出土位置 13号竪穴(F-5区 )

燃
鍵
饂

天丼部

内外両
灰色10

須 恵 器

蓋

法量 口径(14,9)現存高(28)cm 現存率 口縁部/弱 破片数 1点 形態 天丼
部は丸みをもちなだらかに口縁部まで広がる 日縁端部は九みをもって屈曲する 調
整 天丼部外面―%回転ヘラケズリ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・
白色微粒子をやや多く含みザラつく ψ5mm大 の礫を含む 焼成 良好 色調 灰色75
Y5/1 出上位置 7号配石(F-4区 )

須 恵 器

蓋

法量 口径(163)現存高(28)帥 現存率 口縁部% 破片数 2点 形態 天丼部
は笠型で口縁部で垂直に屈曲し端部は丸く収める 調整 内外両面―ロクロ調整 胎
土 堅緻 砂粒 。小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y6/2 出上位
置 C-1区  備考 外面に重ね焼き痕

須 恵 器

蓋

法量 口径(194)現存高(2.4)cln 現存率
口縁部は屈曲してやや内傾し端部先端は尖る
り 内外両面一回転ヘラケズリ 胎土 堅緻
焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置

天丼部下半以下% 破片数 1点 形態
調整 天丼部外面―%弱回転ヘラケズ

白色微粒子が多く小礫をやや多く含む
2区 備考 中原田窯

須 恵 器

蓋

法量 口径(170)現存高(18)cm 現存率 天丼部下半以下小片 破片数 1点 形
態  天丼部はやや扁平な広がりをもち口縁部で強く屈曲し先端部はやや尖る 調整
内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子 。小礫を含む 焼成 良好 色調 灰
白色 5Y8/2出 上位置 13号竪穴(F-5区)備考 外面に自然釉が掛かる(灰 オリー
ブ色5Y6/2)

須 恵 器

蓋

法量 口径(196)現 存高(2,9)cm 現存率 天丼部/ 口縁部小片 破片数 5点
形態 天丼部は丸みをもって開き口縁部で屈曲し端部はやや尖る 調整 天丼部外面
―%強回転ヘラケズリ 内外両面―・ クロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白色微粒子・

φl～ 4 mm大 の礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白～灰黄色25Y7/1～ 7/2

出土位置 5区 備考 外面に重ね焼き痕
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須 恵 器

蓋

法量 口径(198)現存高(1.8)cm 現存率 天丼部下半以下% 破片数 1点 形態

天丼部は扁平で口縁部付近でやや九みをもつ 日縁部は内傾 して折れ端部は九 く収め

る 調整 天丼部外面―全面回転ヘラケズ リ→口縁端部ナデ調整 胎土 堅緻 砂粒・

φl～ 2 mm大 の珠をやや多 く含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1出 上位置 1区

須 恵 器

蓋

法量 口径(218)器高(32)つ まみ径4 3cm 現存率 つまみ部完形 天丼部/
破片数 1点 形態 つまみは中央がやや盛 り上がるボタン状形 天丼部は扁平で直

線的に日縁部まで開き端部をつまみ出す 調整 天丼部外面一回転ヘラケズリ→ナデ

調整(境界不明瞭)内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子をやや多

く含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出上位置 2区  _

須 恵 器

不

法量 口径(110)底径(70)
器体は全体に浅 く底部は扁平

収める 調整 底部外面―ナデ

好 色調 暗青灰色10BG4/1

器高(3.6)cm 現存率 /弱 破片数 1点 形態

立ち上がりの内傾度は大きく端部・受部先端とも丸く

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良

断面―にがい赤褐色2 5YR5/4 出土位置 2区

須 恵 器

杯

破片数 1点 形態 体部は

内外両面―ロクロ調整 胎土

2区

法量 口径(100)底径(6.3)cm 現存率 体部以上%
丸みをもって立ち上がリロ縁部でわずかに外反 調整

堅緻精良 焼成 良好 色調 灰色10Y6/1 出上位置

須 恵 器

芥 焼成

法量 口径(108)底径(60)器高(3.3)cm 現存率 % 破片数 1点
底の底部から体部は外傾して立ち上がり中位で反りぎみになり口縁部に至る

底部外面―ヘラ切り→ヘラナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良

好 色調 灰色7.5Y6/1 出土位置 2区

平
整

良
調

形態

須 恵 器

芥

法量 口径(121)底径6.7 器高(42)cln 現存率 底部%強 体部以上% 破片数

2点 形態 平底の底部から直線的に外傾して立ち上がリロ縁部まで至る 調整 底

部外面―ヘラ切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 暁成

良好 色調 灰白色2.5Y7/1 出上位置 2区 備考 体部外面に煤付着

須 恵 器

不

法量 口径(104)底径(80)器 高(3.3)cm 現存率 体部下半以下/弱  口縁部小

片 破片数  1点 形態 扁平な底部から直線的に外傾して立ち上がり口縁部で若千

内湾 調整 底部外面一回転ヘラケズ リ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色

粒子・ 小礫を少量含む 焼成 良好 色調 にがい黄褐色10YR6/3 出上位置 2区

須 恵 器

高台付杯

法量 底径(108)現存高(24)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は扁

平で断面方形状の高台を付ける 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台

とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・石英粒を含む 焼

成 良好 色調 灰色75Y6/1 出上位置 4区

須 恵 器

高台付不

法量 底径10.6 現存高2 3cm 現存率 底部ほぼ完形 破片数 1′点 形態 平底の

底部に外に張り出す高台を付ける  底部中央は高台よりやや突き出て安定感に欠く

調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 細砂粒・黄色粒子を含む 暁成 良好 色調 灰色5Y6/1 出上位置

D-6区                         ____

須 恵 器

高台付芥

法量 口径(107)底径77器 高3 5cm現存率 %破 片数 9点 形態 平底の

底部から丸みをもって立ち上が り中位でやや直立ぎみに外傾して日縁部に至る 調整

底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整

胎土 堅緻 細砂粒・ 白色粒子を多 く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出土仕

置 B-1区                       _____

須 恵 器

高台付外

法量 口径(14,3)底 径(88)器 高(30)cm 現存率 底部%弱 体部以上% 破片

数 2点 形態 底部は平底で断面長方形状の長 く張 り出す高台を付ける 体部は浅

く日縁部で抜をもって外反する 調整 底部外面一回転糸切 り→全面回転ヘラケズ リ

→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。白

色微粒子を多く含む 焼成 良好 色調 灰色10Y4/1 出上位置 6区 備考 内面

に重ね焼き痕

須 恵 器

不

法量 口径(129)底径(6.8)器高(3.4)cm 現存率 体部以上%弱 破片数 2点
形態 平底の底部から外傾ぎみに立ち上がリロ縁部で弱く外反 調整 底部外面一回

転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・小礫を少量含みザラつく

焼成 良好 色調 灰色10Y5/1 出上位置 5区
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須 恵 器
芥

法量 口径(13.0)底径6.0 器高3.Ocm 現存率 底部完形 体部以上/ 破片数
3点 形態 平底の底部から開きぎみに立ち上がり口縁部でわずかに外反 調整 底

部外面―右回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色微粒子がやや多く

小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰オリーブ色75Y5/2 出上位置 5区 備考

体部内面に降灰

須 恵 器

必

法量 底径(55)現存高1 3cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平

底でやや厚みがある 調整 底部外面一回転糸切り 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 白色微粒子を多く含む 焼成 良好 色調 褐灰色10YR4/1 出上位置 5区
備考 内面に重ね焼き痕

須 恵 器

高台付芥

法量 口径(21.0)底径(13.2)器高(8.0)cm 現存率 %弱 破片数 4点 形態

中央がやや落ちる底部に断面長方形状の張り出す高台を付ける 体部は腰部に張りを

もって直線的に口縁部まで斜上方に立ち上がる 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→

高台貼付→高台とその周辺ナデ 胎土 堅緻 細砂粒 。白色粒子・小礫をやや多く合
みザラつく 焼成 良好 色調 灰色10Y4/1 出上位置 5区 備考 大型品

須 恵 器

皿

法量 口径(21.2)現存高(28)cm 現存率 底部上半/ 破片数 2点 形態 扁平
で厚手の底部は大きく開き口縁部で屈曲する 調整 底部外面一回転ヘラケズヅ 内

外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子が多量に小礫・石英粒を少量含む 焼成

良好 色調 オリーブ灰色2.5GY6/1 出上位置 5区 備考 蓋の可能性もある

器

不

恵須

高

法量 口径(11.8)現存高(30)cm 現存率
みをもって立ち上がり口縁部でわずかに外反
堅緻精良 細砂粒を含む 焼成 良好 色調

外部% 破片数 1点 形態 外部は丸

調整  内外両面―ロクロ調整 胎土

灰黄色25Y7/2 出上位置 5区

器

杯

恵須

高

破片数 2点 形態 脚部は「ノ`」
調整 内外両面― Pク ロ調整 胎

色調 黄灰～黒褐色2.5Y5/1～ 3/1

法量 底径(11.4)現存高4 2cm 現存率 脚部%
の字形に開き裾部でさらに広が ,端部で段をなす
土 堅緻 細砂粒・小礫を少量含む 焼成 良好

出土位置 8区 備考 内面に自然釉が掛かる

須 恵 器

甕

法量 口径(29,7)現存高8.8cm 現存率 顕部以上/弱 破片数 3点 形態 頸郡
は直立的に立ち上がり日縁部で強く外反する 端面は上下にのびる 調整 内外両面
―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子・ 小礫を含む 焼成 良好 色調 赤褐色10R
4/4 断面一灰白色5Y8/1 出上位置 6区 備考 顕部外面の下端に自然釉が掛か

る(浅黄色25Y7/4)日 唇部を意識的に欠いているように思われる

須 恵 器

甕
麟
離
醒

法量 日径(242)現存高(69)cm 現存率

頸部は直立的に立ち上がリロ縁部で強 く外反

堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好 色調

頸部中位以上% 破片数 3点
調整  内外両面―Pク ロ調整

オリーブ黒色10Y3/1 出上位置

須 恵 器

甕

法量 口径(19.4)現存高(68)cm 現存率 肩部以上/弱 破片数 1点 形態 ロ

縁部は「 く」の字形で口唇部外面に 1条の沈線が巡る 調整 胴部外面―斜行叩き目文

内面―同心円文 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 白色粒子・小礫を含む 焼成

良好 色調 灰色 5Y5/1 出上位置 4区

須 恵 器

甕

縁

堅
備

口

土

区

彿
胎
２

口縁部%強 破片数 1点
調整 内外両面―ロクロ調整

色調 灰色10Y5/1 出上位置

法量 口径(220)現存高(4.4)cm 現存率
部は斜上方にのび端部は外反して折れ曲る

緻 細砂粒・白色粒子を含む 焼成 良好
考 外面にヘラ書き 窯印か

須 恵 器

甕

法量 口径(12.0)現存高(83)cm 現存率 肩部以上/弱 破片数 1点 形態 ロ

縁部は「 く」の字形で端部は上方に向きに尖る  口唇部外面に細い沈線が巡る 調整

胴部外面―斜行叩き目文 内面一青海波文 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂

粒 。白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y6/1 出土位置 C-1区  備考

内外両面に降灰

須 恵 器

壷

法量 口径(12.0)現存高(66)cm 現存率 肩部以上% 破片数 1点 形態 口縁

部は「く」の字形で強く外反し肩部と胴部の境に凹線を巡らす 調整 内外両面―・ ク
ロ調整 胎土 堅緻 砂粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 暗青灰色10BG4/1
出上位置 8号溝(D-1区)備考 内面の一部に釉が付着

円 面 硯

法量 底径(25.4)現存高(5.4)cm
は「ハ」の字形に開き下端に凹線を 1

内外両面―ヨコナデ 胎土 堅緻
色5Y5/1 出上位置 1区 備考

現存率 脚台部%弱 破片数 3点 形態 圏台

条巡らす 透しは縦長で下方を丸 く整える 調整

細砂粒・ 白色粒子を含む 焼成 良好 色調 灰

圏足硯
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円 面 硯

法量 底径(267)硯面径(17.3)器高(81)cm 現存率 脚台部下半% 硯面部/
破片数 5点 形態 圏台は「ハ」の宇形に開き長方形の透しを入れる 外堤はわずか

に外反して端部はやや丸みをもつ(陸部欠損のため内堤の有無は不朔だがないものとし

て復元した)調整 脚台部―ヨコナデ 硯面部―円周状にヘラナデ 胎土 堅緻精良

焼成 良好 色調 灰白色10Y8/1 出上位置 5区 備考 圏足硯 硯面及び脚台裾

部の窪みに釉が溜まる

土 師 器

芥

法量 底径(7.8)現存高(22)cm 現存率 体部下半以下% 破片数 1点  形態

平底の底部から九みをもって立ち上がる 調整 外面―ヘラナデ 内面―ナデ→体部

斜放射暗文 胎土 緻密 白色粒子を少量含む 焼成 やや軟質 色調 橙色7 5YR
7/6 出上位置 1区 備考 畿内系

土 師 器

芥

く
土

ｉ
胎

現存率 底部小片 破片数

旋状暗文→体部斜放射暗文

橙色7 5YR6/8 出上位置

調整 外面―ヘラナデ

緻密 白色粒子を含む

備考 畿内系

内面一ヘラナデ→底部螺

焼成 やや軟質 色調

l区

土 師 器

芥

法量 口径(118)現存高(2.5)cm 現存率 体部上半%破 片数 1点 形態 体部

は丸く立ち上がり口縁部でわずかに外反 調整 外面一体部ヘラナデ→口縁部ヨコナ

デ 内面―ナデ 胎土 緻密 焼成 やや軟質 色調 橙色7.5YR6/6 出上位置 2
区 備考 畿内系

器

不

師土

一局

法量 口径(13.1)現存高(33)cln 現存率 必部上半%破 片数 1点 形態 芥部

は丸みをもって立ち上がり日縁部で外反 調整 外面―ハケメ→ヘラナデ 内面―横

位のハケメ 胎土 砂粒 。白色粒子・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰オ

リーブ色 5Y6/2 出上位置 2区

土 師 器

皿

法量 口径(72)現存高(14)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 器体は浅く扁

平な底部から九く立ち上がる 端部は九く収める 調整 手捏ね成形 外面―底部ヘ

ラナデ→口縁部ヨヨナデ 内面―ヘラナデ 胎土 細砂粒 。小礫・ 白色粒子を含む

焼成 良 色調 にがい黄橙色10YR7/2 出上位置 2区 備考 口唇部外面に煤付着

土 師 器

外

法量 口径(70)器高(19)cm 現存率 底部完形 日縁部% 破片数 3点 形態

底部は丸底で日縁部は外方向に立つ 調整  外面一底部ヘラナデ→口縁部ヨコナデ

内面―ヘラナデ 胎土 細砂粒・小礫 。白色粒子をやや多く含む 暁成 良好 色調

橙色7 5YR7/6 出上位置 2区 備考 外面全体に煤付着

土 師 器

甕

法量 日径(154)器高(240)cn 現存率 胴部以上/ 破片数 23点 形態 口縁

部は弱く外反しやや厚みがある 月同部は上位にやや張りをもって底部まで緩やかにす

ばまる 調整 外面一口縁部斜位のハケメ→ヨヨナデ 胴部縦位のハケメ 内面―横

位のハケメ 胎土 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調 にぶい黄橙～灰

黄褐色10YR6/3～ 4/2 出上位置 F-5区 備考 内外両面に部分的に煤付着 55・

56は長胴形態

土 師 器

甕

法量 口径(143)底径79 器高29 8cm 現存率 底部完形 胴部以上% 破片数

40点  形態 口縁部は外反し胴部は肩部にやや張 りがあり上位に最大径をもつ長胴形

底部は平底 調整 内外両面とも磨耗により調整不明 日縁部外面はヨコナデ 内面

は横位のハケメの痕跡が若干認められる 胎土 砂粒・φl～ 5 mm大 の礫を多量に合む

焼成 良好 色調 灰白～灰黄色25Y7/1～ 7/2 出上位置 5区

土 師 器

甕

法量 口径(12.9)現 存高(20.8)cm 現存率 日縁部% 胴部% 破片数 26点 形

態 口縁部は直立ぎみに外反し胴部は丸みをもち最大径は中位にある 調整 外面―

口縁部縦位のハケメ→ヨヨナデ 胴部縦位のハケメ 内面一口縁部横位のハケメ→ヘ

ラナデ 胴部横位のハケメ 胎土 砂粒・小礫をやや多く含む 焼成 良好 色調

灰黄～にぶい黄色25Y7/2～ 6/3 出上位置 1区 備考 外面は部分的に磨耗

土 師 器

甕

法量 口径(121)現存高7 9cm 現存率 胴肩部以上/弱 破片数 1点 形態 ロ

縁部はやや直立ぎみに外反し胴部との境に凹線を巡らす 調整 外面―口縁部ヨコナ

デ 胴部ハケメ→ナデ 内面一ハケメ 胎土 砂粒・小礫を多く含む 焼成 良好

色調 灰白色 5Y8/2 出上位置 F-5区

器

壷

師

型
土

小

法量 底径40 現存高73 最大胴径9 1cm 現存率 月同部下半以下完形 月同部上半え

破片数 2点 形態 平底の底部から胴部は球形状に立ち上がる 調整 外面一胴部

～底部ヘラナデ 顕部ヨコナデ 内面―横位のヘラナデ 胎土 細砂粒 。白色微粒子 。

小礫がやや多く金雲母・赤色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 黄褐色25Y5/6
出上位置 F-7d区 備考 外面は部分的に煤が付着し剣離している    __
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弥生土器

董

法量 底径(68)現存高(29)cm 現存率 底部%
底 調整 外面―胴部横位のヘラナデ 底部ヘラナデ

砂粒・小礫 。赤色粒子・ 白色粒子を含む 焼成 良好
上位置 4区 備考 底部に網代痕を残す

破片数 1点 形態 底部は平

内面―横位のヘラナデ 胎土

色調 明黄褐色10 YR7/6 出

灰釉陶器

皿

法量 口径(140)底径(82)器高(27)cm 現存率 /弱  破片数 1点  形態

平底の底部に断面方形状で外側に稜をもつ高台が付く 体部は低 く立ち上がり口唇部
でわずかに外反 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその周辺ナデ

内外両面―Pク ロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白
色5Y7/2 出上位置 5区 備考 体部内面と底部外面に朱墨の痕跡 無釉

灰釉陶器

ナ宛

法量  口径(132)底径(70)器 高(3.6)cm 現存率 体部以上% 破片数  1点
形態 高台を有する底部から丸みをもって立ち上がり日唇部で外反 調整 外面―高

台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 白色粒子を

やや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y7/1 出上位置 B-10区 備考 内面
に重ね焼き痕 体部内面に降灰

灰釉陶器
ナ蒐

法量 口径(149)現存高(31)cm 現存率 体部上半/ 破片数 2点 形態 体部
は斜上方にのび口縁部で外反 口唇部はやや折 り返し状になる 調整 内外両面―ロ

クロ調整 胎土 堅緻 白色微粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y7/2
出上位置 5区

灰釉陶器
ナ売

法量 底径(55)現存高(12)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は平

底で外側に稜をもつ高台が付く 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台
とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成

良好 色調 浅黄色25Y7/3 出上位置 5区

灰釉陶器
ナ宛

法量 口径(6.7)現存高(18)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

部に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→高台とその

周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻精良 白色粒子を少量含む 焼成 良

好 色調 灰黄色2.5Y7/2 出上位置 5区

灰釉陶器

ナ売

法量 口径64 現存高2.8cm 現存率 底部略完形 破片数 2点 形態 平底の底

部に断面方形状の強く張り出す高台が付く 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→全面
ナデ→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒

子・小礫を含む 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色10Y7/1 出上位置 5
区 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面に釉が掛かる

灰釉陶器

ナ売

法量 底径(81)現存高(20)cm 現存率 底部/弱 破片数 2点 形態 平底の

底部に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付→全面ナデ

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・ 白色微粒子をやや多く含む 焼成 良好
色調 灰白色 5Y7/1～ 7/2 出上位置 C-23区

灰釉陶器

)売

法量 底径(6.3)現存高(1,7)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 平底の底

部に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台とその周辺
ナデ 内外両面―マクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調

灰白色10YR8/1 出土位置 C-23区

灰釉陶器
ナ宛

法量 底径(57)現存高1,7cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底部
に爪型の高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナ

デ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅級 白色粒子をやや多く含む 焼成 良好 色
調 灰白色75Y7/1 出土位置 5区

灰釉陶器
ナ宛

法量 口径(130)底径(69)器高(4.7)cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片
数 4点 形態 底部は平底でやや内湾ぎみで高めの高台が付く 体部は丸みをもっ
て立ち上がり口縁部で若干外反 調整 底部外面―右回転糸切り→高台貼付→高台と

その周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒・白色粒子を多く含みザ
ラつく 焼成 良好 色調 オリーブ黄色 5Y6/3 出上位置 5区 備考 底部内面
に朱墨の痕跡と重ね焼き痕が認められる 遺存部分無釉

灰釉陶器
,売

法量 口径(150)底径82 器高50伽 現存率 底部完形 体部以上% 破片数

3点  形態 底部は平底でやや内湾ぎみの高台を付ける 体部は下半に凹凸をもって

立ち上が り口縁部でやや肥厚して外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高

台とその周辺ナデ 内外両面―・ クロ調整 胎土 堅緻  白色粒子をやや多 く含む

焼成 良好 色調 灰オリーブ色 5Y5/2 出上位置 5区 備考 内面に重ね焼き痕

底部内面に降灰
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灰釉陶器
,宛

法量 底径(80)現存高2 2cm 現存率 底部%弱 破片数 2点 形態 平底の底

部に低 く丸みのある高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台と

その周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。小礫を含む 焼成 良好

色調 賭緑灰色10GY4/1 出上位置 4区

灰釉陶器
,売

法量 底径84 現存高3 5cm 現存率 底部%強 破片数 1点 形態 底部は平底

でやや踏ん張った高台を付ける 体部はロクロロを残して立ち上がる 調整 底部外

面一回転糸切り→高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎上 白

色微粒子を多量に含みザラつく 焼成 良好 色調 灰黄褐色10YR4/2 出土位置

2区 備考 内面に重ね焼き痕 体部内面に降灰

山 茶 境

法量 底径(6.1)現存高4 0cm 現存率 底部% 体部下半/ 破片数 4点 形態

底部は平底で糎殻圧痕を残す低い高台を付ける 体部は外傾して直線的に立ち上がる
gnR整 底部外面一回転ヘラケズ

'→
高台貼付→高台とその周辺ナデ 内外両面―ロク

ロ調整 胎土 堅緻精良 焼成 良好 色調 浅黄色25Y8/3 出上位置 2区 備

考 内面に重ね焼き痕

山 茶 婉

法量 底径(8.5)現存高2 1cm 現存率 底部%強 破片数 1点 形態 厚みのあ

る平底の底部に低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→高台と

その周辺ナデ 高台部に靱殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を多

く含む 焼成 良好 色調 浅黄色25Y8/3 出上位置 2区 備考 内面に重ね焼

き痕 内外両面に釉が掛かる

山 茶 婉

法量 底径(8,3)現存高(2.0)om 現存率 底部% 破片数 1点 形態 平底の底

部に断面三角形状の低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→高

台とその周辺ナデ 高台部に柳殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒を

多く含む 焼成 良好 色調 灰白色5Y7/1 出土位置 5区 備考 内面に重ね焼

き痕

山 茶 婉

法量 底径(8.4)現存高3 2cm 現存率 底部% 高台部小片 体部下半% 破片数

1点 形態 底部は平底で低く張 り出す高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上が

る 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付 胎土 やや粗 砂粒 。小深・石英粒を

多く含む 焼成 良好 色調 にがい黄橙10YR6/3 出土位置 8区 備考 無釉

山 茶 境

法量 底径(75)現存高1 6cm 現存率 底部% 高台部/ 破片数 1点  形態

平底の底部に低い高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ

糎殻圧痕はナデ消す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒 。小礫をやや多く

含む 焼成 良好 色調 灰色25Y7/1 出上位置 BoC-35～ 37区 備考 底部

内面に焼き痕

山 茶 境

法量 底部7.4 現存高1.7cm 現存率 底部完形 破片数 3点 形態 平底の底部

に形骸化した高台を付ける 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 靱

殻圧痕が部分的に残る 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫を多く含む

焼成 良好 色調 灰白色75Y8/1 出土位置 2区 備考 内面に釉が散る

山 茶 婉

法量 底径80 現存高2,7cm 現存率 底部%強 破片数 1点 形態 底部は平底

で低 く張 り出した高台を付ける 体部は丸みをもって立ち上がる 調整 底部外面―

回転糸切 り→高台貼付→全面ナデ 高台部に糎殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土

堅緻 砂粒 。白色粒子 。小礫を多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色7.5Y7/2 出土

位置 BoC-35区  備考 内面に重ね焼き痕

/1ヽ    す売

法量 日径(85)底径(3.5)器高(2.4)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 底部

は平底で断面はやや丸みのある三角形状の高台を付ける 体部は外傾して立ち上がり

口縁部でわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全面ナデ 高台部

の概殻圧痕はナデ消す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫を含む 焼成 良

好 色調 灰白色 5Y7/1 出土位置 BoC-35区 備考 口縁部内面に釉が掛かる

Jヽ    '宛

法量 口径(86)底径(45)器高2.7cm 現存率 % 破片数 2点 形態 底部は

平底で断面三角形状の高台を付ける  体部は外傾して立ち上がリロ縁部でやや外反

調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 撫殻圧痕はナデ消す 内外両面

―・ クロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰白色 5Y8/2
出上位置 B・ C-35～ 37区 備考 口縁部外面と体部内面に施釉 内面に重ね焼き痕
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/1ヽ    ナ売

法量 口径(89)底径52 器高2 6cm 現存率 底部% 体部以上/強 破片数 1
点 形態 底部は平底で低 く張 り出した断面方形状の高台を付ける 体部は直線的に

外傾 して立ち上がり口縁部で弱 く外反 調整 底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全

面ナデ 高台部に撫殻圧痕 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫・白色

粒子をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出上位置 8区 備考
口唇部に釉が掛かる 底部内面に重ね焼き痕

」ヽ   す苑

法量 日径(88)底径(37)器高(27～ 30)cm 現存率 % 破片数 1点 形態

底部は平底で断面三角形状の高台を付ける 体部は九みをもって立ち上がり日縁部で

やや外反 調整  底部外面一回転糸切 り→高台貼付→全面ナデ 高台部に粗殻圧痕

貼付の成形は粗雑 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 細砂粒を多 く含む 暁成

良好 色調 灰白色 出上位置 8区 備考 底部内面に重ね焼き痕 体部内面に施

釉 (刷毛塗 り 灰オリーブ色75Y5/2)

/」  ヽ  )売

法量 口径94 底径54 器高31～ 3 2cm 現存率 ほぼ完形 破片数 1点 形態

底部は平底で張り出す高台を付ける 体部は弱い丸みをもって立ち上がり回縁部で外

反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面ナデ 高台部に柳殻圧痕 内外両

面―Pク ロ調整 胎土 堅緻 細砂粒をやや多く含む 焼成 良好 色調 灰白色 5

Y8/1 出土位置 9区 備考 底部内面に重ね焼き痕 外面の一部と体部内面に施釉

(甥緑灰色7 5GY7/1)

」ヽ   す
'こ

法量 口径(90)底径(52)器高3 0cm 現存率 底部%強 体部以上%強 破片数
1点 形態 底部は厚みのある平底に低く張り出す高台を付ける 体部は丸みをもっ
て立ち上がり回縁部でわずかに外反 調整 底部外面一回転糸切り→高台貼付→全面
ナデ 部分的に柳殻圧痕が残る 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫・白色粒

子を少量含む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出土位置 8区 備考 底部内

面に重ね焼き痕 日縁部外面と体部内面に施釉(刷毛塗 り 灰オリーブ色75Y6/2)

」 ナ売

法量 口径88 底径44 器高25～ 2 7cm 現存率 口縁部/弱欠損他完形 破片数

1点  形態 平底の底部から外傾ぎみに立ち上が り口縁部で弱く外反 調整 底部外

面一回転糸切 り→全面ナデ 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・小礫・ 白色

粒子を多く含む 暁成 良好 色調 灰黄色25Y7/2 出土位置 8区  備考 口縁

部外面と内面全体に施釉 (刷毛塗 リ オリーブ灰色75Y6/2)

」 ナ宛

法量 底径38 現存高1 3cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底

調整 底部外面―右回転糸切 り 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色粒子を合

む 焼成 良好 色調 灰白色25Y7/1 出上位置  8区 備考 体部内面に釉が掛
かる

」ヽ   す売

法量 底径36 現存高1 2cm

調整 底部外面―右回転糸切 り

子を含む 焼成 良好 色調
が掛かる

現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒

灰白色 5Y7/1 出上位置 9区 備考 体部内面に釉

」ヽ   す

'こ

法量 底径36 現存高0 8cm

調整 底部外面―右回転糸切 り

子を含む 焼成 良好 色調

掛かる

現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は平底

内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒 。白色粒

灰白色25Y8/1 出上位置 8区 備考 内面に釉が
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第 2節 包含層 出上の 中近世遺物

ここでは包含層出土の中近世遺物について述べる。発掘面積約H,000m2か ら出上した遺物

は舶載陶磁器・国産陶磁器等、総点数約600点 を数え、大型コンテナーに 2箱 の分量になり、

主に調査区南側の 1・ 2区 と北側の 8・ 9区を中心にして出上している。時期別に見ると、

14世紀～16世紀前半の資料が目立ち、当遺跡で調査された中近世遺構との関連が指摘される。

古い段階の資料としては11世紀後半から12世紀にかけての大小の玉縁を持つ白磁が、主とし

て 8・ 9区から10点ほど出土しているが、同時期に伴 うと思われる越州窯あるいは同安窯系

青磁は包合層からは確認されておらず、白磁が舶載陶磁器の主流をなしていた時期と思われ

る。器種は第267図 に載せたナ苑類が大半を占める。また、この時期の国産陶器は図示しえなかっ

たが渥美産の袈裟欅文壷と思われる破片が 1点だけ出上している。続 く13世紀から14世紀代

になると舶載陶磁器では龍泉窯系青磁の比率が高 くなり、自磁は減少し、わずかに口禿皿が

2点にすぎなくなる。青磁の主流をなす器種は、第267・ 268図 に載せた蓮弁文ナ苑。画花文ナ売

などのナ苑類であり、13世紀後半から14世紀中葉の製品が多数を占める。皿・壺などの他器種

はごくわずかである。国産陶器は13世紀代では第268図 の常滑N字状口縁瓶、また瀬戸灰釉画

花文唐草瓶子の破片、高台をもつ天目境の破片など、全体的には点数が少ないが東海地方か

らの流入が目立ち、珠洲などの北陸系陶器は見いだせない。

つぎの14世紀代になると、舶載陶磁器の量が減少しはじめ国産陶器の量が増えはじめる。

14世紀中葉以降の龍泉窯系青磁はわずかに数点しか検出し得ず、かわって国産陶器は瀬戸・

美濃系の天ロナ苑、招鉢、平鉢、常滑系の瓶、などの東海地方の陶器、また越前焼の瓶、招鉢

などの北陸地方からもたらされた製品がわずかではあるが数量的に増加しはじめる。14世紀

後半から15世紀代にかけて遺物の量はピークをむかえる。舶載陶磁器類はほぼ姿を消し、国

産陶器が占める時期である。天目境、鉄釉婉、灰釉婉、灰釉香炉、大平鉢、招鉢、おろし皿

など多器種にわたる瀬戸・美濃系の製品、在地産かと思われる瓦質招鉢、越前焼きの招鉢、

瓶類などがみられるが、依然として東海地方の陶器の比率が高い。16世紀後半から17世紀に

かけて遺物は減少の傾向を見せる。瀬戸産の招鉢、灰釉)宛が主流となり、越前焼きの瓶類な

どは姿を見せなくなる。

18世紀に入ると生活の場が移動したせいか、遺物はさらに少なくなる。第269図 に図示した

瀬戸産のさび釉をかけた招鉢など数点が見いだされるに過ぎなくなる。18世紀後半から19世

紀にかけての遺物として瀬戸産の招鉢と共に第270図 に図示した肥前系の磁器類が出土してい

る。器種は筒茶ナ苑などの境類、蛇ノロ高台凸形高台付き皿、また図示しえなかったが、 くら

わんかナ苑、瀬戸広東
'宛

などがある。以下、実測図と観察表を参照されたい。
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白 磁 婉

法量 口径(139)現存高(21)cm 現存率 口縁部% 破片数

は内湾ぎみに立ち上がリロ唇部に小さな玉縁をもち器壁は薄い

胎土 灰白色 5Y7/1 堅緻 黒色微粒子をわずかに含む 焼成

区十BoC-37区  備考 ■世紀後半の製品

形態 日縁部

淡黄色 5Y8/3
出上位置 8

木
鯛
朗

白 磁 境

法量 口径(159)現存高(48)cm 現存率 体部以上%弱 破片数 1点 形態 ロ

縁部はやや内湾ぎみに立ち上がり口唇部に大きな玉縁をもつ 体部下半にヘラケズリ

痕が残る 釉調 明オリーブ灰色 5 GY7/1 内面と体部外面上半に施釉 胎土 灰白

色75Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 8区 備考 92。 93は同一個体 12世紀

の製品

白 磁 境

法量 口径(168)現存高(54)cm 現存率 体部以上/弱 破片数 1点 形態 体

部は外上方に立ち上がり口縁部まで至る 体部内面上位に浅い沈線が巡る 体部外面

はヘラケズリ調整 袖調 灰白色 5Y8/1 内外両面に施釉されるが外面下端に無釉部

分が認められる 胎土 灰白色 5Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 北調 備考

11世紀後半～12世紀初頭の製品

白 磁 婉

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口縁部はやや内湾ぎみに立ち上がり日唇

部にやや大きめの玉縁をもつ 体部下位の無釉部分はヘラケズリ痕が残る 釉調 灰

白色75Y7/1 胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻 焼成 良好 出土位置 8区 備考 12
世紀の製品

白 磁 l売

法量 底径(8.4)現存高(25)cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 外面を

直に内面を斜めに削り出した断面台形の低い高台を有する 内底見込みに沈線状の段

をもつ 釉調 灰白色 5Y8/1 内面全面および体部外面下半まで施釉 胎土 灰白色

5Y8/2 堅緻 焼成 良好 出上位置 北調表採 備考 11世紀後半～12世紀初頭の

製品

白 磁 婉

法量 底径(8.0)現存高(26)cm 現存率 高台部付近/ 破片数 1点 形態 外

面を斜めに肖Uり 出す高台を有す 内底見込みに沈線を巡らす 釉調 灰白色25Y8/1
内面に施釉され体部下半にはない 胎土 灰白色25Y8/1 堅級 黒色微粒子をわず

かに含む 焼成 良好 出土位置 5区 備考 ■世紀後半～12世紀初頭の製品

白 磁 境

法量 底径(64)現存高(2.0)cm 現存率 高台部付近/ 破片数 1点 形態 外

面を直に内面を斜めに削り出す断面台形のやや高めの高台を有する 釉調 明オリー

ブ灰色2.5GY7/1内底見込み部分は施釉ののち輪状にカキ取っている 胎土 灰白色

10Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 9区 備考 12世紀の製品か

白 磁 境

法量 底径(7.8)現存高(2.2)cm 現存率 底部/
があり低い断面台形の削り出し高台を有する 釉調

外面は高台部まで施釉 胎土 灰白色 5Y8/2 堅緻

区 備考 ■世紀後半～12世紀初頭の製品

破片数 1点 形態 やや厚み

灰白色10Y8/1 内面全面および

焼成 良好 出上位置 F-5

白 磁 婉

法量 底径(7.2)現存高(22)cln 現存率 底部% 破片数 1点 形態 低くやや

張 り出した断面台形の削り出し高台を有する 釉調 灰白色 5Y8/2 高台部外面は施

釉されていない 胎土 灰白色2.5Y8/2 堅緻 焼成 良好 出土位置 B-52区
備考 ■世紀後半～12世紀初頭の製品

白磁口禿皿

法量 口径(98)底径(6.6)器 高2 3cln 現存率 % 破片数 2点 形態 底部は

平底で丁寧にヘラケズリ調整を施す 体部はほぼタト上方に立ち上がる 内底見込みに

沈線状の段を有する 釉調 灰白色10Y7/1 内面全面と外面体部下半まで施釉 口唇

部は施釉ののちカキ取る 胎土 灰白色10Y8/1 堅緻 出上位置 C-54区  備考

14世紀の製品                               __

白磁口禿皿

法量 口径(90)現存高(2.0)cln 現存率 日縁部/弱 破片数 1点 形態 口縁

部は外上方に立ち上がる 釉調 灰白色5 GY8/1 口唇部は施釉ののちカキ取る 胎

土 灰白色10Y8/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 C-60区 備考 口唇部にタール

状付着物 14世紀の製品

白 磁 婉

法量 底径(78)現存高2.4伽 現存率 高台部/ 破片数 1点 形態 ややずん

ぐりした低い削り出し高台を有する 内底見込みに沈線状の段をもつ 釉調 切オリー

ブ灰色2.5GY7/1 外面体部下半には施釉されていない 胎土 灰白色10Y8/1 堅緻

焼成 良好 出上位置 5区 備考 11世紀後半～12世紀初頭の製品
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白 磁 ナ克

法量 口径(141)現存高(24)cm 現存率 口縁部%破 狩数 1点 形態 口縁部
はS字状にやや外反ぎみに立ち上がる 釉調 灰白色10Y7/1 内外両面に施釉 胎土

灰白色10Y8/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 3住 (B-54区)備考 12世紀

青磁画花文境

法量 口径(138)現存高(22)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 体部は

弱い丸みをもって口縁部まで立ち上がる 内面にヘラ状工具による螺旋状の文様を描

く 釉調 オリーブ灰色10Y6/2 内外両面に施釉 胎土 堅緻 灰白色 5Y8/1 焼

成 良好 出上位置 北調表採 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青磁画花文境

現存率 口縁部破片 破片数 1点 形態 ヘラおよび櫛状工具で内面に螺旋状文様

(105よ り小さい)を描く 釉調 オリーブ灰色10Y6/2 貫入が表れる 胎土 灰白色

10Y7/1 堅緻 焼成 良好 出土位置 北調 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀

中葉の製品

青磁画花文塊

法量 現存高(3.2)cm 現存率 体部下半/ 破片数 2点 形態 体部は丸みをもっ

て立ち上がる 内面にヘラ状工具で画花文を描く 釉調 灰オリーブ色75Y5/3 や

や厚めに施釉 胎土 灰白色75Y7/1 堅緻 焼成 良好 出土位置 B-53区 +2
住(C-52区)備考 龍泉窯系 13世紀後半の製品

青  磁

蓮弁画花文婉

法量 底径52 現存高4 5cm 現存率 底部完形 体部下半/ 破片数 2点  形態

断面方形の削り出し高台を有する 外面に蓮弁文を内底見込みにはヘラ状工具による

画花文を描 く 釉調 オリーブ灰色 5G5/1 内面全面および外面高台部までやや厚め

に施釉 細かい貫入が表れる 胎土 灰白色10Y7/1 焼成 良好 出上位置 B-52
区 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青  磁

鏑連弁文境

法量 口径(15,7)現 存高(44)cm 現存率 %弱 破片数 1点 形態 体部は直線

的に立ち上がり日縁部でわずかに反りぎみになる 釉調 オリーブ灰色10Y6/2厚 め

に施釉され風化がやや目立つ 胎土 灰白色75Y7/1 暁成 部分的に酸化贈焼成ぎ

み 出土位置 5住 (C-51区)備考 龍泉窯系 14世紀の製品

青  磁

鏑蓮弁文境

法量 口径(160)現存高(19)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 体部は

外上方に立ち上がる 釉調 灰オリーブ色75Y5/3 厚めに施釉される 胎土 灰白

色 5Y6/2 堅緻 焼成 良好 出上位置 8区 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世

紀中葉の製品

青  磁

鏑蓮弁文境

現存率 日縁部小片 破片数 1点 形態 小破片ではあるが鏑蓮弁文はかなり明瞭
に認められる 釉調 オリーブ灰色75Y7/1厚 めに施釉される 胎土 灰白色75Y
7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 42住(D-2区 )備考 龍泉窯系 13世紀後半～

14世紀中葉の製品

青  磁

鏑連弁文境

法量 口径(159)現存高(43)cm
弱い丸みをもって立ち上がる 釉調
胎土 灰白色10Y6/1 堅緻 焼成

後半～14世紀中葉の製品

現存率 日縁部%破 片数 1点 形態 体部は

オリーブ灰色10Y4/2 やや厚めに施釉される

良好 出土位置 3区 備考 龍泉窯系 13世紀

青  磁

鏑連弁文境

現存率 口縁部小片
土 灰白色7.5Y7/1
区)備考 龍泉窯系

破片数 1点 釉調 明緑灰色 5G7/1
堅緻 褐色微粒子を含む 焼成 良好
13世紀後半～14世紀中葉の製品

風化がやや激 しい 胎

出土位置 3住 (B-53

青磁画花文塊

法量 口径(149)現存高(34)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口唇部
は若干外反する 内面にヘラ状工具による画花文が描かれる 和調 オリーブ灰色 5

GY6/1 厚めに施釉 胎土 灰白色10Y6/1 焼成 良好 出上位置 C-55a区  備

考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青  磁
鏑蓮弁文娩

現存率 日縁部小片 破片数 1点
認められる 釉調 緑灰色 5G6/1
焼成 良好 出上位置 1区 備考

形態 小破片であるが鏑蓮弁文はかなり明瞭に

厚めに施釉される 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻

龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青  磁

鏑蓮弁文境

体部は緩い丸みをもって立ち上が

透明度が高 く貫入がやや大きく表

出土位置 B-53c区  備考 龍

現存率 体部上半以上小片 破片数 1点 形態
リロ縁部でわずかに外反 釉調 緑灰色7 5GY6/1
れる 胎土 灰白色75Y6/1 堅緻 焼成 良好
泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青  磁

鏑連弁文境

現存率 体部上半以上小片 破片数 1点 形態 体部は丸みをもって外上方に立ち

上がる 釉調 暗オリーブ色75Y4/3 厚く施釉され貫入がやや大きく表れる 胎土

灰白色10Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置 BoC-35～37区 備考 龍泉窯系
13世紀後半～14世紀中葉の製品
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青  磁

銘蓮弁文)宛

現存率 体部上半以上小片 破片数 1点 形態 口縁部はわずかに外反する

オリーブ灰色 5 GY6/1 やや厚めに施釉される 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻

良好 出上位置 北調 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

調
成

釉
焼

青 磁 塊

法量 底径(58)現存高2 2cm 現存率 高台部% 破片数 1点 形態 断面方形

状の削り出し高台を有する 釉調 オリーブ色5Y5/4外面は高台部まで厚めに施釉

される 胎土 灰白色 5Y7/1 堅緻 滑らか 焼成 良好 出上位置 2住 (C-52
区)備考 龍泉窯系 13世紀後半の製品

青  磁

蓮弁画花文坑

法量 口径(170)現存高(24)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 日縁部
で弱く外反する 外面に簡略化された連弁文を内面にはヘラ状工具で描かれた画花文

をもつ 和調 オリーブ灰色 5 GY5/1 胎土 灰色 5Y6/1 堅級 焼成 良好 出土

位置 8区 備考 龍泉窯系 14世紀中葉～15世紀初頭の製品

青磁蓮弁文婉

法量 口径(154)現存高(32)cm 現存率 日縁部%破 片数 L点 形態 口縁部
の器壁はやや厚みをもつ 外面に図案化された蓮弁文がヘラ状工具で描かれる 和調

緑灰色 5 GY5/1 厚めに施釉 胎土 灰白色10Y7/1 堅緻 焼成 良好 出上位置

5区 備考 龍泉窯系 16世紀の製品

122 青 磁 娩

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口唇部でやや外反し体部上位に 1条の沈

線が巡る 釉調 オリーブ灰色10Y6/1 厚めに施釉 胎土 灰白色75Y7/1 堅緻

焼成 良好 出上位置 8区 備考 龍泉窯系 14世紀中葉～15世紀初頭の製品

青 磁 娩

現存率 体部上半以上小片 破片数  1点  形態 口縁部を強く外反させる

灰色 5G6/1 厚く施釉されやや細かい貫入が表れる 胎土 灰色75Y5/1 堅緻

成 良好 出上位置 2区 備考 龍泉窯系 14世紀中葉～15世紀初頭の製品

釉調
1 焼

青磁小皿
現存率 体部上半以上小片

外反 して立ち上がる 和調

成 良好 出土位置 2区

破片数 1点 形態 体部中位に段をもち口縁部はやや

灰オリーブ色75Y6/2 胎土 灰白色5Y7/1 堅緻 焼

備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青 磁 娩

法量 底径(42)現存高2 1cm 現存幸 底部% 破片数  1点 形態 底部は断面

方形状の削り出し高台を有する 釉調 緑灰色 5G6/1 両面に厚く施釉され外面は高

台部まで及が 胎土 灰白色75Y7/1 堅緻 焼成 良好 出土位置 BoC-37区
備考 龍泉窯系 14世紀の製品

青磁袴香炉

法量 底径(62)現存高2 1cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は断面

三角形状の削り出し高台を有する 釉調 緑灰色10GY6/1 外面のみ施釉され畳付部

を除く部分に厚くかかる 胎土 灰白色75Y7/1 堅緻 焼成 良好 出土位置 B
-54区 備考 露胎部分は明赤褐色 5 YR5/6 龍泉窯系 14世紀の製品

青磁小娩

底部% 破片数 1点 形態 底部は断

緑灰色10GY6/1 畳付部を除き両面に厚

焼成 良好 出上位置 B・ C-37区 備

法量 底径(41)現存高(22)cm
面三角形状の削り出し高台を有する

く施釉される 胎土 灰色 5Y6/1
考 龍泉窯系 14世紀の製品か

膳綱艶
青磁画花文婉

法量 底径(60)現存高(21)cm 現存率 底部/ 破片数 1点 形態 底部は断

面台形状で内側がやや浮く削り出し高台を有する 内面はヘラ状工具で文様が描かれ

ている 和調 灰オリーブ色75Y5/3 厚めに施釉される 胎土 灰白色 5Y7/1 堅

緻 焼成 良好 出土位置 北調 備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青磁画花文挽

法量 口径(116)底径(62)器高(23)cm 現存率 % 破片数 1点 形態 平

底の底部から外上方に立ち上がり体部中位に段をもち口縁部でやや外反する 底部外

面はヘラケズリ調整され内面はヘラ状工具による文様が描かれている 釉調 灰オリー

ブ色7.5Y6/2 やや薄めに施釉される 胎土 灰白色75Y7/1 焼成 良好 出土位

置 B-53区  備考 龍泉窯系 13世紀後半～14世紀中葉の製品

青 磁 皿
法量 口径(218)現存高(16)cm
は強く外反し平坦な面を成す 釉調
灰白色10Y8/1 堅級 焼成 良好

現存率 口縁部兆 破片数 1点 形態 口縁部

明緑色5G7/1 厚く良好に施釉される 胎土

出上位置 9区 備考 龍泉窯系 14世紀の製品

常 滑 甕

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態

調整 内面―横位のナデ 胎土 堅緻

暗赤褐色 5 YR3/2 出上位置 B-54区

口縁部は縁帯幅約1 8cmを 測るN字状口縁

白色粒子・小礫を含む 焼成 良好 色調

備考 13世紀後半の製品

常 滑 甕

現存率 口縁部小片 破片数 1点  形態 縁帯幅約2 0cmを測るN字状口縁 調整

内外両面―横位のナデ 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 暗赤

褐色 5 YR3/4 出上位置 C-61区 備考 口唇部内面と胴部に暗オリーブ色(75Y
4/3)の釉が掛かる 13世紀後半の製品
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常 滑 甕

現存率 胴部小片 破片数 1点 調整 外面―格子目の押印が施される 輪積み成

形 胎土 堅緻 細砂粒・ 小礫を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 PB4/1 出土

位置 北調 備考 13世紀の製品か

常 滑 甕
現存率 胴部小片 破片数 1点 調整 外面―格子目の押印が施される 内面―横

位ナデ 胎土 堅緻 細砂粒・小操を含む 焼成 良好 色調 暗青灰色 5 PB3/1
出上位置 北調 備考 13世紀の製品か

常 滑 甕
現存率 胴部下半小片 破片数 1点 調整
―横位ナデ 胎土 堅緻 砂粒・小礫を含む
4/4 出上位置 北調 備考 内面に釉が付着

外面―格子目の押印が施される 内面

焼成 良好 色調 にがい赤褐色 5 YR
13世紀の製品か

常 滑 甕

現存率 胴部下端小片 破片数 1点 調整 外面―格子目の押印が施される 内面
―ナデ 胎土 堅緻 細砂粒 。小礫を少量含む 色調 にがい赤褐色 5 YR5/4 出土

位置 C-55区  備考 内外両面に釉が掛かる(灰 オ リーブ色75Y6/3)14世 紀の製
品か

常 滑 甕

法量 底径(12.1)現 存高2.2cm 現存率 底部/弱 破片数 1点 形態 底部は平

底 調整 内外両面―ヘラナデ 胎土 堅級 白色粒子・小礫を多く含む 焼成 良

好 色調 橙色2.5YR6/6 出土位置 9区 備考 内面に釉が掛かる 時期不明

招  鉢

現存率 底部小片 破片数 1点
胎土 堅緻 白色粒子 。小礫を含む
色 5 YR6/3 出土位置 北調 備考

形態 底部は平底 調整 内外両面―ヘラナデ

焼成 良好 固 く焼き締まる 色調 にぶい橙

16世紀の製品か

招   鉢

法量 口径(29,8)現 存高(6.3)cm 現存率 口縁部%弱 破片数 1点 形態 体部
は外傾して直線的に口縁部まで立ち上がる 調整 外面―横位のナデ 内面-8条を
一単位とする招目を施す 胎土 堅緻 小礫を少量含む 焼成 良好 色調 灰色75
Y5/1 出上位置 5区 備考 15世紀の製品か

招  鉢

法量 口径(33.2)現 存高(43)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部
はやや反 りぎみになる 胎土 堅緻 細砂粒・小礫を含む 焼成 良好 色調 灰色
7.5Y6/1 出上位置 2区 備考 日縁部外面と口唇部内面に釉が掛かる(オ リーブ灰
色10Y5/2)15世 紀の製品か

招  鉢

法量 口径(285)現存高(33)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部
はやや反りぎみになり口唇部に凹線が巡る 胎土 堅緻 小礫 。白色粒子を含む 焼
成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色5Y7/1 出土位置 2区 備考 内外両面
に施釉(刷毛塗りか 暗オリーブ色75Y4/3)16世 紀の製品か

招  鉢

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口縁部はやや内湾ぎみに立ち上がる 調
整 内面―■条を一単位とする招目を施す 胎土 堅緻 φ3mm大 の礫を含む 焼成
良好 色調 灰白色 5Y5/1 出上位置 2区 備考 16世紀の製品

招  鉢

現存華 体部下端小片 破片数 1点 調整 内面―招目を施す 内外両面―ロクロ

調整 胎土 堅緻 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 極暗赤褐色2 5YR2/2 断面
―にがい黄橙色10YR 7/3 出上位置 北調 備考 16世紀の製品か

招  鉢

法量 口径(298)現存高(10,9)cm 現存率 体部上半以上/ 破片数 2点 形態
体部は外方上にのび口縁部でやや外反ぎみとなる 口唇部は平坦に作られ端部外面で

尖る 調整 内面-7条を一単位とする招目を施す 胎土 堅緻 細砂粒を含む 焼
成 良好 色閉 灰色 5Y4/1～ 5/1 出上位置 2区 備考 15世紀の製品か

招  鉢

法量 底径(140)現存高(83)cm 現存率 体部下半以下%弱 破片数 2点 形態
平底の底部から角度をもって外傾して立ち上がる 調整 底部外面十~定方向のヘラ
ケズリ 内面―招目を施す(単位不切)内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 白色針
状物質がごく少量とφ6mm大 の礫を含む 色調 灰色5Y4/1 出上位置 B-51区 十
C-52区 備考 外面下端に指頭痕がある 15世紀の製品か

招  鉢

法量 底径(110)現存高(4.8)cm 現存率 体部下半以下%弱 破片数 1点 形態
底部は平底 調整 底部外面一回転糸切り 内面-11～ 12条を一単位とする招目を施
す 内外両面―ロクロ調整 胎土 淡黄色2.5Y8/3 堅緻 ややザラつく 焼成 良
好 色調 極暗赤褐色7.5YR2/2 出土位置 1区 備考 瀬戸 18世紀の製品

招  鉢

法量 底径(14.1)現 存高(66)cm 現存率 体部下半以下%弱 破片数 1点 形態
平底の底部から外方上へ立ち上がる 調整  底部外面一回転糸切り→一部ヘラナデ

内面―■条を一単位とする招目を施す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 砂粒・

白色粒子が少量と白色針状物質をごく少量含む 焼成 良好 色調 灰色 5Y5/1 出
上位置 9区 備考 15世紀の製品
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招  鉢

法量 口径(354)現存高(33)cm 現存率 口縁部小片

部は上下に広がり肥厚して約1 5cmの 縁帯を巡らす 調整

に招目を施す 胎土 灰白色2.5Y8/2 堅緻 ザラつく

色 5 YR3/3 出上位置 2区 備考 17～ 18世紀の製品

破片数 1点 形態 口端

内外両面に鉄漿をかけ内面

焼成 良好 色調 暗赤褐

灰 釉 皿

法量 口径(15,8)現 存高(2.8)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 日唇部

内面に突帯を巡らす 調整 内外両面―ロクロ調整 内外両面の日縁部のみに施釉(漬

け掛け 灰白色25Y8/1)胎 土 堅緻 白色粒子を少量含む 焼成 良好 色調 灰

黄色25Y7/2 出上位置 B-57区  備考 内面にヘラ状工具の文様 瀬戸 17世紀

の製品

下ろし皿

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 口唇部を内側に折り返す 調整 内外両

面に鉄漿をかける 胎土 堅緻 灰白色(25Y8/2)でややザラつく 焼成 良好 色

調 暗赤褐色2 5YR3/2 出上位置 1区 備考 瀬戸 15世紀の製品か

下ろし皿

現存率 底部小片 破片数 1点 調整 底部外面一回転糸切 り 内面―格子状に下

ろし目が刻まれる 胎土 堅緻 焼成 良好 固く焼き締まる 色調 灰白色 5Y7/1
出上位置 2区 備考 内面に釉が掛かる(切 オリーブ灰色2 5GY7/1)瀬戸 14世

紀の製品か

灰釉片ロ

現存率 口縁部小片 破片数 1点 形態 体部はロクロロを残して立ち上が リロ縁

部は断面Y字状のかえりをもつ 調整 内外両面に灰オリーブ色(75Y5/3)の 釉を施

す 内外両面―ロクロ調整 胎土 堅緻 小礫を含む 焼成 良好 出上位置 2区
備考 16世紀の製品

天目茶ナ克

法量 口径(108)現存高(2.2)cm 現存率 回縁部%弱 破片数 1点 形態 口縁

部はS字状を描く 袖調 暗茶褐色を呈する鉄釉でやや厚めに施す 胎土 灰白色75
Y7/1 堅緻 白色粒子を含みザラつく 焼成 良好 出上位置 1区 備考 瀬戸・

美濃系 14世紀後半～15世紀前半の製品

天目茶境

法量 口径(11.8)現 存高(2.7)cm 現存率 回縁部% 破片数 1点 形態 日縁部

は鋭くS字状を描く 釉調 黒褐色を呈する鉄釉でやや厚めに施す 胎土 灰白色75
YR8/1 堅緻 ややザラつく 焼成 良好 出上位置 2区 備考 瀬戸・美濃系

14世紀後半～15世紀前半の製品

天目茶ナ宛

法量 口径(119)現存高(31)cm 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 日縁部

は鋭 くS字状にひねり返す 釉調 黒茶褐色を呈する鉄釉でやや厚めに施釉 胎土

灰白色10YR8/1 堅緻 φ5mm大 の礫が露出 焼成 良好 出土位置 5区 備考 瀬

戸・美濃系 14世紀後半～15世紀前半の製品

天目茶塊

法量 口径(11.9)現 存高(54)cm 現存率 体部以上%強 破片数 1点 形態 底

がしまり口縁部はS字状にひねり返す 釉調 光沢のない暗赤褐色を呈する鉄釉 内

面全面および外面体部下半までやや厚めに施釉 胎土 灰白色7.5YR8/2堅緻 焼成

一部酸化贈焼成ぎみ 出上位置 F-5区  備考 瀬戸・美濃系 14世紀の製品

天目茶娩

法量 口径(112)現 存高(42)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 1点 形態

体部は外傾して立ち上がリロ縁部はやや鋭くS宇状を描く 釉調 黒色を呈する鉄釉

でやや厚めに施釉 釉のムラがなく平滑 胎土 灰白色10Y8/1 堅緻 ややザラつく

焼成 良好 出土位置 C-57区 備考 瀬戸・美濃系 14世紀後半～15世紀前半の

製品

天目茶坑

法量 口径(10.8)現存高(3.9)cm 現存事 体部上半以上% 破片数 1点 形態

体部は外傾して立ち上がり口縁部は緩いS字状を描く 釉調 茶褐色を呈する鉄釉で

やや厚めに施釉 胎土 灰白色10Y8/1 堅緻 ややザラつく 焼成 良好 出上位置

C-57区 備考 瀬戸・美濃系 14世紀後半～15世紀前半の製品

天目茶娩

法量 口径(118)現存高(2.6)cln 現存率 口縁部% 破片数 1点 形態 口縁部

は緩いS字状を描き端部は尖る 紬調 光沢のある暗茶褐色を呈する鉄釉でやや厚め

に施釉 胎土 灰白色75Y8/1 堅緻 ザラつく 焼成 良好 出土位置 2区 備

考 瀬戸・美濃系 15世紀前半の製品

天目茶境

法量 底径41 現存高1 2cm 現存率 底部ほぼ完形 破片数 1点 形態 平底の

底部に断面やや爪型の高台を付ける 調整  底部外面一回転ヘラケズリ→高台貼付

釉調 暗赤褐色(2 5YR3/3)の 鉄釉を高台部を除く部分に施す 胎土 灰白色 5Y8/1
堅緻 小礫をわずかに含む 暁成 良好 出上位置 8区 備考 瀬戸・美濃系 13
世紀後半～14世紀前半の製品
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天目茶筑

法量 底径4.1 現存高2 8cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は断面
台形状の削り出し高台を有し体部との境に明瞭な段をもつ 釉調 黒色の鉄釉が内面
および外面体部下半までやや厚く施される 胎土 淡黄色2.5Y8/3 堅緻 細砂粒を

合みザラつく 焼成 良好 出土位置 北調

天目茶境

法量 底径(48)現存高2 1cm 現存率 体部下半% 破片数  2点 形態 底部は

断面方形状の低い削り出し高台を有し体部との境に明瞭な段をもつ 釉調 黒褐色の

鉄釉 胎土 灰白色25Y8/2 堅緻 小礫を合みザラつ く 焼成 良好 出上位置

8区

灰 釉 娩

法量 底径4.4 現存高1 5cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は断面
三角形状のやや高い削り出し高台を有する 釉調 オリーブ黄色 5Y6/3畳付部を除

き両面に施釉 貫入が細かく表れる 胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻 ややザラつく 焼
成 良好 出上位置 北調 備考 瀬戸 17世紀の製品

灰 釉 境

法量 底径46 現存高1 6cm 現存率 底部完形 破片数 2点 形態 底部は断面
台形状の削り出し高台を有する 釉調 淡黄色25Y8/3 内面に施釉 胎土 淡黄色
2.5Y6/3 焼成 良好 出上位置 9区 備考 瀬戸 17世紀の製品

灰 釉 境

法量 底径(52)現存高2.Ocm 現存率
面台形状の削り出し高台を有する 釉調
10Y7/1 白色微粒子を含む 暁成 良好
備考 瀬戸 17世紀の製品

底部/弱 破片数 1点 形態 底部は断

淡黄色 5Y7/4 内面に施釉 胎土 灰白色

固く焼き締まる 出土位置 BoC-37区

灰 釉 婉

法量 底径(3.6)現存高(3.6)cm
断面台形状の削り出し高台を有する
灰白色 5Y3/2 堅緻 焼成 良好

現存率 底部%弱 破片数  1点 形態 底部は

釉調 オリーブ黄色 5Y6/3 内面に施釉 胎土

出上位置 北調 備考 瀬戸 17世紀の製品

灰 釉 婉

法量 底径4.9 現存高2 1cm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 底部は内側
を斜めに削り出した高めの高台を有する 細調 浅黄色25Y7/4 外面は畳付部を除

き施釉され内面は無釉 細かい貫入が表れる 胎土 淡黄色25Y8/3 堅緻 白色粒

子を合む 焼成 良好 出上位置 2区 備考 瀬戸 18世紀の製品

灰 釉 筑

法量 底径(42)現存高1,7cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は断面

台形状の削り出し高台を有する 釉調 暗オリーブ色75Y4/3 内面および外面体部
下半まで施釉 胎土 灰色10Y6/1 堅緻 白色粒子を含む 焼成 良好 出上位置
2区 備考 瀬戸 17世紀の製品

灰 釉 皿

法星 底径(66)現存高(14)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 きわめて

低い断面三角形状の高台を有する 釉調 灰白色25Y8/2 畳付部を除き両面に施釉

細かい貫入が表れる 胎土 灰白色2.5Y8/1 堅緻 白色粒子を含みザラつく 焼成

良好 出上位置 BoC-36区  備考 瀬戸 17世紀の製品

灰 釉 皿

法量 底径(77)現存高(22)cm 現存率 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は

断面三角形状の低い高台を有する 和調 淡黄色 5Y8/3 内外面全体に施釉 細かい

貫入が表れる 胎土 灰白色5Y8/2堅緻 細砂粒を含みザラつく 焼成 良好 出
上位置 BoC-37区 備考 瀬戸 17世紀の製品

大 平 鉢

法量 口径(270)現存高(7.1)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 2点  形態
口縁部は口唇内面に突帯をわずかにつまみ出し断面はややY字形になる 体部下半は
ヘラケズリ痕があり上半は,ク ロロを残して立ち上がる 釉調 オリーブ黄色 5Y6/4
内外両面の日縁部に施釉 胎土 灰色7.5Y6/1 堅緻 粒子は細かい 焼成 良好
出上位置 C-57区  備考 瀬戸 15世紀の製品

灰釉袴香炉

法量 口径(11.1)現存高(44)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 1点  形態
体部は九みをもって立ち上がり口縁部は「コ」の字形になり端部で水平な面を作る 釉

調 オリーブ黄色7.5Y6/3外面体部上半・ 内面口唇部に施釉 胎土 灰白色10Y3/1
堅緻 粒子は細かい 焼成 良好 出土位置 北調 備考 瀬戸 17世紀の製品

灰釉香炉

法量 底径(37)現存高2 5om 現存率 底部完形 体部下半/ 破片数 2点 形

態 底部は平底で体部は丸みをもつ 釉調 灰オリーブ色7.5Y5/1 釉は透明感があ
り内面および外面体部下半までやや厚めに施される 胎土 浅黄色25Y7/3 焼成

良好 出上位置 1区 備考 瀬戸 17世紀の製品

折 縁 鉢

法量 口径(150)現存高(38)cm 現存率 体部上半以上% 破片数 1点  形態

体部は外方上に立ち上がり口縁部で強く外反 釉調 灰オリーブ色7.5Y6/2 内外両

面に施釉 胎土 灰白色2.5Y8/2 堅緻 白色微粒子を含みザラつく 焼成 良好
出上位置 2住 (C-52区)備考 瀬戸 16世紀中葉の製品
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広 東 境

法量 底径(5,7)現存高(3.1)cm 現存率 底部% 破片数 1点 形態 やや高め

の高台畳付付近に焼成の際に付着した砂が観察される 釉調 やや青みがかった透明

釉の上に淡い藍色で文様をえがく 胎土 灰白色5Y8/1堅緻 ややザラつく 焼成

良好 出土位置 6区 備考 瀬戸 19世紀

染 付 婉

法量 口径(7.3)底径3.0 器高5 6cm 現存率 底部完形 体部以上% 破片数 1
点 形態 底部に径の小さい高台が付く 体部は垂直に立ち上がるいわゆる半筒形茶

婉 釉調文様 透明な釉の上に濃淡の藍色で絵付をする 内面は日唇部に二重圏線を

底部に一重圏を施す 外面は格子文と菊花文を描く 胎土 灰白色5Y8/1堅緻 焼

成 良好 出土位置 2区 備考 底部と体部に焼き継ぎの痕跡がありその影響が全

体的に灰色がかっている 肥前系 18世紀後半の製品

染 付 境

法量 口径(6.8)現存高(5,0)cm 現存率 体部以上/ 破片数 1点 形態 半筒

形茶婉 釉調文様 透明な釉の上に濃い藍色で絵付をする 内面は日唇部に二重 。底

部に一童の圏線を施す 外面は格子文と菊花文を描く 胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻

焼成 良好 出上位置 1区 備考 肥前系 18世紀後半の製品

ナ宛

法量 底径(5.0)現存高1 8cm 現存率 底部% 破片数

台形状の高台を有する 釉調 外面一灰オリーブ色 5Y5/3
み部分の釉を輪状にカキ取る 胎土 灰白色5Y7/1 堅緻

北調表採 備考 肥前系 18世紀初頭の製品か

1点 形態 底部は断面

内面―群青色 内底見込

焼成 良好 出上位置

染 付 境

法量 底径(5.9)現存高2.5cm 現存事 底部%弱 破片数 1点 形態 底部は断

面三角形状の高台を有する 釉調 灰白色(5Y8/2)の釉の上に淡い藍色で文様をえが

く 内底見込みに銘がある(判読不切)胎土 灰白色 5Y8/1 堅緻 出上位置 B―
17区 備考 瀬戸 19世紀の製品

染 付 娩

法量 底径49 現存高2.Ocm 現存率 底部完形 破片数 1点 形態 平底の底部

に断面三角形状の高台を有する 釉調 灰白色2.5GY8/1 大まかな貫入が表れる 緑

灰色の顔料で内底見込みに文様が描かれる 胎土 灰白色25Y8/1 焼成 良好 出

上位置 2区 備考 肥前系 19世紀の製品

染 付 婉

現存率 底部% 高台部欠損 破片数 1点 釉調 青みがかった白地に藍色の顔料

で文様を描く 底部外面に落款(判読不明)胎土 白色 堅緻精良 焼成 良好 出

上位置 BoC-35～ 37区 備考 肥前系 19世紀の製品

lllL

法量 底径(80)現存高(22)om 現存率 底部% 破片数 1点 形態 底部は中

心を削り落とした蛇ノロ凸形高台を有する 釉調 青みがかった白色の釉の上に濃い

藍色で文様を描く(龍 と花文か)胎土 白色 堅緻精良 焼成 良好 備考 19世紀

の製品

秋革六稜鏡

材質 青

稜の部分
法量 表面径(11,7)縁 厚02 縁幅0 1cm 重量 30,9g 現存率

銅 形態 六稜形 銀の周囲に秋車がめぐる 出上位置 B-38区
に円孔が 2箇所ある 転用された可能性がある 平安時代末か

％

考
約
備

片輪車双鳥鏡

法量 表面径13.0 背面径132 縁厚0.8 縁幅0 3cm 重量 1773g 現存率 完形

材質 青銅 形態 円形 外傾式中縁 菊座裁頭鉦 中線単圏 鏡背は暗い緑色を呈

する 流水に片輪車を浮かべ双雀が遊が 出上位置 F-7区  備考 出上位置の周

囲に炭化物が分布 埋納された可能性もある 鎌倉時代前期か
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上町遺跡は、国道41号線国府古川バイパスの新設工事に関わる埋蔵文化財の事前調査とし

て、昭和62年度よりC地点の調査が開始され、平成元年度のD地区の調査をもって終了した。

この間、調査は延べ 3箇年にも及び、両地点とも予想をはるかに上まわる多 くの知見を得る

ことができた。今次調査の報告ではD地点が中心であるが、その内容については前章までに

述べてきたとおりである。

昭和57年、バイパス建設に先立って行われた岐阜県教育委員会による踏査の結果、同地に

奈良時代中葉を主体とした須恵器が濃密に分布していることが確認された。これを受けてC

地点の調査が行われ、古墳時代後半から奈良時代にわたる集落跡の一部であることが判明し

た。その後、バイパス未発掘部分の調査の必要性が指摘され、C地点の継続調査としてD地

点の調査が行われ、最終的には12000m2の 面積を発掘して、平成元年12月 に全工程を終了した。

延べ 3箇年の調査によって古墳時代前半から断続的ではあるが奈良。平安・中近世にまで及

が遺跡であったこと、各時代 。各時期の集落の漸次の移動状況を把握しえたことなどが成果

としてあげられる。その後、バイパスの隣接地および周辺で部分的な発掘調査が進められ、

遺跡の北西側では古代から中世の各種遺構が、また南東の栗原神社付近では古代の遺構が塁々

と検出されている。その結果、上町遺跡は初め予想した以上に大きく、南北1.5km、 東西500

mの範囲にわたることが知られるにいたった。現存する遺跡では飛騨はもとより県内最大級

の遺跡 とみることができ、各時期とも注目すべき内容を合んでいる。 とくにこの時期の集落

論や土器の編年的研究においては、飛騨地域の考古学的な研究の深化にとって重要な基礎資

料を提供することになるであろう。

調査区域が道路幅という限定された範囲内であったために、遺跡の全体像を考えるとき、

今次調査のみでは全体の特徴がわかるというものではなく、周辺の調査や今後の分析のなか

で各時代の具体相を明らかにし、時代の特質、その形成と変容の過程がどのようなものであっ

たか、その普遍性と特殊性がわかってくるものと考えられる。

ようやく総面積のわずかの発掘を終えた今日の段階で遺跡の様相について概観するのは時

期早々といえようが、遺構群を巨視的にみれば北側と南側の調査区にまとまっている。また

遺構群の出土遺4/2が示す時間的な幅は、おおよそ 4世紀代から16世紀代にまで及ぶが、その

中心は古墳時代後期の群集墳の展開期から律令形成期の 6世紀中葉から8世紀中葉頃までを

下限とする時期と、山茶ナ苑や小婉などの単純な機種構成に変わる中世的土器様式とでもいえ

る段階を契機に、舶載陶磁類や国内産陶磁類が伴出する11世紀後半から16世紀代頃までを下

結  語
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限とする時期の大きく二つの段階に分けてみることができる。前者は竪穴住居 と掘立柱建物

との消長関係からその推移が追える。 6世紀代に竪穴住居のみで成立 した集落は、当遺跡の

周辺に分散 し、竪穴の数 も増加 し、 7世紀まではぼ基本的に継続する。前半は集落の開発期

に属 し、後半は集落の一応の安定化がはかられた時期 といえる。調査区の中では南側 と北側

に分布の中心が大きく三分され、改築を うけながら存続 した C地点の 6号住居址はこの時期

の集落最大の竪穴であるとともに、遺構の密度や切 り合い関係からこの群のグループは、 こ

の時期の中心的な位置を占めていたものと考えられる。 7世紀に入ると、掘立柱建物 との併

存が部分的にみ られるようになる。 7世紀末頃と思われるが、白鳳期には北側に分布の中心

が うつ り、二面に廂がつ く規模 も大きい掘立柱建物が出現する。 この建物 は、 この地区の中

心的位置を占める遺構 と考えられ、集落内の有力者の階層から漸次、掘立柱建物へ と移行 し

ていたことが推定される。 また多量に出土 した瓦については、この界隈に未発見の新たな古

代寺院跡の存在を予想させる。今次調査区内では発見されなかったものの、これを受けて岐

阜県遺跡地図の改訂版において、 この付近を古町廃寺跡の推定地 とした。

8世紀初頭頃 と推定されるが、一つの計画のもとで整然 とした建4/7J配置をとる大形の掘立

柱建物の一群が南側に突如出現す る。調査区外に及がため今一つ判然 としないが、大規模で

計画的に柱筋や棟通 りを揃 えた建物配置が看取される。左右対称型のコの字状型の建物配置

を想定するならば、国行の政庁 と共通 した形態をとり、それをひとまわ り小さくした規模 と

見ることもできる。また首長居館の形態は 8世紀初頭を境に官衝風配置に変貌することが知

られている。遺構群の性格は措 くとしても、突如出現した大形の掘立柱建物群 こそ、その形

成過程を考えたときに特殊性が垣間みれよう。礎石をもつことも特筆すべ き発見であった。

しかし、掘立柱建物 との併存関係は 8世紀前半段階での現象であって、掘立柱建物のみから

なる集落構成に完全に移行するものではなかった。 8世紀 も後半以降になると、摩たたび竪

穴住居を主体 とする集落構成に変わ り、流れに逆行するかのような現象がみられる。■世紀

末葉から12世紀前葉の山茶 )宛窯期まで竪穴住居が終始一貫 して存在するが、平安期に至ると

一時衰退 し、末期には北側を中心に遺構の分布する状況が看取 される。建物相互の位置関係

や遺構の切 り合いから幾つかの小期に分かれるものと推定されるが、大形の19号住居を中心

に竪穴を主体 とした集落構成はこの期を境に消滅 して、掘立柱建物を主体 とする構成にホた

たび変わるものと考えられる。 このように11世紀代までの集落は、時期によってそれぞれ変

化 と発展の形跡がみ られるのである。

古代律令制支配の解体 とともに始まる中世社会の古川については、今のところその動向を

語る史料はない。 しかし、遺跡内においては山茶
'売

窯期以降、すでに示 した陶磁器類の推移

からみると、当遺跡で調査された竪穴状遺構や配石遺構、あるいは道路状遺構などの中近世
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遺構との関連を容易に指摘することができる。遺跡が示す内容と、 日まぐるしく変転する南

北朝 。室町 。戦国時代を通 してみる歴史的推移は、金森氏が飛騨に入部する天正14年 (1586)

まで、まさにこの段階にあたるものといえよう。

最後に、すでに概略を示 した土器様式の変化から形成と変容の過程を追ってみたい。当遺

跡においては須恵器指向ともいうべき状況のなかで、 7世紀後半から8世紀初頭での須恵器

の器形の交代や形態の変化は、 6世紀代ないしは 7世紀前半までの比較的緩やかな形態変化

と自然な形式的発展とは異なり、食器類を中心とした多様な器種の分化と法量の規格化に代

表される広い斉一性をもつ土器様式を成立させている。また集落内に為いても、新たな掘立

柱建物の出現によって集落内部における構造的変質のなされていく状況が看取される。こう

した一連の大きな変化は、過波的な段階を経て、新たな支配体制である律令制を基軸とする

国家体制の枠組みのなかに、その一地方として包括されたことを示しているとともに支配体

制再編の着実な進展を反映するものといえよう。いわゆる「律令的土器様式」の成立 。発展

を経て、 8世紀後半に入ると食器類は前段階に比較 して法量の縮小化傾向があらわれるとと

もに、口径による多様な分化は減少する傾向を示しはじめる。また外の底部に回転糸切 り痕

をそのまま残すものが出現し、この上器にあらわれた様式変化の方向は 9世紀に入っても続

き、地域的な土器様式へと変容していく。

こうしたこの時期の背景には、浸透しつつある私領形成の動向と律令制の弛緩が表裏一体

の歴史的事象であることからして、土器様式にあらわれる変容は単に土器の指向性の違いに

よるものではなく、一地方にあってもその背景を形づ くっていた律令制の緩やかな変質 。解

体の過程を示しているものと考えられる。 9世紀から10世紀代は今のところ、この間の推移

を考古学的資料で説切するには心もとないが、須恵器生産の衰退に伴い、食器類は灰釉陶器

に主体が移 り、やがて灰釉の衰退に伴い、無釉のいわゆる山茶ナ売・小境などの前代よりもさ

らに単純な機種構成をもつ新たな土器様式の成立をみる。窯業史的立場からみても山茶婉生

産の成立は新たな中世様式発展の方向を示すものであり、遺跡内における古代から中世への

画期をここに求めることができるものと考える。

今次調査の考古資料が示す内容は、前者までを古代社会のなかの展開とみるならば、後者

は古代とはまったく違った階層性の社会を作 り上げていった中世という時代の到来を意識さ

せるものといえよう。古代社会の展開と同様、今後大きな問題を提起するものと思われる。

以上、詳述することなくきてしまったが、本報告が地方史を物語る遺産 として、古川の歴

史像の再構成に寄与することを願い筆を置 くことにする。

-388-

(河合 英夫 )



付  編
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上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

奈良教育大学 三 辻  利 ―

上町遺跡出土須恵器、瓦類の蛍光X線分析の結果について報告する。

分析データは表にまとめられている。分析値は岩石標準試料 JG-1に よる標準化値で表示

されている。この表示法で須恵器の地域差は十分表示されるのみならず、古代土器の産地推

定法の開発研究にはきわめて有効な表示法であることがわかっている。

はじめに、地元の中原田窯の須恵器、瓦の Rb Sr分布図を 1図 に示す。この分布図は当地

の須恵器の特性を効果的に示す分布図として知られている。 1図でも、中原田窯の須恵器、

瓦はよくまとまって分布していることがわかる。これらの試料を包含するようにして中原田

領域がとられている。勿論、この領域は定性的な意味しかもたないが、それでも、中原田窯

の製品であるかどうかを簡単に知る上に役に立つ。No74の 瓦が中原田窯領域を大きくずれて

いるが、この瓦は他の瓦と材質が異なる点は筆者には疑間である。他は軒丸瓦、平瓦、丸瓦

といった器種に関係なく、材質は同じである。この中原田窯の須恵器、瓦の特性は上町遺跡

の須恵器、瓦が地元産であるかどうかを判断する上に重要である。 2図には国府町の丸山窯

址の須恵器、瓦、および、高山市のよしま窯の灰釉陶器の Rb Sr分布図を示す。丸山窯llLの

Nα84の須恵器以外の試料は中原田領域にほぼ

対応 してお り、中原田窯の須恵器、瓦と類似

0.5   __
Sr

第 1図  中原田窯址出土須恵器、

Rb― Sr分布図

0        0.5   sr

第 2図 丸山窯址出土須恵器、

Rb Sr分布図

０
　
　
の

Ｌ
　

瓦

ユ.0

瓦の
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上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

メモ リ=05
した特性をもつことがわかる。統計的手法

を使って、この対応をより定量的に行 うた

めには、少なくとも20点程度の試料の分析

が必要である。ここではRb― Sr分布図より、

定性的に中原田窯の須恵器と類似した特性

をもつというに止どめる。一方、よしま窯

l■ の灰釉陶器の胎土は中原田窯の須恵器の

胎」とは明らかに異なる。粘土を高温 (1300

℃ ぐらい)で焼成しても、その化学特性に

変動が起こらないことが実験的にも証粥さ

れているので、これらの素材粘土は全 く異

なることになる。なお、Rb―Sr分布図にお

ける分布位置より、猿投窯や静岡県大須賀

町の清ケ谷窯群の灰釉陶器とも明らかに胎

土は異なる。これらの相互識別を定量的に

きちんとしようとすれば、よしま窯の灰釉

陶器を20点程度分析しなければならない。

次に、上町遺跡出土須恵器、山茶婉、瓦

の産地を推定するに当って、まず、全試料

をクラスター分析してみた。その結果は 3

図に示されている。この方法は複数の因子

を使って類似度を計算し、類似したものか

ら順に枝に結び付けて樹状図にする。 3図

の綻軸は類独度を示す。ただ、この方法の

欠点はどの程度の類似度の差があれば、異

質のサンプルであるという判断を下してく

れない点である。つまり、こちらで適当に、

何処かで区切る訳である。したがって、そ

の区切 り方が正しいかったかどうかをチェッ

クするために、Rb Sr分布図を描いてみる

なり、判別分析を行 うなどする。 3図をみ

て注目される点はNo19か らNα65ま でのA群
第 3図 遺物 のクラスター分析

(K,Ca,Rb,Sr因 子使用)
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上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

のサンプルである。この中に中原田窯の須恵

器と瓦 (No74は 除く)がすべて包含される。

これらは同質の胎土をもっており、したがっ

て、中原田窯産の可能性をもつからである。

この中に上町遺跡から出上した須恵器が何点

か含まれている。そこで、上町遺跡から出土

した須恵器、瓦のRb Sr分布図を描いてみた。

4図にはC地点出土の須恵器のRb―Sr分布図

を示す。大部分のものが中原田領域をずれる

ことがわかる。N。 13、 17、 18の 3点 のみが中

原田領域に分布する。ところが、これら3点

は 3図のデンドログラムはA群には含まれて

いないのである。ここで筆者は中原田群の重

心からのマハラノビスの汎距離を計算し、判

別分析を行 うことにした。マハラノビスの汎

距離とは母集団の重心から何σ(標準偏差)分、

離れているかを示す統計額上の距離のことで

ある。母集団へ帰属するための条件はD&)≦

10であることが経験的に導き出されている。

D缶)母集団 (π )の重心からのマハラノビス

の汎距離の二乗である。計算の結果は表にま

とめてある。その結果、No13、 17、 18の 3点

はRb― Sr分布図では中原田領域に分布したも

のの、判別分析では帰属条件を満足せず、中

原田窯の製品ではないと推定された。表を点

検すると、K量が中原田窯のものに比べて少

し多いようである。こうして、C地点には中原田窯のものは 1点 もないことがわかった。

次に、D地点出上の須恵器、山茶婉、瓦の Rb― Sr分布図を 5図に示す。ここでは中原田領

域に分布するものがかなりあると同時に、これらはまた、 3図のデンドログラムのA群にも

含まれている。そして、判別分析の結果でも、No19、 21、 26、 27、 29、 30、 31、 32、 36、 38、

39の 11点の須恵器消よび山茶,宛 は中原田窯であると推定された。Nd46の 硯は Rb― Sr分布図で

は中原田領域に分布したが、Ca量がやや多いため、判別分析では中原田群に帰属しないと判

一
Ｒｂ

一
Ｒｂ

第 4図 上町遺跡 C地点出土須恵器の

Rb Sr分布図

・∈震義
。 瓦

0    0.5 sr  l・ 0

第 5図 上町遺跡 D地点出土須恵器類の

Rb Sr分布図

・  39 ・ 29

・
・ J38● 26

と9現l=347

中原田領域
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上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

断された。これ以外の須恵器、山茶境は中原

田窯の製品ではない。また、D地点出上の瓦

もRb Sr分本図上では中原田領域に分布する

ものの、K、 Ca量 ともやや多 く、中原田窯の

製品ではないと推定された。

次に、O地点 1号住居llLか ら出上した須恵

器の Rb Sr分布図を 6図に示す。すべてが中

原田領域をずれるが、 3図のデンドログラム

でもA群に含まれているものは 1点 もない。

勿論、判別分析でも中原田窯に帰属したもの

は 1点 もなかった。したがって、中原田窯産

のものは 1点 もなかったということである。

このようにして、D地点のみ、地元、中原

田窯産の須恵器が検出されたが、多 くのものは中原田窯に対応しなかった。さて、これらが

何処の製品かという問題が残る。 4～ 6図には参考のため、猿投領域を示しておいた。そう

すると、産地不明のものは猿投領域にも必ずしも対応しない。K量 も多 く、かつ、Sr量 もや

や多いためである。かといって、これらは北陸地方や東海地域のものにも対応しない。尾北

か岐阜県北部地域に産地を求めなければならないだろう。

Rb

0    0.5  sr  hO

第 6図 上町遺跡 O地点

1号住居址出土須恵器の Rb Sr分布図

-4-



上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

試 料 分 析 値 一 覧 表

出 土 遺 跡 名 試料番号 出土地点 K Ca Fe Rb Sr D(そ )

上 町 C地 点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20住 -1
20住 -2
11住 -1
11住 -2
15住 -1
15住 -2
8住 -1
8住 -2
5住 -4
5住 -3
9住 -15
9住 -14
9住 -22
9住 -35
9住 -37
4住 -4
4住 -5
4住 -8

0.693

0 573

0 511

0 519

0 414

0.602

0.436

0.520

0.595

0 522

0.628

0 818

0,716

0.422

0.452

0,744

0.803

0.691

0.145

0.066

0.114

0.053

0 042

0 118

0.052

0 061

0 069

0.140

0.238

0 251

0 157

0.061

0.054

0.166

0.236

0.198

1 76

2.08

1.49

1 97

1 90

1.86

2.33

1 14

1 11

1 03

1 78

1.22

1.48

0.977

1.33

2 30

1.24

1 18

0 795

0 711

0,702

0.601

0.615

0.709

0 440

0 735

0.839

0 781

0,751

0,915

0 848

0.660

0 671

0 718

0.816

0,722

0.314

0.247

0.374

0.197

0.202

0 316

0 196

0.251

0.304

0.387

0,921

0 724

0.539

0 289

0 285

0,425

0.658

0 592

107

47

37

32

41

52

17

52

67

75

25

67

41

39

32

60

55

23

上 町 D地 点

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4跡主-11
42在と―-15

42住 -10
424と ―-18

42住 -2
42住 -3
42住-4
39住 -5
12住 -1
39住 -3
39住 -1
39住 -2
14住 -1
19住 -31
19住 -29
23住 -7
194と 一-20

24住 -4
19住 -4
19住 -11
19住 -10
19住 -17
23住 -1
23住 -4
28住-1
23住-3
24住-2

0 530

0.661

0.576

0.567

0.533

0.758

0 594

0 625

0.619

0.801

0.618

0.594

0 528

0 485

0,710

0.484

0.565

0.558

0 617

0.658

0.639

0.705

0,799

0.656

0,726

0.585

0.493

0 066

0 176

0 093

0 064

0.049

0.300

0.142

0.170

0.167

0.157

0 076

0。 141

0.153

0 079

0.042

0,149

0.150

0.103

0 208

0 115

0 137

0,056

0.085

0.101

0 077

0 111

0.095

1.58

1.31

1.41

1 36

1 51

1,76

1 12

2.29

2.10

1.61

1,18

2.71

1.99

1,91

0.615

0.556

0 833

1.20

1.14

0 919

1.53

0.556

1 16

0.656

1.13

0 649

0.627

0.610

0 926

0 603

0.694

0,772

1.12

0 893

0.690

0 649

0.875

0,780

0.540

0 622

0.516

0.883

0.619

0 704

0 653

0.513

0,702

0.712

0 851

0 794

0,797

0,770

0 654

0 547

0.474

0.601

0,603

0.323

0.232

0 645

0 408

0 700

0.664

0.398

0 642

0 555

0.645

0.448

0.198

0 360

0.394

0.587

0.671

0.568

0.561

0 215

0 356

0,318

0 348

0.374

0 284

50
53

12

22

63

268

98

2.9

3.0

124

10

5.1

12

9,0

136

52

48

3.5

19

4.0

4.0

120

91

69

59

19

21
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上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

出 土 遺 跡 名 試料番号 出土地点 K Ca Fe Rb Sr D(?)

上 町 D地 点

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

包 含 層
″

″

瓦集中区
″

″

″

″

″

″

″

″

0.663

0 546

0 822

0。 764

0,795

0.875

0.904

0.871

0,853

0 978

0,773

0.769

0,199

0 237

0,158

0 135

0 164

0.141

0.206

0.130

0 112

0。 108

0.101

0 180

1.25

1,36

1.11

1,72

1.93

1.59

1.15

1.66

1.36

1.89

1 49

0。 904

0.706

0 743

0,945

0.773

0.713

0.891

0.850

0.830

0 839

0.806

0 733

0.822

0.542

0.886

0.408

0.487

0.569

0.572

0 709

0.516

0.530

0.336

0.477

0.635

32

45

152

古川町 中原 田窯址

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

窯 体

″

前 底 部

窯体十前底部

窯  体

前 底 部
″

″

室
＾

体

″

″

前 底 部
″

体

部

　

　

体

部

体

底

″

″
　

底

窒
ヽ
平刷
　
　
　
　
空
＾
一削
窒
＾

0.608

0.622

0.575

0.601

0.585

0 494

0 603

0.673

0.597

0.643

0.674

0.614

0.679

0.593

0.558

0 585

0.557

0.545

0 536

0.558

0 102

0.147

0.110

0.111

0 087

0.095

0.111

0 138

0.150

0.140

0.198

0.120

0,087

0.097

0.071

0,136

0 027

0.078

0 069

0 130

2.47

2.33

2.22

1.26

2.75

1.52

3.83

1.26

4.31

1 57

1.33

1.99

1.57

2 06

1.68

2.82

2.32

1.58

1,95

2.55

0.662

0.592

0.586

0.729

0.666

0.642

0 606

0.841

0 614

0,764

0.787

0.673

0.803

0.613

0.539

0 592

0.518

0.619

0.576

0.597

0.565

0.613

0,483

0 618

0.536

0 499

0.457

0.667

0.535

0,707

0.822

0.621

0 472

0.530

0.523

0.486

0.228

0.562

0.508

0.593

1.9

4.2

1.3

1.2

23
7.8

3.5

6.3

3.9

1.6

5.8

上 町 0地 点

78

79

80

81

82

83

1住
″

″

″

″

0.811

0.529

0.524

0.794

0.571

0.531

0.142

0.072

0.121

0。 203

0.048

0.133

1.20

1.42

1.06

1.43

1.27

3.11

0.924

0.782

0。 749

0.868

0.969

0 612

0.407

0.254

0.367

0.522

0.302

0.318

130

72

55

94

109

41

国 府 町 丸 山 窯 址

表採資料
″

″

″

0.426

0.660

0.824

0.532

0.033

0.133

0 153

0.074

1,78

1.43

1.09

1,90

0.697

0.764

0 780

0.545

0.194

0.506

0.635

0.437

高山市 よしま窯址

窒
（

体

″

0 689

0.806

0.856

0。 143

0.221

0.183

0,826

0.837

0.907

1.08

1.23

1.27

0.345

0.432

0.405
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上町遺跡出土須恵器 。瓦類の蛍光X線分析

く
き

≡ ≡

=≡ F垂
垂 ≡

ヲ
>2

12

〈上町遺跡 C地点〉

1～ 18 須恵器類

長ξ三三::三]::::::'''18

第 7図 分析資料(1)/

-7-



上町遺跡出土須恵器・瓦類の蛍光X線分析

瑾 ≧ ≡ ≡ ≧ 垂 、 22

＼＼

r

― -2511■ :|■■工 :キ ::‖ i生 帯 |:II:||:|:li■ 11:FI■ |:!itil:11

∈ 差 ≦ 峯 峯 ≧ ≦ J望 ≧ ≧ ≧ ≧ 些 ,27

【 ≦ ≡ ≧ 聖 J/29

〔ヨ∠

0                                 20cm

〈上町遺跡 D地点〉
19～ 45 須恵器・山茶塊類
46～ 48 円面硯 49～ 57 瓦

第 8図 分析資料121/
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上町遺跡出土須恵器 。瓦類の蛍光X線分析

∠ ≦ ⊆ 亘 匡 1_=1と 送 65

~l~67

〈中原田窯址〉 58～ 68須恵器類
69～ 77 瓦

79
＼~~∃   力

82

第 9図 分析資料(3)% 第 7～ 9図河合作成

1

62

~~80

9          .         29cm

〈上町遺跡 0地点 1号住居址〉

78～ 83 須恵器類
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図版 1

＆

撃

南俣1調査区全景 (北西上空 より)



図版 2

鰯

一一・一一・・・一・一ャ一一一一一一
一イ， 一
一蝉

南側調査区遺構群 (北西より)

南側調査区遺構群 (南東上空より)



図版 3

遺跡全景 (南 より北西を望む)

南狽I調査区遺構群近景 (北東上空より)



図版 4

北偵1調査区遺構群 15号 ～30号住居址 (北西より)

北側調査区遺構群 1号～11号住居址 (北西より)
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図版 5
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――
|―

 |・ ―|■ ||・ ■ ||||||||■■ |

意1蒙警義速
北側調査区遺構群 22号 ～30号 住居洵|:(北西より)

―
.―   |. ■ |||||■ ■

‐ |  
―■ ■ ■ ||― |■ |‐ |  |■  iⅢ

北側調査区遺構群 15号 ～30号住居蜘L(北西より)
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1号住居址全景 (南西より)

1号住居址及び土層断面 (南 より)
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1号住居址遺物出土状態

2号住居址カマ ド全景
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3号住居址全景 (南西より)

3号住居址カマ ド全景
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4号住居址全景及び遺物出土状態 (南西より)

4号住居址カマ ド全景
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5号住居址遺物出土状態及び土層断面 (北東 より)
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5号住居址カマ ド全景
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2号・ 6号住居址全景 (南西より)
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8号住居址全景 (南東より)

8号住居址遺物出土状態 (南東より)
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8号住居址カマ ド全景

9号住居址カマ ド全景
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12号住居址
遺物出土状態
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カマ ド掘 り方
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12号 。14号住居址全景 (南西より)

13号住居址全景 (南東 より)
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14号住居址全景 (西 より)

14号住居址礫出土状態 (西 より)
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15号住居址全景 (南西より)

15号住居址礫出土状態 (南西より)
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15号住居址礫出土状態及び土層断面
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カマ ド全景
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北側調査区及び19号住居址周辺の調査風景 (北西より)
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17号 。18号・ 26号・ 27号住居址全景及び掘立柱建物址群 (北西より)

17号・26号住居址全景 (北 より)
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18号住居址全景 (北西より)
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19号住居址周辺の
遺構群 (北西より)

19号住居址礫検出状態及び実測風景
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19号住居址礫出上状態及び土層断面 (南東 より)

19号住居址礫出土状態及び土層断面近景
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19号住居址カマ ド全景
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北偵1調査区全景 手前22号・23号・ 28号 。30号住居址 (南東より)
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北側調査区22号～30号住居址全景 (北西より)

22号・ 23号・28号・ 30号住居址全景 (南東より)



22号住居址全景及び礫出土状態 (南西より)
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カマ ド土層断面

22号住居址カマ ド全景
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22号・ 23号住居址全景 (西 より)

22号住居址全景 (南東 より)
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23号住居址
カマ ドの掘 り方及
び刀子出土状態
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22号住居址「編石J出土状態



図版44

我
Ｆ

鰻�¶
犠鍵が

=|li攀
娃簸

.途

24号 住居対:追物及び礫出上状態



|lill11‐ :|||||lil

図版45

24号住居址
柱穴内遺物
出土状態

址
景

居
全

住
ド

号

マ

２４
カ

24号住居址遺物出土状態



図版46

■
=|||■

～
|||― |||■ |■

守li■義

●|||い  |■ |

|■ | |■ ||||||||||  |■

25号 住居址礫出土状態 (西 より)

‘う一ｉ諄．一一

一
■
■

・Ｆ
，

ふ

一

親
飴

小学|  ・・

〓一
一●

一　
・綾
・

■,l i .イ 警疑華■

騒i

簸



図版47

17号 。18号 。26号・ 27号住居址全景 (北西より)

27号住居址全景 (南 より)
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29号住居址及び 6号竪穴状遺構全景 (南東より)

29号住居址及び 6号堅穴状遺構全景 (南西より)
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36号住居址全景 (南西より)

36号住居址カマ ド及び貯蔵穴
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38号住居址全景 (南西より)

38号住居址カマ ド全景
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39号住居址カマ ド全景及び遺物出土状態

39号住居址全景 (西 より)
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40号住居址全景 (南 より)
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42号住居址
遺物及び礫出土
状態(南西より)
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44号住居址全景及び 9号掘立柱建物址 (南東より)

44号住居址カマ ド全景
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6号掘立柱建物址全景 (上 。南東より,下・北西より)
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南側調査区 7号掘立柱建物址周辺の遺構群 (北西より)

7号掘立柱建物址全景 (東 より)
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7号掘立柱建物址全景 (北 より)

5号・ 7号掘立柱建物址全景 (東 より)
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7号掘立Pitl全景及び土層断面
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7号掘立Pit5全景及び土層断面 7号掘立Pit8(上),Pit14(下 )全景

7号掘立Pit6全景 7号掘立Pit9全景

7号掘立 P■7全景 7号掘立Pit17調査状況
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7号掘立Pit13全景及び土層断面 7号掘立Pit14全景及び土層断面

7号掘立Pit15全景及び上層断面 7号掘立Pit16全景及び土層断面
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7号掘立Pit17全景

7号掘立Pit16調査状況 7号掘立Pit18全景及び土層断面

7号掘立 P五 4・ 15
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8号掘立柱建物址全景 (北 より)
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1号方形周溝墓全景 (南西より)

1号方形周溝墓全景 (南東より)
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1号方形周溝墓北側溝内遺物出土状態及びその復元
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6号竪穴状遺構及び29号住居址全景 (北西より)
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6号竪穴状遺構全景 (西 より)
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13号竪穴状遺構土層断面 (北 より)
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18号竪穴状遺構全景 (東 より)

19号竪穴状遺構全景 (東 より)
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4号配石遺構全景 (北 より)

4号配石遺構土層断面 (南西より)
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5号配石遺構全景 (南西より)
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7号配石遺構内の石組 (北 より)

7号配石遺構遺物出土状態 (石仏 )
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7号配石遺構調査状況

8号配石遺構全景 (北 より)
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10号配石遺構全景 (西 より)

10号配石遺構全景 (東 より)
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10号配石遺構全景 (南東より)

南側調査区配石遺構群 (南東 より)
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12号配石遺構全景及び土層断面 (東 より)

17号配石遺構全景



図版 102

２
号
～
５
号
集
石
土
坑

（北
よ
り
）

２
号
～
５
号
集
石
土
坑

（北
東
よ
り
）

５
号
集
石
土
坑

（東
よ
り
）

欝 ||



■

“

|工輩

図版 103
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7号土坑全景



8号土坑全景

9号土坑全景及び土層断面
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11号土坑全景

1号 。2号墓装全景

3号墓羨全景
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1号石敷遺構南側全景 (西 より)

一議

1号石敷遺構北側全景 (西 より)
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1号石敷遺構北東部分
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1号石敷遺構全景 (東 より)

1号石敷遺構北側全景 (東 より)
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1号溝状遺構遺物土状態及び土層断面 (西 より)
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2号溝状遺構全景 (南西より)
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2号溝状遺構全景 (西 より)
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3号溝状遺構礫出土状態 (東 より)
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3号溝状遺構全景 (西 より)
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4号溝状遺構礫出土状態 (北東 より)
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4号溝状遺構土層断面

4号溝状遺構礫出土状態 (北 より)
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5号・ 6号・ 7号溝状遺構全景及び周辺の遺構群 (上空より)
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6号溝状遺構全景及び周辺の遺構群
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1号道路状遺構A・ B溝全景 (南 より)

1号道路状遺構A・ B溝全景 (東 より)
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1号道路状遺構A溝礫出土状態 (南西より)

1号道路状遺構 B溝礫出土状態 (西 より)
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1号道路状遺構A溝調査風景
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2号道路状遺構A・ B溝全景 (南東より)

2号道路状遺構A・ B溝全景 (南 より)
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2号道路状遺構 B溝礫出土状態 (南 より)

2号道路状遺構 B溝礫出土状態及び土層断面 (南西より)
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北俣↓調査区配石群及び瓦集中区遠景 (北西より)

Ⅷ

北偵」調査区配石群及び瓦集中区近景 (南東より)



図版 121
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北側調査区配石群 1(北西より)

北側調査区配石群 1及び瓦集中区調査状況 (南東より)
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北偵1調査区瓦集中区遺物出土状態及び土層断面 1(南西より)

北側調査区瓦集中区遺物出土状態及び土層断面 2(南西より)
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北狽1調査区瓦集中区下検出の 3号竪穴状遺構及び 2号掘立柱建物址 (北 より)

北狽1調査区配石群 2全景 (南東より)
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図版 125
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く1号住〉

1号・ 2号(1)住居址出土遺物

(2号住〉
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2号住居址出土遺物(動
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2号住居址出土遺物(働
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2号住居址出土遺物的
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2号住居址出土遺物(働
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2号住居址出土遺物(6)
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3号住居址出土遺物(1)
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3号住居址出土遺物②
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3号住居址出土遺物⑤
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3号住居址出土遺物(4)
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3号住居址出土遺物(5)
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3号住居址出土遺物0
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3号住居址出土遺物(7)
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〈4号住〉

〈3号住〉

3号 181・ 4号住居址出土遺物
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5号住居址出土遺物(1)
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5号住居址出土遺物(劾
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5号住居址出土遺物(働
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5号住居址出土遺物い
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5号住居址出土遺物(働
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10号 。12号 。14号住居址出土遺物
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〈16号住〉

〈15手説tと〉

(18手 }准と〉

15号・ 16号 。18号住居址出土遺物
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〈18手説tと〉

18号・ 19号 (1)住居址出土遺/77J

〈19号住〉
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19号住居址出土遺物(動



19号住居址出土遺物(働
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23号住居址出土遺物

22



〈24号住〉

24号・28号住居址出土遺物

〈28号住〉
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〈39手予4と〉

30号・32号・ 34号 。39号(1)住居址出土遺物



〈39手予在と〉

図版 153

〈41'夕 tと〉

39号(2)・ 41号・ 42号(1)住居址出土遺物

〈42手}tと〉
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42号住居址出土遺物(2)
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1 (43手チtと〉

42号0・ 43号・ 44号住居址出土遺物

1 〈441計 tと〉



図版 156

〈1号掘立柱建物 lr〉

〈1号方形周溝墓〉

9

〈7号配石遺構〉

1号掘立柱建物 ll「
。1号方形周溝墓・ 7号配石遺構出土遺物
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北狽1調査区瓦集中区 軒丸瓦,軒平瓦(1)%
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北側調査区瓦集中区 軒平瓦(2)%
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軒平瓦13),丸瓦(1)%北側調査区
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北側調査区瓦集中区 丸瓦(2)%
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北偵1調査区瓦集中区 丸瓦(3)%
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130

北俣1調査区瓦集中区 平瓦(1)%
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北側調査区瓦集中区 平瓦¢)%
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北狽1調査区瓦集中区 平瓦(3)%
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北狽1調査区瓦集中区 平瓦④ ×
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北狽1調査区瓦集中区 平瓦(働 %
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北狽1調査区瓦集中区 平瓦0,軒平瓦(4)%
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