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序文

　熊本県教育委員会は、白川河川改修工事に伴い、新屋敷１丁目、白川左岸
側の埋蔵文化財の調査を実施してまいりました。
　新屋敷遺跡は、大江遺跡群に近接し、奈良時代から平安時代にかけて、西
海道駅路の西、託麻国府が存在したと推定されている出水国府跡の北に位置
する遺跡です。このあと、国府は二本木へと遷っていくと考えられています。
このような立地から新屋敷遺跡は奈良、平安時代の政治的中心地の近隣の集
落の様子を垣間見ることができる遺跡です。主に８世紀から９世紀にかけて
の住居や建物、溝など集落跡が見つかりました。
　今回の調査によって出土した遺構、遺物により、その当時の人々の生活の
様子の一端を知ることができた反面、地下に保存されていた貴重な遺構らが
姿を消し、図面や写真等での記録保存となりました。この報告が今までの周
辺の調査や今後調査される発掘資料と併せて、この地域の歴史の資料の一つ
として活用していただくことを願っております。
　なお、本調査を実施するにあたり、文化財保護の観点から多大の御協力を
いただきました国土交通省熊本河川国道事務所、熊本市教育委員会及び地元
の方々、また御指導・御助言をいただきました諸先生方に深く感謝申し上げ
ます。

平成２４年３月２３日

熊本県教育長　山本　隆生　
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第１章　序章

　本書は、白川河川改修工事に伴い、熊本県熊本市新屋敷１丁目１－２１ほか１１筆に所在する「新屋敷遺

跡」を熊本県教育委員会が２００６年（平成１８年）から２００８年（平成２０年）に発掘調査し、その成

果を取りまとめたものである。

　新屋敷遺跡の所在する熊本平野は白川の下流域にあたり、熊本市の中心地に位置する。白川は阿蘇中央火

口丘の一つである根子岳を源として阿蘇カルデラの南の谷（南郷谷）を流下し、同じく阿蘇カルデラの北の

谷（阿蘇谷）を流れる黒川と立野で合流した後、溶岩台地を西に流下し、熊本平野を貫流して有明海に注ぐ、

流域面積４８０㎢、幹川流路長７４㎞の一級河川である。上流域には、これまで何度となく噴火を繰り返し、

大量の火山灰を噴出して、時には流域に甚大な被害を及ぼしてきた阿蘇活火山が位置している。流域はジョ

ーロ型になっており、流域の約８０％を占める上流域の阿蘇カルデラは、外輪山と火口原及び中央火口丘群

を形成して草原及び田畑が多く、また、細長い中流域は河岸段丘及び洪積台地上に田畑が多く、下流域は扇

状地及び沖積平野で熊本市街地が広がり、河口域は水田地帯となっている。流域の地質は、上流域では阿蘇

の火山活動によって生成された阿蘇溶岩を基盤とし、地表にはヨナと呼ばれる火山灰土が厚く堆積しており、

中流域は段丘砂礫層が黒色ロームで、下流域は沖積層で覆われている。新屋敷遺跡は標高約１４～１５ｍ、

遺跡の北東で蛇行する白川の流れが南西に直進する流域の左岸側に位置する。白川下流域は現在河川堤防の

整備が進んできているが、大雨の際には河川氾濫が心配される地域である。

第１節　調査に至る経緯
　熊本市新屋敷２丁目から１丁目の白川左岸において、国土交通省熊本河川国道事務所による河岸掘削工事

と築堤工事が計画された。工事予定地は新屋敷遺跡の南西端側の白川沿いであり、主に、古代～中世の遺跡

を包蔵することが予想されたため、平成１５年５月２７日、熊本県教育庁文化課に埋蔵文化財確認調査が依

頼された。これを受けて平成１６年２月１７日から３月１０日にかけて確認調査を行ったところ、古代の埋

蔵文化財の残存が確認された。よって、国土交通省熊本河川国道事務所と文化課の間で協議し、工事によっ

て遺跡が破壊される区域について、記録保存のための発掘調査を実施することとなった。

第２節　調査の契機となる白川河川改修工事について
　白川上流域の阿蘇地方は全国的にも雨の多い豪雨地帯である。降雨は夏期に集中し、梅雨前線による洪水

が多く、特に流域面積の約８０％を占める上流域（阿蘇カルデラ）の降水量が多いうえに、雨に流されやす

い火山灰土（ヨナ）を多量に含んで濁流となりやすい。

　また、中流部の河床勾配がおおむね１／１００～１／３００と他の河川と比べて急であり、扇状地である

熊本平野まで一気に洪水が流下することや、熊本市街地を中心とする下流域では川幅が狭いことから、濁流

によって多大な洪水被害が発生しやすいといった特徴がある。

　昭和２８年６月２６日（１９５３．６．２６）の大洪水では、阿蘇地方各所で山崩れが起き、火山基層を覆

う「ヨナ」が洪水で流されてきて熊本市内で氾濫、堆積し、かつてない甚大な被害を被った。　　

　この大水害を契機に、翌昭和２９年（１９５４）、「白川改修基本計画」が国により策定され、昭和３１年

（１９５６）にはこの計画に基づき白川の改修工事が、左岸は熊本市大江町渡鹿より河口、右岸は熊本市黒

髪町より河口に至る区間について始まった。昭和４２年 ( １９６７) に「白川改修基本計画」に基づいた「白

川水系工事実施基本計画」が策定された。さらに、熊本市を中心とする市街地の拡大、土地利用の高度化が

進み、資産の集中が更に進んだことから、昭和５５年３月（１９８０．３）には、「白川水系工事実施基本計

画」を全面的に改定した。
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　調査区が存在する明午橋から大甲橋間は、熊本の「森の都」にふさわしい景観を残す所で、樹木が両岸に

繁茂しており、川面に映しだされる樹木や立田山などと相まった景観や公園が熊本市民等から親しまれてい

るところである。しかし、この区間は特に川幅が狭く、堤防も整備されておらず、治水上非常に危険な区間

となっており、熊本市中心部を浸水被害から守るうえで重要な箇所となっている。治水と環境の調和を図る

べく、用地幅を小さくできる自立式構造の特殊堤を基本とし、堤防のデザインや水辺づくり、樹木の配置に

ついて住民の意向を採用しながら検討し、治水整備を進めている。

第３節　調査組織
　本工事に伴う埋蔵文化財発掘調査は、熊本県教育委員会が主体となり、熊本市教育委員会の協力を得て実

施している。また、調査に伴い関係機関の方々より各種の助言、指導も得ている。

　以下、当課の調査体制を記すとともに芳名を記し感謝申し上げたい。（敬称略、役職は当時）

平成１５年度（２００３）試掘調査

調査主体　　熊本県教育委員会

調査責任者　成瀬烈大（文化課長）

島津義昭（教育審議員兼課長補佐）

調査統括　　高木正文（主幹兼調査第１係長）

調査事務局　吉田　惠（課長補佐）

欄杭正義（主幹兼総務係長）

天野寿久（主任主事）

杉村輝彦（主事）

調査担当　　岡本真也（参事）

平成１８年度（２００６）本調査

調査主体　　熊本県教育委員会

調査責任者　梶野英二（文化課長）

江本　直（課長補佐）

調査統括　　高木正文（課長補佐兼調査第１係担

当）

調査事務局　吉田　惠（課長補佐）

高宮優美（主幹兼総務係長）

塚原健一（参事）

小谷仁志（主事）

調査担当　　坂口圭太郎（参事）

水上正孝（文化財保護主事）

遠山　宏（非常勤嘱託職員）

横田光智（非常勤嘱託職員）

平成１９年度（２００７）本調査

調査主体　　熊本県教育委員会

調査責任者　梶野英二（文化課長）

江本　直（課長補佐）

調査統括　　高木正文（課長補佐兼調査第１係担

当）

調査事務局　宗村士郎（教育審議員兼課長補佐）

高宮優美（主幹兼総務係長）

塚原健一（参事）

高松克行（主任主事）

調査担当　　坂口圭太郎（参事）

水上正孝（文化財保護主事）

遠山　宏（非常勤嘱託職員）

吉留　広（非常勤嘱託職員）

平成２０年度（２００８）本調査

調査主体　　熊本県教育委員会

調査責任者　米岡正治（文化課長）

江本　直（課長補佐）

調査統括　　高木正文（課長補佐兼調査第１係担

当）

調査事務局　宗村士郎（教育審議員兼課長補佐）

川上勝美（主幹兼総務係長）

山田京子（参事）

高松克行（主任主事）

調査担当　　坂口圭太郎（参事）

水上正孝（文化財保護主事）

前田真由子（学芸員）

吉留　広（非常勤嘱託職員）

平成２２年度（２０１０）調査報告書作成

整理主体　　熊本県教育委員会
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整理責任者　小田信也（文化課長）

木崎康弘（課長補佐）

整理総括　　村﨑孝宏（文化財調査第１係長）

坂田和弘（参事・文化財資料室長）

整理事務局　宗村士郎（教育審議員兼課長補佐）

元島　茂（高校教育課課長補佐兼総

務係担当）

山田京子（高校教育課参事）

松島英二（高校教育課主任主事）

整理担当　　宮崎敬士（参事）

水上正孝（文化財保護主事）

永田礼香（非常勤嘱託職員）

平成２３年（２０１１）調査報告書作成

整理主体　　熊本県教育委員会

整理責任者　小田信也（文化課長）

川上勝美（課長補佐）

整理統括　　村﨑孝宏（文化財調査第１係長）

坂田和弘（参事・文化財資料室長）

整理事務局　水元敬浩（高校教育課主幹兼総務係          

　　　　　　　長）

山田京子（高校教育課参事）

松島英二（高校教育課主任主事）

整理担当　　宮崎敬士（参事）

水上正孝（文化財保護主事）

前田佳代子（非常勤嘱託職員）

調査助言・指導及び調査協力者

新屋敷１丁目の方々　国土交通省九州地方整備

局熊本河川国道事務所　熊本市教育委員会

熊本市立白川小学校

調査・整理に伴う業務委託先

４級基準点測量及びメッシュ杭設置業務

株式会社埋蔵文化財サポートシステム

株式会社長田測量設計

空中写真撮影業務

株式会社九州航空

株式会社九州文化財研究所

出土遺物実測及びデジタルトレース業務（一部）

株式会社埋蔵文化財サポートシステム

株式会社有明測量開発社　　

遺構実測図デジタルトレース業務（一部）

株式会社埋蔵文化財サポートシステム

第４節　発掘調査の経過
　現地調査は４Ａ区、４Ｂ区は平成１９年１月１９日～３月３０日、４Ｃ区、５Ａ区は平成１９年７月２５

日～１１月２７日、５Ｂ区は平成２０年１０月２７日～平成２１年３月３１日に実施した。その間の経過は

以下のとおりである。（調査日誌より抜粋）

４Ａ区、４Ｂ区、　２００７年　（平成１９年）

1.19　４Ｂ区より表土剝ぎ開始。地表面より 30～

50㎝ほど掘削したところで無遺物層が出土する。

1.22　４Ｂ区、表土剝ぎ２日目、一部無遺物層と

思われる面の盛り上がりが見られる。

1.23　４Ａ区、表土剝ぎ開始。北西フェンス側で

SD1を検出。南東から北西の方向に向かっている。

1.24　調査区北側表土剝ぎとともに、調査区南側

から作業員を入れ、清掃等及び調査区壁面保護のた

めの土のう作りを始める。

1.25　表土剝ぎ終了。撹乱掘削開始。４Ｂ区、22

日に出土した無遺物層と思われる面の盛り上がりに

接している撹乱を掘削していくと、範囲が広がり、

無遺物層と思われる面の下にも瓦などの廃棄物が多

く存在していることが判明。

1.26　４Ｂ区、大きな撹乱掘削終了。全体的に２

層の掘り下げを始める。午後より４Ａ区の撹乱掘削

開始。

1.29　４Ａ区、SD1 掘削開始。調査区に面してい

る北側の道路と平行な状態で残存している。

1.30　昨日に引き続き４Ａ区、SD1掘削。

1.31　４Ａ区、SD1完掘。撹乱掘削。４Ａ区、４Ｂ区、

調査区のメッシュ杭設置。
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2.1　４Ａ区、撹乱掘削を行う。降雪のため午後よ

り土器洗いを行う。

2.2　４Ａ区、撹乱掘削。２層の掘り下げを始める。

４Ｂ区、掘り下げ終了。遺物は主に古代の土師器、

須恵器。西側清掃、遺構検出。遺構検出状況写真撮影。

南西側に縦３基、横３基、きれいに並ぶ SP群（SB1）

と竪穴住居の密集地帯検出。

2.5　４Ｂ区、SB1、SP、SK1、SK2 半裁。

2.6　４Ａ区、掘り下げ終了。遺物は４Ｂ区と同様、

主に土師器、須恵器。清掃。遺構検出を行うが、はっ

きりとラインが確定できない。４Ｂ区、SB1P1 ～

P9 土層断面写真撮影、実測作業。

2.7　４Ａ区、清掃。遺構検出。午後は県庁にて全

員研修参加。

2.8　４Ａ区、遺構検出。遺構検出状況写真撮影。

４Ｂ区、SP掘削。SB1掘削。SB1完掘状況写真撮影。

2.9　雨のため現場作業中止。

2.13　４Ａ区、SI1 ～ SI5 掘削開始。SI1 住居内遺

構検出。SI1、SI2 主柱穴検出状況、SI4 かまど検出

状況写真撮影。

2.14　雨のため現場作業中止。

2.15　４Ａ区、SI5 掘削。SP 実測。SI1 遺物出土状

況、SI1 ～ SI3、SI5 土層断面撮影。

2.16　４Ａ区、SI1、SI2 実測。SI2、SI3、SI5 完掘

状況、SD1 完掘状況、土層断面、SI6 埋土 1層下面

硬化面撮影。

2.19　４Ａ区、SI7、SI8 掘削。SI3、SI5 ～ SI8 生

活面①、SI8 硬化面平面図実測。SI7 検出状況、完

掘状況。SI8、SI6 硬化面検出状況撮影。

2.20　４Ａ区、SI8 ～ SI11、SK6 掘削。SP 実測、

SI10 平面、SI8、SI10 土層断面実測。SI8 ～ SI10

土層断面、SI11硬化面検出状況撮影。

2.21　４Ａ区、SI9 主柱穴掘削。SI6 埋土２層、３

層掘削。SI11硬化面、貼床埋土除去。

2.22　４Ａ区、SI12 掘削。SI9、SI11平面図、SI6、

SI4 土層断面図実測。SI12硬化面、焼土検出状況写

真撮影。４Ｂ区、SI13 掘削。遺構検出。遺構検出

状況写真撮影。

2.23　４Ａ区、SI4 かまど掘削。SI10 平面図実測、

SI4 かまど残存部、SI14 硬化面出土状況、SI20 硬化

面出土状況、SI19、SI20、SI22 土層断面写真撮影。

４Ｂ区、SI14、SI16、SI18、SI20、SI22、SI23 掘削。

SI18、SI19、SI22 土層断面実測。

2.26　４Ｂ区、SI20 硬化面除去と主柱穴検出。

SI24 掘削。SI14 硬化面除去後主柱穴検出。SI20 土

層断面、SI14 土層断面、柱穴断面、SI20 生活面、

SI24、SI16 平面図実測。

2.27　 ４ Ａ 区、SI30 ～ SI33、SI35 掘 削。SI6、

SI32 埋土１層下面平面図実測。

2.28　４Ａ区、SI12かまど出土状況（粘土、砂岩）

断面、４Ｂ区、SI20 柱穴土層断面実測。４Ｂ区、

SI20 完掘状況、SI28 硬化面出土状況写真撮影。

3.1　４Ａ区、SI36、SI38、SI39 掘削。SI32、SI39

土層断面実測。SI32土層断面、SI12硬化面検出状況、

SI32、SI33、SI38、SI39 検出状況写真撮影。４Ｂ区、

SI21、SI25、SI28、SI29 掘削。SI25土層断面実測。

SI21 硬化面出土状況、SI28 完掘状況、SI15 検出状

況、SI25、SI28土層断面写真撮影。

3.2　４Ａ区、SI32、SI35 ～ SI37、SI39、SI31、掘

削。SI32 柱穴断面実測。SI36、SI12 検出状況写真

撮影。４Ｂ区、SI21、SI25掘削。SI15、SI21土層断

面、SI25かまど残存部分実測。SI25かまど（粘土・

砂岩・焼土）出土状況、SI21柱穴検出状況写真撮影。

3.5　現場中止。

3.6　４Ａ区、SI42、SI43 掘削、SI40 遺構検出、

SI42かまど残存状況、SI40 遺構検出状況写真撮影。

４Ｂ区、SI21、SI25遺構検出、SI28土層断面実測、

SI21、SI25遺構検出状況写真撮影。

3.7　４Ａ区、SI31、SI44 埋土１～３層掘削。SI

12、SI44、SI36K1、K2 土層断面実測。SI44 土層

断面、SI34 硬化面除去後検出状況、SI22、SI25 完

掘状況写真撮影。

3.8　４Ａ区、SI34 埋土３層掘削及び検出、SI31

柱穴掘削、SI46 掘削。土層断面 SI34、SI36 実測。

SI31完掘状況、SI34 検出状況、写真撮影。４Ｂ区、

SI15 検出及び検出状況写真撮影。

3.9　係会議のため現場中止。

3.12　４Ａ区、SI34 主柱穴半裁、SI37、SI34 柱穴

土層断面実測、SI46土層断面撮影。４Ｂ区、SI36

掘削、SI15主柱穴断面実測、SI26 硬化面、焼土検
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出状況、SI15 完掘状況撮影。

3.13　４Ａ区、SI48 掘削、SI49 掘削、SI48主柱穴

断面実測、SI46、SI31 土層断面実測、SI34 完掘

状況、SI48 埋土 1層下面（生活面）完掘状況撮影。

４Ｂ区、SI26かまど掘削、SI26 粘土、焼土範囲実測、

SI26かまど出土状況写真撮影。

3.14　４Ａ区、SI50 掘削、SI48 貼床除去。４Ｂ区、

SI48 平面図実測。

3.15　雨のため作業中止。

3.16　４Ａ区、掘り残し確認のための精査。SI47 掘

削、SI50 かまど掘削。４Ｂ区、SB1 実測。

3.19　４Ａ区、４Ｂ区、全面清掃。空中写真撮影。

3.20　４Ｂ区、写真撮影のための清掃、SI26、SI

51、SI52平面図実測、SB1 完掘状況撮影、SI28 完

掘状況撮影、SI51、SI28完掘状況撮影、SI51かまど

出土状況写真撮影。SI51かまど土層断面写真撮影。

現場内片付け開始。

3.23　４Ａ区、調査区断面実測。

3.26　図面最終確認。

3.27　発掘調査現場撤収。物品、遺物、収蔵庫へ

搬入。

４Ｃ区、５Ａ区、　２００７年　（平成１９年）

7.25　５Ａ区、表土剝ぎ開始。ＧＬより約 70㎝ほ

ど掘削したところで無遺物層が出土する。

7.26　５Ａ区、調査区北側表土剝ぎとともに、調査

区南側から作業員を入れ、清掃等及び調査区壁面保

護のための土のう作りを始める。

7.27　４Ｃ区、表土剝ぎを南側から開始。ＧＬより

約 60㎝ほど掘削したところで無遺物層が出土する。

途中、建物の基礎と思われる集石が出土したため、

その上面の高さで表土剝ぎを進めていく。４Ｃ区、

表土剝ぎ終了。

7.30　４Ｃ区、清掃。建物の基礎集石、撹乱等を検

出する。調査区の４級基準点設置とメッシュ杭設置。

7.31　４Ｃ区の撹乱等も近世遺構の可能性があるた

めに半裁しながら撹乱を掘削していく。建物の基礎

集石の清掃。

8.1　４Ｃ区、先日に引き続き建物の基礎集石の清

掃を行い、実測を進める。中央付近遺構検出。

8.2　台風５号接近のため、養生を行う。

8.3　雨のため作業中止。

8.6　４Ｃ区、南側の撹乱掘削。SK4 土層断面、SK5、

SK6 遺物出土状況、SK7 遺物出土状況、SP35～ SP

37土層断面撮影。

8.7　４Ｃ区、南側の撹乱掘削。SA1、SP35 ～ SP

37、SK4、SK6 土層断面実測。

8.8　４Ｃ区、撹乱掘削。SP、SK 半裁。SK4、SK6

平面図、SK13、土層断面実測。SK13、SK1、SK3

土層断面撮影。

8.9　４Ｃ区、SB1 清掃。SK1、SK3、

SK2、SK7 土層断面実測。SB1 撮影。

8.10　係会議のため現場中止。

8.16　４Ｃ区、SE1 掘削。中からプラスチック製品

が出土、使用しなくなったのは 20年ほど前のよう

である。SP群、土層注記後、完掘。SB1 実測用メッ

シュを張り集石実測。　

8.17　４Ｃ区、SE1 周辺部掘削。SP 群、土層注記

後完掘。

8.20　５Ａ区、清掃し撹乱検出、半裁。現代物が

出た場合には完掘。集石実測。遺構検出状況撮影。

8.21～２７　５Ａ区、撹乱、SP半裁。４Ｃ区、SB1

集石、SP断面実測。SP74 半裁状況撮影。

8.28　４Ｃ区、SB1、SE1 清掃、写真撮影。

8.29　４Ｃ区、SB1 集石半裁、断面図実測、撮影。

坂口参事、基礎集石についての調査指導のため来跡。

8.30 ～ 9.4　４Ｃ区、SB1 基礎集石半裁、断面図実

測。５Ａ区、調査区南西部掘り下げ。

9.5　５Ａ区、調査区南西部清掃、遺構検出。

４Ｃ区、SB1断面図実測。SX12、SK26土層断面撮影。

9.6　５Ａ区、　南西部遺構検出。検出状況撮影。

9.7　５Ａ区、SP、SD、SK 半裁。SP61、SP57、SP

63、SP70土層断面実測、撮影。高木補佐、調査指

導のため来跡。

9.10　４Ｃ区、１層（中世～近世）清掃、全体写真

撮影。

9.11　５Ａ区、清掃、近世末から近代遺構検出。

SK11、SK16土層断面実測、写真撮影。南西部、１

層の下に砂層が厚く入る。白川洪水時の砂層か？

9.12　５Ａ区、近世末～近代遺構完掘。４Ｃ区、
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SK26、SK2、SK7 完掘状況。５Ａ区、集石出土状況、

南東部分整地層写真撮影。

9.13　５Ａ区、近世末～近代遺構完掘。SK35 甕出

土状況、撹乱 31～ 34（近代の柵列か？）撮影。

9.14　５Ａ区、清掃。近世末～近代遺構完掘状況撮

影。

9.18　係会議のため現場中止。

9.19　４Ｃ区、中央部１層掘り下げ。５Ａ区、南西

部ベルトはずし。

9.20　４Ｃ区、北東部遺構検出（古代）。SB2 検出

9.21　４Ｃ区、南東部遺構検出（古代）。

9.25　４Ｃ区、北側古代 SP半裁。

9.26　４Ｃ区、SP 半裁（古代）。SP 上端のみ実測。

20日検出の SB2 は、SP 位置が悪く、認定は見送る。

SB3、SB4 検出

9.27　４Ｃ区、SB3、SB4 柱穴半裁、土層断面撮影。

SB5、SB6 検出。

9.28　４Ｃ区、SP検出半裁。SB5柱穴土層断面撮影。

10.1　４Ｃ区、北東部清掃、SP 検出。５Ａ区、北

東部から中央部清掃、古代の遺構検出。４Ｃ区、

SB6 土層断面撮影。 ５Ａ区、古代～中世遺構検出

状況撮影。

10.2　４Ｃ区、古代～中世 SP清掃、土層断面実測。

SB3、SB4 柱穴土層断面実測。

10.3 ～９　４Ｃ区、SP 掘削。５Ａ区、SP 半裁。

５Ａ区、SA1、SB1 柱痕が残っている。SP 土層断

面実測。４Ｃ区、SB3、SB4 完掘状況。５Ａ区、

SB1 土層断面撮影。

10.10　４Ｃ区、南側 SP 完掘。北東部、古代～中

世遺構検出。検出状況撮影。坂口参事来跡。

10.11　４Ｃ区、SP 完掘。古代～中世遺構配置略

図作成。南側遺構検出状況撮影。５Ａ区、SP半裁、

ピット柱痕実測。SB3P1～ P5土層断面、SA1P1～

P3土層断面撮影。坂口参事より４Ｃ区の長い土坑の

切り合いは墓の掘り直しではないかと助言を受ける。

10.12　５Ａ区、SP 半裁。４Ｃ区、SB3 完掘状況。

５Ａ区、SB1 完掘状況、南端側遺構検出状況写真撮

影。５Ａ区の南側は住居がなく、長方形の土坑が多

くなる。おそらく住居区の切れ目で、ここから墓域

となるのではと思われる。

10.15　５Ａ区、SK44 半裁。SK44は、土層に黒い

土が縦に入っていたため木棺墓と思われる。その横

にあるやや短い方形の土坑（SK46）は小児用の墓で

はないかと思われる。SB2、SB3、SK44 土層断面、

SA2P1土器出土状況撮影。

10.16　５Ａ区、SI1 ～ SI4 掘削。SK44、SI2 土層

断面実測。SI2 生活面（かまど出土状況）、SI1 生活

面（硬化面出土状況）、SI3 生活面①出土状況写真

撮影。SK44 北側より金属片出土、木棺のつなぎの

部分と思われる。

10.17　５Ａ区、SI1 生活面①、SI2、SI3 掘削。SI1

土層断面実測。SK44金属出土状況、SK44、SK46

埋土２除去状況、SK44、SK46 完掘状況、SI4 生活

面①、SI4 遺物出土状況、SI1 生活面②出土状況、

SI2 かまど断面、SI4P1、P2 半裁状況、SI3 生活面

完掘状況撮影。

10.18　SI2 かまど残存、SI7 生活面①、SI8 生活面

①、生活面②、SI6 生活面①、生活面②、SI3 生活

面、SI4 生活面②、SI5 生活面掘削。SI2 かまど残

存状況、SI1 かまど断面、SI6 生活面、SI8 生活面①、

SI7 生活面①（硬化面）、SI6 生活面②と遺物出土状

況、SI5 生活面、硬化面範囲撮影。

10.19　係会議のため現場中止。

10.22　４Ｃ区、SI13硬化面範囲検出、SI1壁溝掘削、

崩落粘土が埋２層まで入っているので、埋２層まで

掘削。SI9 硬化面範囲検出、SI10 埋土掘削。５Ａ区、

SI5 かまど残存部分実測、SI8、SI6、遺物出土状況、

４Ｃ区、SI13 硬化面範囲、SI9 硬化面範囲、SI13

P1 実測。SI13、SI9 硬化面検出状況撮影。

10.23　４Ｃ区、SI13、SI1、SI9、SI8 掘削、５Ａ区、

SI7 掘削。SI5 かまど残存部分実測。４Ｃ区、SI13

生活面①完掘、生活面②検出、SI9 生活面①検出、

５Ａ区、SI5 かまど断面撮影。

10.24　４Ｃ区、SI1 生活面、かまど断面、SI13生

活面③、生活面②、SI6 生活面①掘削。４Ｃ区、

SI13ピット、SI9 土層断面、５Ａ区、SI5 かまど

残存状況実測。４Ｃ区、SI1 土層断面、SI9 土層断

面、SI1 かまど断面、SI6 検出状況、SI13生活面②、

SI13 生活面③検出状況。

10.25　４Ｃ区、SK38、SK40 半裁、SI1 埋土掘
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削。４Ｃ区、SI1、SI8、SI7、SK37、SI19 土層断

面、５Ａ区、SI5 柱穴断面実測。４Ｃ区、SP192 土

器出土状況、SK40、SI6、SI6P1 土層断面、５Ａ区、

SI5 生活面①完掘状況。４Ｃ区、SP192 土器出土状

況、SK40 土層断面、SI6 土層断面、SI6P1 土層断

面撮影。

10.28　雨のため現場中止。

10.29　４Ｃ区、SI9、SI6 掘削、SI8 主柱穴 P1 ～

P4実測。

SI9 生活面②完掘、SI9 完掘。SI10、SI11、SI12 検

出状況、SI11遺物出土状況、SI8 土層断面、SK37

遺物出土状況、SK39土層断面、SI6 完掘状況撮影。

10.30　 ４ Ｃ 区、SK38、SK40、SI8、SI15 掘 削。

４Ｃ区、SI8 完掘状況、SI11かまど断面、SK45土

層断面、SI15 生活面①完掘、SI8 掘方状況、SK40

完掘状況、SK38土層断面、SK39 完掘状況撮影。

10.31　４Ｃ区、SI1 清掃。５Ａ区、SI4、SI1 かま

どトレンチ、 ４Ｃ区、SI1 完掘状況、　SI1 金属製品

出土状況、SB7、SB8、５Ａ区、SI4 生活面③完掘

状況撮影。

11.1　４Ｃ区、SI2 ～ SI5 掘削。住居内主柱穴を検

出後、半裁。４Ｃ区、SI11かまど掘方検出状況。

５Ａ区、SB7 生活面①完掘状況撮影。

11.2　４Ｃ区、SI2 ～ SI5 かまどにトレンチを入れ

構造を調べる。SI3 のかまどでは、砂岩の位置から、

かまどが２基あり、住居が２基あると考えられたか、

同一住居内でかまどの作り替えが行われたと考えら

れる。４Ｃ区、SI4P1 ～ P2 土層断面、SI2P1 ～ P2

土層断面、SI3P1 ～ P5 土層断面、SI13生活面完掘、

SI5 土層断面、SI1 かまど支柱確認状況、SI2 かま

ど断面、SI5 かまど断面、SI4 かまど断面。５Ａ区、

SI2 かまど土層断面、SI5 かまど土層断面。

11.5　４Ｃ区、SI3 ベルト横にトレンチを入れる。

SI15 掘削。５Ａ区、SI1 かまど断面。10 時 30 頃

から雨のため、土器洗いに作業を変更する。

11.6　雨のため作業中止。

11.7　４Ｃ区、SI17、SI17かまど完掘、SI3 かまど

完掘、SI4 かまど完掘、SI5 かまど完掘。５Ａ区、

SI2 完掘、SI1 かまど完掘、SI10ピット検出。４Ｃ

区、SI17生活面①完掘状況、SI17かまど土層断面、

SI5 かまど袖跡検出状況、SI3 かまど残存状況、SI4

かまど焼成面確認状況、SI5 かまど残存状況、SI13

土層断面、SI13 加工面完掘状況。５Ａ区、SI1 生活

面①完掘状況、SI10 生活面①完掘状況、SI1 かまど

完掘状況、SI1 生活面①完掘状況、SI2 かまど完掘

状況写真撮影。

11.8　４Ｃ区、SI12 生活面、SI17生活面①完掘、

SI15 生活面①完掘、SI2 かまど掘削。５Ａ区、SI5

かまど完掘、SI1 壁溝、SI7 柱穴検出。４Ｃ区、

SI10 ～ SI12 位置状況、SI17生活面①完掘状況、

SI15生活面①完掘、SI2 かまど粘土残存状況、SI12

生活面①検出状況。５Ａ区、SI5 かまど完掘状況。

11.9　４Ｃ区、SI2 ～ SI5 生活面①、SI2 かまど掘

削、SI17清掃、SI17かまど掘削、SI3 かまど掘削、

SI4 かまど掘削。５Ａ区、ピット掘り残し完掘、SK

43、SI1 掘削、SI7 内 SK 掘削。４Ｃ区、SI16P1 ～

P2 土層断面、SK41断面、SK37 完掘。SI2 ～ SI5

生活面①完掘、SI17土層断面、SI17かまど残存状況、

SI3 かまど残存状況、SI4 かまど残存状況。５Ａ区、

SK43土層断面撮影。

11.10　４Ｃ区、SI10 ～ SI12 清掃、SI3 かまど北側

トレンチ掘削、SI19 生活面①掘削。５Ａ区、SI7 掘

削。SI1 生活面②完掘、清掃をかけ掘り残し掘削。

４Ｃ区、SI2 かまど残存状況、SI3 土層断面、SI4、

SI2、SI5、SI10、SI24 土層断面、SI11、SI12 生活

面①完掘状況、SI10、SI24 生活面（硬化面検出状況）。

５Ａ区、SI7 生活面②完掘状況、SI1 壁溝検出状況、

SI1 生活面②完掘状況撮影。

11.13　坂口参事来跡。４Ｃ区、SI3 埋土②掘削、

SI19 生活面②掘削、SI4 かまど焼成面清掃、SI4 生

活面②検出遺構掘削、SI28 掘削、壁断面。５Ａ区、

掘り残し SP掘削。４Ｃ区、SI19 生活面②遺構検出、

SI4 かまど焼成面遺物出土状況（生活面②）、SI4 完

掘状況、SI28遺構検出状況。５Ａ区、SA3P1 ～ P3

土層断面、SK53、SK54 土層断面、SK55 遺物出土

状況写真撮影。

11.14　４Ｃ区、５Ａ区、清掃。４Ｃ区、壁断面撮影。

11.15　空撮。遺物整理。

11.16　４Ｃ区、５Ａ区、取り残しを遺構くんで実

測を進める。４Ｃ区、５Ａ区、壁断面実測。土層注記。
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11.19　４Ｃ区、５Ａ区、取り残しを遺構くんで実

測を進める。壁断面清掃、実測、掘り残し等を掘削、

SK52 土層断面、完掘状況、SI24 加工面完掘状況、

SI24金属製品出土状況写真撮影。

11.20　４Ｃ区、SI19 土層断面、SK53土層断面、

SI10、SI19、SI36 掘方、SK53 検出状況、SI4 生活

面③かまど掘方撮影。掘り残し等を掘削する。

11.21　４Ｃ区、SK54、SK53完掘、SK54 土層断面、

SK53 完掘状況、SK53遺物出土状況撮影。南側３

層を掘り下げ、縄文遺構を探す。

11.22　４Ｃ区、実測。

11.26　４Ｃ区、SK55～ SK57掘削、撮影。オリー

ブ色の土に黒の混じりのある土が縄文時代の遺構で

あると捉える。南側埋め戻し終了。４Ｃ区、５Ａ区、

実測終了。

11.27　埋め戻し終了。

５Ｂ区、２００８年　（平成２０年）

10.27　５Ｂ区、重機による表土剥ぎ開始。調査区

北東側では、以前の建物が半地下構造のため、遺構

が壊されていた。

10.28　重機による表土剥ぎ２日目。４Ｃ区と同様

に、近現代の基礎と思われる集石が出土する。本日

より、作業員入り、土のう作り、撹乱掘削等を始める。

10.29、30　終日撹乱掘り。撹乱検出状況撮影。

10.31　北西部清掃、SD1 トレンチ掘削。午後より

雨のため作業中止。

11.4　SD1、撹乱掘削。SB1（近現代の建物の基礎石）

検出状況撮影。

11.5、６　撹乱掘削。

11.7　SD1、SK1 完掘。２層掘り下げ。SD1、SK1

断面図実測。SD1、SK1 土層断面、完掘状況撮影。

11.10　係会議のため現場中止。

11.11　SB1集石の清掃。SK2、SK3半裁。SK2、SK3、

SD2、SK4 検出状況、SK2、SK3 土層断面、SD2 断

面撮影。

11.12　SB1 集石の写真撮影のため、清掃。撮影後

平面図実測。

11.13 ～19　長田測量メッシュ杭設置。SB1 集石

の平面図、断面図実測。

11.20　SB1 集石完掘。完掘状況撮影。その後、２

層を３㎝程掘り下げていく。

11.21　２層掘り下げ。住居のかまどに付随する粘

土等が出土しているとことがあり、気をつけて掘り

下げていく。

11.25　清掃し、遺構検出。SK4 ～ SK9 半裁。SD3

～ SD6掘削。SK1～ SK3、SD1、SD2実測。近世遺

構出土状況、SK4、SK5、SK7、SK9 土層断面、SD3

～ SD6土層断面撮影。

11.26　調査区中央部付近で、１層土が厚く残って

いたので、少し掘り下げ、再検出を行う。前日検出

したSK、SDを半裁、掘削する。SD3～SD6土層断面、

SK4 ～ SK8、SK10、SK12～ SK16 土層断面実測。

SK10、SK8、SK6、SK12～ SK14、SK11土層断面、

中央部検出状況撮影。

11.27　SK11、SK17、SK18 土層断面実測。SK17、

SK18土層断面撮影。途中から雨が降り出す。

11.28　SK5、SK8、SK12～ SK14、SK6、SK18 完掘。

中世～近代の遺構実測。SK9 断面実測。SK5、SK8、

SK6、SK12～ SK14、SK18 完掘状況撮影。

12.1　中世～近代の遺構完掘状況撮影のため清掃

を行う。調査区南西部、一部表土剥ぎが足りていな

かった所があったので重機掘削を行う。SX1、SD7、

SK19 土層断面実測。SK15、SK16、SK7、SK11、

SK4 完掘状況、SX1、SK19、SD7 土層断面、北東

部中世～近世遺構完掘状況、古代遺構検出状況撮影。

12.2　南西部重機掘削。北西端に向かって、かなり

落ちていく。SD20 ～ SD23 半裁。SD8掘削。SD20

～ SD23土層断面実測。SK17完掘状況撮影。

12.3　南西部重機掘削したところの撹乱掘削。

SK20 ～ SK23完掘。SK24、SK25 半裁。SD8 完掘。

SK20 ～ SK23、完掘状況撮影。

12.4　中世～近世遺構の完掘状況の全景写真と古

代の遺構検出状況の撮影。

12.5、8　雨のため現場中止。

12.9　SD8 掘削。SK27～ SK29 撮影。SP 掘削。柱

痕の残るもの多い。

12.10　中央部検出 SP、SD 半裁、実測、土層断面

の撮影。

12.11　SP36、SP29、SP45、SP33、SP74、SP70、
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SP39、SP23、SP31、SP81半裁、土層断面実測、撮影。

12.12　SP34、SP85 ～ SP89、SP16、SP91、

SP92、SP30、SP94、SP99 ～ SP101、SP104 半裁、

土層断面実測、撮影。

12.15　SP111、SP122～ SP124、SP126、SK36 ～

SK42半裁、土層断面実測、撮影。

12.16　SP128、SP135、SP136、SP59、SK43 ～

SK47半裁、実測、撮影。SK36 ～ SK39、SK45 ～

SK47完掘、撮影。SP131遺物出土状況撮影。SK41

中から粘土が出土。焼けているため、かまどの石と

考えられるが、焼土等が見当たらない。

12.17、１８　SK、SP の完掘を進める。掘立柱建物

の検出。SB2、SB3 を想定する。

12.24　SK54、SK35、SK51土層断面、SK57遺物出

土状況、SB2P1 ～ P6 土層断面実測。SK35、SK51、

SK58、SK60、SK61土層断面、SK53、SK39、SK33

完掘状況、SK57遺物出土状況、SB2P1 ～ P6 土層

断面撮影。

12.25　北部を清掃、遺構検出を行う。

12.26　中央部を清掃、遺構検出を行う。

２００９年　（平成２１年）

1.5　SK63、SK41、SK67～ SK70半裁、SK60、SK61、

SK58、SK67 完 掘。SK41、SK63、SK68、SK67 土

層断面実測。SK67、SK63、SK41、SK68～ SK70土

層断面、SK60、SK61、SK58、SK67完掘撮影。

1.6　SI1 ～ SI3 掘削。

1.7　SK75 ～ SK77 半裁。SK75、SK79 土層断面

実測、SK75 ～ SK77、SK80 土層断面、SK78 遺物

出土状況、SK75 焼土範囲撮影。

1.8　SK、SP の半裁を完掘していく。

1.13　SI6 かまどトレンチ掘削、SI5 硬化面範囲掘

削、SK89 半裁、SK84完掘。SP202、SK76土層断

面（引き直す）SP2 完掘状況、SI5 生活面①硬化面

範囲、SK89土層断面、SK84完掘状況、SI6 かまど

土層断面、SI5 銅製品出土状況。

SI5 埋土１層より銅製品出土する、装身具と思われ

る。

1.14　SD15とその付近の SP、SK 半裁、完掘。SI6

かまど断面、SK断面実測。

1.15　作業を止め、調査員で SB、SP 等を整理し、

SI の切り合いを検討する。

1.16　SI、SP、SK 等の掘削。SI5 硬化面が何枚も出

土する。硬化面ごとに生活面として実測、写真記録

を行っていく。焼土、粘土が入っている SP につい

ては、SI 廃棄時に SP に捨てたものではないだろう

か。

1.19　SI、SP、SK 等の掘削。SB4P1 ～ P6 断面、

SI5P1、P2 断面、SK92、SK94～ SK96、SP237 断

面実測。SB4P1 ～ P6 土層断面、SI5 生活面③ P1、

P2 検出状況、SK94 ～ SK96、SP237土層断面、

SI8生活面①P1検出状況、SI5P1、P2土層断面撮影。

SI5 は５Ａ区の SI6、SI8 は５Ａ区の SI3 とつながる。

1.20　SI、SP、SK 掘削。SI8P1 断面、SP244断面、

SP239、SP240、SP97 断面実測。SB4 完掘状況、

SK90 完掘状況撮影。

1.21　北側 SP、SK 掘削。SK55、SK97、SK64断面

実測、SK97、SK55、SK64、SK52土層断面撮影。

1.22　雨のため現場中止。

1.23　中央部半裁 SP、半裁 SK完掘、SI7 掘削。SA1、

SA2 実測。SI13、SI14完掘状況撮影。

1.26　中央部住居掘削。SI7 に関して、大きさが２

ｍ前後と小さいため、外柱の可能性を考え、検出を

していくと１基は確認できたが、後の３基は確認で

きない。

1.27　中央部 SI 掘削。

1.28　SI7 焼土範囲トレンチ、SI6 かまど粘土外し、

SI13生活面①掘削、SI1 生活面①掘削、SI15、SI5

完掘。SI13 柱穴断面、SP175 石出土状況、SK107

断面実測。

1.29　SI1 柱穴半裁、SK107 粘土を表出させる。

SI13生活面①柱穴実測。SI7 鉄製品出土状況。午後

より雨がひどくなり現場中止。

1.30　雨のため現場中止。

2.2　中央部 SK掘削。SK106 粘土出土状況、SI1P1

～ P6 断面、SX3 断面、SK103 完掘状況、SK107、

SI1P6、Ｐ７断面、SX3 機能面撮影。

2.3、４　SI1、SI7、SI9、SI11、SI13 掘削。SP273

遺物出土状況、SX3 完掘状況、SI9、SI10 硬化面範囲、

SI7 生活面②硬化面範囲、SI13生活面①完掘撮影。
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2.5　北側の SI、SK 掘削。SK108、SK280、SK109

断面、SK54、SK94、SK48～ SK50完掘状況、SP243、

SP284断面。SK35、SK46、SK52、SK51、SI1生活

面①完掘状況、SK56 遺物出土状況、SI7 生活面②

検出状況撮影。

2.9　SI16 柱穴半裁、SI9 硬化面検出、SD11 掘

削。SI7P1 ～ P3 断面、SI9 硬化面範囲、SK113 ～

SK115断面、SI8P2 断面、SI16 生活面①検出、SI9

土器出土状況、紡錘車、土器出土状況撮影。

2.10　SI2 生活面①掘り下げ、SI9 硬化面外しと

柱穴検出、SI4 柱穴検出、SP291写真撮影のため

土器の清掃、SI13 生活面①完掘。SK116、SP11、

SP292、SP293、SI8、SI13 断面、SI8 完掘状況、

SP291遺物出土状況撮影。

2.12　SI9、SI13、SI4 を調査。SI9 生活面②検出状

況、SP298、SP111、SP299、SI13K2、SI9P1 ～ P4

断面、SP291遺物出土状況②、SP301、SI4P1、SI13

完掘状況、SP303土層断面撮影。

2.13　中央部 SI 調査。SP304 ～ SP306、SP310、

SD12、SK118 断面、SI9 硬化面範囲、生活面②、

SK107完掘状況、SI9 生活面③硬化面範囲、柱穴検

出状況、SI2 生活面①検出状況、SI14 生活面①検出

状況撮影。

2.16　SI9 生活面③、SI13、SK106、SK108、SK109

完掘。SA3、SA4 完掘。SI9 生活面③硬化面範囲と

検出状況、SI9 生活面③ P5～Ｐ８、SI13生活面①

P1、P2、SA3P1、P4、P5、SP312 断 面、SK106、

SK108、SK109、SA1、SI9 生活面③完掘状況撮影。

SI9 の下に遺構が検出される。

2.17　SI9、SI1、SI14 生活面①完掘、SI10 生活面

①硬化面検出、SD15（南端の近代大溝）完掘。

SI10 生活面①硬化面範囲、SI14 生活面①完掘状

況、SI10 生活面①検出状況、SK120、SK324～ SK

326 検出状況、SI10P1 断面、SD15 完掘状況撮影。

SD15は、まだ底までは出ていないが、下げると危

険なため、下への掘削を止める。

2.18　SP329 完掘、SI15、SI3、SI14ベルトはずし、

SI1 完 掘。SK120、SP324 ～ SP326、SI2P1、P2、

SI3、SI14 断面、SI1 完掘状況、SI10 生活面②検出

状況撮影。

2.19　SI16P1 ～ P3 半裁、SI14、SI3 完掘、SI17P1

～ P3 完掘、SP332半裁、SI16生活面①完掘。

2.20　SI7 完掘、下から SP3 基検出、SI9 下から SI

18が検出。SD13、５Ａ区では住居の角として認定

していたが、５Ｂ区では方形に広がらず、長方形と

なるため、SD13とする。

2.23　午前中天候が崩れたため土器洗い。午後よ

り工事立会の遺構掘削。SI10 柱穴半裁、SI16 断面、

SI19 検出状況撮影。

2.24　SI19P1、SI11P1、SI10P3、SI2P2、SK121、

SI2P3、P4 半裁、SI18生活面①検出、P1～ P4半裁、

SI20 検出、SK96、SI18生活面①完掘、SI11硬化面

範囲検出。

2.25　SI18、SI16 完掘、SI11生活面①完掘。SI20

トレンチより縄文土器が出土、SI20 の下に縄文の

土坑が検出される。午後より雨がひどくなり、土器

洗いに変更する。

2.26　SI10、SI11、SI19 を中心に作業を進める。

SI19、SI10 完掘。

2.27　SI11、SI12 完掘。

3.2　SI12P1、SP351、SP354、SD14 半 裁、SI12、

SI20 生活面②、SI17検出。

3.3　SD15（南側部の大溝）の縁の黒い土を掘削し

ていく。小さい溝 SD16、SD17を検出。SD15は緑

色のような土で段になって底へ落ちているため、白

川の支流ではなかろうか。

3.4　SI20P1、P2、SI6P2、SP357、SP370 半裁。

SI6 かまどと想定していたところは、焼成面が認め

られないことと、柱穴が焚口付近にあるため、かま

どの想定を外す。

3.5　SD16 完掘、SK123 半裁、完掘。SI6、SI21 か

まどトレンチ、SI20 完掘。

3.6　係会議のため現場中止。

3.9　SD15は底まで掘削できなかったため、トレ

ンチを開けて底まで掘る。しかし、1.5 ｍほど掘っ

ていったが底まで掘ることはできなかった。

3.10　SI21かまどにトレンチを入れ状況を調べる

と、粘土などは残っていたが、焼土、焼成面などは

無く、掘方が残っている状況であった。

3.11　SI21完掘。午後より空撮のため全面清掃。
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3.12　午前中昨日の清掃の残りを清掃する。11時

30 頃空撮。午後より北側、南側を掘り下げて、縄

文遺構が残っていないかを調べていく。

3.13 ～２４　縄文遺構を探すため、全体的に少し掘

り下げる。それと並行して、壁断面の実測、掘り残

しを半裁していき、遺構かどうかを判断していく。

3.25　埋め戻し開始。土器を区、遺構の種類ごと

に分けていく。

3.27　埋め戻し終了。調査終了。
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第２章　遺跡の位置と環境

第２章　遺跡の位置と環境

第１節　地理的環境
　新屋敷遺跡は、熊本市のほぼ中央部に位置する。東には阿蘇外輪山を望み、市内北部には立田山、北西部

は金峰山から連なる京町台地に挟まれ、三方を山に囲まれた半盆地的な地形である熊本平野北側の白川下流

左岸に位置する。熊本市の北部から東部にかけ台地が分布する。この台地は、火砕流台地と河岸段丘からなる。

火砕流台地は、ほとんどが約９万年前に阿蘇火山の大噴火の際発生した火砕流による堆積物（Ａｓｏ－４火

砕流堆積物）である。これを取り囲むように分布するのが、河岸段丘の堆積物である。河岸段丘の堆積物は、

託麻砂礫層と保田窪砂礫層に区分できる。託麻砂礫層は、約９万年前から３万年前の間に形成され、託麻台

地一帯に分布し中心街の地下にも広く伏在している。また、保田窪砂礫層は、約２万５千年前から６千３百

年前に形成され、託麻台地を縁取るように龍田付近から木山付近まで分布している。さらに、熊本市の中央

を流れる白川地帯には、海抜２０ｍ以下の低地（沖積平野）が分布している。

　白川は、阿蘇カルデラを源にし、南阿蘇村立野において黒川と合流し、熊本市に向かって小刻みに蛇行を

繰り返し、その両岸に河岸段丘を作っていく。子飼橋を過ぎるところからその蛇行は緩やかになり、その両

岸はほぼ平坦な地形へと変わっていく。白川は豪雨時には上流の土砂を削り、多量の泥流となって氾濫し、

河川流域に大量の泥土をもたらすこともたびたびであった。その堆積の繰り返しで熊本平野の白川下流域は

形成されている。

　今回報告する調査区は、遺跡の南西端に位置し、熊本市電が通っている大甲橋より上流の白川左岸緑地帯

に隣接、またはその延長線上に位置している。

第２節　歴史的環境
　新屋敷遺跡は、南東の江津湖にかけては大江遺跡群、北東は大江白川遺跡と接する。特に大江遺跡群は国

府、国分寺、国分尼寺などの中央からの律令支配の広がりによる造営とそれに伴う巨大な周辺集落の様相を

呈す。白川下流域の左岸から、江津湖にかけては多くの遺跡が分布しているが、いずれの遺跡も奈良時代か

ら平安時代の遺構・遺物が多く出土し、元来はこの地域一帯が当時の大集落であったと考えられる。新屋敷

遺跡と大江遺跡群、大江白川遺跡など現在別々の遺跡として取り扱っているが、これは現在の町名による区

分に過ぎない。

　周辺の遺跡について、時代毎に見ていく。旧石器時代の資料として、龍田陳内遺跡、新南部遺跡群から石

器が出土している。縄文時代の資料は、早期は押型文、撚糸文、塞ノ神式土器などが、新屋敷遺跡、大江遺

跡群、黒髪町遺跡群、カブト山遺跡、大江白川遺跡などから出土している。新屋敷遺跡では、遺跡範囲東端

付近において、押型文土器を伴う集石遺構が検出されている。後期の資料では、渡鹿貝塚（渡鹿遺跡群）、

北久根山遺跡（新南部遺跡群）が有名である。新屋敷遺跡では、遺跡範囲南西付近で辛川式土器が出土して

いる。その他の遺跡では後期末から晩期前半の土器が主体で、新屋敷遺跡、大江遺跡群、大江白川遺跡など

に多い。弥生時代前期の資料は、江津湖遺跡群、新屋敷遺跡、黒髪町遺跡群で検出されている。新屋敷遺跡

では、遺跡範囲北東側の調査区において前期の濠が検出されている。中期の資料は大江白川遺跡、黒髪町遺

跡、新南部遺跡群、神水遺跡などで集落、甕棺墓群が形成される。古墳時代では、立田山山麓に横穴群が形

成され、辻遺跡、新南部遺跡群では集落が営まれている。６世紀後半になると、本庄遺跡、大江遺跡群南西

部にも集落が形成され始めている。新屋敷遺跡では、中央付近の範囲において、６世紀末～７世紀代の竪穴

住居群を検出している。奈良時代から平安時代にかけては、託麻郡の政治的中心である託麻郡衙が大江遺跡

群内の渡鹿Ａ遺跡、託麻郡寺が渡鹿Ｂ遺跡に存在したと推定されている。また、太宰府から肥後国府へと延
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びる西海道駅路も大江遺跡群内を通っている。これらの公的施設の周囲には大規模な溝や道路が意識して配

置された。大江遺跡群の北西側に接する新屋敷遺跡でも大規模な溝が多数検出されている。それとともに集

落域も大きく拡大し、７世紀前半から９世紀前半にかけて肥後国内におけるもっとも大規模な集落が形成さ

れている。特に８世紀末に近づくと住居の数は急増する。新屋敷遺跡でもこの期の竪穴住居が多数検出され

る。９世紀中頃になると、大江遺跡群周辺では集落規模が縮小し、道路、溝等が維持管理されずに埋没して

いく。その後、長らくはこの地帯がどのような土地利用がなされていたか不明な点が多い。江戸時代、熊本

城が築城され、幕藩体制の中で新屋敷一帯は農村落が形成される。江戸時代末、白川に安巳橋が架けられる

と新屋敷には武家屋敷が形成される。国学者中島広足の居地も置かれている。明治１３年に命名された町名

も、新しく設置されたことから名づけられている。そして現在まで閑静な住宅街として発展しているところ

である。

　新屋敷遺跡は、平成２２年３月末現在、熊本市文化財課で計４７回、熊本県文化課で計１９回の発掘調査

が実施されている。熊本市の調査の大部分は個人住宅の建て替え又は、共同住宅の建設に伴うもので、比較

的狭い面積の調査が多い。しかしながら遺跡の特徴を窺い知ることができる調査であり、成果を着々と積み

重ねている。県の調査は白川河川改修事業に伴うものである。
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第１節　調査区・グリッド設定
　４Ａ区、４Ｂ区、４Ｃ区、５Ａ区、５Ｂ区調査は、同一の建築工事を原因とし

ている。したがって、両調査区は隣接・連続する。調査区は、国土交通省熊本河

川国道事務所から、工事に急を要する箇所から優先的に調査をとの要望を受け、

協議のうえ設定した。（第４、８図）

　各調査区の呼称は、前年度調査で区割りごとに調査順に１区、２区と名付けて

あったため、1区、２区は逆になるが、１区から下流に向かって区割りごとに３

～７区とした。（明午橋からは、２区、１区、３区、４区、５区、６区、７区の

順となる。）区内は調査順にＡ～とした。

　グリッドは、前年度調査では世界測地系で１０ｍ×１０ｍを1単位とし、調査区ごとに東西軸に西からＡ・Ｂ・Ｃ…、

南北軸に北から１・２・３…と設定されていた。これから隣接・連続した調査区が増えていくことが予想され、各調

査区の関連を図っていくためにも、白川左岸の調査区については明午橋から大甲橋までの統一のグリッドで表すこ

ととした。東西軸は、前年度調査区で最も西である１区の設定を生かし、東へはＡ・Ｂ・Ｃ…、Ａより西へはｚ・ｙ・

ｘ…とした。南北軸は前年度調査区で最も北である２区の設定を生かし、北から１・２・３・４…とした。（第３図）

　また、１０ｍ×１０ｍの１単位では、調査区にグリッド杭が設定しにくいため、５ｍ×５ｍを１単位に４分割し

た。１０ｍ×１０ｍグリッドを右図のように右上から時計回りにア・イ・ウ・エとした。グリッドの標記は２７ｘ

エ（南北軸の数字・東西軸のアルファベット・５ｍグリッドの記号）と表すようにした。

第２節　基本土層概略
　層位について、遺構外と遺構内の層の区別を行うため、遺構外の層については、算用数字で表土層（近現代の整

地・撹乱層）の下の層から、１層、２層と標記し、遺構内の層はそれと区別するため、算用数字の前に「埋」を付

け、埋１層、埋２層と標記した。なお、層位内で分層を行ったり、新たに認識された層が出てきたりしたときには

１－２層（層位－細分層）と標記した。分層詳細は各調査区の成果において報告するが、本項では大略を記す。

　１層：暗褐色土層　近世、古代遺物を含む。中世以降の整地層と思われる。

　２層：黒褐色土層　古代遺物を含む。後世の削平を受けたのか総じて薄い。場所によっては堆積が見られない。

　３層：オリーブ褐色土層　この層位の上面で古代の遺構を確認した。中位で縄文の遺構を確認した。

第３節　調査の方法
　表土、１層は重機により掘削し、２層・３層・遺構は手掘りしている。３層下位以下は未調査である。埋め戻し

は、派生土を用い重機にて行った。

　実測は調査担当者・作業員で、１/２０縮尺で断面図、平面図を作成した。遺物出土状況、かまどについては

１/１０縮尺で作成した。なお、遺構実測図作成にあたっては、実測の迅速化を図るため光波測距儀を活用したデ

ジタル図化を行った。デジタル図化にはＣＵＢＩＣ社製の遺構実測支援ソフト「遺構くん」を使用した。

　写真は、検出時、遺物出土時、使用時（使用当時の状態）、掘方時の各段階において、適宜、モノクロフイルム

とリバーサルフイルムで、小型カメラ（３５㎜）と中型カメラ（６㎝×７㎝）を使用し撮影した。

第４節　調査の概要
　調査区には現代の撹乱に壊されながらも、縄文時代後・晩期、古代、近世以降の遺構が残存していた。４区を第

５、６、７図、５区を第９、１０、１１図に区ごとの主要遺構図を記す。
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第１節　４区
１　基本土層

４Ｃ区調査区壁面において測図したものを図示した。

１－１層：黄灰色土層（２．５Ｙ　４／１）砂質土。粘性：弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝大のレキをやや多く含む。近世遺物を含む。

１－２層：暗灰黄色土層（２．５Ｙ　４／２）砂質土。粘性：弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝大のレキをわずかに含む。近世、古代遺物を含む。

２層　　：黒褐色土層（１０ＹＲ　３／１）砂質土。粘性、しまり：やや強い。場所によっては堆積がな

い。古代遺物を含む。

３－１層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班が多く混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。３－１層は

古代の検出面である。

３－２層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／４）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班がやや多く混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をわずかに含む。本層以

下は未調査。

３－３層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／６）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班がわずかに混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。

３－４層：黄褐色土層（１０ＹＲ　５／６）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝程度の黄褐色粒を多く含む。

３－５層：にぶい黄褐色土層（１０ＹＲ　４／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。

４－１層：黒褐色土層（２．５Ｙ　３／２ ）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。砂質が１、

２、３層に比べ強い。

４－２層：暗オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　３／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。砂

質が非常に強い。

５層　　：オリーブ色土層（５Ｙ　５／４）砂層。

0 2m 
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２　遺構・遺物

（１）縄文時代後 ･晩期

　４区では包含層、遺構、撹乱内から縄文土器の破片が数多く出土した。４Ａ区、４Ｂ区では古代の文化層

（３層上面）を掘り下げ、縄文時代の遺構検出を試みたが、遺構は検出できなかった。縄文時代の遺構は、

古代の遺構等に削平され、遺構としては残っていなかったと考えられる。４Ｃ区では４Ａ区、４Ｂ区と同

様に古代の文化層を掘り下げ、縄文時代の遺構検出を試み、ＳＫ５３、ＳＫ５４、ＳＫ５５、ＳＫ５６、

ＳＫ５７の遺構を検出した。

ＳＫ５３

　３２ｗエ・グリッドに位置し、ＳＩ３Ｐ２、Ｐ３に壊される。ＳＩ３Ｐ２掘削時にピット壁面に縄文土器

が出土したため、ＳＩ３完掘後、掘方面で検出を行った。土器の周りの土が３層土と比較すると、褐色から

やや白っぽく色が抜けたような土に黒褐色土の混じりがある土であったので、その土で検出した。平面形は

長楕円形を呈し、長軸１４８㎝、短軸９８㎝、深さは検出面より約１７㎝を測る。遺物は床面から出土した

縄文土器甕の胴部で特に文様はない。

　ＳＫ５４、ＳＫ５５、ＳＫ５６、ＳＫ５７に関しては、４区縄文時代後・晩期主要遺構配置図（第５図）

を参照していただきたい。以下に遺構個別の説明を記載する。遺物は出土しなかった。

ＳＫ５４

　３２ｗエ・グリッドに位置する。３－１層下面で検出した。撹乱掘削の際、断面観察中３層土内でやや黒

褐色土が混じり暗かったため検出できた。西側を撹乱で壊されるため、規模は不明であるが、現況で長軸

９０㎝、短軸５２㎝、深さは検出面より約３０㎝を測る。埋土は単層で黄褐色砂質土、しまりはやや強い。

黒褐色土ブロックがやや混じる。

0 2m 
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ＳＫ５５

　３２ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ１掘方面から５㎝ほど掘削し検出した。平面形は隅丸方形を呈し、

長軸１４７㎝、短軸１１１㎝、深さは検出面より約６㎝を測る。隣り合ったＳＫ５６を壊す。埋土は単層で

にぶい黄褐色砂質土、しまりはやや強い。黒褐色土ブロックがやや混じる。

ＳＫ５６

　３１ｗイ・グリッドに位置する。ＳＩ２掘方面から８㎝ほど掘削し検出した。平面形は長楕円形を呈し、

長軸１９１㎝、短軸８３㎝、深さは検出面より約６㎝を測る。ＳＫ５５に壊される。埋土は単層でＳＫ５５

とほぼ同じであるが、黒褐色土ブロックの混じりがＳＫ５５より少ない。

ＳＫ５７

　３１ｘエ・グリッドに位置する。３層上面より２０㎝ほど掘削し検出した。平面形は長楕円形を呈し、長

軸１４５㎝、短軸９５㎝、深さは検出面より約１０㎝を測る。埋土は単層で、にぶい黄褐色砂質土、しまり

はやや弱く、黒褐色土ブロックをあまり含まない。
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（２）古代

　調査区の遺構は既存建物等により破壊を受けているものが多い。本来はもっと多くの遺構が存在していた

と考えられ、検出した遺構も残存状況が悪いものが多い。

　４区はＡ区の調査面積約２９８㎡、Ｂ区は約２９１㎡、Ｃ区は約３８１㎡である。この３つの区は隣り合

う調査区である。現状は標高約１６ｍで地形は平坦である。北側には市道新屋敷１丁目第７号線が、南側に

は市道新屋敷１丁目第２２号線がある。市道新屋敷１丁目第７号線の地下には排水のための暗渠がある。市

道に沿うように、その南西側に中世以降の溝ＳＤ１が残存することから、この当時の区割りの方向が、現在

でも生かされていることが言えよう。

　４Ａ区、４Ｂ区、４Ｃ区の境界は、樹木移設準備の根回し工事の都合上、未調査区として残さなければな

らなかった。

　古代の遺構を概観すると、４区は多くの竪穴建物が建つ集落跡と言えよう。竪穴建物７３軒、掘立柱建物

８軒を検出した。

　以下、主要遺構について報告する。軸については、遺構の重複、撹乱等でプランがとれないものについて

は、残存状況で長軸を決めている。

　遺構の重複、また土坑、小穴、柱穴など、これに漏れる遺構については、４区古代遺構配置図（第１６図

～第１９図）を参照していただきたい。

竪穴建物

４Ａ区ＳＩ１

　２８ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ１が直接壊しているＳＩ９、ＳＩ３６、ＳＩ５０との新旧関係は、

ＳＩ５０（古）→ＳＩ３６→ＳＩ９→ＳＩ１（新）である。ＳＩ１の埋土は黄褐色粒を多く含み、黒褐色で、

周りの遺構埋土よりも暗く、しまりも非常に弱い。この埋土の範囲で四角のプランがとれたので、壊されな

かった竪穴建物として一番新しいと考えた。ＳＩ１の掘方の深さは浅く、ＳＩ９の生活面は壊さないが、東

側の壁面を壊す。ＳＩ１の掘方は、ＳＩ５０、ＳＩ３６の生活面は壊さないが、ＳＩ９の掘方はＳＩ５０、

ＳＩ３６の生活面の一部を壊すため、ＳＩ５０、ＳＩ３６より新しい。

　南北約２．２ｍ、東西約２．５ｍ、検出面から生活面までの深さは１０～１８㎝を測る。主軸はＮ－９１°

－Ｗである。埋２層の上面が、ややしまりが強いので生活面と思われる。焼土が西部に広がり、遺物の破片

を埋土中に含むが、かまどの袖や支脚等は残存していない。

　柱穴は、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を四隅に配置し、柱穴間はＰ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３が約１．２ｍ、Ｐ１－Ｐ２、

Ｐ４－Ｐ３は約１．５ｍを測る。

　遺物は埋土中に甕の破片が多く出土した。柱穴Ｐ２では回転ヘラミガキを施された土師器杯の底部（第

２１図６）、焼土付近から、赤彩を施された土師器杯（第２１図３）、土師器皿 ( 第２１図９)、須恵器壺（第

２１図１５）、鉢（第２１図１１）の破片が出土した。１５は短頸壺で、外面は格子目の叩きがあり、内面

は布目圧痕、指頭圧痕が残ることから、製作の際に、内面には当て具を使わず、布を貼り、手で押さえて叩

き調整をしたものと思われる。底部には同心円当て具痕（車輪文）が残る。かまど埋土からは土師器杯の口

縁から底部の破片（第２１図５）、須恵器杯の底部（第２１図１３）、埋土中から土師器杯の底部（第２１

図７· ８）、土師器杯の口縁部（第２１図４）、土師器皿の口縁部 ( 第２１図９· １０)、須恵器杯（第２１図

１４）、須恵器椀（第２１図１２）、甕口縁部（第２１図１· ２）が出土した。土師器は、杯、皿ともに、体

部上半ばは開き気味である。３と１４は土師器と須恵器の違いこそあるが、よく似た器形である。また、埋

1層上面で、鉄製品が出土した。
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４Ａ区ＳＩ２

　３０ｖア・エ・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係はＳＩ４６（古）→ＳＩ１０→ＳＩ２（新）

である。ＳＩ２掘方はＳＩ１０の生活面、建物内遺構Ｋ１を壊す。また、掘方面で検出したＳＩ１０Ｐ２は

埋土がＳＩ１０埋１層土と同じであるため、ＳＩ１０が廃棄された後に、ＳＩ２が建てられたと考えられる。

　南北２．５ｍ以上、東西約２．９ｍ、検出面から生活面までの深さは１０～１８㎝を測る。長軸はＮ－３９°

－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で、図化できなかったが、北東部に弱い硬化が見られた。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、

Ｐ４を検出し、柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ３－Ｐ４が約２．１ｍ、Ｐ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３は約１．５～１．６ｍを

測る。

　遺物は柱穴Ｐ４埋土に内部をヘラケズリで調整された土師器甕の破片、遺構埋土中に土師器、須恵器の細

片が出土したが図示可能ではなかった。
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４Ａ区ＳＩ１０

　２９ｖイ・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係はＳＩ４６（古）→ＳＩ１０→ＳＩ２（新）

である。ＳＩ２に壊される。ＳＩ１０とＳＩ４６はＨ－Ｈ ’ 断面でＳＩ４６をＳＩ１０が壊していることか

ら判断した。

　南北２．４ｍ以上、東西約３．２ｍ、検出面から生活面までの深さは約５～８㎝を測る。主軸はＮ－１８０°

－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で、一部硬化が見られた。この面で柱穴Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出し、配置的に

Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３が主柱穴と思われる。柱穴間はＰ２－Ｐ３が約１．３ｍ、Ｐ３－Ｐ１は約１．７ｍを測る。

　南側に建物内遺構Ｋ１があり、埋土中に焼土片、炭化物片が混じるが、生活面に粘土などの散らばりは見

られなかった。

　遺物は貼床埋土からは土師器細片、埋土中には土師器、須恵器甕の破片、須恵器蓋の破片が出土したが図

示できるものはなかった。

４Ａ区ＳＩ４６

　２９ｖイ・グリッドに位置する。ＳＩ１０に壊される。建物は調査区外南東側に広がると思われる。

　調査区壁面でかまどが確認できた。壁面ではかまど断面が、ちょうど左袖の支脚から中央の支脚への軸で

切った状態で残っていた。左袖の支脚は地面を掘って設置し、中央の支脚はかまど底部を形成する際に７層

の土で固定しているようである。燃焼部は７層、７’層の上面で４層より上層はかまどの崩落埋土と思われる。

　柱穴はＳＩ１０掘方面でＰ１、Ｐ２を検出した。

　遺物はかまど周辺から土師器の細片が出土したが図示できるものではなかった。

４Ａ区ＳＩ３

　２９ｗウ・２９ｖイ・グリッドに位置する。ＳＩ４０、ＳＩ４１を壊す。北側を撹乱で壊されているため、

南北２．５ｍ以上、東西２．８ｍ以上、検出面から生活面までの深さは約１０㎝を測る。長軸はＮ－５０°－

Ｗである。

　土層断面は記録を取り損ねているが、埋土は３層あり、生活面は埋３層上面である。顕著な硬化が見られ

ないが、上層の埋土よりしまりがやや強く、３層ブロックを多く含んでいる。

　柱穴は生活面上でＰ１、Ｐ２を、掘方面でＰ３、撹乱内でＰ４を検出した。Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４の埋土が埋２

層土で、Ｐ３の埋土が埋３層土（貼床埋土）と同じであったことから、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４は、生活面機能時の

柱穴で、建物廃棄時に埋まったと考えられ、Ｐ３はＳＩ３を建てる以前のピットと思われる。Ｐ１、Ｐ２は主

柱穴とは言い難いが、柱穴間は約１．７ｍを測る。

　遺物は埋土中から赤彩を施された土師器杯の底部（第２７図２）、土師器甕、須恵器甕の破片、須恵器蓋等

が、Ｐ４では赤彩を施された土師器杯の底部が出土したが２以外は図示できるものではなかった。

４Ａ区ＳＩ４

　２９ｗエ・グリッドに位置する。かまど部分しか残存せず、大部分を撹乱に壊される。建物は南西側に広

がると思われる。主軸はＮ－４６°－Ｅである。

　焼土片、粘土が散らばって出土しており、原形を保っていない。焼成面は２の層の下面で、赤褐色土粒を

多く含んでいる。

　遺物は土師器甕、須恵器の破片、土師器杯の底部（第２７図３）が出土した。
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４Ａ区ＳＩ５

　２８ｘイ・ウ・グリッドに位置する。ＳＩ８、ＳＩ３５、ＳＩ３７を壊している。ＳＩ８との新旧関係は

ＳＩ８（古）→ＳＩ５（新）である。ＳＩ８の生活面を一部ＳＩ５の掘方が壊していることから判断した。

ＳＩ３５、ＳＩ３７はＳＩ５、ＳＩ８掘方面で検出した。

　南北約４．２ｍ、東西１．７ｍ以上、検出面から生活面までの深さは約２４㎝を測る。長軸はＮ－４５°－

Ｅである。

　生活面は埋６層上面で硬化面が南側に一部残る。この面で柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、

Ｐ８を検出し、主柱穴は配置的にＰ２、Ｐ７と想定される。主柱穴間は約２．２５ｍを測る。

　遺物は埋土中より土師器杯（第２７図４· ５）、土師器皿（第２７図６）、須恵器杯（第２７図７）が出土した。

４は体部上半ばよりほぼ直立し、中位以下は丸い。また、底部内側にヘラ記号がある。５は内側が回転ヘラ

ミガキ調整である。６は内側が回転ヘラミガキ調整され赤彩を施されている。柱穴Ｐ４から須恵器椀の底部

（第２７図８）、Ｐ２からは口縁部が外反している須恵器杯の破片、Ｐ７からは須恵器鉢の体部破片、Ｐ６か

ら須恵器杯の底部破片、土師器細片が出土した。埋土からは甕の破片が多く出土した。また、ヘラミガキさ

れた土師器杯、赤彩土師器等も出土した。

４Ａ区ＳＩ８

　２８ｘウ・グリッドに位置する。ＳＩ５に壊され、ＳＩ１２、ＳＩ３５、ＳＩ３７を壊している。ＳＩ

１２との新旧関係はＳＩ１２（古）→ＳＩ８（新）である。検出時ＳＩ８の埋土がＳＩ１２の埋土よりも明

るく、その埋土でＳＩ８の輪郭線を確定した。

　南北約３．０ｍ、東西１．３ｍ以上、検出面から生活面までの深さは約２０㎝を測る。長軸はＮ－４５°－

Ｅである。

　生活面は埋４層上面に硬化面を確認し、中央部から調査区壁面にかけて出土した。この面で柱穴はＰ１を

検出したが、他の柱穴は検出できなかった。

　遺物は土師器では甕、ヘラミガキされた土師器杯の底部破片、須恵器では蓋、口縁部が外反する杯、甕の

破片が出土したが図示可能ではなかった。

４Ａ区ＳＩ６

　２９ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ３３、ＳＩ３９を壊している。ＳＩ６、ＳＩ３３、ＳＩ３９の新旧

関係は、ＳＩ３３、ＳＩ３９（古）→ＳＩ６（新）である。ＳＩ６、ＳＩ３３は、ＳＩ６の掘方がＳＩ３３

の生活面を壊すこと、また検出時の埋土は、ＳＩ６よりもＳＩ３３がやや明るいことから判断した。ＳＩ６、

ＳＩ３９では、ＳＩ６の掘方がＳＩ３９の掘方より深く、ＳＩ３９の生活面を壊すこと、ＳＩ６埋土中に黄

褐色土の混じりがあったことから判断した。

　南北約３．８ｍ、東西約３．５ｍ、検出面から生活面までの深さは約１５㎝を測る。長軸はＮ－１７８°－

Ｗである。

　生活面は埋２層上面で硬化面を確認した。またこの面で焼土片が出土するが、袖や粘土片が見当たらない

ため、かまどを検出することはできなかった。柱穴は埋２層上面からＰ１を検出したが、他の柱穴を検出で

きなかった。埋３層上面からも硬化面、柱穴を検出できなかった。掘方面からＰ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、

Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９を検出した。Ｐ１以外の柱穴は掘方面での検出であるので断言はできないが、主柱穴はＰ１、

Ｐ９と思われ、柱穴間は約２．０ｍを測る。

　遺物は焼土片付近から、甕の口縁部（第２７図９· １１)、須恵器杯の体部（第２７図１３）、土師器、須
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恵器杯の破片が出土した。１３は体部しか残ってないが、上半ば開きぎみである。埋土中からは土師器杯の

底部（第２７図１０）が出土した。１０は赤彩を施され、底部外面に墨書が記されていた。文字は判別でき

なかった。身受けの返しを持つ須恵器蓋（第２７図１２）が出土したが断面の磨り減りがひどいため、流れ

込みの遺物と思われる。

４Ａ区ＳＩ３３

　２９ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ６に壊される。調査区外に広がるため、建物の規模は不明である。

かまどは袖石、支脚等が残存せず、焼土のちらばりが埋３層上面に若干見られた。土層断面から焼成面は埋

５層下面と思われる。

　遺物は埋土から土師器細片が、かまど周辺では甕の破片が出土したが図示可能ではなかった。
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４Ａ区ＳＩ３９

　２９ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ６に壊される。周辺部を撹乱に壊され、規模は不明である。検出面

から生活面までの深さは約１３㎝を測る。

　生活面が埋３層上面に形成され、硬化面が一部出土するが、ＳＩ６の掘方で一部壊される。建物に伴う柱

穴は検出できなかったが、硬化面下よりＰ３を検出した。

　遺物は埋土内から甕の破片が出土し、Ｐ３内からも出土したが図示可能ではなかった。

４Ａ区ＳＩ７

　２８ｘエ・グリッドに位置する。ＳＩ１１との新旧関係は、ＳＩ１１（古）→ＳＩ７（新）である。ＳＩ

７の埋土がＳＩ１１埋土よりもやや明るく、またしまっていることから判断した。

　建物の北側、東側を撹乱に壊され残りが悪いため、南北約３．０ｍ、東西２．１ｍ以上、検出面から生活面

までの深さは約８㎝を測る。長軸はＮ－１４°－Ｅである。

　埋土は黒褐色土の単層であり掘方面が生活面と考えられる。硬化面は検出できなかった。掘方面よりＳＫ

６を確認した。

　柱穴は、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出し、主柱穴は位置からＰ１、Ｐ２と考えられる。柱穴間は約

２．０ｍを測る。

　遺物は埋土中からは土師器杯（第２９図３· ４· ５）、黒色土器Ｂ、土師器破片（第２９図２）、甕の口縁

部（第２９図１）が出土した。３、４、５はともに体部が底部の側面からでなく、底部端斜め上面に付き、

それからやや開き気味で直線的に口縁部に向かっている。２は外面に墨書が残るが、文字は判別できなかっ

た。主柱穴Ｐ１、Ｐ２から土師器杯と甕の破片、Ｐ３、Ｐ４は土師器杯、甕の破片とともに、須恵器甕の破

片が出土した。

　

４Ａ区ＳＩ９

　２８ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ１に壊され、ＳＩ３1、ＳＩ４８を壊している。ＳＩ３１、ＳＩ

４８との新旧関係はＳＩ４８（古）→ＳＩ３１→ＳＩ９（新）である。ＳＩ９とＳＩ３１では、ＳＩ９の掘

方がＳＩ３１の生活面を壊すためＳＩ９が新しい。

　南北約２．４ｍ、東西約２．６ｍ、検出面から生活面までの深さは約２６～３０㎝を測る。長軸はＮ－

８３°－Ｅである。

　生活面は硬化したブロックが混じることから埋４層上面と思われるが、明瞭な硬化は確認できなかった。

この面で柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５を確認できた。そのうち主柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４と

思われる。柱穴間はＰ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３が約１．３ｍ、Ｐ１－Ｐ２、Ｐ４－Ｐ３は約１．４～１．５ｍを

測る。

　遺物は埋２層より雁股鏃（図版８－１）、埋２層上面より、赤彩を施された土師器台付小皿（第３３図２）、

埋３層下面より、土師器甕の破片が出土した。雁股鏃は長さ１４．３㎝、刃部の先端を欠く。刃部の抉りは

１．１㎝と浅い。矢柄は出土しなかった。他に、埋土中より須恵器壺の頸部（第３３図３）、土師器杯（第

３３図１）、かまどの破片（第３３図４）が出土した。柱穴からの遺物は確認できなかった。
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４Ａ区ＳＩ１１

　２８ｘエと２８ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ７に壊され、ＳＩ３０、ＳＩ３６を壊している。ＳＩ

３０、ＳＩ３６との新旧関係は、ＳＩ３０、ＳＩ３６（古）→ＳＩ１１（新）である。ＳＩ１１とＳＩ３０

では、ＳＩ１１掘方がＳＩ３０掘方よりも深く、生活面を壊しているため、ＳＩ１１が新しい。ＳＩ１１と

ＳＩ３６も、同様にＳＩ１１掘方がＳＩ３６の掘方より深く、生活面を壊しているためＳＩ１１が新しい。

　南北約２．３ｍ、東西約２．６ｍ、検出面から生活面までの深さは５～８㎝を測る。長軸はＮ－５７°－Ｗ

である。

　生活面西側、埋３層上面に硬化面を確認できた。硬化面下は貼床埋土である。柱穴はＰ１、Ｐ２を検出し、

位置から主柱穴と思われる。柱穴間は約１．６ｍを測る。掘方面より建物内遺構Ｋ１を検出した。Ｋ１は長

径約０．７ｍ、短径約０．６ｍ、掘方面からの深さ約１６㎝を測る。

　遺物は生活面埋土から、黒色土器Ａ椀の底部（第３３図５）、須恵器甕の破片、埋土１層中から土師器杯

の底部（第３３図９）、土師器椀の底部（第３３図６· ７· ８）、土師器墨書土器（第３３図１０）が出土した。

９はＳＩ７出土の（第２９図３· ４· ５）と形態が似ている。７は内面、外面に赤彩を施されている。８は

高台も体部もほとんど残っていない。体部のわずかの残りから底部の厚さが約１．４㎝もある。１０は破片

しか残っておらず、文字の判別ができなかった。
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４Ａ区ＳＩ１２

　２８ｘウ・グリッドに位置する。北東側をＳＩ８に壊される。南北１．５ｍ以上、東西２．５ｍ以上、検出

面から生活面までの深さは約２１㎝を測る。主軸はＮ－１７°－Ｗである。

　生活面は埋３層上面で、かまど付近において硬化面を形成している。北西向きのかまどが残存し、左袖部

粘土の残りが良好であるが、支脚に使用したと思われる軟質砂岩が周辺に散在していて、上部構造は消失し

ている。かまど埋土に焼土塊、焼土片を多く含む。柱穴は、生活面上でかまど左側にＰ１、Ｐ２を検出した。

どちらかが主柱穴と思われる。

　遺物は甕の破片が多く出土した。かまど周辺に土師器甕の口縁部（第３３図１１）、土師器杯の底部（第

３３図１２）が出土した。１２は両面に赤彩を施されている。
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４Ａ区ＳＩ３０

　２７ｘウ、２８ｘエ、２７ｗア、２８ｗア・グリッドに位置する。中央部を撹乱、南側をＳＩ１１に壊さ

れ、ＳＩ５０を壊す。ＳＩ３０とＳＩ５０では、生活面がＳＩ３０の方が低く、ＳＩ５０を壊す。また、境

界の撹乱の壁面から、ＳＩ３０の立ち上がりが確認できたことからＳＩ３０が新しいと判断した。

　南北約２．２ｍ、東西約２．１ｍ、検出面から生活面までの深さ約１０㎝を測る。長軸はＮ－４３°－Ｅで

ある。

　生活面は硬化面を検出できなかったが、埋２層はややしまりがあることからこの層の上面が生活面と考え

られる。かまどは検出されなかった。柱穴ではＰ１、Ｐ２、Ｐ３が主柱穴とみられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２

が約１．６ｍ、Ｐ１－Ｐ３が約１．４ｍを測る。

　遺物は埋土中から土師器、須恵器とも甕、杯、椀の破片が出土した。他に土師器杯の底部（第３５図２·

３· ４· ５）、土師器椀の底部（第３５図１）、須恵器椀の底部（第３５図６）、かまどの破片（第３５図９）

が出土した。２、３は底部から体部下の一部しか残っていないが、ＳＩ７出土の（第２９図３· ４· ５）と

形態が似ている。５は外面にススが付着する。６は高台が台形状で体部の延長のように付き、体部から底部

への屈曲が少ない。
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４Ａ区ＳＩ５０

　２８ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ３０、ＳＩ１、ＳＩ３６に壊されるため、建物の規模は不明である。

主軸はＮ－３６°－Ｗである。かまどが残存するがＳＰ２５３、ＳＰ１９４に壊されているため残りは悪い。

かまど崩落埋土が上から覆い、その下に左側の袖の一部と思われる粘土が残っていた。焼成面ははっきりと

残っていないが、焼土、粘土等の残りが多い範囲があり、長径約４５㎝前後、短径約３５㎝を測る。

　遺物は赤彩を施された土師器高杯の底部（第３５図８）、かまど埋土からは土師器甕の口縁部破片（第

３５図７）が出土した。かまど付近を中心に、土師器細片、甕の細片が出土した。
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４Ａ区ＳＩ３１

　２８ｗア・クリッドに位置する。ＳＩ１、ＳＩ９に壊され、ＳＩ４７、ＳＩ４８を壊している。ＳＩ３１

とＳＩ４８では、ＳＩ３１掘方面でＳＩ４８を検出したことからＳＩ３１が新しい。

　平面形は北側に開く台形状であり、南北約３．２ｍ、東西は約２．６～３．２ｍ、検出面から生活面までの

深さ約４５㎝を測る。主軸は、Ｎ－４°－Ｗである。中心よりずれるが北西部にかまどがあり、袖部に使わ

れていたと思われる粘土材が残っていた。

　生活面は埋５層上面で中央部から南東方向にかけてＳＩ９により壊される。上層よりしまりは強かったが、

特に硬化は見られなかった。この面で柱穴Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を検出した。位置的に主柱穴と思われる。柱穴

間はＰ１－Ｐ２で約２．５ｍ、Ｐ２－Ｐ３で約１．９ｍを測る。

　遺物はかまど周辺部で土師器甕の口縁部（第４５図１· ２）、土師器甕の胴部破片が多く見られた。また、

須恵器椀の底部（第４５図４· ５）が出土した。また埋土中からは須恵器椀の底部（第４５図３）、土師器、

須恵器杯、甕の破片が出土した。柱穴Ｐ１では土師器杯の口縁部、Ｐ３では黒色土器Ａが出土した。３、４、

５は高台が底部端につき、外に開いている。

４Ａ区ＳＩ３２

　２８ｗア・イ・ウ・エ・グリッドに位置する。ＳＩ４７、ＳＩ４９を壊す。ＳＩ３２の埋土が、ＳＩ４７

埋土よりしまりが弱いこと、また、ＳＩ４９埋土より若干暗く、黒褐色粒を含まないことからＳＩ３２の方

形のプランを検出した。ＳＩ３２とＳＩ４７では、掘方面の深さはＳＩ３２がＳＩ４７より少し深く、ＳＩ

４７の生活面を壊すためＳＩ３２が新しい。ＳＩ３２とＳＩ４９では掘方面はＳＩ４９が少し深く、ＳＩ

４９の柱穴Ｐ２をＳＩ３２の掘方が壊しているため、ＳＩ３２が新しい。

　中央から南側は撹乱で壊され、一部しか残っていないが、南北約３．２ｍ、東西約２．９ｍを測る。長軸は

Ｎ－２７°－Ｗである。

　生活面は硬化面が３面あり、生活面１は埋２層上面で深さが検出面より約８㎝を測る。硬化面は非常に硬

く、生活面１全体に広がる。生活面 1では柱穴は検出できなかった。生活面２は埋３層上面で深さが検出面

より約１４㎝を測る。硬化面は硬くしまる程度であり、生活面１硬化面範囲よりやや中央寄りに広がる。こ

の面でも柱穴は検出できなかった。生活面３は埋４層上面で深さが検出面より約２６㎝を測る。硬化面は生

活面２同様、硬くしまる程度であり、位置は住居中央より北西側に広がる。生活面３でも柱穴は検出できな

かった。柱穴は硬化面を外した掘方面でＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６を確認した。位置的にはＰ２、

Ｐ３が主柱穴と考えられるが、掘方面での検出であり、生活面に伴う主柱穴とは言い切れない。柱穴間Ｐ２

－Ｐ３は約１．２ｍを測る。

　遺物は土師器片が多く、杯または椀の底部が出土した。底部の延長として体部になるのではなく、底部の

上面に体部が付いているようである。他に赤彩を施された土師器底部、須恵器甕の胴部破片等が出土したが、

図示できるものはなかった。

４Ａ区ＳＩ３４

　２８ｗイ・ウ・グリッドに位置する。中央から北側、西側は撹乱で壊され、一部しか残っていないが、南

北約３．５ｍ、東西１．４ｍ以上である。長軸はＮ－４３°－Ｅである。

　生活面は２面あり、埋土の層位と一致する。生活面１は埋２層上面で、検出面から生活面までの深さ約８

㎝を測る。中央部には硬化面を形成している。柱穴等は検出できなかった。生活面２は埋３層上面で、検出

面から深さ約１４㎝を測る。硬化面は形成していないが、しまりはやや強い。この面から柱穴Ｐ１、建物内
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の土坑Ｋ１を検出した。Ｋ１は長径約１．０ｍ、短径約０．９ｍ、埋３層上面より深さ約１４㎝を測る。生活

面２除去後、掘方面でＰ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８と壁際溝Ｄ１を検出した。Ｐ７、Ｐ８は

Ｄ１を壊しているため、生活面２での柱穴の可能性がある。Ｄ１の幅は約３２～３５㎝、深さは約９㎝とほ

ぼ一定であり、南東部を建物の縁に沿って掘られていた。Ｋ１はＤ１を壊す。主柱穴はＰ２、Ｐ３と考えら

れるが掘方面からの検出のため生活面に伴う主柱穴とは言いきれない。柱穴間Ｐ２－Ｐ３は約１．４ｍを測

る。

　遺物は埋１層から土師器杯の口縁部から底部（第４５図６）、土師器杯の底部（第４５図７）が、埋２層

からは須恵器杯の底部（第４５図８）が出土する。６は平坦な底部から丸みを持って立ち上がり、体部が立

つ形態である。他に、土師器の口縁部、須恵器破片等が出土した。

４Ａ区ＳＩ３５

　２８ｘイ・ウ・グリッドに位置する。ＳＩ５、ＳＩ８完掘後、掘方面で検出した。ＳＩ３７を壊す。ＳＩ

３５とＳＩ３７では、平面では検出時の埋土がＳＩ３５は黒褐色、ＳＩ３７は暗オリーブ褐色とやや色が違っ

たため、ＳＩ３５のプランがＳＩ３７のプランを壊しているのが分かった。断面ではＳＩ３５の掘方がＳＩ
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３７の立ち上がりを壊すことが確認できた。

　南側は調査区外へ広がるため、南北２．０ｍ以上、東西約２．７ｍ、生活面は検出面から深さ約７㎝を測る。

長軸はＮ－５８°－Ｅである。

　生活面は２層上面で中央部に硬化面を検出した。（平面図には入っていない。）この面で建物の隅に建物内

土坑Ｋ１と柱穴Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を確認した。Ｋ１は長径約０．９ｍ、短径約０．６ｍ、埋２層上面よ

り深さ約２０㎝を測る。埋土は埋１層の土に似ている。主柱穴は、やや近いが位置からＰ１、Ｐ３が考えら

れ、柱穴間は約１．１ｍを測る。

　遺物は埋土中から須恵器蓋の破片（第４５図１０）、杯、甕の破片、土師器の底部、甕の破片等が出土した。

柱穴からは遺物は出土しなかった。
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４Ａ区ＳＩ３７

　２８ｘイ・グリッドに位置する。ＳＩ５、ＳＩ８完掘後、掘方面より検出した。ＳＩ５、ＳＩ８、ＳＩ３５

から壊される。東側は調査区外、南側はＳＩ３５に壊されているため南北約２．０ｍ、東西０．６ｍ以上、生

活面は検出面から深さ約５㎝を測る。長軸はＮ－２７°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面であるが、特に硬化した部分は見られなかった。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出し、

位置からＰ２、Ｐ３が主柱穴と考えられる。柱穴間は約１．１ｍを測る。遺物は実測できるようなものは出
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土しなかった。

４Ａ区ＳＩ３６

　２８ｗア・グリッドに位置する。北西側はＳＩ５０を壊す。ＳＩ３６とＳＩ５０の新旧関係は、ＳＩ５０

（古）→ＳＩ３６（新）である。ＳＩ３６の掘方はＳＩ５０の掘方面を壊すため、ＳＩ５０よりも新しい。

　平面形は北西に開く台形状である。南北約２．５～３．２ｍ、北東側を壊されるため東西２．１ｍ以上、検

出面から生活面までの深さが８㎝を測る。長軸はＮ－３０°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で北側に硬化面が残る。柱穴は建物内土坑Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３とＰ１が検出でき、Ｋ２

下より、Ｐ２が検出された。位置から主柱穴と考えられる。Ｐ１は土層注記を取り損ねた。柱穴間はＫ１－

Ｋ２、Ｐ１－Ｋ３が約１．４ｍ、Ｋ２－Ｐ１、Ｋ１－Ｋ３は約１．９～２．０ｍを測る。

　遺物は埋土中より土師器甕の口縁部（第４５図９）、赤彩を施された土師器の底部、Ｐ２より甕の破片が

出土した。

４Ａ区ＳＩ４４

　２８ｗウ・グリッドに位置する。ＳＩ４５を壊す。ＳＩ４４の掘方が、ＳＩ４５の硬化面を壊すことから

判断した。

　建物の隅しか残っていないため、規模は不明である。検出面から生活面までは約２０㎝を測る。生活面は
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埋４層上面で上層よりもしまりがやや強い。隅に深さ約１０㎝の壁溝が残存する。埋土が埋３層土であるの

で、生活面が機能していた際には溝として使用されていたと思われる。建物内では、柱穴Ｐ１を検出した。

平面では気付かなかったが、土層断面から、埋２層上面からの掘り込みがあったため、埋２層上面に生活面

があった可能性がある。

　遺物は埋土中より土師器の細片や甕の破片、椀の底部の破片が出土したが、実測できるようなものはなかっ

た。

４Ａ区ＳＩ４５

　２８ｗウ・グリッドに位置する。ＳＩ４４に壊される。建物の一部しか残っていないため、規模は不明で

ある。ＳＩ４４に壊されているが、検出面より約１０㎝の深さに硬化面の一部が残る。

　硬化面と同一面に柱穴Ｐ１を検出した。遺物は出土しなかった。

４Ａ区ＳＩ４８

　ＳＩ３１掘方面上より検出した。２８ｗア・グリッドに位置する。ＳＩ１、ＳＩ９、ＳＩ３１に壊される。

　南北約２．１ｍ、東西約２．５ｍ、検出面から生活面までの深さが約５㎝を測る。長軸はＮ－２６°―Ｗで

ある。

　生活面は埋２層上面で、南側に硬化面を検出した。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を確認した。建物の

四隅に位置し、主柱穴と考えられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ３－Ｐ４が約１．５～１．６ｍ、Ｐ１－Ｐ３、

Ｐ２－Ｐ４は約１．７～１．９ｍを測る。生活面埋土を外すと、掘方面より土坑Ｋ１を検出した。径約１．３ｍ、

掘方面からの深さ約２３㎝を測る。土層断面から建物使用時よりも前の土坑と考えられる。

　遺物は埋２層より土師器高杯の底部（第４５図１３）、土師器の細片が出土した。Ｋ１からはかまどの破

片（第４５図１４）土師器の細片、甕の破片が出土した。

４Ａ区ＳＩ４９

　２８ｗウ・エ・グリッドに位置する。ＳＩ３２、ＳＩ４３に壊される。南北約２．６ｍ、東西１．３ｍ以上、

検出面から生活面までの深さ２０㎝を測る。長軸はＮ－４５°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で、はっきりとした硬化は見られない。建物内土坑Ｋ１は埋１層に２㎜大の焼土チッ

プを含み、埋２層に５㎜大の砂岩チップを含むことからかまどの可能性がある。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を

検出したが、Ｋ１の位置から考えると主柱穴とは判断できない。

　遺物は土師器杯または椀の口縁部、胴部等が出土したが図示できるものはなかった。

土坑

４Ａ区ＳＫ３

　２８ｘウ・グリッドに位置する。平面形は長楕円形を呈し、長軸約１２５㎝、短軸約７０～９０㎝、検出

面からの深さ約１８㎝を測る。

４Ａ区ＳＫ４

　２９ｗエ・グリッドに位置する。平面形は長楕円形を呈し、長軸約１３０㎝、短軸約９５㎝、検出面から

の深さ約３８㎝を測る。掘方面でピットを確認し、柱根を検出した。
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４Ａ区ＳＫ６

　ＳＩ７掘方面で検出したためＳＩ７作成時には、埋没していたものと思われる。２８ｘエ・グリッドに位

置する。ＳＩ７Ｐ１、Ｐ３、Ｐ４に壊される。平面形は楕円形を呈し、長軸約１８８㎝、短軸約１０６㎝、

検出面からの深さ約２４㎝を測る。

　遺物は須恵器杯の底部（第５０図３）、土師器椀の底部（第５０図１· ２）が出土した。３は体部が開き

直線的である。１、２はどちらも高台は底部端に付き、体部が開き直線的である。

４Ａ区ＳＫ７

　２８ｗイ・グリッドに位置する。平面形は楕円形を示し、長軸約８８㎝、短軸は周辺ピットに壊され、現

況で７６㎝、検出面からの深さ約４２㎝を測る。遺物は土師器の破片、須恵器蓋の破片が数点出土する。

ピット

　埋土の状況等は割愛する。ピットの位置に関しては、４区古代遺構配置図（第１６図～第１９図）を参照

していただきたい。

ＳＰ１１１

　２９ｗウ・グリッドに位置する。長径約６５㎝、短径約６０㎝、検出面からの深さ約１４㎝を測る。土師

器甕の口縁部（第５０図７）が出土し、口径は１８㎝と小型である。口縁部内外面はヨコナデ、胴部内面は

ヘラケズリ、胴部外面はハケ目調整を行われている。

ＳＰ１６７

　２７ｘウ・グリッドに位置する。径約５６㎝、検出面からの深さ約８９㎝を測る。黒色土器Ａ椀（第５０

図１０）が出土した。内側は黒く、ハケ目調整後ミガキをかけてある。底部から体部中位まではやや丸みを

帯び、中位から口縁部にかけて若干外反する。

ＳＰ１７８

　２８ｘエ・グリッドに位置する。径約５６㎝、検出面からの深さ約６３㎝を測る。ＳＩ１１を壊す。土師

器皿（第５０図１１）が出土した。口径に対し、底径が短いため、体部が緩やかに立ち上がる。両面が黒っ

ぽく変色している。

ＳＰ１８８

　２８ｗア・グリッドに位置する。長径約５０㎝、短径約４６㎝、検出面からの深さ約４７㎝を測る。

ＳＩ３０、ＳＰ１９４を壊す。土師器甕の口縁部（第５０図８）が出土した。口縁部内外面は回転ナデ、胴

部内面はヘラケズリ、胴部外面はハケ目調整を行う。器高は高くないと思われる。

ＳＰ１９４

　２８ｗア・グリッドに位置する。長径約４５㎝、短径約３７㎝、検出面からの深さ約４５㎝を測る。ＳＰ

１８８に壊され、ＳＩ３０、ＳＩ５０を壊す。土師器杯（第５０図９）が出土した。体部は底部から口縁部

に向かってやや外反しながら伸びている。外面にススが付着している。
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４Ｂ区

竪穴建物

４Ｂ区ＳＩ１４

　３３ｔイ・３４ｔア・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係は、ＳＩ１５（古）→ＳＩ１４→

ＳＩ１３（新）である。ＳＩ１４とＳＩ１３では、ＳＩ１３の掘方が、ＳＩ１４の硬化面を壊すことから、

ＳＩ１４とＳＩ１５では、ＳＩ１４のプランがＳＩ１５を壊すことや、ＳＩ１５の建物内遺構が、ＳＩ１４

掘方面で確認できたことから判断した。

　南北約２．５ｍ、東西は南西側が調査区外になるため１．９ｍ以上、検出面から生活面まで深さ約１５㎝を

測る。長軸はＮ－３３°－Ｗである。

　生活面は埋３層上面で中央から北側にかけて硬化面が残存する。かまどは検出していない。この面で柱穴

はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出し、Ｐ１、Ｐ２が主柱穴と考えられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約１．９ｍ、Ｐ１

－Ｐ３は約１．６ｍを測る。

　遺物は埋３層上面壁近くで土師器甕の口縁部（第５８図１· ３）、土師器椀（第５８図２）が出土した。

２は高台が底部端に付き、体部は直線的に口縁部へ向かっている。口縁の一部と高台から底部外面にススが

付着する。その他、土師器鉢の口縁部、甕の破片、須恵器甕の胴部等が多く出土した。
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４Ｂ区ＳＩ１５

　３３ｔイ・ウ・３４ｔア・グリッドに位置する。ＳＩ１４に壊される。南北約３．６ｍ、東西は南西側が

調査区外になるため２．７ｍ以上、検出面から生活面まで深さ約１２㎝を測る。長軸はＮ－３０°－Ｗである。

　生活面は埋３層上面で北側に一部硬化面が残存する。生活面では建物内遺構は検出できなかった。硬化面

を外した面で、硬化面直下から建物内土坑Ｋ１、Ｋ２、柱穴Ｐ１、Ｐ２を検出した。Ｋ１は径約６０㎝、深

さ約２２㎝、Ｋ２は径約７５㎝、深さ約１４㎝を測る。Ｋ１、Ｋ２とも埋土は埋３層と同じで、硬化面の下

から検出されたことにより生活に伴うものではないと思われる。掘方面で建物東側に壁際溝Ｄ１、土坑Ｋ３、

柱穴Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７を検出した。Ｄ１は生活面下からの出土で、埋土が埋３層土と同じであ

ることから掘方時に壁側を深く掘っていたか、または抜取痕跡は分からなかったが壁材などの据え付け掘方

の可能性も考えられる。主柱穴は掘方面下からのＰ３、Ｐ４と考えられる。Ｐ３－Ｐ４は約１．８ｍを測る。

　遺物は埋土中から須恵器杯（第５８図６）、柱穴Ｐ８からは土師器杯の口縁部から底部の破片（第５８図５）、
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溝と柱穴Ｐ２から土師器杯（第５８図４）が出土した。５は口縁の一部にススが付着し、灯明皿への転用が

考えられる。４は赤彩が施され、底外面中心部にススが付着する。他に、埋土中より須恵器甕の破片、Ｋ１、

Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８より土師器の細片が出土した。

４Ｂ区ＳＩ２０

　３２uウ・３３ｕエ・３３ｔア・３２ｔイ・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係はＳＩ２１、

ＳＩ２９（古）→ＳＩ２０（新）である。ＳＩ２０とＳＩ２１では、ＳＩ２１の生活面をＳＩ２０の掘方が

壊すことから、ＳＩ２０とＳＩ２９ではＳＩ２９の壁際溝をＳＩ２０の掘方が壊すことから判断した。中央

から西側、南西側が撹乱で壊される。

　南北約５．４ｍ、東西約５．２ｍ、検出面から生活面までの深さは約８～１０㎝を測る。長軸はＮ－３３°

－Ｗである。

　生活面は埋３層上面で、建物中央部と東側に硬化面を検出した。生活面には壁際溝Ｄ１が掘られていて、

西側で閉じている。柱穴は埋３層上面でＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、

Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ１３を検出し、主柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４が四本柱、支柱穴はＰ５、Ｐ６、Ｐ７、

Ｐ９と撹乱内にピットを想定すると十字に配置されると考えられる。主柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ３－Ｐ４が

約２．５～２．６ｍ、Ｐ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３は約２．７～３．０ｍを測る。支柱穴間はＰ５－Ｐ６－Ｐ７が約

３．５ｍで、Ｐ６は中間に位置し、Ｐ９－Ｐ６は約１．７ｍを測る。

　遺物は埋３層上面で土師質須恵器高杯（第５８図９）、須恵器底部（第５８図８）、溝内から須恵器杯（第

５８図７）、土師器杯が出土した。９は杯部が深く脚部が低い。８は須恵器底部の内面端に小さく＋印を刻む。

７は口縁部端外側がへこみ、底部から体部まで丸みを持っている。

４Ｂ区ＳＩ２５

　３２ｖエ・３２ｕア・グリッドに位置する。中央部と北西部が残存しているが、残りは悪い。周辺遺構と

の新旧関係は、ＳＩ５１（古）→ＳＩ２５（新）である。ＳＩ２５かまど掘方がＳＩ５１の生活面を壊すこ

とから判断した。

　南北は南東側が撹乱に壊されるため２．４ｍ以上、東西約２．６ｍ、検出面から生活面までの深さは約１５㎝

を測る。主軸はＮ－４０°－Ｗである。

　生活面は埋土１０上面で、硬化面が中央部に残存していた。この面で柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出した。

主柱穴はＰ１、Ｐ２と考えられ、柱穴間はＰ１－Ｐ２が約１．９ｍを測る。生活面埋土を外した際に建物内

溝Ｄ１、建物内土坑Ｋ１が検出された。これは生活面より下から出土したことより、Ｄ１、Ｋ１は生活に伴

うものではないと考えられる。

　北西側にかまどが残存し、袖に使われたと思われる粘土が上部に残っていた。焼土範囲は長径約４５㎝、

短径約３５㎝を測る。

　遺物は埋土中より土師器甕の破片、杯の底部、須恵器椀の底部、破片、かまどから土師器甕の破片が出土

したが実測できるようなものはなかった。
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４Ｂ区ＳＩ５１

　３２ｕア・グリッドに位置する。ＳＩ２６との新旧関係は、ＳＩ２６（古）→ＳＩ５１（新）である。

ＳＩ５１の掘方がＳＩ２６の生活面を壊すことから判断した。

　南北約２．２ｍ、東西約１．８ｍ、検出面から生活面までの深さは約１８㎝を測る。主軸はＮ－８９°－Ｗ

である。

　生活面は埋３層上面で上層よりもしまりがやや強い。この面で柱穴Ｐ１を検出した。かまどは建物中央よ

り西側の隅付近で検出された。袖に使われたと思われる粘土が残存する。かまどは床面から約２５㎝掘り、

それから１０㎝ほど埋めて、燃焼部の高さを調整したと思われる。支柱を支えるための小穴は見つからなかっ

た。

　遺物はかまど付近より土師器杯の口縁部、甕の破片、埋土中より須恵器甕の破片が出土したが、図示でき

るものはなかった。

４Ｂ区ＳＩ２６

　３２ｕア・グリッドに位置する。ＳＩ５２との新旧関係はＳＩ５２（古）→ＳＩ２６（新）である。Ａ－

Ａ ’ の断面からＳＩ２６のかまどがＳＩ５２のかまどを壊すことから判断した。

　撹乱に壊されているため、残存であるが南北は１．３ｍ以上、東西は１．７ｍ以上、検出面から生活面まで

の深さは約２０㎝を測る。主軸はＮ－４４°－Ｗである。

　生活面は埋２層上面で、柱穴は検出できなかった。かまど部の横に溝Ｄ１が検出されたことから、壁際溝

の可能性がある。かまど部は、袖の一部と思われる粘土片が残り、かまどの崩落埋土、埋４層、埋５層に土

器片が出土した。支柱は見当たらない。
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　遺物は生活面埋土から、土師器杯の底部（第５８図１１）、土師器高杯の脚部（第５８図１２）、埋土中か

ら須恵器椀（第５８図１３）、土師質須恵器椀の底部、かまど付近から多くの土師器甕の破片が出土した。

１１は回転ヘラミガキが施され、赤彩で仕上げられている。底部外面にはススの跡が残る。１２は脚部で杯

との接合部分である。１３は高台が底部端からやや内側につく。多くの土師器甕の破片、須恵器甕の破片等

が出土した。

４Ｂ区ＳＩ５２

　３２ｕア・グリッドに位置する。ＳＩ２６に壊され、かまど部分が残存する。三方を撹乱、ＳＩ２６に壊

されているため残存であるが、南北０．５ｍ以上、東西１．９ｍ以上、検出面から掘方面までの深さは約１８

㎝を測る。主軸はＮ－４３°－Ｗである。

　かまど部分しか残っていなかったため、生活面は分からなかった。かまど部分は建物中央部より北西に残

存する。調査の際、焼土、砂岩は認めたものの、微量であったためそのまま掘り下げてしまい、断面を見て

かまどと気付いた。情報として十分には挙げられないが、埋土から４層下面が焼成面と考えられる。

　遺物はかまど付近から土師器杯（第５８図１０）、土師器甕の胴部が出土した。１０は内面、外面ともに

赤彩が施され、底部内面にはヘラ記号が入る。

掘立柱建物

４Ｂ区ＳＢ１

　３２ｔイ・３３ｔア・エ・グリッドに位置する。北西側は調査区外へ延びるため、桁行は３間以上、現況

で南東側柱列（Ｐ７－Ｐ８－Ｐ９－Ｐ１２）約５．４ｍ、北西側柱列（Ｐ１３－Ｐ１４）は調査区外に掛か

るため残存は 1間のみであるが、約 1．7ｍ、梁行は３間、南西側柱列（Ｐ１３－Ｐ１－Ｐ４－Ｐ７）が約

４．２ｍ、北東側柱（Ｐ１０－Ｐ１１－Ｐ１２）も調査区外に掛かるため残存は２間のみであるが、約２．７

ｍを測る総柱建物である。桁行方向はＮ－３２°－Ｅである。

　柱間は不揃いで、桁行１６０～１９２㎝、梁行１４４～１８０㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、径は

５５～９０㎝、深さは検出面より２８～７９㎝を測る。柱穴の下端レベルは不均一である。Ｐ２より土師器

椀の底部（第６０図１）、土師器杯の底部（第６０図２）、Ｐ５より黒色土器Ａ杯の底部（第６０図３）が出

土した。１は底部内側にヘラ記号が刻まれている。３は内外面ともにミガキが入る。

　柱痕はＰ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８で確認できた。

　

４Ｂ区ＳＢ２

　３２ｖウ・エ・３２ｕア・グリッドに位置する。東側は調査区外へ延びるため、現況で桁行は３間以上、

北西側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３－Ｐ４）が約５．１ｍ、梁行は２間以上、南西側柱列（Ｐ１－Ｐ８－Ｐ９）

が３．１９ｍを測る総柱建物である。桁行方向はＮ－５５°－Ｅである。

　柱間は不揃いで、桁行１４９～１８４㎝、梁行１４０～１８８㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、径は

４３～６８㎝、深さは検出面より２０～７３㎝である。柱穴の下端レベルは不均一である。

　遺物はＰ９から須恵器杯（第６３図３）が出土した。体部が直線的である。他に赤彩土師器杯の底部、須

恵器杯の口縁部が出土した。Ｐ１、Ｐ４より土師器、須恵器小片、Ｐ８より須恵器椀の底部、土師器甕の口

縁部が出土したが実測等ができるほど状態はよくなかった。
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土坑

ＳＫ１

　３２ｕイ・グリッドに位置する。平面形は隅丸長方形を呈し、長軸約１１５㎝、短軸約６０～７０㎝、検

出面からの深さ約２０㎝を測る。遺物は土師器、須恵器の破片が数点出土した。

ＳＫ２

　３３ｔイ・グリッドに位置する。平面形は隅丸台形を呈し、長軸約１３７㎝、短軸約６３～８３㎝、検出

面からの深さ約８～１２㎝を測る。遺物はＳＫ 1と同様、土師器、須恵器の破片が数点出土した。

ピット

ＳＰ４１

　３３ｕウ・グリッドに位置する。長径約４０㎝、短径約３０㎝、検出面からの深さ約３６㎝を測る。黒色

土器Ａ杯（第６３図１）が出土した。底部と体部下位しか残っていない。内側が黒く、底部から体部下位に

かけてやや内湾しているようである。

ＳＰ１８１

　３１ｕイ・グリッドに位置する。長径約５７㎝、短径約５４㎝、検出面からの深さ約３３㎝を測る。須恵

器蓋（第６３図５）が出土した。つまみは擬宝珠形であり、上部の膨らみがほとんどなく扁平である。全体

的に歪みがあり、つまみが中心からずれる。

　

ＳＰ１８５

　３１ｕイ・グリッドに位置する。長径約５７㎝、短径約５１㎝、検出面からの深さ約２９㎝を測る。土師

器杯（第６３図２）が出土した。底部から体部中位までは内湾し、中位から口縁部に向かって外反する。

ＳＰ２４２

　３２ｕア・グリッドに位置する。半分を撹乱に壊されるため、残存では径５４㎝以上、検出面からの深さ

約６９㎝を測る。土師器蓋（第６３図４）が出土した。天井部から緩やかに下がり、口縁部に至る。返りは

口縁部がやや下へ折れるような感じである。

　

４Ｃ区

竪穴建物

４Ｃ区ＳＩ１

　３２ｗア・３２ｘエ・グリッドに位置する。ＳＩ２、ＳＩ３を壊す。周辺竪穴建物との新旧関係については

ＳＩ３（古）→ＳＩ２→ＳＩ１（新）である。ＳＩ１、ＳＩ２、ＳＩ３とも埋土が黒褐色であるが、ＳＩ２の

埋土は色調がやや明るいところからプランを立てた。ＳＩ１とＳＩ２ではＳＩ１埋土がやや暗く、橙色粒、炭

化物を多く含んでいる。また、ＳＩ１掘方がＳＩ２の生活面を壊す部分が認められる。ＳＩ１とＳＩ３では

ＳＩ１埋土がやや暗い。ＳＩ２掘方がＳＩ３の生活面を壊す部分が認められる。

　南北約５．５ｍ、東西約６．１ｍ、検出面から生活面まで深さ約１５㎝を測る。主軸はＮ－８°－Ｅである。

最初ベルトに沿うようにトレンチを入れ、埋土の層位を確認した。埋土は３層確認でき、１層ずつ掘削して

いった。埋１層を掘削後、埋２層上面で建物内遺構を検出したが、検出できなかった。埋２層を掘削してい
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くと、掘方上面と埋３層上面で硬化面が残存していた。掘方面中央部に高さを合わせるように、周辺部に暗

オリーブ褐色砂質土（埋３層土）を入れ、生活面を平坦にしている。硬化面は掘方面とその周囲の埋３層上

面で硬化しており、掘方面が生活面として機能していたようである。

　生活面では、建物中心より東～南側、北西側に壁際溝が残存した。溝には貼床埋土が一部しか入らず、大

部分の埋土が生活面上の埋２層土であるため、生活時には溝として機能していたと思われる。柱穴はＰ１、

Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２を検出し、主柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４と

考えられる。柱間はＰ１－Ｐ２が約３．１ｍ、Ｐ２－Ｐ４は約２．４ｍ、Ｐ４－Ｐ３は約３．３ｍ、Ｐ３－Ｐ１は

約２．４ｍを測る。Ｐ４の土層注記は取り損ねた。

　かまどは北辺に位置し、検出時に袖部粘土、軟質砂岩による袖石、粘土の散らばりが確認できた。まずか

まどの長軸と短軸にトレンチを開け、土層を確認した。その後、焼土片、粘土片を含む埋土を外し、次にか

まど袖石の内側の土を焼成面が確認できた３層まで外していった。袖石と粘土の一部が残存していた。両袖

石下部には掘り込みが認められ、掘り込みに袖石を据えた後、周りに暗オリーブ褐色の土を埋めて安定させ

ている。支脚は残存していなかった。燃焼部は３層下面で不整円形であり、少し窪む。

　遺物はかまど付近から甑の把手（第７１図５）、柱穴Ｐ４から須恵器椀の底部（第７１図４）が出土した。

４は高台が底部端よりやや内側につき、断面は台形で外側には開いていない。他に、かまどから土師器杯の

底部、Ｐ１から赤彩を施された土師器杯の底部、Ｐ２から須恵器蓋の破片、Ｐ１２からは黒色土器Ａの底部、

赤彩の土師器杯の底部、埋２層から赤彩高杯の脚部、須恵器甕の破片が出土したが、図示できるものではな

かった。遺物東側生活面直上で金属製品 ( 図版８－５) が出土した。これは鎌の一部である。

４Ｃ区ＳＩ２

　３１ｗイ・グリッドに位置する。ＳＩ１に壊され、ＳＩ３、ＳＩ４、ＳＩ５を壊す。新旧関係はＳＩ５（古）

→ＳＩ４→ＳＩ３→ＳＩ２（本跡）→ＳＩ１（新）である。ＳＩ２とＳＩ３ではＳＩ２の生活面、掘方が

ＳＩ３より深く、生活面を壊している。ＳＩ２とＳＩ４ではＳＩ２の掘方が、ＳＩ４の生活面を壊している。

検出時の埋土がどちらも黒褐色であるが、ＳＩ４が少し暗い。ＳＩ２とＳＩ５ではＳＩ２の掘方がＳＩ５掘

方より若干深く、生活面を壊す。

　南北はＳＩ１に壊されているため現況では２．４ｍ以上、東西約３．３ｍ、検出面から生活面まで深さ約

２０㎝を測る。主軸はＮ－４８°－Ｅである。
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　生活面は埋３層上面で、硬化面はないが硬質の黒褐色土ブロックを含み、ややしまっている。柱穴は埋３

層上面で建物内の隅にＰ１、Ｐ２を検出した。位置から主柱穴と考えられる。Ｐ１－Ｐ２は約２．４ｍを測る。

　かまどは北東辺に位置し、検出時は袖部、焼成面上、焚口部に粘土が散らばっている状況であった。かま

ど埋土を外していくと、袖部粘土と袖石が一部残存し、袖部右側の砂岩は粘土で覆われていた。煙道部は撹

乱で壊されていた。焼成面は埋土６の上面で認められる。建物の生活面をかまどの掘方が切っているため、

生活面を作った後にかまど部の掘り込みを約２０㎝行い、その後約１３㎝ほど埋めて燃焼部の高さを調整し

ていると思われる。

　遺物はかまど付近より土師器甕の口縁部（第７１図３）、埋３層より石錐（第７１図８）が出土した。他

に土師器甕の破片が大半を占め、赤彩を施された土師器杯、椀の破片、須恵器甕や蓋の破片が少量出土する。

４Ｃ区ＳＩ３

　３１ｗイ・ウ・３２ｗア・イに位置する。ＳＩ１、ＳＩ２に壊され、ＳＩ４を壊す。ＳＩ４との新旧関係

は、検出時、どちらも黒褐色の土であったが、ＳＩ４よりＳＩ３のほうが若干明るかったこと、ＳＩ３の生

活面上の硬化面がＳＩ４の範囲内でも壊されず残っていることからＳＩ３がＳＩ４より新しいと判断した。

　南北約３．８ｍ、東西はＳＩ１、ＳＩ２に壊されているが、現況では約３．３ｍ、検出面から生活面まで深

さ約１２㎝を測る。主軸はＮ－７５°－Ｗである。

　生活面は埋２層上面で建物中央部に硬化面が残存している。この面で柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５

を検出した。主柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４と考えられ、柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ３－Ｐ４が約１．８～

２．０ｍ、Ｐ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３は約２．４～２．６ｍを測る。

　かまどは西辺に位置し、袖部粘土、袖石が残存している。かまどの右横に別かまどの砂岩と袖部粘土が残っ

ていて、それを壊し、横にかまどを作り替えていると思われる。建物内に生活面を作り、整地後にかまどを

深めに掘り、その穴に黒褐色土ブロックが混ざる土を埋めて燃焼部の高さを調整している。袖石は、上記の

埋土を掘り、袖石を据えて、両脇を埋め安定させてある。焼成面はかまど埋土３層上面に残存する。

　Ｐ３を掘削中、Ｐ３の壁面で縄文土器が出土した。掘方面でＰ３を中心として縄文時代の土坑ＳＫ５３を

検出した。

　遺物はかまど埋土より土師器高杯（第７１図２）、埋土１層より甑の把手（第７１図６·７）が、埋土２層

より土師器甕の口縁部（第７１図１）、身受けの返りが付いた須恵器蓋、返りが付かない須恵器蓋の破片が、

柱穴Ｐ２より須恵器甕、約１㎝の蓋受けの立ち上がりを持つ須恵器杯が出土した。２は内面、外面ともにヘ

ラミガキされ赤彩を施されている。土師器は甕の破片が大半を占める。

４Ｃ区ＳＩ４

　３１ｗイ・グリッドに位置する。ＳＩ２、ＳＩ３から壊され、ＳＩ５を壊す。ＳＩ５との新旧関係は、撹

乱の断面からＳＩ４のかまどがＳＩ５の埋土を掘って作成してあることが分かり、ＳＩ４がＳＩ５よりも新

しいと判断した。

　東から南にかけて壊されているため、現況では南北３．３ｍ以上、東西２．７ｍ以上である。主軸はＮ－

４８°－Ｅである。

　埋２層上面で生活面１を、埋３層上面で生活面２を、埋４層上面で生活面３を確認した。硬化面は埋２層

上面の中央部に残存する。生活面１ではＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４の柱穴を検出し、位置的にＰ１、Ｐ２、Ｐ３

が主柱穴と考えられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約２．５ｍ、Ｐ２－Ｐ３は約１．５ｍを測る。生活面２では

Ｐ５を検出する。生活面３ではＰ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ１３を検出し、主柱
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穴はＰ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９と考えられる。柱穴間はＰ６－Ｐ７、Ｐ９－Ｐ８が約２．１～２．２ｍ、Ｐ６－

Ｐ９、Ｐ７－Ｐ８は約２ｍを測る。

　かまどは北東辺に位置する。生活面１での掘り込みと生活面３での掘り込みと位置は同じであるが、掘り

込みが２つ重なっていることから、生活面の貼り替えに伴い、かまど位置は変えずに作り直したと思われる。

支脚、袖部粘土、袖石は残存していない。生活面１での燃焼部はかまど埋土３上面、生活面３での燃焼部は

かまど埋土５上面で検出した。ＳＩ３と同様に、建物内に貼床をして、それからかまどを深く掘っているよ

うである。

　掘方面からＳＩ２８を検出した。これはＳＩ３の掘方面上にも広がっている。また北東辺沿いに溝Ｄ１、

西側中央部に土坑Ｋ３を検出した。Ｄ１は生活面３のかまどで二分される。埋土は暗オリーブ褐色で黒褐色

土ブロックが混ざり、生活面３埋土と同じである。

　遺物は生活面１ではかまど内から須恵器蓋（第７２図１０）、須恵器椀（第７２図４）、埋１層からかまど
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形土器の焚口の庇（第７２図１３）、須恵器蓋（第７２図６· ９）が出土した。生活面２では埋２層中に土

師器椀の底部（第７２図３）が出土した。生活面３ではかまど内に土師器皿（第７２図２）、須恵器蓋 ( 第

７２図５· ７· ８)、埋３層から土師器杯の底部（第７２図１）、須恵器脚（第７２図１１）が出土した。１０

は擬宝珠形つまみが付き、扁平である。４は断面形が台形の高台が底部端よりやや内側につき、なだらかに

体部につながる。９は擬宝珠形つまみが付き、天井部が丸く膨らんで器高がやや高い。６はつまみがなく、

器高が高い。３は内面がヘラミガキされ、内面外面ともに赤彩を施されている。底部の縁の一部にタールが

付着しているため二次利用が考えられる。２は内外面とも赤彩が施され、底部外面にヘラ記号が刻まれてい

る。８は扁平な乳頭状つまみが付き、扁平である。７はひし形状つまみをもち天井部が丸く膨らむ。５は６

と同様の特徴を持ち、同時期のものと思われる。１は内側に赤彩を施され、底部外面中心部と体部外面下位

にススが付着する。

４Ｃ区ＳＩ５

　３１ｗア・イ・グリッドに位置する。ＳＩ２、ＳＩ４に壊される。中心より東側～南側が壊されているため、

現況では南北２．４ｍ以上、東西２．６ｍ以上、生活面は検出面より深さ約１５㎝を測る。主軸はＮ－５０°－

Ｅである。
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　生活面は明確な硬化はないが、埋土３層上面でややしまっている。柱穴はＰ１、Ｐ３を埋３層上面、Ｐ２

を撹乱の下面で検出した。北東辺にかまどが位置し、袖部粘土、軟質砂岩が残存する。袖部粘土は元位置で

あるが軟質砂岩は元位置を留めていない。建物の貼床埋土が、かまどの機能面直下に入っていることから、

これまでの建物と違い、建物掘方時にあらかじめかまど部分を深めに掘り、生活面整地時にかまど機能面を

形成しているようである。

　遺物はかまどを中心に、土師器甕の破片や身受けの返りが付いた須恵器蓋、返りが付かない須恵器蓋の破

片、須恵器甕の破片等が出土するが図示できるものはなかった。

４Ｃ区ＳＩ６

　３０ｗイ・ウ・グリッドに位置する。北～西側は調査区外のため、現況では南北４．９ｍ以上、東西４．７

ｍ以上、生活面は検出面から深さ約１３㎝を測る。長軸はＮ－２４°－Ｅである。

　硬化面が掘方面中央部に残存し、この面を生活面としていたようである。柱穴は掘方面でＰ１、Ｐ２を検

出した。柱穴内に埋土２が入っていたので、建物使用時に柱を立てていた穴と思われる。柱穴間は、Ｐ１－

Ｐ２が約３．１ｍを測る。

　建物内から土師器甕の口縁部、胴部破片、土師器杯の底部片、須恵器甕の破片が少量出土したが、図示で
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きるものはなかった。Ｐ２より、蓋受けの立ち上がりを持つ須恵器杯、立ち上がりを持たない須恵器杯の破

片が出土した。

４Ｃ区ＳＩ７

　３１ｗウ・３２ｗエ・グリッドに位置する。周辺遺構との新旧関係はＳＩ７（古）→ＳＩ１９→ＳＫ３７

（新）となる。

　ＳＩ７とＳＩ１９ではＳＩ１９の掘方がＳＩ７の生活面上の硬化面を壊すこと、ＳＩ７とＳＫ３７では

ＳＫ３７掘方がＳＩ７掘方よりも深く、ＳＩ７の壁面を壊していることから判断した。

　南側半分を撹乱に壊されるため現況では、南北約３．４ｍ、東西１．４ｍ以上、生活面は検出面から深さ約

２２㎝を測る。長軸はＮ－４４°－Ｗである。

　生活面は埋４層上面で、掘方面の凹部に土を入れて生活面を形成している。硬化面が北側から中央部に残

存し、掘方面が硬化している。中央部はＳＩ１９に壊される。柱穴は検出できなかった。かまどの有無は残

存部が少ないため不明である。

　遺物は土師器の破片が多く出土した。埋１層より、土師器甕の口縁部、土師器杯の底部、黒色土器Ａ椀の

底部、須恵器甕の破片等が、埋３層より土師器椀の底部、体部から口縁部にかけて開き気味で、口縁部がや
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や外反する土師器杯、同様の特徴を持つ須恵器杯の破片が出土したが図示できるものはなかった。

４Ｃ区ＳＩ１９

　３２ｗエ・グリッドに位置する。ＳＩ７を壊し、ＳＫ３７に壊される。南側が撹乱で壊されているため、

現況では南北約２ｍ、東西１．３ｍ以上、生活面は検出面から約１０㎝を測る。長軸はＮ－２３°－Ｗである。

　最初、残存に気付かずＳＩ９として掘っていたが、ＳＩ７の硬化面が直線的に途切れていること、Ａ－Ａ ’

の土層観察の際、途中で土層ラインが一部変化することから気付いた。

　埋５層上面で硬化面が北側～中央部に残存する。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出した。位置から主柱穴と

思われる。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約１．４ｍ、Ｐ２－Ｐ３は約１．５ｍを測る。

　遺物は埋２層より８世紀後半の須恵器蓋（第８３図２１）が出土した。２１は内側に赤い染みがついてい
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る。他に、赤彩を施されている土師器杯の底部、土師器甕の口縁部の破片、流れ込みと思われるが身受けの

返しが付く須恵器蓋の破片等が出土した。土器でのＳＩ７との時期差は認められない。

４Ｃ区ＳＩ８

　３３ｗエ・グリッドに位置する。北側をＳＩ１８に壊される。南北約２．８ｍ、東西約２．６ｍ、検出面か

ら生活面まで深さ約１４㎝を測る。長軸はＮ－４３°－Ｗである。

　生活面は埋土３層上面で中央付近に硬化面が残存する。この面で柱穴Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出し、

主柱穴と思われる。柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ４－Ｐ３が約１．３～１．４ｍ、Ｐ１－Ｐ４、Ｐ２－Ｐ３は約

２．２～２．４ｍを測る。北東辺に一部、壁際溝を検出した。Ｐ２とレベルも変わらないので、生活の際に機
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能していたものと考えられる。

　遺物は土師器片が多く、貼床埋土に土師器杯（第８３図１３）、埋土中に土師器椀（第８３図４）が出土した。

１３は平坦な底部から丸みをもって立ち上がり、体部が立っている。４は底部から体部に向かって直線的に

立ち上がり、内外面に赤彩が施されている。図示できなかったが、埋土２層中に赤彩を施された土師器杯の

底部から体部が２点出土した。１点は底部内外面のみヘラミガキしてあり、赤彩も内面と体部外面に施され、

底部外面には施されていない。もう１点は内外面とも赤彩、ヘラミガキしてある。他に須恵器甕の破片、土

師器甕の破片が出土した。
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４Ｃ区ＳＩ９

　３３ｖイ・ウ・グリッドに位置する。ＳＫ４５、ＳＫ５１を壊す。南側が調査区外に延びているため、現

況では南北３．０ｍ以上、東西約４．０ｍ、生活面の深さは検出面より約１４㎝を測る。長軸はＮ－６４°－

Ｅである。

　生活面には硬化面が埋３層上面に中央から西側に残存する。建物内で溝を２本検出、Ｄ１が建物上端から

約５０㎝内側を壁に沿うように残存し、そのすぐ外側にＤ２がＤ１を壊して掘ってあることから、建物の拡

張を行ったと思われる。柱穴はＰ１を検出し、位置的に主柱穴と思われる。他の柱穴は撹乱や調査区外にあ

ると考えられる。かまどは検出できなかった。

　遺物は埋土中から土師質須恵器椀（第８３図５）、土師器椀（第８３図９）、土師器盤（第８３図１４）、

土師器杯（第８３図７）、土師器甕の口縁部、胴部破片、土師器杯の底部等、須恵器甕の破片等が多く出土
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した。５は高台がやや外開きである。９は底部端に高台がついていたと思われるが外れて接合面がむき出し

になっている。１４は全面に赤彩を施され、ミガキの跡があるが、磨滅しているためはっきりとは分からな

い。７は内外面が磨かれている。

　

４Ｃ区ＳＩ１０

　３３ｕア・３３ｖエ・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係は、ＳＩ２４（古）→ＳＩ１０→

ＳＩ１１（新）である。ＳＩ２４（４Ｂ区ＳＩ２８）を壊し、ＳＩ１１に壊される。ＳＩ１０とＳＩ２４で

は検出時ＳＩ２４埋土より、ＳＩ１０埋土が少し明るく建物のプランが確定できたことから、ＳＩ１０が新

しく、ＳＩ１０とＳＩ１１では撹乱の断面でＳＩ１１の立ち上がりが確認できたことから判断した。

　南北１．８ｍ以上、東西約３．０ｍ、検出面から生活面まで深さ約２０㎝を測る。主軸はＮ－３２°－Ｗで

ある。

　生活面は埋３層上面で硬化面が中央部に残存する。柱穴はＰ１、Ｐ２を検出し位置的に主柱穴と考えられ

る。柱穴間は約２．１ｍを測る。北西辺にかまどが残存するが、袖部粘土、支柱は残存せず、焼土と掘り込

みが残っているのみである。
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　遺物は図示できるものはなかったが土師器が多く、甕の破片、土師器椀の底部、赤彩土師器杯の破片が出

土した。椀の底部の体部の残りから、体部はやや立ち気味ではないかと推察できる。他に須恵器甕の胴部、

杯の底部、口縁部の破片が出土した。

　なお、ＳＩ２４埋土中から金属製品（図版８－７）が出土する。径４．８㎝の円形の鉄製品で中心に１．８㎝

の円形の穴が開く。２か所ほど欠損が見られる。

４Ｃ区ＳＩ１１

　３３ｖエ・グリッドに位置する。ＳＩ１０、ＳＩ１２を壊す。ＳＩ１１とＳＩ１２ではＳＩ１２の生活面

をＳＩ１１の掘方が壊すことからＳＩ１１が新しいと判断した。

　南側の大半を撹乱に壊され、現状では、南北０．８ｍ以上　東西約２．５ｍ、生活面は検出面より深さ約

２０㎝を測る。主軸はＮ－４１°－Ｅである。

　生活面は埋土３上面で北部とかまど周辺に硬化面が残存する。柱穴はＰ１を検出した。かまどは北東辺に

位置し、粘土が残存する。かまどはピットに壊されているため、燃焼部や支脚は残っていない。

　遺物は埋土中より土師器杯（第８３図８）、土師器甕（第８３図３）、土師器甕の破片、高杯の脚、杯の底部、
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かまど埋土より土師器杯の底部（第８３図１１）が出土した。８は両面に赤彩を施され、口縁部がやや外反

している。１１も両面に赤彩を施され、８と底部径もほとんど変わらないため、同時期のものと思われる。

４Ｃ区ＳＩ１２

　３３ｖエ・グリッドに位置する。ＳＩ１１に壊される。北東辺以外は撹乱によって壊されているため、現

況では、南北約１．７ｍ、東西約２．２ｍ、生活面は検出面より深さ約１０㎝を測る。長軸はＮ－４９°－Ｅ

である。

　生活面は掘方面と同一で埋土は単層である。硬化面は検出できなかった。柱穴はＰ１を検出した。

　遺物は土師器椀の底部、甕の破片、須恵器蓋の破片等が少量出土したが図示できるものはなかった。
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４Ｃ区ＳＩ１３

　３３ｕイ・ウ、３４ｕア・エ・グリッドに位置する。ＳＩ１４、ＳＩ１６、ＳＩ１７を壊す。ＳＩ１７と

の重複はＳＩ１３の掘方がＳＩ１７の生活面を壊すことから判断した。

　南北約３．０ｍ、東西約３．３ｍ、生活面は３面あり、埋土の層位と一致する。長軸はＮ－７２°－Ｅである。

生活面１は埋２層上面で、検出面より深さ約４～１０㎝を測り、硬化面が建物内全体に残存する。北東隅と

南西隅に柱穴Ｐ１、Ｐ２を検出した。生活面２は埋３層上面で、検出面より深さ約１０～１６㎝を測り、中

央部に硬化面が残存する。生活面１の柱穴より少し中央よりに柱穴Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６を検出した。柱

穴間はＰ３－Ｐ４、Ｐ６－Ｐ５が、約１．７～１．９ｍ、Ｐ３－Ｐ６、Ｐ４－Ｐ５が約２．１～２．３ｍを測る。

生活面３は埋４層上面で、検出面より深さ約１６～２４㎝を測り、西側に硬化面が残存する。生活面２での

柱穴Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０を検出した。柱穴間はＰ７－Ｐ８、Ｐ１０－Ｐ９が約１．３～１．４ｍ、Ｐ７

－Ｐ１０、Ｐ８－Ｐ９は約２．２～２．４ｍを測る。Ｐ１～Ｐ１０はそれぞれの生活面で主柱穴と思われる位
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置にあるため、生活面毎に、上屋を作り直した可能性がある。掘方は中央部東側が浅く、その周囲は約１０

～１８㎝程深くなっている。かまどは検出できなかった。

　遺物は埋２層より須恵器杯（第８３図１６）、土師器甕の口縁部破片（第８３図２）が出土した。１６は

底部から口縁にかけて体部が直線的である。埋土ごとに土師器、須恵器の破片が出土するが、時期差は認め

られない。

４Ｃ区ＳＩ１７

　ＳＩ１３、ＳＩ１４に壊される。現況では南北約３．８ｍ、東西２．２ｍ以上、生活面は検出面より深さ約

１２㎝を測る。主軸はＮ－１０５°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で硬化面が全体的に広がる。生活面の南側に壁際溝が残存する。溝上面には硬化面が

ないので生活時に機能していた溝と思われる。溝から刀子が出土した。（図版８－４）しかし位置が溝埋土

上部であるため、建物使用時の遺物とはいえない。柱穴は生活面上でＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５を検出

した。主柱穴と思われるＰ１－Ｐ２間は約２．０ｍを測る。西辺にかまどが残存し、向かって左側の袖石、

左右袖部粘土が元位置を留めていた。袖石は安定を図るために小穴を掘り土で埋めている。焼成面は埋土４、

埋土５で粘土ブロックをやや含む。かまど機能面の下の層が生活面埋土と同一のため、ＳＩ５と同様に貼床

をしてその上にかまどを作っているようである。かまどの掘込みは浅い。掘方が中央部東側は浅く、その周

囲は約１０㎝深くなっている。

　遺物は図示できるものではなかったが、埋１層よりやや開き気味の高台が底部端に付く土師器椀の底部、

土師器杯の底部、内部がミガキされた土師器鉢の口縁部、須恵器甕の胴部、底部内面に×のヘラ記号が入っ

た須恵器杯の底部、溝より土師器甕の口縁部、須恵器甕の胴部、Ｐ２より土師器甕の胴部、Ｐ３より土師器

細片、埋土２層より土師器杯の底部、かまどより土師器甕の口縁部、須恵器甕の胴部、埋土２層より土師器
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杯の破片が出土した。

４Ｃ区ＳＩ２８

　３１ｗイ・ウ・グリッドに位置する。ＳＩ３、ＳＩ４の掘方面下から出土する。ＳＩ３、ＳＩ４の硬化面

を壊していないことからＳＩ３、ＳＩ４よりも古いと判断した。

　南北約２．４ｍ、東西約２．３ｍ、生活面は検出面より約８㎝の深さを測る。長軸はＮ－５２°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面であるが、顕著な硬化は見られない。柱穴は生活面上でＰ１、Ｐ２を検出し、位置よ

り主柱穴と思われる。Ｐ１－Ｐ２間は約１．５ｍを測る。

　遺物は埋２層から、須恵器椀の口縁部の破片（第８３図１５）、須恵器蓋の破片（第８３図２０）、土師

器杯の底部（第８３図１２）が出土した。１５は体部から口縁部にかけて斜めに立ち上がり直線的である。

２０はつまみが無く、扁平である。１２は底部外面に墨書が入るが文字は分からない。他に土師器椀の底部、

土師器甕の口縁部、須恵器杯の底部等が出土した。

掘立柱建物

４Ｃ区ＳＢ３

　３２ｖイ・ウ・３３ア・エ・グリッドに位置する。桁行は３間、現況で南東側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３－Ｐ４）

が約６．9ｍ、北西側柱列（Ｐ６－Ｐ７－Ｐ８）は調査区外に掛かるため残存は２間のみであるが、約４．３ｍ、

梁行は２間、南西側柱列（Ｐ４－Ｐ５－Ｐ６）が約４．２ｍ、北東側柱列（Ｐ１－Ｐ９）も調査区外に掛か

るため残存は 1間であるが、約２．０ｍを測る総柱建物である。桁行はＮ－４１°－Ｅである。

　柱間は不揃いで、桁行１９２～２６８㎝、梁行１６０～２８０㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、径は

４０～６０㎝、深さは検出面より１６～８６㎝（柱根が検出できたものは２０～５０㎝）を測る。柱穴の下

端レベルは不均一である。

　遺物は各柱穴とも土師器、須恵器の破片が出土した。Ｐ６では、土師器杯の底部（第８７図１１）、Ｐ８では、

土師器杯（第８７図３·４）、Ｐ９では土師質須恵器杯の底部（第８７図１３）が出土した。３は両面に赤彩

を施され、体部は底部から口縁部にかけて直線的に伸びている。４も両面に赤彩を施され、体部は口縁部付

近でやや外反する。１３は底部から体部にかけて丁寧に仕上げてある。

４Ｃ区ＳＢ４

　３３ｖア・イ・３３ｗエ・グリッドに位置する。梁行は２間、現況で北西側柱列（Ｐ３－Ｐ４－Ｐ５）が

約５．３ｍ、南東側柱列（Ｐ１－Ｐ９－Ｐ７）が約５．３ｍ、桁行は南東側が調査区外に延びるため２間以上

で、北東側柱列（Ｐ５－Ｐ６－Ｐ７）が３．８ｍ、南西側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３）が約３．５ｍを測る総柱

建物である。桁行はＮ－５９°－Ｗである。

　柱間は不揃いで、桁行２０８～３２０㎝、梁行１６８～２０４㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、径は

４０～６０㎝を測る。深さは一定ではなく、検出面より２４～５８㎝（柱根が検出できたものは２４～５８

㎝）を測る。柱穴の下端レベルは不均一である。

　遺物はＰ３から赤彩土師器、Ｐ４、Ｐ６内から土師器の破片が出土したが、図示できるものはなかった。

４Ｃ区ＳＢ６

　３１ｗエ・グリッドに位置する。西側が調査区外に掛かるため現況では、桁行は２間以上、南側柱列

（Ｐ４－Ｐ５－Ｐ６）が約４．４ｍ、梁行は２間、東側柱列（Ｐ２－Ｐ３－Ｐ４）が約３．９ｍを測る側柱建
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物である。桁行はＮ－７４°－Ｗである。

　柱間は不揃いで、桁行２３２～２０８㎝、梁行１７６～２２０㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、径は

４３～７６㎝を測る。深さは一定でなく、検出面より８～６８㎝である。特にＰ３の掘方が浅い。下端レベ

ルは不均一である。

　遺物はＰ１で須恵器高杯（第８７図１４）が出土する。他の柱穴はＰ３、Ｐ６で土師器の破片が出土した。
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土坑

ＳＫ３７

　３２ｗエ・グリッドに位置する。ＳＩ７、ＳＩ１９を壊す。ＳＩ７掘削時にはこの土坑に気付かず、ＳＩ

７断面を記録する際に気付いたため、平面形・規模は不明である。ＳＩ７断面では、径１２６㎝、検出面か

らの深さ３８㎝を測る。掘方は埋３層上面に焼土、灰、炭化物が広がり、火の使用が考えられる。その面の

直上で黒色土器Ａ椀（第８７図１· ２）、土師器杯（第８７図５· ６）が出土した。２は体部が曲線的に立ち

上がり、内面は上部にはハケ目が入りその上から一部底部端からヘラミガキを施している。１も２と同様に

体部が曲線的に立ち上がる。内面は底部から口縁部にかけてヘラミガキを施している。５、６は小皿に近い

杯と思われる。体部が直線的でやや開き気味である。底部はどちらもヘラ切り離し後ナデているが切り離し

跡が薄く残る。

0 2m 

1/80
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ＳＫ３９

　３１ｗエ・グリッドに位置する。ＳＰ３３、ＳＰ２０６に壊される。上部に焼土が残存し、火を焚いた跡

と思われる。掘方は長楕円形を呈し、長軸約１８４㎝、短軸約１３３㎝、深さは検出面より約３０㎝を測る。

　遺物は土師器甕の破片、細片が出土したが図示できるものはなかった。

ＳＫ４０

　３１ｘウ・グリッドに位置する。ＳＫ９、ＳＫ１０、ＳＰ１５２、ＳＰ１５３に壊され、ＳＫ４１を壊す。

底部に土を入れ、しめ固めてあることから、底部に何かを収納した可能性がある。掘方はやや歪んだ隅丸長

方形を呈し、長軸約１７２㎝、短軸約９６㎝、深さは検出面から約５０㎝を測る。

　遺物は埋２層より土師器、須恵器の破片が少量出土したが図示できるものはなかった。

ＳＫ４５

　３３ｖイ・グリッドに位置する。ＳＫ３４、ＳＩ９、撹乱に壊される。平面形は隅丸方形、長径は約２３０㎝、

検出面からの深さ約４８㎝を測る。埋土３の上面が硬化しているため、この面を機能面として何らかに使っ

ていた可能性がある。

　埋土中から土師器の底部（第８７図１２）が出土し底部内面に刻印で文字が記されている。文字は２文字

確認できるが、○本（上の字は確認できなかったが、下の字は大の下に十を書いている）としかわからなかっ

た。他に、土師器甕の胴部、須恵器甕の破片、底部等が出土する。

0 2m 
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ＳＫ５２

　３２ｖイ・グリッドに位置する。撹乱、ＳＫ５０に壊される。平面形が四角形で、長軸、短軸ともに約

１２０～１２５㎝、検出面からの深さ約１００㎝を測る。埋５層上面に焼土痕があり、火の使用が考えられる。

　遺物は埋土中より土師器杯（第８７図９）が出土した。９は底部から丸みをもって立ち上がり、体部中位

から口縁部に向かって外反している。また、埋３～４層に土師器甕の破片、杯の底部等が出土した。

ＳＫ４８（４区古代遺構配置図３参照）

　３１ｖイ・３１ｗウ・グリッドに位置する。ＳＩ２３を壊す。平面形が隅丸方形で長軸は現況で約２３０

㎝、深さは検出面より約１０㎝を測る。

　遺物は埋土中より土師器杯（第８７図７· ８）が出土した。７は内外面に赤彩を施され、体部が直線的に

立ち上がる。８は内外面に赤彩を施され、体部はやや丸みをもって立ち上がる。
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ピット

ＳＰ１９２

　３１ｗエ・グリッドに位置する。長径約５２㎝、短径約４８㎝、検出面からの深さ約２０㎝を測る。深さ

約１２㎝で完形の土師器杯（第９２図１１）が上を向いた状態で出土した。１１は口縁部が１０～１１㎝と

やや小ぶりで、器高がやや高い。底部に藁状圧痕が残る。口縁部がかなり歪み、内外面とも赤彩を施されて

いる。

ＳＰ１

　３１ｘウ・グリッドに位置する。長径約５５㎝、短径約５１㎝、検出面からの深さ４８㎝を測る。土師器

椀の底部（第９２図２）が出土した。底部から体部が立ち上がる所に高台が付き、その断面形は台形である

が、より三角形に近い。

0 1m 
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ＳＰ３９

　３２ｗア・グリッドに位置する。長径約３９㎝、短径約３３㎝、検出面からの深さ約２７㎝を測る。土師

器壺（第９２図５）が出土した。最大径は１２．９㎝と小型の壺である。外面は頸部から体部下位までヘラ

ミガキされ、赤彩を施されている。

0 1m 
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ＳＰ４６

　３１ｗア・グリッドに位置する。長径約４２㎝、短径約４０㎝、検出面からの深さ約４７㎝を測る。土師

器椀の底部（第９２図３）が出土した。底部から体部が立ち上がる所に高台が付き、その断面形は台形であ

るが、より三角形に近い。底部に工具痕が残り、高台の貼り付けも底部内側からのナデが雑である。

ＳＰ５５

　３１ｗイ・グリッドに位置する。長径約５０㎝、短径約４６㎝、検出面からの深さ約３１㎝を測る。土師

器杯（第９２図７·８）、須恵器蓋（第９２図２３）が出土した。７、８はともに回転ヘラミガキが施されている。

７は底部中心が残っていないが内面が底部端から口縁部まで、外面が底部端から体部中位までヘラミガキさ

れ、赤彩を施されている。８は内面、外面とも底部中心から体部下部までヘラミガキが施されているが赤彩

は施されていない。２３は器形が平らである。

ＳＰ７９

　３３ｖア・グリッドに位置する。長径約６８㎝、短径約６１㎝、検出面からの深さ約３５㎝を測る。土師

器杯（第９２図１２）が出土した。内外面に赤彩を施され、底部から口縁部にかけて直線的である。

0 2m 

1/50 0 1m 
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ＳＰ１３６

　３２ｘエ・グリッドに位置する。長径約７２㎝、短径約５９㎝、検出面からの深さ約７７㎝を測る。須恵

器椀の底部（第９２図１５）が出土した。高台の断面形は四角で底部は直線的であり、厚さは一定している。

高台から、体部外面にかけて黒い自然釉が付着しているようである。

ＳＰ１６１

　３１ｗイ・グリッドに位置する。長径約５１㎝、短径約４６㎝、検出面からの深さ約５５㎝を測る。土師

器高杯（第９２図６）が出土した。高杯の口縁部から体部上位までの破片と思われる。口径が約２０㎝と大

きく、体部中位から上位で屈曲し、口縁部に向けてやや立ち気味である。内面はミガキを施され、赤彩で仕

上げられている。外面も内面と同様であるが、やや雑である。

ＳＰ１７１

　３１ｗア・グリッドに位置する。長径約６２㎝、短径約６１㎝、検出面からの深さ約８４㎝を測る。須恵

器蓋（第９２図１８）が出土した。天井部は膨らみを持つ。蓋体部外面にカキ目が入り、上部にはつまみの

接合面が径４㎝ほど欠落している。

ＳＰ１７２

　３１ｗア・グリッドに位置する。ＳＰ１７１に壊される。長径約６５㎝、短径は不明、検出面からの深さ約

３６㎝を測る。土師器杯（第９２図１０）が出土した。底部から丸みをもって立ち上がり、体部が立ってい

る口縁部端で若干外反する。

ＳＰ１７７

　３１ｗエ・グリッドに位置する。長径約７７㎝、短径約６７㎝、検出面からの深さ約４７㎝を測る。須恵

器蓋（第９２図２０）が出土した。天井部から口縁部にかけて緩やかな丸みをもち、口縁端の内側５㎜位に

凹みが入る。

ＳＰ２０３

　３０ｗウ・グリッドに位置する。長径約６３㎝、短径約５３㎝、検出面からの深さ約９５㎝を測る。須恵

器蓋（第９２図１９）が出土した。口縁部しか残っていないが、内外面をナデてあり、２０と同様、口縁部

の内側５㎜くらいに凹みが入る。

ＳＰ２０７

　３１ｗエ・グリッドに位置する。長径約５４㎝、短径約４８㎝、検出面からの深さ約６４㎝を測る。須恵

器杯（第９２図１７）、須恵器蓋（第９２図２４）が出土した。１７は体部は底部から口縁にかけて直線的

であるが、体部上位から若干外反する。２４は口径約２１㎝と大型である。口縁部の破片のみであるため詳

しくは分からない。

ＳＰ２４９

　３３ｖア・グリッドに位置する。長径約５４㎝、短径約５３㎝、検出面からの深さ約６３㎝を測る。須恵

器蓋（第９２図２１）が出土した。外面口縁周辺部のみ自然釉があり、天井部は回転ヘラケズリ、体部から
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口縁部内外面ともに回転ナデを施している。

ＳＰ２６１

　３３ｕイ・グリッドに位置する。長径約５６㎝、短径約４５㎝、検出面からの深さ約３４㎝を測る。須恵

器椀（第９２図１４）が出土した。外面に自然釉がある。高台は底部端よりやや内側に付く。体部はやや内

湾しているが、ほぼ直線的に立ち上がり口縁部で若干外反する。
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ＳＰ２６９

　３２ｖウ・グリッドに位置する。長径約５６㎝、短径約４４㎝、検出面からの深さ約２７㎝を測る。土師

器杯（第９２図９）が出土した。底部の端の部分から口縁部にかけてのものである。底端部はやや丸みを持

ち、体部は口縁部にかけて直線的である。内外面ともに赤彩を施されている。

ＳＰ２７０

　３３ｕイ・グリッドに位置する。長径約５６㎝、短径約４６㎝、検出面からの深さ約３３㎝を測る。土師

器甕の口縁部（第９２図１）が出土した。口径１９．２㎝である。口縁部から頸部で口縁部は内外面ともヨ

コナデ、頸部は内面はヘラケズリ、外面はヨコナデの調整を施している。

ＳＰ２８４

　３２ｗエ・グリッドに位置する。長径約５０㎝、短径約４７㎝、検出面からの深さ約３８㎝を測る。土師

器椀（第９２図４）が出土した。底部のみであるが、高台が大きくやや開き気味である。底部外面は丁寧に

ナデ、赤彩を施されている。

ＳＰ３１２

　３０ｗウ・グリッドに位置する。ＳＰ６、ＳＰ１７９に壊される。長径約４５㎝、短径約２５㎝、検出面

からの深さ約３４㎝を測る。土師器甑の把手（第８７図１５）が出土した。

ＳＰ３１８

　３１ｗエ・グリッドに位置する。長径約７８㎝、短径約５０㎝、検出面からの深さ約７３㎝を測る。土師

器皿（第９２図１３）が出土した。内外面は赤彩を施され、底部から口縁にかけて若干外反気味に立ち上が

る。

ＳＰ３４４

　３２ｖア・グリッドに位置する。ＳＰ２２７に壊される。長径約５８㎝、短径約３９㎝、検出面からの深

さ約４９㎝を測る。須恵器蓋（第９２図２２）が出土した。口径は１８．６㎝を測る。口縁部と体部しか残っ

ていないが、天井部はやや膨らみを持つと思われる。

ＳＰ３７０

　３１ｘウ・グリッドに位置する。長径約３４㎝、短径約２９㎝、検出面からの深さ約３２㎝を測る。須恵

器椀（第９２図１６）が出土した。高台が底部端に付き、その断面は台形で、下底が狭く、上程（底部端）

が若干広くなっている。
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（３）中世以降

中世以降

溝跡

ＳＤ１

　２７ｘイ・ウ・エ、２８ｘア・エ・グリッドに位置する。４Ａ区調査区北側を横切り、方向はＮ－３４°

－Ｗである。現在の白川の流れにほぼ直交している。北西側、南東側調査区外に延びるため長さは不明であ

るが、現況では約１３ｍ、幅約４．７ｍ、検出面からの深さ１．４ｍを測る。

　埋土は自然堆積とみられる。埋土の最下部は砂質が非常に強く、底は固くしまっていてやや鉄分の沈着が

見られ、固結しているため、水路としての利用の可能性がある。土層断面から、１層上面から掘り込まれた

溝であるため、中世以降のものではないかと考えられる。

北東側に隣接する３区の調査において、同方向に走る同時期の大溝が検出されており（未報告）方位に合わ

せた町の区割りが存在したと思われる。

　遺物は土師器杯の底部（第５０図４· ５）、椀、杯、甕胴部の破片、須恵器甕の胴部、椀、杯の破片が出土した。

４は底径が６．８㎝位で、体部下位は立っているため、口縁部に向かって直線的に伸びていくと思われる。

底部には板状圧痕が残る。５は４と同様な特徴を持つが、底径が５．６㎝であるため４よりも小型であると

思われる。５にも板状圧痕が残る。

近現代

　４区では、４Ａ区、４Ｃ区で栗石の塊が多く出土した。今回報告する建物は江戸時代末の武家屋敷のもの

ではないと思われるため、近現代建物の跡として報告する。調査区での位置については４区中世以降主要遺

構配置図（第７図）を参照していただきたい。

　４Ａ区では２７ｗイ・２８ｘエ・２８ｗア・グリッドにＬ字型に栗石が残存していたが、撹乱と考え、外

してしまった。そこで第７図に範囲のみ網掛けをして記す。現代の布基礎の下部のように栗石が敷き詰めら

れていた。

４Ｃ区ＳＢ１

　遺構は１層上面において検出した。４Ｃ区北東部に位置する。栗石は長径１０～１５㎝程の川原石で、石

の隙間には黒褐色土と砂が詰まっている状態であった。配置は北東－南西方向としてＫ７－Ｋ８－Ｋ９、Ｋ

１４－Ｋ６－Ｋ１２－Ｋ１０、Ｋ５－Ｋ１１－Ｋ１０－Ｋ１、Ｋ４－Ｋ３－Ｋ２の４つの軸が、北西－南東

方向として、Ｋ４－Ｋ５－Ｋ６－Ｋ７、Ｋ１１－Ｋ１２－Ｋ８、Ｋ３－Ｋ１０－Ｋ９、Ｋ１－Ｋ２の４つの

軸が考えられる。Ｋ４－Ｋ５－Ｋ６－Ｋ７で約７．８ｍ、Ｋ４－Ｋ３－Ｋ２で約８．４ｍの建物が想定できる。

Ｋ１、Ｋ２は、その列がＫ３－Ｋ１０－Ｋ９の列と約４．１ｍ離れていることや、Ｋ２の長軸が建物の軸に

対して斜めであることから、別の建物であることも考えられる。北東側の壁面に栗石が見えることから北東

側調査区外に建物の規模は大きくなることも考えられる。Ｋ４の周りには、甕が残存するＳＫ４、ＳＫ５、

ＳＫ６がある。ＳＫ４は使用用途が不明であるが、ＳＫ５、ＳＫ６は便漕甕と考えられる。

　基礎内の遺物は土師器、須恵器の甕などの破片が多く、瓦、陶器などの破片は少量である。

４Ｃ区ＳＥ１

　１層上面において検出した。ＳＢ１の北東側に位置する。円形で切石積の井戸である。井戸内を約８０㎝

掘削し、プラスチック製品、空き缶などが出土した。掘方は検出面より約１．８ｍ掘削した。石は井戸内側

に湾曲し、一つ一つの石ががっちりとかみ合い、きれいな円形になるように加工してあった。積み方は水平
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であり、一段積むごとに掘方を埋めていったようである。

　

４Ｃ区ＳＫ４

　３１ｗウ・グリッドに位置する。上部を重機掘削で壊してしまい上部構造が分からないが、甕（第９８図３）

を逆さに据え、埋まっている状況であった。水琴窟の可能性も考えられたが、上述のように、上部の構造が

分からないこと、一般的な水琴窟の場合、排水のために甕の下には小石などを敷き詰めるが、この遺構はそ

れがないことから水琴窟遺構ではないと思われる。掘方は円形を呈し、長軸約５２㎝、短軸約４８㎝、検出

面からの深さ約１７㎝を測る。埋土中からは須恵器甕の破片が出土した。

0 2m 

1/80
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４Ｃ区ＳＫ５

　３１ｗウ・グリッドに位置する。重機掘削の際、甕を壊してしまい、元位置からずれたため、図面や写真

等の記録はできなかったが、ＳＫ６と並んで埋設されていることから、便槽甕と思われる。掘方は円形を呈

し、長軸、短軸ともに約４６㎝、深さは検出面より約１３㎝を測る。埋土中に土師器の細片が混じっていた。

４Ｃ区ＳＫ６

　３１ｗウ・グリッドに位置する。上部を重機掘削で壊してしまい上部構造は分からないが、甕が埋まって

いる状況であった。ＳＫ５と並んで埋設されていた。甕の底部内面には石灰化したものが付着しており、便

槽甕と思われる。掘方は円形を呈し、長軸、短軸ともに約４８㎝、深さは検出面より約１３㎝を測る。埋土

からは土師器甕の破片、椀の底部破片、須恵器椀の破片等が出土した。
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４Ｃ区ＳＰ７４

　３３ｖエ・グリッドに位置する。長径約４４㎝、短径約３１㎝、検出面からの深さ約３７㎝を測る。

ピットとして半裁を行うと、瓦で蓋をした壺が確認できた。瓦には穿孔があり、針金を通して下の壺の頸部

と固定してあった。このことを上司に相談すると、高木課長補佐（当時）から胞衣壺ではないかと指摘を受

けた。

　胞衣（えな）とは胎盤のことをいい、胞衣壺とは、胎盤を収めた壺をいう。胞衣壺を埋める風習は日本全

国で第２次大戦後まで何らかのかたちで行われていた。埋める位置は家の戸口、土間のすみ、台所、馬屋、

牛の駄屋、産所の軒下、胞衣埋め場、墓地などである。入れるものとして、男子の場合は墨筆を入れる。

　ＳＰ７４出土の壺の蓋を取ると、茶色の染みのようなものは認められるが、中には何も入っていなかった。

蓋として使用した瓦（第９８図２）は表面がキラキラしていて、また、壺（第９８図１）も胴部下端と外底

部を除き、全面施釉してある。２点とも現代に用いられているものと変わらない。
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第２節　５区
１　基本土層

５Ａ区調査区壁面において測図したものを図示した。

４区と同様である。

１－１層：黄灰色土層（２．５Ｙ　４／１）砂質土。粘性：弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝大のレキをやや多く含む。近世遺物を含む。

１－２層：暗灰黄色土層（２．５Ｙ　４／２）砂質土。粘性：弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝大のレキをわずかに含む。近世、古代遺物を含む。

２層　　：黒褐色土層（１０ＹＲ　３／１）砂質土。粘性：しまり：やや強い。

場所によっては堆積がない。古代遺物を含む。

３－１層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班が多く混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。

３－１層は古代の検出面である。

３－２層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／４）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班がやや多く混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をわずかに含む。

本層以下は未調査。

３－３層：オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　４／６）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや弱い。

３～５㎝程度の黒褐色班がわずかに混じる。０．２㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。

３－４層：黄褐色土層（１０ＹＲ　５／６）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝程度の黄褐色粒を多く含む。

３－５層：にぶい黄褐色土層（１０ＹＲ　４／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

０．３～０．５㎝程度の黄褐色粒をやや多く含む。

４－１層：黒褐色土層（２．５Ｙ　３／２ ）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

砂質が１、２、３層に比べ強い。

４－２層：暗オリーブ褐色土層（２．５Ｙ　３／３）砂質土。粘性：非常に弱い。しまり：やや強い。

砂質が非常に強い。

５層　　：オリーブ色土層（５Ｙ　５／４）砂層。
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２　遺構・遺物

（１）縄文時代後・晩期

ＳＫ１２５

　４０ｐエ・グリッドに位置する。ＳＤ１１下より検出した。北東側を撹乱に壊され規模は不明であるが、

現況では、南北約８０㎝、東西約６２㎝、深さは検出面より約３２㎝を測る。埋土の特徴として黒褐色・暗

褐色土中の砂質の割合が高くなることが挙げられる。

　遺物は埋１層中と埋３層中と２分して出土した。

ＳＫ１２７

　３７ｒエ・グリッドに位置する。ＳＩ２０の深さを調べるため、ベルト横にトレンチを入れていた際、埋

土中の砂質が強くなり、縄文土器が出土したことから縄文時代の遺構の残存に気付いた。ＳＩ２０完掘後、

掘方面において検出した。南北約９４㎝、東西約１０１㎝、深さは検出面より約２０㎝を測る。埋土の特徴

はＳＫ１２５と同様である。

ＳＫ１２９

　３６ｑウ・グリッドに位置する。上部をＳＫ９９に壊される。南北約８９㎝、東西約１０３㎝、深さは検

出面より約４８㎝を測る。

　遺物は埋１層下面で多く出土した。
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（２）古代

　５区も４区と同様に、遺構は既存建物等により破壊を受けているものが多い。５Ａ区の調査面積約２９４

㎡、５Ｂ区は約６５３㎡である。この２つの区は隣り合う調査区で、現状は標高約１６ｍ、地形は平坦であ

る。北側には市道新屋敷１丁目第２２号線が、南側には市道新屋敷１丁目第２１号線がある。北側は遺構が

建物の基礎で壊されていたため調査区から外している。

　５区は廃土置き場の都合上、２度に分けて調査を行った。古代の遺構を概観すると、５区も竪穴建物が多

く建つ集落跡であるが、４区と比べるとその密度は薄くなると言えよう。竪穴建物２４軒、掘立柱建物６軒、

柵列３列を検出した。

　以下、主要遺構について報告するが、他に小穴、柱穴など、これに漏れる遺構もある。その存在状況につ

いては５区古代遺構配置図（第１０２図～第１０５図）を参照していただきたい。

竪穴建物

５Ａ区ＳＩ１

　３９ｐイ・ウ・グリッドに位置する。南西側をＳＤ１２に壊される。南東側が調査区外のため、現況では

南北約１．８ｍ、東西約３．９ｍを測る。主軸はＮ－３４°－Ｗである。

　生活面１は検出面より約８㎝の深さで、埋６層上面であり、建物内一面に硬化面が残存する。柱穴はＰ１、

Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出した。位置からＰ１が主柱穴と思われる。硬化面を外すと南西側に壁際溝Ｄ１が検

出されたが、硬化面下での溝のため、生活時に機能していたかは疑問である。Ｉ－Ｉ’ の断面から、生活面

１を掘る溝、またはピットが確認できたが、平面では検出できなかった。掘方面上で柱穴Ｐ５、Ｐ６を検出

した。

　かまどは北西側に位置する。残存部中央に軟質砂岩は確認できたが、埋土４の焼土、灰などの上に残存し

ているため、元位置は保っていない。燃焼部は埋土４で、焼土、灰、炭化物を大量に含む。掘方において、

燃焼部奥よりＰ６を検出した。支脚を設置したものと思われる。掘方面で右側に建物内遺構Ｋ１を検出した。

　遺物は埋１層より須恵器杯（第１１３図３）が出土した。口縁部から底部外面にかけて灰釉がかかり、高

台は台形状の断面を呈する。他に須恵器甕の破片、赤彩を施され、ヘラミガキされている土師器杯の底部等

が出土した。埋２層では、土師器甕の破片、赤彩土師器杯の口縁部、埋３層ではヘラミガキされ赤彩を施さ

れた杯の底部、かまどからヘラミガキされ赤彩を施された杯の口縁部、Ｐ５から赤彩の土師器破片等が出土

したが図示できるものはなかった。

５Ａ区ＳＩ２

　３７ｒウ・グリッドに位置し、南側をＳＩ９に壊される。ＳＩ２とＳＩ９ではＳＩ９は黒褐色が暗く、

ＳＩ２はやや明るいことや、ＳＩ２上でＳＩ９の建物プランを一部検出できたこと、ＳＩ９掘方がＳＩ２掘

方を壊していることから、ＳＩ９がＳＩ２よりも新しいと判断した。

　南側、東側を撹乱で壊され、残存はかまどとその周辺部であるため、現況では南北約１．４ｍ、東西約

３．１ｍを測り、主軸はＮ－２４°－Ｗである。

　生活面は検出時に出土していた埋１層上面である。検出時にかまど袖石の掘方ラインが見えていたことか

ら、生活面は整地で削平を受けてしまった可能性がある。埋１層上面と掘方面では柱穴等は検出できなかっ

た。

　かまどは北西側に位置し、中央部と左側袖部に軟質砂岩が残存する。左側砂岩は、かまど掘方に埋土３を

貼った後、小穴をあけ、それに砂岩を埋め込み安定化を図っている。（埋土１の他は注記を記録し損ねた。）
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右側にも砂岩を据えるための小穴が確認できた。支脚は掘方に埋まる部分がほとんど無く、埋土３に小穴を

掘った形跡も見られないため、かまど掘方に支脚を据え埋土３を貼って安定させたと考えられる。燃焼部は

埋土２上面で、平面不整円形であり下部は焼土、灰、炭化物が多量に残存する。

　遺物はかまど埋土より土師器杯の口縁部から底部（第１１３図９）が出土した。また、埋土中より石鏃（第

１１３図１４）が出土した。９は底部中央外面に膨らみ、体部は斜めに直線的に伸びる。１４は未製品で、

製品になれば正三角形をして抉りが入ると思われる。他に土師器の破片が多く出土した。
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５Ａ区ＳＩ３

　３６ｓウ・３７ｓエ・グリッドに位置する。ＳＩ５を壊す。ＳＩ３とＳＩ５では、ＳＩ３の壁際溝がＳＩ

５の生活面を壊すことから、ＳＩ３が新しいと判断した。

　北側、東側、南側が調査区外であるため、現況では南北約３．０ｍ、東西約１．５ｍ、生活面は検出面より

約８～１０㎝の深さを測る。長軸はＮ－２５°－Ｗである。

　生活面は埋土１上面で建物内中央部に硬化面が残存する。柱穴は北側にＰ１を検出し、位置的に主柱穴と

考えられる。南西側に壁際溝を検出した。この溝は幅約５５～６５㎝、生活面からの深さは約２４～１８㎝

を測る。南西側にはＳＢ１が存在するが、同時期に併存しているかどうかは不明である。

　遺物は埋土中から黒色土器Ａ杯の口縁部（第１１３図７）が出土した。体部から口縁部にかけて湾曲して

いる。他に、土師器、須恵器等の破片が出土した。壁際溝を壊すＳＰ１７６からは土師器杯の底部に「厨」

の文字が入る墨書土器（図版２６－６）と土師器杯（第１２１図３）が出土した。第１２１図３は内外面に

赤彩を施されている。体部は開き気味で口縁部は外反する。底部は未調整である。　

５Ａ区ＳＩ５

　３６ｓウ・３７ｓエ・３６ｒイ・３７ｒウ・グリッドに位置する。ＳＩ３、撹乱に壊される。北側、東側

が調査区外にのびるため、現況では南北約５．１ｍ、東西約４．６ｍ、検出面から生活面までの深さは約５㎝

を測る。主軸はＮ－２３°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で建物中央部に硬化面が残存する。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出した。Ｐ１、Ｐ２

は隅で検出され、位置的に主柱穴と思われる。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約３．３ｍを測る。建物内の南西側、
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南東側で壁際溝を検出した。溝の埋土が埋土１に似ていることから、生活面での溝として機能していたと思

われる。

　かまどは北西側に位置する。軟質砂岩の袖石と支脚が残存する。支脚は小穴に据えられていて、やや燃焼

部中心に近い位置である。右側袖石砂岩（焚口から見て）も同様に小穴に据えられている。（断面図に掘方

は記録しているが、袖石は記録できていない。）

　遺物は生活面埋土から須恵器甕の口縁部（第１１３図１１）、２層埋土より土師器杯（第１１３図８）が

出土した。１１はカキ目に等間隔に刻み目を施している。８は口径が９．６５㎝とやや小ぶりである。

５Ａ区ＳＩ４

　３９ｐイ・４０ｐア・グリッドに位置する。北側、東側を撹乱に壊される。現況では、南北約３．４ｍ、

東西約３．２ｍ、長軸はＮ－３０°－Ｅである。

　生活面が３面あり、生活面１で、Ｐ１、Ｐ２、生活面２でＰ３、Ｐ４、Ｐ５、生活面３でＰ６の柱穴を検

出した。Ｐ５は撹乱下、Ｐ６は土坑ＳＫ３７下からの検出なので、検出した層の生活面に伴うピットとは言

い切れない。生活面１は検出面から約８㎝の深さで、埋２層の上面である。Ｐ１、Ｐ２は位置的に主柱穴と
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考えられる。Ｐ１－Ｐ２は約２．２ｍを測る。北から南にかけて西側に壁際溝が検出された。埋土が埋１層

土と同じことから溝として機能していた可能性が考えられる。溝埋土から須恵器杯（第１１３図４）、埋土

１層から布目瓦（第１１３図１３）、生活面１直上から土師器甕の口縁部（第１１３図１）が出土する。生

活面２は検出面から約２５㎝の深さで、埋４層の上面である。Ｐ３、Ｐ４は生活面１の柱穴と重なっていて、

主柱穴と考えられる。柱穴間はＰ３－Ｐ４が約２．２ｍを測る。埋３層から須恵器蓋 ( 第１１３図６)、黒色

土器Ａ椀（第１１３図２）が出土する。生活面３は検出面から約３０㎝の深さで掘方面である。中央部付近

に硬化面が残存する。Ｐ６からは土師器甕の口縁部（第１１３図５）が出土する。

　遺物は４は体部から口縁部にかけて外反し、底部外面には板状圧痕が残る。６は上への膨らみがあまりな

い。２は高台が底部の横に付き、底部外面が下に付くほどである。

５Ａ区ＳＩ６（５Ｂ区ＳＩ５）

　３８ｑウ・グリッドに位置する。５Ａ区と５Ｂ区にまたがり残存する。北西側を撹乱に、南西から南側を

５Ａ区ＳＤ１２（５Ｂ区ＳＤ９）に壊される。現況では南北約４．２ｍ、東西約３．８ｍ、長軸はＮ－２８°

－Ｗである。

　生活面が３面あり、埋土の層位と一致する。生活面１は検出時に硬化面が表出している状態で、埋１層上
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面と一致する。硬化面は生活面全体に広がり、柱穴は検出できなかった。直上で土師器杯 ( 第１１５図５)

が出土する。生活面２は検出面から約８㎝の深さで、埋２層上面である。この面でも硬化面が出土した。硬

化面は生活面１の硬化面よりやや中央に寄って残存している。柱穴は５ＡＰ１を検出した。埋２層直上で土

師器杯（第１１５図４· ６）、埋２層中で金属製品（図版８－６）が出土した。生活面３は検出面から約１４

㎝の深さで埋３層上面である。硬化面と柱穴を検出した。硬化面は建物内一面に広がる。柱穴は、５ＢＰ１、

５ＢＰ２、５ＡＰ２を検出した。柱穴間は５ＡＰ２－５ＢＰ１が約３．１ｍを測る。埋３層直上で土師器杯

（第１１５図７）、土師器椀（第１１５図２）、土師器蓋の口縁部（第１１５図１）、須恵器椀（第１１５図３）

が出土した。５ＢＰ１から土師器甕の底部、５ＢＰ２から須恵器甕の破片が出土した。

　遺物は５は内面は底部から口縁部まで、外面は底部から体部下位までヘラミガキされている。６は内外面

とも底部から口縁部までヘラミガキされている。２は底部から体部が直線的に立ち上がり、内外面に赤彩を

施されている。２、７は内外面とも赤彩を施され、底部から口縁部までヘラミガキされている。１は口径が

２０．８㎝と大きく、内外面とも赤彩を施されている。３は高台が底部端に付き、台形の断面形である。ま

た体部下部から口縁部にかけて直線的で、やや立ち気味である。底部にはヘラ切り跡が明瞭に残っている。

金属製品は、銅の丸鞆（図版８－１３· １４）で、縦１．８㎝、横２．９㎝、厚さ０．４㎝で半円形であり、

上部に幅０．３㎝、長さ１．９㎝の長方形の穴が開く。

５Ａ区ＳＩ７

　４０Ｐア・イ・グリッドに位置する。南東側は調査区外であるため、現況では、南北約１．４ｍ、東西約１．４

ｍを測り、長軸はＮ－２０°－Ｗである。

　ＳＩ７は遺物のみの紹介に留める。第１１５図８は土師器杯で内外面ともヘラミガキされ、赤彩を施され

ている。第１１５図１１は土師器杯で、これも内外面に赤彩を施されている。第１１５図１０は土師器杯で、

内外面に赤彩を施されている。体部がやや立ち気味で、口縁部が外反する。第１１５図９は土師器杯で、内

外面ともヘラミガキされ、赤彩を施されている。

柵列

５Ａ区ＳＡ２

　３７ｑウ・３８ｑエ・ア・イ・グリッドに位置する。方位はＮ－２２°－Ｗの柵列で、５間、約８．９ｍを

測る。柱間は１６２～１９４㎝であるが、Ｐ２－Ｐ３－Ｐ５までの３間は１７０㎝台でほぼ均等である。

柱掘方は平面円形のものが多いが、隅丸方形、長楕円形のものもある。径は７４～１２８㎝と、ややばらつ

きがある。深さは検出面よりＰ２、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６は５０㎝台、Ｐ３が７０㎝、Ｐ１は１０７㎝で、下端

レベルは一定ではない。埋土は黒褐色土である。

　遺物はＰ１より須恵器蓋（第１１６図８）、Ｐ２より土師器杯（第１１６図６）が出土した。８はつまみ

を持たず扁平で、天井部には回転ヘラケズリの跡が残る。６は内面に赤彩を施されている。

５Ａ区ＳＡ６

　３８ｒエ・３８ｑア・３７ｑイ・グリッドに位置する。方位はＮ－２０°－Ｗの柵列で、北西側は撹乱、南

東側は調査区外のため規模は不明であるが、現況では４間（Ｐ３－Ｐ４の間に撹乱がありその中に柱穴があっ

たと仮定）、約５．２ｍを測る。柱間は１１３～１５８㎝を測る。柱掘方は平面円形または楕円形であり、径

６０～７０㎝台である。深さは検出面より４２～９０㎝で下端レベルは一定ではない。埋土は黒褐色である。

　遺物はＰ１、Ｐ２より須恵器椀（第１１６図１１· １２）が出土した。１１は直線的な体部で、高台が底
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部端に付き若干外に開く。１２も直線的な体部で高台はやや外向きに付く。Ｐ１の傍にＳＰ１８４があり、

埋土中から須恵器椀（第１２１図８）、土師器杯（第１２１図５）が出土した。５Ａ区調査時はＳＡ２－Ｐ１、

Ｐ２、ＳＰ２６０、ＳＡ６－Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３での側柱建物を想定していた。しかし、５Ｂ区調査時にＳＡ

２－Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６と並んだが、ＳＡ６の並びがＰ４から先が撹乱で不明なため、２本の柵列と変

更した。もしかしたらその建物の地鎮等の埋納ピットであろうか。８は口径１７．６㎝とやや大きめの須恵

器椀で高台は底部端につく。高台の外れた部分には貼り付け前に接着効果を目的としたと思われる沈線状の

凹みがある。５は土師器杯で内外面に赤彩が施されている。

0 2m 
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掘立柱建物

５Ｂ区ＳＢ６

　３７ｑウ・３８ｑエ・グリッドに位置する。桁行でＰ１に対応する柱穴は撹乱で壊されている。北東側が

撹乱に壊されるため規模は不明であるが、現況では、桁行が３間以上、南東側柱列（Ｐ５－Ｐ６－Ｐ７）が

約５．４ｍ、梁数が２間、南西側柱穴（Ｐ３－Ｐ４－Ｐ５）が約３．８ｍを測る側柱建物である。桁行の方位

はＮ－６５°－Ｅである。

　柱間は桁行１８２～１９８㎝、梁行１７８～１９９㎝を測る。柱掘方はほぼ平面円形、径４７～８５㎝と

ばらつきがある。深さは検出面より２０～６０㎝で下端レベルは一定ではない。埋土は黒褐色である。

５Ａ区ＳＢ１

　３７ｒア・グリッドに位置する。東側が調査区外に掛かるため、現況では、桁行は２間以上、南西側柱列

（Ｐ４－Ｐ５－Ｐ６）が約３．５ｍ、梁行は２間、北西側柱列（Ｐ２－Ｐ３－Ｐ４）が約３．５ｍを測る側柱建

物である。桁行の方位はＮ－２８°－Ｗ、柱間は不揃いで、桁行１６５～１８５㎝、梁行１５３～１９１㎝を

測る。

　柱掘方は平面円形で、径４０～５３㎝、深さは一定でなく、検出面より１８～３９㎝で下端レベルは不均

一である。埋土は黒褐色土である。

　遺物はＰ１からは土師器移動式かまど破片（第１１６図１７）と須恵器甕の破片、Ｐ２からは土師器甕の

破片（第１１６図１６）、赤彩を施され、ヘラミガキされた土師器杯の口縁部破片が出土している。

５Ａ区ＳＢ５

　３９ｐイ・４０ｐア・グリッドに位置する。Ｐ９、Ｐ１０に関しては、検出時はＳＩ４埋土と同色だった



第４章　調査の成果



第４章　調査の成果

ため検出できなかったが、ＳＩ４掘削後に気付き、Ｐ９、Ｐ１０がＳＩ４の硬化面等を壊すことから、ＳＩ

４より新しいピットと認識した。桁行は３間で、南西側柱列（Ｐ６－Ｐ７－Ｐ８－Ｐ９）が約４．５ｍ、梁

行は２間で（Ｐ９－Ｐ１０－Ｐ１）が約２．８ｍを測る。やや歪んだ側柱建物である。桁行方角はＮ－２６°

－Ｗである。

　柱間は不揃いであるが、桁行はＰ１－Ｐ２、Ｐ２－Ｐ３、Ｐ９－Ｐ８、Ｐ８－Ｐ７は１５０～１６１㎝、

Ｐ３－Ｐ４、Ｐ７－Ｐ６は１３５～１３７㎝を測る。梁行１０６～１５２㎝を測る。

　柱掘方は撹乱に壊されはっきりしないものもあるが、平面円形を基調とし、レベルがほぼ同じ高さの掘方

に関しては径５１～６７㎝、深さは一定ではなく、検出面より３４～６４㎝で下端レベルは不均一である。

　

土坑

ＳＫ５５

　３９ｑウ・グリッドに位置する。南東側が調査区外にかかるため、現況では、南北約１０４㎝、東西約

５５㎝、深さ約１８㎝を測る。掘方面下よりピットを検出した。埋１層は上面に焼土を大量に含む。遺物は

布目瓦（第１１６図１９）で焼土上から出土した。他に土師器甕（第１１６図２·３）、須恵器甕の胴部など

の破片等が出土した。埋１層内から他にも遺物破片が出土するが、接合できないことから、ごみ穴として使

い、最終的には火を燃やす穴として使用していたのではないかと考えられる。

ＳＫ４４

　４０ｐウ・グリッドに位置する。西側を撹乱に壊される。掘方は、平面形は隅丸方形で長軸約２１５㎝、

短軸約１２５㎝、深さは検出面より約３６㎝を測る。最下層がややしまっている。壁際に縦に黒い層があり、

その内側の埋土がレンズ状堆積していることから、人骨等は検出していないが、木棺墓ではないかと考えら

れる。副葬品としては、土器などは出土しなかったが、北西側において、刀子の柄にあたる金属製品の一部

（図版８－３）が出土した。他に埋土から須恵器蓋（第１１６図１０）が出土した。

ピット

ＳＰ２３７

　３８ｑア・グリッドに位置する。長径約３９㎝、短径約２３㎝、検出面からの深さ６４㎝を測る。

　遺物は須恵器の小鉢（第１２１図９）が出土した。口縁部に布ひものような跡が残っている。

５Ａ区包含層出土遺物

第１１６図９

　３８ｑア・グリッドより出土した。須恵器蓋で天井部はやや膨らみ、擬宝珠形つまみが付く。
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第１１６図１５

　３８ｑア・グリッドより出土した。須恵器杯で体部は直線的に伸び、色調は灰色であるが、下部は若干暗

くなる。内部に火襷の痕跡が残る。

第１１６図１３

　３７ｒウ・グリッドより出土した。須恵器椀で高台は低端部に付き、高台下部外側が削られ、断面形は逆

三角形に近い。また、体部外面に光沢のある黒色自然釉が付いていて、「萩尾型」椀と思われる。

第１１６図４

　３８ｑア・グリッドより出土した。土師器小皿（灯明皿）で、口縁部に油煙が付着する。また、底部は糸

切りである。



第４章　調査の成果

５Ｂ区

竪穴建物

５Ｂ区ＳＩ１

　３７ｑア・グリッドに位置する。竪穴建物の新旧関係はＳＩ２１（古）→ＳＩ１６→ＳＩ１（新）である。

ＳＩ１とＳＩ１６では、撹乱断面でＳＩ１掘方がＳＩ１６掘方より深く、ＳＩ１生活面埋土の下層には３層

ブロックが混じり、ＳＩ１掘方がＳＩ１６掘方を壊すのを確認した。ＳＩ１とＳＩ２１では、検出時ＳＩ１

の埋土が暗く、竪穴建物の輪郭線の一部が引けたこと、生活面の高さはほぼ変わらないが、ＳＩ２１の生活

面がＳＩ６に壊されていることから判断した。

0 2m 
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　北東から南側にかけてＳＤ１と撹乱に壊されているため、規模ははっきりとは分からないが、現況では南

北約１．４ｍ、東西約２．３ｍ、生活面の深さは検出面より約１４㎝を測る。長軸はＮ－５９°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面であるが、はっきりとした硬化は見られなかった。柱穴は建物内からＰ１、Ｐ２、Ｐ３、

Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、近接している撹乱内よりＰ８を検出した。位置的にはＰ３、Ｐ８が主柱穴と思わ

れるが、規模がはっきりとしていないため断言はできない。Ｐ３－Ｐ８の柱穴間は約２．２ｍを測る。

　遺物は埋土中から縄文土器、須恵器甕の底部や土師器杯の底部等が出土したが図示できるものはなかった。

５Ｂ区ＳＩ２０

　３７ｒエ・グリッドに位置する。ＳＩ２を壊す。最初ＳＩ２の一部と思って掘削していたが、土層ベルト

の横にトレンチを入れ、土層を確認した際に、ＳＩ２を壊す掘り込みが見られたため別の遺構と気付いた。

　北西から、北、東にかけて撹乱とＳＤ１に壊されるため規模は不明であるが、現況では南北約１．６ｍ、

東西約１．７ｍを測る。検出面から生活面までの深さは、約１２㎝を測る。長軸はＮ－５３°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面で硬化面は残存しなかったが、埋土はしまりがややある。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を

検出した。掘方の下は暗褐色で砂質が強い層であり、縄文土器が出土したことから、下に縄文時代の土坑

ＳＫ１２７が残存することに気付いた。

　遺物はＳＫ１２７が掘方下に残存するためか縄文土器が出土した。他に土師器甕の底部や破片が出土した

が図示できるものはなかった。

　

５Ｂ区ＳＩ２

　３７ｑア・３７ｒエ・グリッドに位置する。周辺遺構の新旧関係はＳＩ１９（古）→ＳＩ２→ＳＩ２０（新）

である。ＳＩ２とＳＩ１９では、撹乱断面からＳＩ２掘方の立ち上がりがＳＩ１９埋土中に確認できたこと

から判断した。

　北側を撹乱に壊されているため規模は不明であるが、現況では南北約１．７ｍ、東西約１．２ｍを測る。検

出面から生活面までの深さは約１２㎝を測る。長軸はＮ－２４°－Ｗである。

　生活面は掘方面上で、硬化面は確認できなかった。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３を検出した。埋土がブロック

状に入っていることから、廃絶時に人為的に埋められた可能性が考えられる。

　遺物は縄文土器、土師器、須恵器の破片が多く出土したが、図示できるものはなかった。

　

５Ｂ区ＳＩ６

　３６ｑイ・グリッドに位置する。ＳＩ２１との新旧関係はＳＩ６が新しい。検出時ＳＩ６の埋土がやや明

るく、また生活面はＳＩ６が暗い。ＳＤ１、ＳＤ２に壊される。東側を撹乱とＳＫ２に壊される。

　現況では、南北約２．５ｍ、東西約２．４ｍ、検出面から生活面までの深さは約７㎝を測る。主軸はＮ－７３°

－Ｗである。

　生活面は埋２層上面で、硬化面はなく、しまりは弱い。北西辺にかまどと思われる土坑があり、検出時に

粘土の散らばりが見られたが、かまど袖や焼土などの広がりははっきりしなかった。柱穴はＰ１、Ｐ２を検

出した。建物の隅に位置することから主柱穴と思われる。Ｐ１－Ｐ２は約１．８ｍを測る。

　遺物は埋１層中から土師器甕の口縁部（第１２７図１）、赤彩でヘラミガキされた土師器の底部、土師器、

須恵器の小片が出土する。
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５Ｂ区ＳＩ１６

　３７ｑア・グリッドに位置する。竪穴建物の新旧関係はＳＩ１９、ＳＩ２１（古）→ＳＩ１６（新）であ

る。ＳＩ１６とＳＩ１９では、検出時、埋土はＳＩ１６がやや暗かった。ＳＩ２１とＳＩ１６では、検出時、

埋土はＳＩ１６がやや暗く、ＳＩ１６掘方がＳＩ２１の生活面を一部壊していることから判断した。

　東側、南側を撹乱で壊されているため、規模ははっきりとしないが、現況では南北約２．３ｍ、東西約

３．０ｍ、生活面は検出面より深さ約１０㎝を測る。長軸はＮ－７０°－Ｗである。

　生活面は埋３層上面で、硬化面はなく、しまりは弱い。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５を検出した。

Ｐ３は隅に位置することから主柱穴と考えられる。掘方面からは、柱穴Ｐ６、Ｐ７と、ＳＩ１６が壊してい

るＳＩ２１の柱穴Ｐ４を検出した。

　遺物は埋１層から、土師器の小片、Ｐ１からは土師器甕、杯、須恵器の蓋の小片が出土したが図示できる

ものはなかった。

５Ｂ区ＳＩ２１

　３６ｑイ・３７ｑア・グリッドに位置する。ＳＩ１、ＳＩ６、ＳＩ１６壊されているため、現況では南北

約２．７ｍ、東西約２．８ｍ、検出面から生活面までの深さは約８㎝を測る。主軸はＮ－３２°－Ｗである。

　生活面は埋２層上面で、硬化面はなく、しまりも弱い。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５を検出した。

そのうちＰ２はＳＩ６の、Ｐ３はＳＩ１の、Ｐ４はＳＩ１６の掘方面で検出したものである。Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、

Ｐ４については位置から見て主柱穴の可能性が考えられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約２．８ｍ、Ｐ２－Ｐ３

は約３．４ｍ、Ｐ３―Ｐ４は約２．５ｍ、Ｐ４－Ｐ１は約３．３ｍを測る。

　かまどは北西辺に位置する。焼土混じりの褐色土、破壊された粘土袖の一部、砂岩ブロック等が残ってい
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るだけであった。焼成面は埋土２でかまど袖内一面に広がる。

　遺物は甑の底部（第１２７図１７）、土師器鉢、甕の破片等が出土した。１７は穿孔時のバリが残る。内

面はヘラケズリ後、一部ナデ、外面は縦方向のハケ目調整後ナデ、底部は不定方向のナデ調整が施されている。

５Ｂ区ＳＩ３

　２７ｘエ・グリッドに位置する。北西、北東側が調査区外になるため現況では、南北約２．０ｍ、東西約

２．４ｍ、検出面から生活面までの深さは約１０㎝を測る。長軸はＮ－５３°－Ｅである。

　生活面は埋２層上面でしまりは弱い。柱穴はＰ１を検出した。Ｐ１はＳＩ３の隅にあるため主柱穴と考え

られる。

　遺物は生活面直上で須恵器高杯の脚（第１２７図３）、須恵器蓋（第１２７図４）が出土した。２点とも

土師質須恵器である。３は低脚で、４は口縁部端が若干下に折れている。他に貼床埋土から赤彩を施された

土師器の破片、埋土中から土師器・須恵器甕等の小片が多く出土した。

５Ｂ区ＳＩ７

　３８ｐア・グリッドに位置する。北東側、南西側を撹乱等に壊され、ＳＩ１０を壊す。南東側はＳＩ９を

壊す。竪穴建物の新旧関係はＳＩ１０（古）→ＳＩ９→ＳＩ７（新）である。ＳＩ７とＳＩ１０では、ＳＩ

１０の北東方向の広がりは分からないが、ＳＩ７を壊す撹乱の北東側土層断面には、ＳＩ１０の埋土は認め

られないため、ＳＩ７がＳＩ１０を壊すと考えられる。ＳＩ７とＳＩ９では、土層断面から、ＳＩ７掘方が

ＳＩ９の生活面を壊すことを確認した。

　東西の規模は不明であるが、現況では南北約２．１ｍ、東西約１．０ｍを測る。長軸はＮ－２９°－Ｗであり、

新屋敷の建物の中では小型の部類に入る。
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　生活面が２面あり、生活面１は埋２層上面で検出面から約６㎝の深さを測る。硬化面が建物内一面に残存

する。埋１層は、ＳＸ３焼土坑の影響と思われるが、焼土、粘土を含んでいた。柱穴は検出できなかった。

生活面２は埋３層上面で検出面から約１５㎝の深さを測る。硬化面は南東側に残存する。柱穴はＰ１、Ｐ２、

Ｐ３を検出する。Ｐ２はＳＸ３下より出土する。柱穴間はＰ１－Ｐ２が約０．９ｍ、Ｐ２－Ｐ３は約０．８ｍ

を測る。掘方下から、ＳＫ１２１、ＳＰ３３６が出土する。

　遺物は埋土中から須恵器椀（第１２７図１２）、須恵器蓋（第１２７図８）が出土する。１２は底部をヘラ

切り後未調整である。高台は高台外周下部を若干ヘラケズリし、面としてよりも線として接地するようである。

８は天井部につまみはなく、回転ヘラ切り後ナデてあるがヘラ切り痕が残る。口縁部端内側は外周に沿うよ

うに若干凹む。他に埋１層からは赤彩土師器の底部や須恵器杯の破片、埋２層からも土師器の破片が出土した。

　

５Ｂ区ＳＩ９

　３８ｐア・３８ｑエ・グリッドに位置する。周辺竪穴建物との新旧関係は、ＳＩ１８、ＳＩ１０（古）→

ＳＩ９→ＳＩ７（新）である。ＳＩ１８とＳＩ９では、ＳＩ９掘方面でＳＩ１８を検出したためＳＩ９が新

しい。ＳＩ１０とＳＩ９では、検出時、埋土はＳＩ９がやや暗く、また、ＳＩ１０生活面をＳＩ９掘方が壊

しているためＳＩ９が新しい。

　南側を撹乱で壊されているため、現況では南北約２．４ｍ、東西約２．９ｍを測り、長方形に近い。長軸は

Ｎ－５６°－Ｅである。

　生活面が３面あり埋土の層位と一致する。生活面１は埋１層上面で検出時に硬化面が南西側に表出してい

る状態であった。生活面１上で建物内遺構を探すが、特に検出できなかった。生活面２は埋２層上面で、検

出面より約８㎝の深さに硬化面が一面に残存する。柱穴はＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出し、位置から主

柱穴と考えられる。柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ３－Ｐ４が約１．５～１．８ｍ、Ｐ２－Ｐ３、Ｐ４－Ｐ１は約

１．１～１．４ｍを測る。生活面２直上で土師質須恵器杯（第１２７図５）、土師器杯（第１２７図７）が近

接して出土した。生活面３は埋３層上面で、検出面より約１８㎝の深さに硬化面が中央部に残存する。柱穴

はＰ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８を検出した。主柱穴と考えられ、これらは生活面２の柱穴よりも内側に寄る。柱

穴間はＰ５－Ｐ６、Ｐ７－Ｐ８が約１．３～１．４ｍ、Ｐ６－Ｐ７、Ｐ８－Ｐ５は約１．１ｍを測る。生活面

３の埋土を掘削すると掘方面からＳＩ１８が検出された。

　遺物は埋２層より須恵器椀（第１２７図１３・１４）、須恵器蓋（第１２７図１１）が出土した。埋３層よ

り須恵器蓋（第１２７図１０）が出土する。５は全体の色は橙色である土師質須恵器であるが、見込み部中

央に還元焔焼成部があり、断面では内側に灰色の還元した土が確認された。底部から口縁部にかけて直線的

に伸びる。７は内外面とも赤彩が施され、ヘラミガキをしている。１３は底部の破片であるが、高台が底部

端に付き断面形は正方形に近く、角度は垂直である。１４も底部破片であるが、高台はやや中央に寄り、断

面形は台形で低い。１１は口縁部破片であり、つまみの有無等は分からないが、天井部はやや丸みを持って

いるようである。１０も須恵器蓋の破片であるが、蓋の口縁部内側に外周に沿うように凹みが入っている。

５Ｂ区ＳＩ１８

　３８ｐア・３８ｑエ・グリッドに位置する。南北約２．２ｍ、東西約１．９～１．６５ｍ、生活面はＳＩ９

に削平されていて、貼床埋土のみが残存していた。土層注記は取り損ねた。長軸はＮ－２９°－Ｗである。

　貼床埋土上面で柱穴Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を検出した。柱穴間はＰ１－Ｐ２、Ｐ２－Ｐ３、Ｐ３－Ｐ４

が約１．１ｍ、Ｐ４－Ｐ１は約１．３ｍを測る。

　遺物は生活面埋土より須恵器蓋（第１２７図９）、須恵器甕の破片、土師器杯の底部、Ｐ１より赤彩の須
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恵器甕の口縁部が出土する。須恵器口縁部はＳＩ９の貼床埋土からの遺物と接合できたのでＰ１は、ＳＩ９

貼床作成時に埋まったものと考えられる。

５Ｂ区ＳＩ１０

　３８ｐア・グリッドに位置する。北側をＳＢ１、南西部をＳＤ８、南東部をＳＩ９に壊され、規模は不明

であるが、現況では南北約２．４ｍ、東西約１．１ｍを測る。長軸はＮ－３０°－Ｗである。

　生活面が２面あり、検出時に生活面１の硬化面がほぼ全面に露出している状態であった。生活面１は埋１

層上面で、柱穴Ｐ１を検出した。これは、建物の想定の四隅に近いため、主柱穴の可能性がある。生活面２

は埋２層上面で検出面より約９㎝の深さを測り、硬化面が中央部に残存していた。この面では、建物内の溝

と柱穴Ｐ２、Ｐ３を検出した。溝はＳＩ１０の北西辺の南側一部から、ほぼ直角に曲がる。南側は撹乱によっ

て壊されている。これまで新屋敷遺跡の建物内の溝は壁際溝が多かったので、曲がった辺りが建物の隅に近

く、建物の南側への広がりはあまりないと考えられる。このことから、東西も南北と同じように約２．４ｍ
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の建物とするとＳＩ７との重なりが仮定されるが、ＳＩ 7に壊されていると思われる。柱穴Ｐ２は壁際溝

の曲がりのすぐ内側であるので主柱穴の可能性がある。

　遺物は生活面１の埋土中に甑の把手（第１２７図１６）が出土した。被熱のためかほとんど剥げているが、

外面に赤彩が施されている。埋１層からの遺物は赤彩を施された土師器破片が多く、須恵器は数点である。

埋２層からは赤彩された土師器杯の口縁部・底部が出土し、底部はヘラミガキされている。

５Ｂ区ＳＩ１１

　３８ｑエ・グリッドに位置する。建物のほとんどを撹乱と５ＡＳＩ６に壊され、建物の北側の隅しか残存し

ていないため規模は不明である。ＳＩ１２を壊す。検出面から生活面の深さは８㎝を測る。生活面は埋３層上

面である。柱穴は北側隅にＰ１を検出した。遺物は赤彩の土師器小片が出土したが図示できるものはなかった。

５Ｂ区ＳＩ１２

　３８ｑエ・グリッドに位置する。ＳＩ９、ＳＩ１１に壊されほんの一部しか残っていないため規模は不明

である。生活面は埋２層上面で検出面より約８㎝の深さを測る。柱穴はＰ１を検出した。

　遺物は埋土中から須恵器（第１２７図２）や土師器杯（第１２７図６）が出土した。２は土師質須恵器で

内外面を回転ナデで調整する。６は内外面をヘラミガキされ赤彩を施されている。

　

５Ｂ区ＳＩ１３

　ＳＩ１３は遺物の紹介にのみ留める。３７ｑイ・グリッドに位置する。柱穴Ｐ１より、須恵器壺（第１２７

図１５）が出土した。口縁部に内外面とも自然釉がかかる。内外面とも回転ナデ調整である。

掘立柱建物

５Ｂ区ＳＢ２

　３６ｑア・イ・３６ｒウ・グリッドに位置する。北側が調査区外に掛かり、規模は不明であるが、現況で

は桁行が２間以上、西側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３）が約３．７ｍ、梁行が２間以上、南側柱列（Ｐ３－Ｐ４

－Ｐ５）が約３．６ｍを測る側柱建物である。桁行の方位はＮ－７°－Ｅである。

　柱間は不揃いで桁行は１６９㎝と１９８㎝、梁行は１４６㎝と２２２㎝を測る。柱掘方は平面円形で径は

３４～５０㎝を測る。深さは検出面より２５～４９㎝で下端レベルは一定ではない。

５Ｂ区ＳＢ３

　３７ｑイ・ウ・エ・グリッドに位置する。Ｐ６、Ｐ７は撹乱内から検出した。北東側が撹乱に壊され規模

は不明であるが、現況では桁行が３間以上、南側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３－Ｐ４）が、約５．２ｍ、梁行が２間、

西側柱列（Ｐ４－Ｐ５－Ｐ６）が約４．４ｍを測る側柱建物である。桁行の方位はＮ－８１°－Ｅである。

　柱間は桁行では１６３～１８１㎝、梁行では２０４～２３６㎝を測る。柱掘方は平面円形であり、検出面

がほぼ同じのＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５で、径は４１～４６㎝を測る。深さは検出面より８～４５㎝を

測り、下端レベルは一定ではない。

５Ｂ区ＳＢ４

　３８ｐウ・グリッドに位置する。北西側が調査区外に伸びるため規模は不明であるが、現況では桁行が

３間以上、北東側柱列（Ｐ１－Ｐ２－Ｐ３）が約３．９ｍ、梁行が２間、南東側柱列（Ｐ３－Ｐ４－Ｐ５）
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が約３．３ｍを測る側柱建物で、桁行の方位はＮ－３３°－Ｗである。柱間は桁行１８０～２０８㎝、梁行

１６０～１７０㎝、柱掘方はＰ４、Ｐ６はほぼ平面円形、Ｐ１、Ｐ３は円形がやや崩れている。Ｐ２、Ｐ５

は不定形である。径５６～９８㎝とばらつきがある。深さは検出面より２５～４５㎝で下端レベルは一定で

はない。

５Ｂ区ＳＡ３

　３９ｏア・イ・３９ｐウ・グリッドに位置する。方位はＮ－３２°－Ｗの柵列である。５Ａ区内は撹乱で

壊されており、現況では５間で約９．5ｍを測る。柱間はＰ１－Ｐ２、Ｐ２－Ｐ３、Ｐ３－Ｐ４が約１９０

㎝台で、Ｐ４－Ｐ５は約２２０㎝、Ｐ５－Ｐ６は約１４０㎝を測る。柱掘方はほぼ平面円形、径５３～８６

㎝とばらつきがある。深さは検出面より２４～７３㎝で下端レベルは一定ではない。Ｐ３～Ｐ５は傍に柱穴

があるが、その位置はばらばらである。

　遺物はＳＡ３Ｐ４傍のＳＰ８９より土師器鉢（第１２８図１５）が出土した。内外面とも回転ナデ調整で

赤彩を施されている。

土坑

ＳＫ１０６

　３７ｑウ・グリッドに位置する。北東側が撹乱に壊されるため、現況では、長軸約１３０㎝、短軸約１２０

㎝、深さは検出面より約３０㎝を測る。上部に粘土が残存し、埋土中にも粘土を多く含む。焼土などは見当

たらない。掘方では底部は平らではなく一部掘り下がっているところもある。

　以下の土坑は５区古代遺構配置図（第１０２～１０５図）を参照していただきたい。

ＳＫ５６

　３７ｐイ・グリッドに位置する。長軸約１１７㎝、短軸約９３㎝、深さは検出面より約７１㎝を測る。上

層は暗褐色、下層は黒褐色砂質土である。須恵器小鉢（第１２８図５）が出土した。

ＳＫ８６

　３８ｐエ・グリッドに位置する。長軸約８１㎝、短軸約５６㎝、深さは検出面より約５０㎝を測る。ＳＤ

５、ＳＤ１２に一部壊され、底面からピットが掘り込まれていた。埋土は暗褐色砂質土で黄褐色ブロックが

混じる。土師器椀（第１２８図６）が出土した。高台は底部端に付き、やや開く。内外面とも、回転ヘラミ

ガキされ、赤彩が施されている。

ＳＫ１２８

　３６ｒイ・グリッドに位置する。撹乱に壊されて残りが悪いが、長軸約７０㎝、短軸約６０㎝、検出面か

らの深さ約２９㎝を測る。埋土はにぶい黄褐色砂質土で、砂質の割合が高い。土師器杯（第１２８図１１）

が出土した。厚みがあり、体部は底部から直線的に伸びている。内外面とも回転ナデ調整し、底部外面はヘ

ラ状工具ナデが見られる。

ＳＫ１２９

　弥生時代の壺（第１２８図４）が出土した。ＳＫ１２９埋土の上層から出土のため、ＳＫ１２９が機能し

た時代の遺物とはいえない。内外面とも磨かれ、焼成が良く、胎土もしっかりしている。
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ピット

ＳＰ５７

　３６ｑイ・グリッドに位置する。長径約５１㎝、短径約４８㎝、検出面からの深さ約４５㎝を測る。土師

器杯（第１２８図１１）が出土した。体部は器高が低いため、開き気味である。内面はヘラミガキ調整、内

外面とも赤彩が施されている。底部は回転ヘラミガキ調整される。

ＳＰ１３１

　３８ｐエ・グリッドに位置する。長径約５８㎝、短径約５０㎝、検出面からの深さ約６１㎝を測る。土師

器椀（第１２８図７）、土師器杯（第１２８図１３）が出土した。７は大型の高台が底部端に付き、口径、

底径に比べ器高が高く、体部は直線である。１３は底部端上部に体部がつき、やや開いて口縁部へ伸びる。

ＳＰ１８２

　３８ｐイ・グリッドに位置する。長径約５６㎝、短径約４７㎝、検出面からの深さ約７８㎝を測る。土師

器鉢（第１２８図１４）が出土した。底部は丸底で、体部は厚みがあり、口縁部が外側に開く。

ＳＰ２２０

　３９ｐエ・グリッドに位置する。長径約５７㎝、短径約５３㎝、検出面からの深さ約５４㎝を測る。土師器

盤（第１２８図１６）が出土した。高台が大型で、体部が少し内湾しながら口縁部へ向かう。内外面にスス
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（３）中世以降

中世以降

溝跡

５Ａ区ＳＤ１４（５Ｂ区ＳＤ１５）

　３９ｏウ、４０ｏア・イ・ウ・エ、４０ｎア・イ、４１ｏア・エ・グリッドに位置する。５Ａ区、５Ｂ区

を横切る溝で、方位はＮ－１１°－Ｗ、やや左曲りである。調査区の隅であるため規模は不明であるが、現

況で幅約８．４ｍ、長さ約１５．４ｍを測る。掘削した深さは、最後まで掘りきれなかったが、検出面より約

３．４ｍを測る。

　溝は南側は浅く、北に進むにしたがって急に深くなる。溝の縁と考えられる範囲は、灰黄褐色土でブロッ

ク状であり、砂質が強く、礫等を多く含むため、白川へ流れ込む流路の可能性がある。

　遺物等の出土が無かったため時期はわからないが、検出時、溝上に遺構らしきものはなく、ほとんど撹乱

であったこと、また、５Ａ区での溝埋土が分かる調査区南西壁の溝底部の埋土に、新しい遺物が残存してい

たことから、遡っても、近世の溝ではないかと思われる。埋土は調査区壁面からの観察では、砂の割合が多

い黒褐色土が層状に堆積し、層の境に鉄錆のような物のラインが入る。

５Ａ区ＳＤ１２（５Ｂ区ＳＤ８）

　３８ｐエ・ア・イ、３８ｑウ・３９ｑエ・ア・グリッドに位置する。５Ａ区、５Ｂ区を横切るほぼ直線の

溝で方位はＮ－４５°－Ｗである。幅約１．７～２．０ｍ、検出面からの深さ約５６～６５㎝、現況で長さ約

１７．５ｍを測る。竪穴建物を壊す溝である。基底は平坦で、酸化鉄、マンガンブロック等の沈着は認めら

れない。

　埋土は自然堆積とみられる。１層上面から掘り込まれた溝であるため、中世以降の溝と考えられる。上部

には、２本の別の溝の掘り込みが認められる。４Ａ区で検出した溝と方向は同じであり、規模の違いはある

が区画割の溝の可能性がある。

　遺物は埋１層より須恵器蓋（第１２１図７）、土師器杯（第１２１図４）、布目瓦（第１２１図１０）と近

世の遺物、埋２層より須恵器蓋（第１２１図６）が出土した。７は天井部がやや膨らみ、扁平なボタン状つ

が付着する。

５Ｂ区包含層出土遺物

第 128 図８

　３９ｑア・グリッドより出土した。黒色土器Ａ椀で大型の高台が付き、内側は黒く、外側は赤彩が施され

ている。

不明遺構

ＳＸ１０３

　３８ｐウ・グリッドに位置する。ＳＢ１に壊され、ＳＩ７を壊す。現況では、長軸約８６㎝、短軸約６６

㎝、検出面からの深さ約２４㎝を測る。上層に粘土、焼土を多く含むため、最初ＳＩ７のかまどと考えたが、

建物の四隅の一角にあたるため、かまどではないと考える。
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まみが付く。口縁内部はわずかな凹みがある。６は天井部が膨らみ、輪状つまみを持つ。口縁部断面は小さ

いがしっかりした三角形である。４は内外面ともにヘラミガキされ、赤彩が施されている。　

５Ａ区ＳＤ５（５Ｂ区ＳＤ９）

　３８ｐエ・ア・イ、３８ｑウ・３９ｑエ・ア・グリッドに位置する。ＳＤ１２に沿うように溝が残存し、

方位はＮ－４６°－Ｗである。幅約４８～８０㎝、検出面からの深さ約４０㎝、現況で長さ約１７．５ｍを測

る。底部には、酸化鉄、マンガン等の沈着は見られず、水路の可能性は低い。埋２層がＳＤ１２の埋２層と

同様なため、ＳＤ１２に掘り込まれた別の溝と同じ時期に機能していたと思われる。

５Ａ区ＳＤ１１

　４０ｐエ・ウ・イ・グリッドに位置する。南側に約１５．８ｍ離れて５Ａ区ＳＤ１２に並列し、南東－北

西に伸びる溝である。方位はＮ－３３°－Ｗである。幅約９０～５０㎝、検出面からの深さ約１５～２０㎝

を測る。古代の遺構を壊す溝である。底部には、酸化鉄、マンガン等の沈着は見られない。埋土がＳＤ１２

とほぼ同様なことからＳＤ１２が機能していた時期と同時期の溝と考えられる。

近現代

５Ｂ区ＳＢ１

　遺構は１層上面において検出した。５Ｂ区のほぼ中央部に位置する。４Ｃ区ＳＢ１と同様に礎石は残存し

ていない。栗石は長径１０～１５㎝ほどの川原石で石の隙間には黒褐色土と砂利が詰まる。栗石配置は南西

－北東方向にＫ７－Ｋ４－Ｋ１、Ｋ８－Ｋ３、Ｋ１３－Ｋ９－Ｋ５－Ｋ３－Ｋ２、Ｋ１１－Ｋ６の４本の軸が、

北西－南東方向には、Ｋ１－Ｋ２、Ｋ４－Ｋ５－Ｋ６、Ｋ７－Ｋ９－Ｋ１１、Ｋ７－Ｋ１３の４本の軸が考

えられる。Ｋ１２はどちらの方向にもややずれ、Ｋ１４は北西－南東方向のＫ８－Ｋ９－Ｋ１０－Ｋ１４の

軸に合うが、１つだけ離れている。南西－北東方向のＫ７－Ｋ４－Ｋ１で約８．０ｍ、北西－南東方向のＫ

４－Ｋ５－Ｋ６で約７．１ｍを測る。

　遺物はＫ３埋土中から土師器甕の口縁部から胴部（第１２８図２）、浅鉢（第１２８図１）、土師器杯（第

１２８図１０）が出土した。Ｋ３は古代の遺構ＳＩ７、ＳＩ１０を壊しているため、出土したものと思われる。

５Ａ区ＳＥ１

　遺構は１層上面において検出した。４１ｐエ・グリッドに位置する。円形で切石積の井戸である。周りは

撹乱が多く、また掘方埋土、廃棄時の井戸内埋土も黄褐色の砂であった。石は内側が円形になるように削ら

れている。石の間の隙間には漆喰が塗られ、崩れないよう補強してある。ＳＤ１４との関連は、ＳＥ１の位

置がＳＤ１４の落ち際であることから、ＳＤ１４が埋まった後作成されたものと思われる。

　遺物は井戸内から陶器の甕（第１３６図１）の破片が出土した。甕は上部が半円形で、口縁部は小さく窄

まる。長崎県出島出土遺物に類似例があり、それは中国の陶器で清代に位置づけられ、製作時期は１７世紀

後半から１８世紀中ごろである。また、紹興酒の容器に類似するものがある。

５Ａ区ＳＫ３５

　１層で検出した。３９ｑア・グリッドに位置する。長軸約６５㎝、短軸約５９㎝、検出面からの深さ約

２５㎝を測る。上部を重機掘削で壊してしまい、上部構造は分からないが甕が埋まっている状態であった。

内部には、漆喰かなにか白いものが付着し、瓦の破片が入っていた。便槽甕と思われる。掘方は円形である。
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第５章　まとめ

　今回の調査では、縄文、古代、中世以降の遺構を確認した。各時代の調査についてまとめる。

縄文時代

　縄文時代については後・晩期の土坑と遺物を検出した。当初、撹乱内や１、２層中から後・晩期の遺物が

多く出土するものの、遺構が確認できなかった。調査の終盤で、数は少ないが縄文時代の遺構を確認するこ

とができた。

　縄文時代の遺構埋土は、４区が３層褐色土がやや白けるような土、５区が黒褐色で特に砂質が強い土と、

調査区毎に埋土の違いがあった。これは４区と５区の３層土の堆積状況の違いと思われる。５区は３－１層

から３－５層までで抜けている層もあり、また堆積も薄いため、４－１層が縄文遺構埋土として出土したと

思われる。遺物は文様のない土器や西平式、御領式土器などが多く出土した。早期の塞ノ神式土器の破片が

出土したが、断面等も磨滅しているため、流れ込みのものであると思われる。

古代

　古代の遺構では、竪穴建物の重複が多く、この地域の隆盛が感じられた。かまど付きの住居も多く出土し

たが支脚等の残りの状態の良いものは少なかった。熊本市の新屋敷遺跡、大江遺跡群の他の報告と同様にか

まどは支脚を抜き取って廃棄しているようである。

　竪穴建物の時期は８世紀から９世紀と思われる。特に回転ヘラミガキされ赤彩を施された土師器杯や、器

高が高く底部よりやや外反するように口縁部に向かう土師器椀などが出土することから、８世紀末から９世

紀後半の建物が多く、ほぼ連続的に存在していたと考えられる。重複した竪穴建物でも、遺物の時期差を認

められないものがあり、短い期間で建て替えを行っていたのではないかと思われる。

　近隣の大江遺跡群の調査では、集落として８世紀に繁栄し、９世紀になり急激に建物跡がなくなることが

多く報告されている。この調査区では、それよりも遅い時期に繁栄したことになる。大江遺跡群では建物跡

がなくなる原因は国府の移転に伴う集落の廃絶との見解が示されている。そのことを手掛かりに繁栄の時期

差を考えると、大集落の廃絶は、集落の分散と捉えることができる。その分散した集落の一部が、この調査

区付近に移り住んだと考えられる。

　掘立柱建物、柵列に注目すると、柵列の向きがほぼ北西－南東であり、方向を意識していると思われる。

掘立柱建物、柵列の掘方の遺物は、竪穴建物出土遺物とほぼ同時期のものもあるが、比較できるほどの点数

はなく、同時期の並立については何とも言えない。

中世以降

　中世以降はこの一帯がどんな土地利用をされていたのか不明な点が多い。江戸時代の地図等では畑となっ

ている。調査区を横断する溝は、ＳＤ１４の他はほぼ同じ向きであり区画溝と考えられる。１層土は中世の

耕作土であろう。

　近現代の建物の基礎を２軒確認した。建物の柱、又は土台の下に根固め石 ( 割栗石）を敷き詰め、胴突な

どでつき固める地業跡が残存したものと考えられる。プラン等を復元することはできなかった。建物の向き

は現在の道路と直行するようである。

　

　今回の報告は、新屋敷遺跡の一部の状況報告に過ぎない。また、今後の調査も増えていくと思われる。過

去の周辺調査の報告も含めて、新屋敷遺跡の性格について改めて検討していきたい。
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４Ｃ区ＳＫ５３遺物出土状況 ４Ａ区ＳＩ１遺物出土状況

４Ａ区ＳＩ１完掘状況 ４Ａ区ＳＩ９雁股鏃出土状況

４Ｂ区ＳＩ１４遺物出土状況 ４Ｂ区ＳＩ２０完掘状況

４Ｂ区ＳＩ２６かまど跡遺物出土状況 ４Ｂ区ＳＢ１完掘状況

図版１



４Ｃ区ＳＩ１かまど支柱残存状況 ４Ｃ区ＳＩ１鉄製品出土状況

４Ｃ区ＳＩ１完掘状況 ４Ｃ区ＳＩ３かまど残存状況

４Ｃ区ＳＩ４生活面１かまど残存状況 ４Ｃ区ＳＩ４生活面３かまど残存状況

４Ｃ区ＳＩ５かまど残存状況 ４Ｃ区ＳＩ１３生活面３完掘状況

図版２



４Ｃ区ＳＩ１７生活面１検出状況 ４Ｃ区ＳＢ３完掘状況

４Ｃ区ＳＫ４０土層断面 ４Ｃ区ＳＫ４５土層断面

４Ｃ区ＳＫ５２土層断面 ４Ａ区ＳＤ１完掘状況

４Ｃ区ＳＢ１出土状況 ４Ｃ区ＳＰ７４胞衣壺出土状況

図版３



５Ｂ区ＳＫ１２５縄文土器出土状況

５Ａ区ＳＩ１生活面完掘状況 ５Ａ区ＳＩ１かまど残存状況

５Ａ区ＳＩ２生活面完掘状況 ５Ａ区ＳＩ４生活面１遺物出土状況

５Ａ区ＳＩ５生活面完掘状況 ５Ａ区ＳＩ５かまど残存状況

５Ｂ区ＳＫ１２８縄文土器出土状況

図版４



５Ａ区ＳＩ６生活面３硬化面・遺物出土状況 ５Ａ区ＳＩ６鉄製品出土状況

５Ａ区ＳＫ４４金属製品出土状況 ５Ａ区ＳＫ４４完掘状況

５Ａ区ＳＢ１完掘状況 ５Ａ区・５Ｂ区ＳＡ２完掘状況（一部）

ＳＰ１８４出土状況 ５Ｂ区ＳＩ１･ＳＩ６･ＳＩ１６･ＳＩ２１完掘状況

図版５



５Ｂ区ＳＩ９生活面２遺物出土状況 ５Ｂ区ＳＢ４完掘状況

５Ｂ区ＳＫ１０６粘土出土状況 ５Ｂ区ＳＸ３焼土範囲

５Ｂ区ＳＢ１出土状況 ５Ａ区ＳＥ１出土状況

５Ａ区ＳＩ２生活面１完掘・近現代の排水施設 ５Ａ区ＳＤ１４（５Ｂ区ＳＤ１５）掘削状況
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21‒6 21‒12 27‒2

21‒7

21‒4

図版９



27‒3 27‒8 29‒1
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33‒2 33‒12 45‒3
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83‒14 83‒19 87‒3

83‒15 83‒19（内） 87‒4

83‒16 83‒21 87‒5

83‒17 83‒21（内） 87‒6

83‒18 87‒1 87‒7

83‒20 87‒2 87‒8
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87‒9 87‒15 92‒7

87‒10 92‒1 92‒7（底）

87‒11 92‒4 92‒8

87‒12 92‒5 92‒8（底）

87‒13 92‒6 92‒10

87‒14 92‒9 92‒11
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92‒12 92‒18 未17‒2

92‒13 92‒20 未17‒3

92‒14 98‒1 未17‒3（内）

92‒15 98‒2 未17‒4

92‒16 98‒3 未17‒5

92‒17 未17‒1 未17‒6
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未17‒7 未18‒1

未18‒8 未18‒14 未18‒1（内）

未18‒9 未18‒15 未18‒1（外）

未18‒10 未18‒16 未18‒3

未18‒11 未18‒2 未18‒3（内）

未18‒12 未18‒2（内） 未18‒4

未18‒13
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未18‒4（内） 未19‒8（内） 未19‒11

未19‒5 未19‒9 未19‒11（内）

未19‒5（内） 未19‒9（底） 未19‒12

未19‒5（底） 未19‒7 未19‒12（内）

未19‒6 未19‒10 未19‒13

未19‒8 未19‒10（底） 未19‒13（内）
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113‒1 113‒6 113‒12

113‒2 113‒7 113‒13

113‒3 113‒8 113‒14

113‒4 113‒9 115‒1

113‒4（底） 113‒10 115‒3

113‒5 113‒11 115‒4
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115‒2 115‒6 115‒8

115‒2（内） 115‒6（内） 115‒9

115‒2（底） 115‒6（底） 115‒10

115‒5 115‒7 115‒11

115‒5（内） 115‒7（内） 116‒1

115‒5（底） 115‒7（底） 116‒2
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116‒3 116‒7 116‒13

116‒4 116‒8 116‒14

116‒4（底） 116‒9 116‒15

116‒5 116‒10 116‒16

116‒5（内） 116‒11 116‒17

116‒6 116‒12 116‒18

図版 22



116‒19 121‒4 121‒9

121‒4（内） 121‒8

121‒1（底） 121‒4（底）

121‒2 121‒5 127‒1

121‒2（底） 121‒6 127‒2

121‒3 121‒7 127‒3

121‒1

121‒10
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127‒4

127‒5 127‒9 127‒17

127‒6 127‒11 128‒1

127‒7 127‒12 128‒2

127‒7（内） 127‒13 128‒3

127‒7（底） 127‒15 128‒4

127‒8 127‒16
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128‒5 128‒10 128‒13

128‒6 128‒10（内） 128‒14

128‒7 128‒10（底） 128‒15

128‒8 128‒11 128‒16

128‒9 128‒12 128‒17

128‒9（底） 128‒12（内） 136‒1
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未26‒1 未26‒6 未26‒11

未26‒2 未26‒6（底） 未26‒12

未26‒3 未26‒7 未26‒13

未26‒4 未26‒8 未26‒14

未26‒4（底） 未26‒9 未26‒14（内）

未26‒5 未26‒10 未26‒14（底）
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未27‒1 未27‒3 未27‒7

未27‒1（内） 未27‒4 未27‒8

未27‒1（底） 未27‒5 未27‒9

未27‒2 未27‒6 未27‒9（内）

未27‒2（内） 未27‒6（内） 未27‒10

未27‒2（底） 未27‒6（底） 未27‒11
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第５章　まとめ

　あとがき

　新屋敷遺跡１の報告書が完成しました。

　竪穴建物の重複、かまどの多さと、新屋敷遺跡はすごい遺跡でした。まとめながら感じたことは、現地調

査時の詳細な検討の大切さと、日々の精進でした。報告者の力不足のため報告が大味になったことは否めま

せん。

　発掘調査時、整理報告書作成時とたいへん多くの方にご指導、ご協力をいただきました。おかげで何とか

調査から報告書の作成まで行うことができました。本当にありがとうございます。

　最後に、本文中で触れることができなかった実際の作業に携わられた方々の名前を記して、感謝の意を表

したいと思います。（敬称略・五十音順）

　発掘調査

　　伊藤千代子　今村明美　今村祐大　大熊勇二　岡田イツ代　岡本久三夫　河野義勝　児玉洋平

　　後藤まや　柴田やよひ　田上次敏　田上利子　土島安臣　土井口美穂　遠山英記　中村孝昭　永溝久

　　林毅暢　早田咲百合　早田那津樹　外尾和之　前田和子　松永里美　松本晋治　三宅幸生　宮嶋徹

　　宮本厚　森川征子　森川護　森田登　森本敏夫

　整理報告書作成

　　入江勝而　古閑知子　坂本貴美子　立石美代子　田中さつき　永山邦子　広瀬恵子　村田千穂

　　結城あけみ
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