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序　　文

福岡市は古来より大陸文化の門戸として栄えてきました。そのためもあり、

市内には数多くの埋蔵文化財があります。本市では特に文化財の保護につとめ

ております。しかし、開発等に伴い保存が無理な場合は発掘調査を実施し、記

録保存につとめております。

本書もそうした遺跡のうちの一つで、福岡市東区多の津に所在する流通施設

の拡充に伴い発掘調査を実施した多々良込田遺跡の報告書です。

発掘調査によって、弥生時代から古墳時代にいたる集落および古代の建物群

とそれに伴い中国陶磁器、国産陶器などが多量に出土し、福岡の歴史を知るには、

かかせない貴重な成果を得ることができました。

本書が広く活用されることを願うとともに、発掘調査から資料整理にいたる

まで，指導委員の先生方をはじめ多くの関係者からいただいた助言・指導．協

力に対して深甚の敬意を表するものであります。

昭和60年3月31日

福岡市教育委員会

教育長　西　津　茂　美



例　　　　　　　　　　　　．L
・

－

言

1・本書は福岡市都市開発局都市開発部流通

施設事務所が計画した流通センター施設

建設に伴う事前調査として、福岡市教育

委員会文化部文化課が1983年～1984年に

発掘調査を実施した多々良込田遺跡第6

次調査の報告書である。

2・本書の執筆は山崎純男があたlL瓦類に

ついて九州歴史資料館大宰府調査事務所

の石松好雄、高橋華氏の玉稿をいただい

た。

3．本書に使用した遺構実測は山崎、平川祐

介、宮田昌之、角浩行、丸山明宏、福岡

大学歴史研究部考古学班があたった。遺

物実測は山崎が主にあたlL一部、小畑

弘己、今津啓子、平川祐介の助力を得た。

4・本書使用の図の製図は山崎、平川、今津、

角、三山茂があたった。

5・本書使用の写真は山崎によるものである。

6・本書に使用した方位はすべて磁北である。

7．本書の編集は山崎がこれにあたった。

8．なお、時間、予算の関係上、本書に収録

できなかった遺物が多くあるが、おって

報告する予定である。
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第1章　序　説、

1．はじめに

「多々良込田遺跡」は、1970年の山陽新幹線建設ルート内の分布調査によって発見され、1972

－73年にかけて福岡市教育委員会文化課が新幹線路線敷内の発掘調査を実施した（第1次調査）。

その結果、弥生時代以降平安時代にかけての集落址等を検出し、その成果は『山陽新幹線関係

埋蔵文化財調査報告』（福岡市埋蔵文化財調査報告書第32集）として公表されている。その後、

周辺の開発が進み、1977年には、第1次調査発掘区東側に隣接する地域7500㎡に倉庫建設が行

われ、1978年（第2次調査）と1979年（第3次調査）の2次にわたって発掘調査を実施した。

その成果は第1次調査結果を踏襲するものであったが、古代の掘立柱建物群は企画性のある配

置を示し、官衙的色彩を強く持つことが判明し、出土遺物も一般集落とは異なり越州窯系青磁器、

緑釉陶器，石帯等が検出され遺跡の内容をより鮮明に把握できるにいたった。その成果は第3

次調査の報告として『多々良込田遺跡II－福岡市東区多の津所在遺跡群の調査一』（福岡市埋

蔵文化財調査報告書第53集）として公表されている。その後も石油スタンド建設や造成工事等

によって隣接地が開発され、第4・5次の調査をトレンチ調査によって実施したが、遺構等の

存在は認められなかった。1983年にいたって、福岡市の流通施設の拡充に伴い新幹線の北側多

々良川川岸までの広範な地域が造成されることになり、福岡市教育委員会文化課は、造成工事

に先行して、試掘調査を実施し、遺跡の広がりを把握した。その結果によって保存を含めて協議

を重ねたが、諸事情により調査のやむなきにいたり、本調査（第6次調査）を実施することと
J

した。本調査は1983年9月より実施し、翌年の2月15日に終了した。ただし、本調査に着手し

た時点では、発掘区を除いて造成は終了しており、本調査の成果からすれば、遺跡の広がりは

さらに北側に延びるものと推測されたが、諸般の事情より発掘区の拡大は無理であった。試掘

調査、保存問題等、今後の対応についての反省材料も少なくない。

2・調査体制

調査体制として、以下に示す組織を構成した。相次ぐ緊急調査で充分なる体制を組むことは

できなかったが、関係各位のご協力と調査補助員の献身的な努力によって発掘調査が順調に進

行したことを明示しておく。

調査地区　福岡市東区多の津

調査期間1983年9月26日～1984年2月15日

－1－



第1章　序　説

調査委託者　福岡市都市開発局都市開発部流通施設事務所

調査主体　　福岡市教育委員会文化部文化課埋蔵文化財第1係

教育長　西津茂美、教育次長　革場　隆、文化部長　中田宏、　文化課長　生田

征生、埋蔵文化財第1係長　柳田純孝

調査指導、協力

森貞次郎（九州産業大学教授）、岡崎敬、横山浩一（九州大学教授）、西谷正

（九州大学助教授）、石野博信（檀原考古学研究所研究部長）

調査担当　　山崎純男（文化課埋蔵文化財第1係）

事務担当　　古藤国生、松延好文

調査補助員　平川祐介、角浩行、宮田昌之、丸山明宏、高木裕之、仲田善則、島津洋子、小路

永智明、餅田浩泊、牧口明、谷口麻里子

福岡大学歴史研究部考古学班
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第2章＼遺跡の位置と歴史的環境

1．遺跡の位置と立地

博多湾にのぞむ福岡の平野部は、北に向かって突出する幾つかの山塊丘陵によって限られ一

定のまとまりある小平野を形成している。東より粕屋、福岡、早良の各平野であり、いずれも、

その間を貫流して博多湾にそそぐ河川の沖積平野である。多々良込田遺跡は東北端の粕屋平野

の河口つけね近くに位置する。国土地理院発行の5万分の1地形図（福岡）の北より9．4cm、

東より7．8cmの一帯が遺跡の位置である°

粕屋平野は東より多々良川、須恵川、字美川の三河川を主流とし、河口近くにデルタ地帯を

形成している。各河川の上流部にはそれぞれ小平野を形成しておrL粕屋平野はこれらの総称

である。

多々良込田遺跡は、平野の東北端を西流する多々良川の左岸、沖積微高地（段丘？）上に立

地し、現在の多々良川水面とは約2mの比高差をもつ。遺跡の現水田面は標高3．6－3．7mで、

旧氾濫原との比高は1m前後とみられる。本遺跡から海岸線までは約4km、三河川の合流点か

らは2kmほど上流の地点にあたるが、遺跡の形成された当時においては、海が深く湾入し、少

なくとも本遺跡付近まできていた可能性は強く、このことは総括でものべるが、本遺跡の性格を

知る上でも重要な点である。

2．周辺の遺跡と歴史的環境

本遺跡は以下の章でのべるごとく弥生時代～古墳時代前期の集落址ならびに古代（奈良・平

安時代）の掘立柱建物群からなる。以下、本遺跡の性格を知る上でも、周辺の遺跡、歴史的環

境はとらえておく必要がある。しかし、本遺跡周辺を含めて粕屋平野の遺跡分布は不明な部分

が多く、残された問題は多い。以下、簡単ではあるが、本遺跡周辺の遺跡を概観しておきたい。

古墳時代前期の遺跡としては多々良込田遺跡と対比できる集落址の存在は明らかでない。古

墳としては注目すべき数基の古墳が存在する。本遺跡より西方2kmの多々良用可言の右岸丘陵

上に位置する名島古墳は全長推定50－60mの前方後円墳である。墳丘の大部分を失っているが、

内部主体は粘土相と考えられ、三角縁神獣鏡1面が出土している。また、東北方向約2km、多

々良川の支流猪野川左岸の舌状丘陵上に天神森古墳が位置する。全長50－60mの前方後円

墳で、後円部中央部が道路によって切断され、道路建設時に三角縁神獣鏡1面、盤龍鏡1面が

出土している。また、天神森古墳の南、久原川を挟んだ対岸の蒲田の台地上には部木古墳群が
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第2章　遺跡の位置と歴史的環境

l：25，000　福　岡
500田　　　　　　0

こ∵－1－i田口空目田口lY　一一－　590　　　－一一⊥竿　　　150号

rig．1遺跡の位置と周辺遺跡分布図

1．多々良込田遺跡　2．名島古墳　3．名子道遺跡　4．戸原麦尾遺跡

5．内橋廃寺　6・夷守駅推定地　7．多々良遺跡
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2．周辺の遺跡と歴史的環境

ある。部木古墳群は1号項が全長30mの前方後方墳で、他は低平な墳丘をもつ小円墳である。

内部主体、副葬品は明らかではない。また、多々良川左岸の段丘上、多々良込田遺跡の東南1．5

kmのところにも全長40m前後の前方後円墳がある。これら前方後円墳、前方後方墳に先行する

墳墓としては天神森古墳の西側、猪野川を挟んだ対岸丘陵上に名子道遺跡が存在する。また、

部木古墳群の東方約0．7kmには平塚古墳が存在する。共に内部主体は巨大な箱式石棺であり、

その出土遺物から前方後円墳形成以前の墳墓であり各小平野をまとめた首長墓と推定され、在

地墳墓から前方後円墳形成にいたる過程を解明するには絶好の地域である。

こうした状勢の中にあって多々良込田遺跡の古墳時代前期の集落は、その出土土器に後述す

るごとく他地域あるいは朝鮮半島の舶載土器がみられることは注目され、今後の集落遺跡の調

査が進めばその内容はより明らかになり、古墳との関連が把握されよう。

古代の粕屋郡は和名抄によれば香椎、志珂、厨戸、大村、池田、阿曇、杵原、勢門、敷梨の

九郷を管する中郡である。各郷は現存する遺称地名との対比によって、香椎郷は福岡市香椎、

志珂郷は同志賀島、阿曇郷は同和白、粕屋郡新宮、杵原郷は久山町、勢門郷は篠栗町、池田郷

は粕屋郡古賀町に比定され、この六郷についてはほぼ異論なく定まっている。残る敷梨、大村、

厨戸の三郷については直接の手がかr）がなく異論が多い。最近、板桶和子氏は「敷梨郷につい

て大宰府神社関係文書」の中に「糟屋郡敷梨郷極楽寺」という記載を持つ文書があり、ここに

見える極楽寺という寺は『大事管内志』（巻十）糟屋郡極楽寺条所引の「八幡愚童記」による

と、同郡宇美村の枝村障子岳という処にありと記されてい．る。これによって敷梨郷は、大宰府

や筑国国府に最も近い宇美川流域に編戸されていたことが知られているのである。」としている。

そして大村郷については考古学的調査成果より、多々良川流域にもとめている。厨戸郷は池追

捕氏の「郡郷里駅名索引」によると「厨」字の付く地名は糟屋郡厨屋郷のみであり、大宰府の

御厨であったことの特別の命名であろうとし、海産物を主として貢納する厨戸の性格上、志珂、

阿曇郷と同じく海岸部の海人を中心として編戸されたものと考え、『三代実録』貞観十一年

（869）十二月五日条の『津厨』を大宰府厨戸の厨であろうとし、福岡市海の中道遺跡が大宰府

津厨として符合する点が多いことを指摘し、海の中道遺跡を含めた周辺部とする注目する論考

を示している。

粕屋平野における古代遺跡は、その実態がほとんど知られていないが、調査例としては本遺

跡以外に篠栗町和田部木原遺跡、粕屋町駕与丁廃寺、福岡市蒲田遺跡C．D地区、蒲田水ヶ元

遺跡、多々良遺跡があるが、今後に残された問題が多い。
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第3章　調査の概要

1．発掘区の設定と名称

発掘区は試掘調査によって限定されていたために、その限定された地区全面を対象として行

った。グリッドの設定は第2・3次調査のグリッドを継続して使用した。すなわち、遺跡の範

囲全体に一辺20mのグリッドを設定している。このグリッドはいわば大区画にあたlL東西の

軸をⅤ－Z、A－Hの13区、南北の軸を－1、0－5の7区に区分し、各グリッドの名称はその

交わりを読むことにした。たとえば南北がA列、東西が1列の一区画はA－1区と標示される。

さらに大区画のグリッドの内部は、一辺4mで区画した計25個の小グリッドを設けて遺物取

上げや現場の遺構観察、実測図作成の単位とした。小グリッドの名称は、大グリッドに従いa

～e、1－5の小文字で表現した。しかし、報告書の表現ではかえって煩雑になるので、遺構

の位置については、大グリッド奈辺に当るという説明に統一した。従って、第6次調査区の表

示はW－1区、W－0区……の地区表示となる。なお遺構の表示は、遺構をS、柵．堀をA、

掘立柱建物をB、竪穴住居址をC、溝をD、井戸をE、土坊をK、その他をⅩとし、番号は第

1次調査からの通算で示し、SD－03等のごとく表示するが、標題は各遺構の名称と表示記号

を併記している。

2．第6次調査の概要

第6次調査区は、1973年に実施された調査区の地に摸し、大区画のA－（－1）・0・1－3、

B－（－1）．0・1・2、C－（－1）・0・1、D－（－1）．0、E－（－1）、W－0・1、Ⅹ－0・

1、Y－（－1）・0．1、Z－（－1）・0が含まれ、調査面積は約5000mZである。

第6次調査区で検出した遺構は竪穴住居址21、掘立柱建物14、槻2、井戸1、土砿9、溝14

である。出土遺物では数点の弥生時代前期土器、石匙を上限として、若干の弥生中期後半の土

器、石器があるが明確な遺構は検出していない。弥生時代終末期～吉武土師器の時期にかけて

竪穴住居址、溝、掘立柱建物、井戸などで構成される集落をなしている。ついで6－7世紀に

は明確な遺構の検出はないが、SD－04内や周囲より若干の遺物が検出される。奈良、平安時

代には溝、柵、掘立柱建物などからなる施設が造営されるが、第2．3次調査区の施設との間

には空間地域が存在する。以下、本遺跡の中心となる古墳時代・古代の遺構の概略をみてみよ
－

つ。

古墳時代　古墳時代の遺構は本遺跡の立地する微高地北端の段落ちに沿って検出した。竪穴
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第3章　調査の概要

住居址は第6次調査区で21軒検出した。壁面が削平され炉址のみとなるものと壁面の一部のみを

検出し、明確に住居址と認定できなかったものを入れて25軒前後となる。第1－3次調査検出の

12軒と合せて40軒前後の存在が考えられる。第2次調査区および本調査区で、それぞれ東端と

西端の広がりが限定されるので、ほぼ本遺跡における古墳時代の住居址を完掘したものと考え

ることができる。南側についてはSD－10を境として古墳時代遺物遺構が認められないことか

ら、南側の限定も可能であるが、地形的な面を考えれば微高地の後世（古代～中世）の削平等

によって遺構の消失も推定でき、第1－6次調査において検出した住居址よりは若干の増加が

考えられる。また、本調査区検出の1間×2間の掘立柱建物2棟は柱穴掘方内の遺物、検出位

置、方向から見て明らかに古墳時代に属し、竪穴住居址と組み合う倉庫とみられ第3次調査の

1棟と合せて、3棟の倉庫の存在を確認したことになる。この期に属する溝は3条検出し、い

ずれも第1－3次調査に連続するものである。方向は微高地北端の段落ちにほぼ平行し、東南

から西北に向かう。溝と竪穴住居址で相互に切り合い関係があり、また出土土器から見ても同時

併存の時があったことは疑いなく、溝の使用目的に注意する必要がある。

出土遺物で特記すべきは、外来系土器が多量に認められることであり、また焼失住居址が比

較的高い比率で認められることであろう。

古　代　本調査区で検出したこの時期の遺構は掘立柱建物2棟、柵列2、溝7条、土砿4、

炉址1である。この段階ではSD－01（段落ち）は完全に埋まり、ゆるく旧多々良川に向かっ

て下降する微高地となっている。

この時期の遺構の配置は条里の方向に一致するSD－24を南限としてSD－04をはさむ形で

建物群が配される。溝は第1－3次調査から延長するものが多いが、建物群は本調査区のA－

0区SB－15を東限とし西側はY－0区SB－24を西限とした約50mX30mの範囲に限られ、

第1－3次調査の建物群とは約50mの空地部分が存在し、この間には溝以外の遺構も希少であ

る。建物群は東西棟10、南北棟2からなる。いずれも規模の大きい建物で2間×6間を最大と

し、2間×5間の建物が大部分で建物自体にも規格性をもとめることができる。また、方向も

条里方向と一致するもの近似するものがすべてであることは上記事例と共に注目される。建物

とSD－04との重複する部分の切団合い関係ではSD－04がすべての建物を切っており、少なく

とも建物とSD－04の関係は同時期ないしは先行するものであり、建物の重複関係から見ても

繰り返して建て替えがあったことを知る。出土遺物は大部分がSD－04出土である。SD－04

は上・中．下の三層に分離できるが、流路を数回にわたって変えて重複、撹乱しているために

遺物の混在が多く傾向として下層に古いものが多い状態で明確に分離することはできない。

遺物としては多量の唐代の中国陶磁器や日本製の緑釉陶器、灰釉陶器をはじめとして、石帯、

硯、墨書土器、鈴、鏡、算、飾金具、貨幣、権等官衙的色彩を示す遺物が多く、前述の建物群

ともあわせて、何らかの官衙を想定することができるものと考えている。

－　8　－



、－、
L

、一一
＿ノ
　　
　　
　　
　　

Y　
　　
　　
　　
　　

、
Z
．

A
－　
　　
　　
　　
　　

‾
一．一
一

C　
　　
　　
　　
　　

、
D　
　　
　

＼
し

W
X

－B
l

－
2

S
8
－2
2

S
お
芸

。
U

38
－1
9

lS
B
1
8

監
－2
9

s
c
－3
0

．薫
鑑

。

．

S
K
－2
7

千
二，

，
Ⅰ

S
C
－2
2

sK
－2
6

S
。
－2
。
／
－
頂

一
芸

ー

－
＼

・

S
C
－2
4　

L

25
－㎡

ゝ
意

S
聖

S
E
－0
2

－
1

S
K
－2
8
1

1－

一一

。
p

。
。
‾　

Y
。
‾
。

8　
－
0

一　
〇

。
．　

。

S
B
－2
4　

も
。

。

S
D
－0
4

。
○
ざ

憲
。
S
£
：2
鮎

。
竃
。
－2
冒
。

。

田。
。　
　　
　　

鰐
8
－1
5　
　

。。
○

。 も
C
－1
8　

。
°

。。 ○
も

、飴
　　

。
。

S
昌

。
S
－C
13
3

°
。

。　
　　
　　
　　
　　

－　
こヽ
ノ 、1
　　
　　－

S
C
－2
1

。　
　　
　　
　

’

＼

貿
－0
ヒ

エ
＼

」

1 1 l l 0

馬
。

°　
。

°8
。

0
．
㌔

箆
。

。

－S
8
－2
1　
　　
　　

。
♂　

s
B
71
7　

。

。
S

O
昔
。ゆ

。　
　　
　　

。
。

。
。。

。

蓋
等

。
。
。1

3
鴎

。
5
：
諺
。

。
0　
　

．。°
Sか

14

．．．－
・

・．．
．－

S
C
－1
7

○
。

S
C
∃
3　
　　

s
c
一事

。

ノ
ク

CO

Tヽ
　　
°　

。

D
－2
5

申
■■
芦L
　

。
－の

。へ
。
。

0
S
D
－0
4

－
－－　
＿＿一一
一一
一一
1本
＝＝
⊃p
＿

S
C
－1
6　
　

S
c
－1
4

L－謬
〆

▼　
′　
　　
　　
　　
　

°
。
。・
。

U　
　　
　　
　　
　C｝一
／

s
B
－2
5

・
。

忌
。
爵

禦
6

。　
．
8
。

一一
．．こ
　　
　　

．
命

i

騎

外

．C
二っ
　　
　

。

S
K
－
19

S
D
－2
4　

－．
、．．
－6
洩

；

こ、
：

　
一一一一
一一ヽ
一
，．，－．．
，，，．
・．

S
D
－0
6

．．．
．．．

S
K
－2
3
S
D
－0
5

1 1

　
／　
　　
　　
　

／

F
ig

・－3
　

第
6
次
調
査
遺
構

配
置

図

／
／

　
／

q
J l

2
．

1　
　

4p
m　

l



第4章　調査の記録－弥生時代の遺構と遺物－
－

1．遺構

弥生時代に属する確実な遺構としては、後述する第17号住居址（SC－17）が存在する。た

だしこの住居址は他の住居址との関連性が深く、一定の時代の流れの中で理解することがより

有効的であるので、他の住居址の属する古墳時代の遺構の章で詳述する。

SC－17以前の弥生時代遺構として明確なものは今回は検出することはできなかったが、

D－0区では古墳、古

代遺構検出面下約1m

の層で弥生土器の甕形

土器1個が完形で出土

した。この甕形土器は

一見し、小児用甕棺で

はないかと考えたが、

一部掘り込み部を確認

したのみで明確な墓坊

の検出はできず、また

合せ言等の甕棺の姿は

示さず単独であるため、

甕棺墓とは判断するこ

とはできなかった。な

おこの甕形土器を中心

にしてかなりの面積の

拡張を行ったが、最初

の摩形土器以外には土
l

器片等の遺物は検出で

きなかった。

しかし、第1・3次

調査ではかなりの量の

弥生土器、石器が出土

しているので、この遺

0　　　　　　　　　　　10cm
L二一i一一一一一　一　．；　　　　　　　！

Fig・4　弥生土器実測図
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第4章　弥生時代の遺構と遺物

跡に近接して弥生時代遺跡の存在が予想されるがその位置は明確にできない。

2・遺物

（1）弥生土器（Fig・4）

図示したのは中期の甕形土器2点であるが、他に縄文晩期～弥生前期と考える鹿部破片や胴

部破片若干がある。1は復原田径25cm、言緑が逆L字形をした甕形土器である。全体に磨滅が

著しく、調整等については不明。胎土には多量の石英、長石の砂粒を含む。焼成は良好で自黄

色を呈する。2は完形の甕形土器で口径27cm、器高31．6cm、鹿部径6cm、言縁は逆L字形をなし、

鹿部はややあげ底である。外面は縦方向のハヶ目調整、内面はナデ調整。外面の胴下半部に二

次加熱による変色が認められ、上半部は器壁の剥離が著しく、一部ススの付着がみられる。胎
．

土には若干の石英、長石、赤色鉱物の砂粒が混入されるが精製されたものである。焼成は良好
』．

で、器体の色調は黄褐色をなす。

（、2）石器（Fig．5）

石器は調査区の各区より混入状態で出土する。石斧、石庖丁、石匙、スクレイパー、砥石、

フレイク、チップ等があり、その形態からは縄文晩期～弥生前期と中期に属すると考えること

ができ、出土土器との年代も一致している。図示したものはいずれもSD－04に混入して出土

したものである。1は今山産（玄武岩）の大形蛤刃石斧破片である。頭部と刃部を欠損する。

全体によく研磨されているが、一部、敲打痕を残す部分もある。今山産の石斧の中では中型品

に属する。現存長9．8cm、幅7・4cm、厚さ4cm強で断面は長楕円形をなす。SD－04、5区1層

よりの出土である。2は扁平な小形の磨製石斧で、頭部の一部を欠損する。刃部はつぶれて磨

耗が著しい。石材は片岩系のもので、全体によく研磨している。長さ10．9cm、幅は頭部で3cm、

刃部で5．1cm、厚さ1．2cm。3は皆銅輝石安山岩を利用した横型の石匙で一部新しい欠損があるが、

ほぼ完形である。横剥ぎのフレイクを素材として、両端よりリタッチを加え丁寧に整形してい

る。刃部はやや外湾し、両端部は尖っていたと思われるが欠損する。背部にはやや片よってつ

まみがつけられる。長さ8．5cm。石庖丁は3点が存在し、いずれも外湾刃石庖丁の破片である。

4は大形石庖丁で紐孔部より破損する。全体に磨滅が著しい。刃部は両刃で孔は両面よりの穿

孔である。全形は三角形に近い形状を示す。現存長7・5cm、厚さ0．4cm、安山岩質ホルンフェル

スを素材とする。6は中形品で紐孔部がわずかに残る。刃部は両面よりの研磨。研磨は全面に

丁寧に施されるが一部敲打面を残す部分がある。黒色の凝灰岩ホルンフェルスを素材とする。

7はアズキ色の凝灰岩質ホルンフェルス製の小形の石庖丁である。全体に良く研磨されている。

刃部は両面よりの研ぎ出しで、紐孔は両面より穿孔する。全体に磨滅が著しい。古銅輝石安山

岩のフレイクを素材とする。一面には表皮を残す。周縁部に2次加工を加え刃部を形成する。

－10　－



2．遺　物

町。
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Fig．5　石器実測図

1

0　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm
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第5章　調査の記録一古墳時代の遺構と遺物－

1・第13号住居址（SC－13）

（1）住居址（Fig．6）

B－0区東南部に検出した住居址である。調査区内を西流する農業用水路によって約半分が

破壊される東西4．5m、南北3・2m以上の方形に近いプランをもつものと推定される。東・西堂

標高3・50m

Fig．6第13号住居址（SC－13）実測図

－12　－
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1・第13号住居址（SC－13）

にそってベッド状遺構が付設される。東側のベッド

状遺構は幅1．2－1．6mで、高さ約6cm、床面に2個

の柱穴が認められる。西側のベッド状遺構は幅1．6

m、高さ7cm。壁の内側には幅10cm、深さ10cmの周

溝をめぐらす。周溝内には板をたてた痕跡が明僚に

残っている。板の厚さ2cm前後、南側部中央部に壁

に接して0．75mXO．8mの不整方形掘り込みがあり、

壁面と反対側が一段深く掘り込まれ、その深さは約

20cmである。住居址の出入口に梯を利用したと考え

れば、この部分が出入口としての機能を果たしてい

たものと考える。

床面の遺物は若干の土師器と石器片1点があった。

（2）遺物（Fig・7－1－4）

床面出土遺物として図示できるものは土師器3点

と石器1点である。

1、2は浅い椀で、1は口径11．2cm、器高3．5cm、

保存状態が悪いが一部残存部からみて、内外面共に

横方向のヘラ研磨調整を行っている。胎土は精製

されたもので、石英、長石、金雲母の小粒子を含む

良質のものである。焼成は良好で赤褐色をなす。2

は易を残す破片で、復原田径9cm、器高2．3cm、手

づくねで成形したもので内外面ともに凹凸が著しい。

』　　　cm　　　4

Fig．7　第13・15号住居址（SC－13．15）
出土遺物実測図

1と比較し胎土、成形共におちる。胎土はやや粒子の大きい石英、長石、黒雲母、赤色鉱

物を多量に含む。焼成は良い、黄褐色、外面に黒斑がある。3は高坏坏部破片、言綾部を欠く、

坏部鹿部と休部の段は明僚で、休部は直線的に外に延びる。推定口径14・8cm、口綾部内面に

横方向のバグ目。4ほ粘板岩製の石器片である。現存長4．5cm、現存幅4・1cm、厚さ0．41cmで

あるO全体形は明らかにできない。全体に研磨されていて一見石庖丁を思わせる。両面に縦方

向の条線がはいる。

2・第14号住居址（SC－14）

B－0区東部中央、SC－13の東側に存在し、農業用水路およびSC－13に切られている。壁

面の残りはほとんどなく、かろうじて住居址として識別できる状態である。プラン、その他に

ついては不明。床面上より土師器の小破片が出土しているが図示できるものはない。

－13　－



第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

3・第15号住居址（SC－15）

（1）住居址（Fig．8）

C－0区西端中央部に検出した。前述農

業用水路によって大部分が破壊され、南

西のコーナー（2．2mXl・3m）を残すのみ

である。壁は比較的残存状況が良く、約

30cmの高さがある。床面上に土師器を検

出したが量的に少ない。復原すればSC－

17、SC－23との重複関係が存在する可

能性もある。

（2）遺物（Fig．7－5）

小形の直言壷、口径10．8cm、頸部径3・4

cm、推定高13cm前後。器形は頸部で極端

にすぼまrLややふくらみをもってラッ

パ状にひらく言縁に球形の胴部を付した

ものである。口緑部内外面は横方向のヘ

ラ研磨、胴部は細い縦方向のハヶ目調整

土1－1．－111－．5　　　　　　　　　　　　－！

Fig・8　第15号住居址（SC－15）実測図

後、横方向のヘラ研磨を施す。内面は粘土紐の痕跡が明瞭に残っているO胎土は精選された良

質の粘土を使用し、焼成は堅致。外面は赤褐色、内面は自灰色をなす。
ノ

4・第16号住居址（SC－16）

B－0区中央部近くに検出した。前述農業用水路による破壊とSD－04、SC－13の重複関係

による切川合いによって大部分を失いプランは不明。壁の残存状況も削平によって数cmを残す

のみで、炉址、柱穴の存在はない。床面より土師器細片が若干出土しているが、図示できるも

のはない。

5・第17号住居址（SC－17）

（1）住居址（Fig．9・10）

C－0区北西端に検出した。農業用水路によって南側辺が一部破壊される。北側壁長4・Om、

東側壁現存長3・4m、西側壁現存長5．0m、推定長5．6mの南北に長い長方形プランを有する。

壁高15cm、壁に沿って幅15cm、深さ10cmの周溝がめぐる。板材の痕跡は認められない。両短側

壁（北．南）に沿ってベッド状遺構が付設される。南側ベッドは痕跡を残すのみであるが、北

－14　－



5・第17号住居址（SC－17）

側ベッドは幅115－125cm、高さ10cmで作りつけのものである。ベッド中央部に接して2本の主

柱穴が配される。柱穴掘り方は北側が径75cmX85cmの円形、深さ30cm。南側が75＋αcmXlOO

Cmの円形、深さ40cmである。柱の大きさは不明。柱間隔は2．5mである。柱穴の間に炉が営ま

れている。炉は径30cm、深さ10cmの浅い皿状の凹みをなし赤く焼ける。その上面は焼土、炭化

物、灰層が重層的に堆積している。灰の拡がりは、炉を中心に径0・6mにわたる。

（2）遺物（Fig．11－14）

遺物出土状況（Fig・9）

本住居地より検出した遺物はすべてが土器であるO　いずれも床面に密着して出土し、埋土中

よりの出土は皆無である。土器は完形品を含み、大きな破片が大部分で、復原完形に近いもの

も少なくない。土器の分布は特別な状況は示さず、床面全域にわたって分布するかのようにみえ

るが、全体に住居址東半部に密度が濃い。接合関係からすればかなり原位置（据え置かれた）に

Fig．9　第17号住居址（SCー17）遺物出土状況

－15　－



第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

標高3．50m

0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
Fig．10　第17号住居址（SC－17）実測図　　　　［二」一口田、、田　5　一一　　　一二」

近い状況を示している。火災住居址の状態に近いとみることができるが、焼土、炭化材等の火

災を示す遺物は皆無であって、いかなる状況下における出土状況かは現段階ではきめがたい。

遺物（Fig・11－14）

壷、甕、椀、脚付椀、器台、鉢、高杯等の器種がある。以下、各個体について説明する。

－16　－



5．第17号住居址（SC－17）

1は甕形土器の完形品で、小さい平底の鹿部から外傾しながらたち上がり、胴部は張らず、頸部

でややすぼみ、外反する目線を付した一般的な器形をもつ、口径17．6cm、頸部径15・6cm、胴部

最大径18cm、鹿部径3cm、器高21．4cm。外面は縦方向のハヶ目調整、言緑部はその後、横ナデ

を施し、ハヶ目痕を消している。胴下半はヘラナデ（磨き）によってハヶ目痕を消す。内面は

言綾部が横方向のハヶ目調整、胴部は縦位のハヶ目調整後、ヘラナデ（磨き）によって調整

する。煮沸用の土器で、外面胴下半に二次加熱による変色がみられ、ススが付着し、内面下半

にもっゲつきが残っている。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成は良好で、色調は

黄褐色をなす。鹿部付近と胴部には黒斑がある。2は1と同様の器形をなす甕形土器であるが、

頸部、口綾部を欠く。鹿部径3cm、胴部最大径15．9cm、現存高17cm、外面は下から上へかきあ

げた縦方向のハヶ目調整、内面は胴下半が縦方向、上半部が横方向のハヶ目調整、外面にスス

が付着するO胎土、焼成、色調は1と同じである。3、4は短頸壷である。3は直言する言緑

にやや長胴の休部を付したもので、完形品である。口径15・1cm、胴部－最大径は25・7cm、器高30・4

cm、外面は縦方向のハヶ目調整、鹿部近くでヘラ磨きを加える。言綾部はハヶ目の上に横ナデ

を施す。内面は横方向のハヶ目調整、内鹿部にはヘラ研磨を加えるO胴部と頸部の接合部は指

による圧痕があり、粘土帯の痕跡が明瞭に残る。言綾部も横方向の荒いハヶ目調整である。

鹿部付近とそれと対称的な肩部に黒斑がみとめられる。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含

む。焼成は良い、色調は黄褐色をなす。4は小形品で約半分を残す。球形の胴部に直言する言

緑をつけたもので、言緑端部がやや外反し、端部は平坦に仕上げる。口径12．6cm、胴部最大径16・6

cm、器高15．5cm、外面は細い縦方向のハヶ目調整で丁寧に仕上げる。言綾部はその後に横ナ

デが認められる。内面は丁寧に研磨する。内鹿部にコゲ付きが見られる。外面は二次加熱によ

って変色する部分がある。胴部に黒斑がある。胎土に石英、長石、雲母の砂粒を含み、焼成は

良い。色調は内外面共に褐色をなす。5－7、12－14は大形の甕形土器である。5は易ほどを

残す破片で、復原田径23cm、胴部最大径25cmで、く字に屈曲する口緑で、口縁端部は丸くおさ

める。外面は縦方向のハヶ目調整で胴下半はヘラナデ（研磨）でハヶ目を消している。口綾部

はハヶ目の上に横ナデを施す。内面は丁寧な縦方向のハヶ目調整で言緑は斜方向のハヶ目調

整。粘土帯の接合部痕跡が残る。胴部に黒斑がみられる。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を

含む。焼成は良好で、色調は外面が褐色、内面が赤黄色である。6は復原田径26cm、器形は4

と同じであるが、言縁端部は平坦である。内外面ともに細いハヶ目調整、胎土は石英、長石、

雲母の砂粒を含むが良質。焼成は堅敦で色調は外面が赤黄色、内面は黄灰色である0　7も前者

と同様の器形をなす。復原田径27・3cm、外面は縦方向の荒いハヶ目調整、内面は横方向のハヶ

目調整、胎土には石英、長石、雲母の砂粒を比較的多く含み。焼成は良好。色調は黄褐色をな

す。12、13は器形は同様であるが、頸部に断面三角形の突帯を巡らしている。12は復原田径

34・6cm、口緑端部は平坦に仕上げる。外面は縦位の荒いハヶ目調整を施す。内面は丁寧なナデ
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

Fig．11第17号住居址（SC－17）出土遺物実測図Ⅰ
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5．第17号住居址（SC－17）

．芸・一死

0　　　　　　　　　10cm
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Fig．12　第17号住居址（SC－17）出土遺物実測図II
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物一

によって調整する。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を多量に含む。焼成は良く黄褐色をなす。

13は言綾部がややのぴるもので、言緑端部は丸くおさめる。外面は縦位の細いハヶ目調整、内

面は胴部が横位、言綾部が斜位の細いハヶ目調整、胎土は前者と同様で焼成は堅致。14は復原

田径30cm、胴部外面は縦位の荒いハヶ目調整で、胴下半部は棒状工具で研磨する。言綾部は下

から上へかきあげるハヶ目調整であるが、縦、斜位のくりかえしがみられる。内面は横位、

一部縦位の荒いハヶ目調整、胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含むO焼成は良好で外面が赤

褐色、内面が黄褐色をなす。

椀（8－10）3個を図示した。8は口径12・3cm、器高4・4cm、外面は手づくね的で調整は荒い。

鹿部は丸底に近い平底をなす。鹿部から胴中位までは荒いへラ削り調整で下から上方に削って

いる。口綾部は手づくね調整を行う。内面は鹿部付近が指頭による調整、休部は下方から斜上

方へかきあげたハヶ目調整を逆時計まわりに丁寧に施す。胎土には石英、長石、雲母のやや粗

い砂粒を多く含み良質ではない。焼成は良好。色調は内面が赤褐色、外面は赤褐色～黄褐色を

なす。内外面の調整手法からみて後述する型作りの椀である可能性がある。9はほぼ完形で言

綾部の一部を欠損する。口径13－13・6cmで正円でない。器高15cm、前者と異なり丁寧なっくり

である。丸底で半球状の器形でやや深みがある。外面は丁寧なパケ目調整で鹿部から言緑に向
、

－かう縦方向に施し、言緑部は横方向のハケ目調整を重ねる。全面にススが付着し、一部二次加熱

によって変色する部分もある。内面は細い丁寧なハケ目調整で逆時計まわりに斜位に施す。胎

土には石英、長石、雲母の砂粒を含むが良質である。焼成は良好、色調は内面が赤褐色、外面

が赤褐色～褐色をなす。10は％程度を残す破片である。製作技法は9と同様に丁寧である。口

径14・9cm、器高5・7cm、外面は鹿部近くはハヶ目調整で休部上半部は横ナデでパケ目痕を消し

ている。鹿部に黒斑がある。内面は丁寧なナデによって仕上げる。胎土には石英、長石、雲母

の砂粒を含む。焼成は良好、色調は赤黄色～黄褐色をなす。11は脚付椀で、脚端部と休部の一

部を失う。口径13・5cm、椀部高4．6cm、脚現存高3cm、器形は脚があまり高くなく、広がらない

もので椀部は口縁付近で屈曲し外反するものである。外面は言綾部付近が横方向のヘラ研磨、

休部が縦方向のヘラ研磨、椀部と脚部の接合部はヘラによる面取り状の研磨が加えられる。内

面も外面と同様に言縁部が横方向、内鹿部が不定方向のヘラ研磨によって丁寧に整形される。

脚内面は逆時計まわりのハヶ目調整であるが丁寧ではない。椀都田縁近くに黒斑がある。胎土

には長石、石英、雲母の砂粒を比較的多く含む。焼成は良好、色調は内面が黄褐色、外面が赤

褐色～黄褐色をなす。15は高杯ないしは鉢の脚と考うるものであるが上部を欠く、脚は径が大

きく器高が低く、裾広がりの安定したもので、現存高11．4－1cm、脚端径17．5llPmをはかる。潤

）外面共に保存状態が良くないため調整法については明らかにできない。胎土には多量の花崗岩

の粗い砂粒を含み良質ではない。焼成は良好、色調は赤黄色で、脚端部の左右対称のところ

に黒斑が認められる。10は器台ないしは高坏等の脚と考えられるものであるが判定するのに困
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5．第17号住居址（SC－17）
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Fig．13　第17号住居址（SC－17）出土遺物実測図III

難である。器壁の厚さ等からすれば後述する器台とは異なる。ここでは一応、脚で説明を加え

る。内傾しながら直線的にたちあがる器形である。外面は縦方向のハヶ目調整、内面は下半が
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

∴十1・一∴－・1

21

Fig．14　第17号住居址（SC－17）出土遺物実測図Ⅳ

0　　　　　　　　　　10cm
トー一一．1　－　－　5．　　　　　　－－－」
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5．第17号住居址（SC－17）

横方向、上半部が縦方向のハヶ目調整、脚端部内側をヘラで削り取り薄くしている。胎土には

長石、石英、雲母の砂粒を含む。焼成は良好で、色調は内面が赤褐色、外面が黒褐色～黄褐色

をなす。17、18はボール状をした鉢形土器である。図示していないが、同様のものが他に1個

体存在する。17は口径22．8cm、器高12．5cm、半球状の器形をなす。外面は言緑部付近に平行タ

タキ目が部分的に残っているが、胴部から鹿部にかけて丁寧なヘラ研磨を施すことによってタ

タキ目を消している。内面も外面と同様の調整を施す。口緑端部はヘラで削り平坦にしている。

外面には鹿部から胴部にかけてススの付着が顕著である。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を

やや多量に含んでいる。焼成は良好、色調は外面が赤褐色～黒褐色、内面は赤黄褐色である。

18は約％を残す破片である。復原田径25．8cm、器高10・5cm、器形は17と比較しやや浅く開き気

味である。言緑端部を丸くおさめることも17と異なるところである。外面はハヶ目調整後、ナデ

調整を加えて器面を整えている。内面はヘラ研磨である。外面にススの付着は認められない。
．・

胎土には石英、長石、雲母の砂粒を多量に含む、焼成は良好、色調は内外面共に赤褐色をなす。

図示しなかった1個体は器形的には17と同様であるが、やや小形品で口径20．5cm、器高10．4cm、

外面は荒い手づくね的な調整、内面は丁寧なヘラ研磨、言綾部の左右対称に黒斑が認められる。

言縁端部は平坦に仕上げられる。胎土は石英、長石、雲母を含む。焼成は良好。色調は赤褐色

をなす。19－22は器台である。器形はいずれも共通していて、脚端部から、すぼまりながらた

ちあがり、上半部で反転して受部を形成するものである。以下各個体について説明する。19は

下端部を欠く。受部径16cm、現存器高15．5cm、外面脚部は縦方向の荒いハヶ目調整、受部が斜

方向のハヶ目調整、内面は脚下半が横方向の荒いハヶ目調整、上半部はしぼrOのため器面の凹

凸が著しく、縦、斜方向の細いハヶ目調整が部分的に施される。また、粘土帯の痕跡が明瞭に

残存していて、その長さは4．5cmである。受部内側は横方向の荒いハヶ目調整である。胎土は

石英、長石、雲母の砂粒を多く含む。焼成は良好で色調は赤褐色をなす。20も脚下半部を欠失

している。受部径15．8cm、現存高16cm、外面は脚部が細い縦方向のハヶ目調整、受部は斜方向

のパケ目調整、脚部の対象部分に黒斑がある。内面は脚下半部の一部を横方向のハヶ目調整で

平滑な面にしあげているが、上半部はしぼrOによる凹凸が縦位に残rL　そのまま放置してある。

受部は輝方向のハヶ目調整で丁寧に仕上げている。胎土は石英、長石、雲母の砂粒を若干含む。

焼成は良好で、色調は赤褐色～黄褐色をなす。21は脚部破片で、復原脚端径17・7cm、前二者よ

りシャープなつくりである。外面は縦方向の細いハヶ目調整、上半部から脚端部にかけて黒斑

がある。内面は上半部が縦位のヘラによるかきあげが条線状にみとめられ、．下半部はその上に

横位のハヶ目調整を施し、面をととのえる。胎土には石英、長石、雲母の砂痕をやや多く含むO

焼成は良好、色調は外面が黄灰色～黒色、内面が褐色をなす。22は脚端部の破片である。復原

脚端径19cm、外面は縦方向の荒いハヶ目調整、内面は指頭による調整で凹凸が著しい。胎土に

は石英、長石、雲母を含む。焼成は良好で、色調は赤褐色をなす。

－　23　－



第5車　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

6・第18号住居址（SC－18）

（1）住居址（Fig．15）

標高3・60m

標高3・60m

Fig．15　第18号住居址（SC－18）実測図
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6．第18号住居址（SC－18）

B－0区北東隅に検出した。SC－19、SC－22とNo．なしの炉址との重複関係がある。北東側

壁長4．2m、南西側壁長4．0m、北西側壁長5．2mの北東に長い長方形プランを有する。壁高10

－20cm前後である。床面は粘土をはっている。ベッド状遺構、周溝などはみられない。ほぼ中

央部に炉址を検出した。炉は40cmX30cmの楕円形で浅い皿状の凹みがあrL焼土、炭、灰がつ

まっていた。炉を中心として主に西側に径90cmの範囲で炭、灰層の拡がりが認められる。柱穴

は精査したにもかかわらず検出することはできなかった。

（2）遺物（Fig．17－19）

遺物出土状況（Fig．15、16）

本住居址の遺物も比較的良好な状態で出土した。いかなる理由によって廃棄されたかは不明

であるが、いずれもほぼ原位置に近い状態であろうかと推定される。遺物は完形品に近い状態

であったものが、後世の削平と発掘時における表土層の除去中に破壊したものであることは推

測に難くない。

遺物には土器類と石器がある。土器は二群にわかれて出土しているO一群は炉の周囲で、特

に炉の北側に集中するもので、壺、小形丸底壺、高坏よりなrL高坏の下に後述する石錘もあ

る。他の一群は周壁に沿った部分より出土するもので、特に南東壁に沿って甕が出土している。

，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　20cm
上－．－－1－．．－，－．5　　　　　　！

Fig・16　第18号住居址（SC－18）石錘出土状況実測図
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物一

石錘は炉の北側、約50cm離れて、Fig．16に示すように一塊lOとなって出土し、その対が判明す

るような状態であった。この状態は明らかにおかれた状態を示すものであるが、火災等を示す

発掘所見はみられなかった。SC－17と同様の理由によるものであろうか。

遺物（Fig・17－19）

土師器には甕、壺、小形丸底壷、高坏等がみられるが、図示できるものはFig・17に示した7

点である。石器頬はすべてが石錘である。

1は甕形土器で口径18．8cm、頸部径13．8cm、胴部最大径は24・5cmである。球形の胴部に口縁

が強く外反する言綾部を有する。言緑端部には浅い凹線がめぐらされ、下端部がややふくれる。

外面は言緑部が横ナデ、胴上半部が横位のハケ目調整、下半部はその上に縦位のヘラ磨きを加

えてパケ目を消している。内面はロ綾部が横ナデ調整、胴部は頸部下のやや下方より横方向の

丁寧なヘラ削りを加え器壁を蒔く仕上げている。器壁の厚さは0・3－0．5cm、外面の胴下半に黒

斑が認められる。また、わずかにススの付着もある。胎土には石英、長石、黒雲母、金雲母、

赤色鉱物の砂粒を含むが良質。焼成は良好で、色調は褐色をなす。2は広言壷で復原田径23．6

cm、頸部径20cm、胴部は肩が張生　田緑部はわずかに外反し立ちあがる。言縁端部は平坦に仕

上げる。内外面共に保存状態が悪く調整痕は明らかにできない。ただし、胴部内面にはヘラ削

りは施されていない。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含むが良質、焼成は良く、色調は外

面が赤褐色、内面は灰褐色である。4、5は小形丸底壺である。4は復原田径9．6cm、頸部径

8．4cm、胴部最大径10・5cm、推定器高10．6cm、球形の胴部に外傾しながら立ち上る言緑を付す。

口径が胴部よりやや小さい。外面は言緑部が横ナヂ調整、胴部は不定方向の細いハヶ目調整

で、胴上半部はナデ消す部分がある。内面は言綾部が横方向の細いハヶ目調整、鹿部付近～胴

中位までヘラ削りによって凹凸があるが、上半部はナデ調整である。胎土には石英、長石、雲

母の砂粒を含む。焼成は良好で、色調は外面が褐色～黒褐色、内面が赤褐色をなす。5もほぼ
．

同大のものであるが、言綾部が外反しながらたちあがる。外面は言緑部が横ナデ調整、胴上

半部は縦方向の細いハヶ目調整で下半部は保存状態が悪く不明瞭である。内面は言綾部が横

ナデ調整、頸部の下方1cmぐらいはヘラナデ状のヶズリで丁寧に調整される。胎土には石英、

長石、雲母の砂粒を含む。焼成は良好で色調は内外面共に赤褐色をなす。3、6、7は高坏で、

6、7は脚部である。3は約％の破片である。脚端部は不明であるが、ラッパ状に広がる安定

した脚に坏部をつけたもので、坏部はほぼ中位で屈曲し、言綾部は外反する。復原田径21・7cm、

屈曲部径13・4cm、現存器高11．5cm。外面は屈曲部以下～脚がヘラ磨きで言綾部は横ナデ調整、

内面はヘラ磨き調整、屈曲部の粘土接合部はハヶ目を入れ接合強度を良くしている。脚内面には

ヘラ削りを加えている。胎土は石英、長石、雲母の砂粒を含むが良質。焼成は良好で赤黄色を

なすが、脚内側は黒色である。6、7は筒部から脚端部が強く屈曲し広がるもので、6は外面

がヘラ磨き、筒部内面はヘラ削り、8は脚部破片で復原径12．4cm、内外面共にナデ調整、6、
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6．第18号住居址（SC－18）
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Fig・17　第18号住居址（SC－18）出土遺物実測図Ⅰ

7共に胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成良好で色調は6が赤黄色、7が赤褐色を

なす。

石器は帝編み具の錘と考えられる自然石を利用した打欠き石錘15個がある（Fig．18、19）。対

をなすには1個不足するが、これは発掘時に気づかず1個失った可能性がある。

1は長さ9．4cm、幅3．1cm、厚さ1・3cm、重さ63・7gの細長い花崗岩の川原石で、長軸の一辺

の中央部にわずかに打ち欠いた部分がある。2は半割して出土した長さ7・8cm、幅3・1cm、厚さ
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－
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Fig．18　第18号住居址（SC－18）出土遺物実測図II
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6・第18号住居址（SC－18）

10cm
L一一一土　一一　一1．　5　　　－　　－　　　　－」

－二．－－二
1

Fig．19　第18号住居址（SC－18）出土遺物実測図III

l．4cm、重さ56．3gの砂岩を利用し、長軸の二辺の中央部を打ち欠き紐かけ部をつくり出す。

3は長さ7・6cm、幅3・2cm、厚さ2・7cm、重さ77・2gの花崗岩系の川原石を利用し、長軸の三辺の

中央よりやや片寄って打ち欠き部分がある。4は長さ8・3cm、幅3．9cm、厚さ1・5cm、重さ73・1g

の花崗岩系の川原石を利用し、長車由の一辺の中央部に打ち欠き部がみられる。5は長さ9．6cm、

幅3．3cm、厚さ1．5cm、重さ89．7gの花崗岩系の川原石を利用し長軸の一辺の中央部分に打ち欠

き部分がある。6ほ長さ8・1cm、幅4．1cm、厚さ1・5cm、重さ92．8gの花崗岩の川原石を利用す

る。人為的加工はないが長軸の一辺に自然のくびれ部分がある。7は長さ8．2cm、幅4．7cm、厚

さ2・3cm、重さ161・Ogの花崗岩系の川原石を利用する。長軸の二辺の中央部よりやや片寄って

打ち欠きの部分がある0　8は長さ7．9cm、幅3・9cm、厚さ2cm、重さ100．7gの花崗岩系の川原
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第5車　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物一

石を利用する。・人為的加工は認められないが一辺の中央よりやや片寄ってくびれがあ生紐か

けに利用できる。9は長さ7．1cm、幅3・2cm、厚さ2．1cm、重さ76．6gの花崗岩の川原石を利用

する。長軸の二辺、中央部よりやや片寄って打ち欠き部分がある。10は長さ9cm、幅3．6cm、

厚さ1．7cm、重さ80．4gの片岩系の川原石を利用する。長軸の一辺の中央部に打ち欠き部分が

ある。11は長さ6．5cm、幅5cm、厚さ2．6cm、重さ101・7gの砂岩の川原石を利用する。長軸の

一辺に打ち欠き部分と自然のくびれがある。12は長さ7．1cm、幅3cm、厚さ1・6cm、重さ57・1g

の片岩系の川原石を利用する。人為的な加工はみられないが、長軸の一辺の中央部よりやや片

寄って自然のくびれがあり紐かけ部分として利用できる。13は長さ6．7cm、幅3cm、厚さ1．9cm、

重さ41・4gの片岩系の川原石を利用する。長軸の一辺の中央部に打ち欠き部分がある。15は長

さ7．4cm、幅4．7cm、厚さ2．3cm、重さ88．9gの片岩系の川原石を利用する。長軸の二辺の中央

部に打ち欠き部分がある。

以上の石錘は最小41．4g、最大101．7g、平均82・6gとやや重さに幅があるが、対となるも

のはほぼ同じくらいの重さである。出土状況から対となるものを示せば、1－2、3－5、4

－7、6－12、13－14、9－10、8－11の組み合せができる。

7・第19号住居址（SC－19）

（1）住居址（Fig．20、21）

B－0区北東隅に検出した住居址である。SC－18、SC－20、SC－25との重複関係があり、

いずれの住居圭山こも切られ、この中では最も古い住居址である。

北東側壁長4．45m、南西側壁長4．75m、南東側壁長3．7m、北西側壁長3・45mの南東に長軸

をとる長方形プランを有する。壁の現存高は20cm～45cmであるが、重複が激しいため他の住居

址によって破壊される部分が多い。

南東・北西壁にそって削り出しのべッド状遺構が存在する。南東側のベッド状遺構は南西壁

にそって張り出し部がありL字形をなす。幅1m－1・2m、張り出し部は0．4mX0．45mである。

ベッド状遺構の高さは15cm前後である。北西側のベッド状遺構は幅1・07m～1．3m、高さは調

東側と比較し低く5cm前後である。いずれも地山削り出しである。

壁に沿って周溝がめぐるが、部分的に欠落するところがある。周溝は幅10cm前後で、深さ5

cm前後である。この周溝はSC－13等にみられた板付を壁に沿ってたてたものではなく、後述

するようにカヤ等をめぐらしたものであることは炭化物の遺有からわかる。

炉址は住居址のほぼ中央にある。50cm×60cmの円形の浅い（0．7cm）皿状の凹みを持った地床

炉である。炉床は赤く焼けかたまっている。炉内には焼土、炭、灰が充填している。炉を中心

として60cmX60cmの範囲で炭、灰層の拡がrOがみられる。

南西堂の中央よりやや西に片寄ったところの壁に接して東西70cmX南北50cmの隅丸長方形プ
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7．．第19号住居址（SC－19）

標高3．50m

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
LT－1．1．．．．15　－　　　－　－　　　－　l

Fig．20　第19号住居址（SC－19）遺物出土状況

ランで深さ10cmの掘り込み部があり、他例よりみて出入口の可能性がある。

床面にはピットが10カ所ある。南東のベッド状遺構に3カ所、ベッド間に挟まれた床面に7

カ所ある。径20cm～35cm、深さ10cm～25cmである。柱痕跡は検出できなかったが、ピットの状

態、配置からみて、炉を挟んで長軸に平行して対する2個のピットが主柱穴と考えることがで

きるO

以上が本住居址の遺構面からみた住居址の説明であるが、この住居址は幸いにも火災にあっ

たと考えられ、竪穴全域が炭化材、炭化物、焼土、灰によっておおわれていて、建築材等の上

屋の状態を推測できる資料を記録することができた。以下、遺物の出土状況から家屋部分を考

えてみる。（Fig・20）
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第5章　調査の記録一古墳時代の遺構と過物一

標高3．50m

一 一 － － ． 一 一
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0　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！一一1－1－．－．－．－．－！　　　　　　　　　　　1

Fig・21第19号住居址（SC－19）実測図

火災の全体的な状況をその道春物から考えれば最も火を強く受けた部分は炉の周辺と南東壁

にそった出入口と考えた隅丸長方形の掘込み部とその周囲の壁の部分で、床、壁面まで焼土と

なり赤く変色していたO　この状況は火災発生が炉を原因としておこ生以後の火の勢いは出入
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7・第19号住居址（SC－19）

言と考える部分にふき出したと想定することができ、またたく間に焼け落ちたものであろう。炭

化物、炭化材の間に介在する地山を中心とする純粋を砂、土は消化作業として投げ込まれ、よ

り炭化物の遺存状態を良くしたものであろう。

床面は通常の住居址のように固くしまった土間の床面の状態は示さず、普通の地山と何ら変

化はない。このことは床に何らかの施設、あるいは敷物の存在が想定できることである。今回

はその現物を具体的には把握したと言えないが、炭化建築材の下やそれを覆うかたちで、カヤ、

ワラが幾重にも存在した。このうちの大部分は屋根にふいたものが焼け落ちたと考えることが

できるが、原位置と考える土器の下や石の下まで炭化物を認めるので、カヤ、ワラの一部が床

に敷かれていたと考えることができる。

壁面は周溝の存在である程度はその構造が明確にできたが、本住居址では、その具体的な姿

をみることができた。出入口部と考える壁が特に焼けていたことは前述したが、この部分が最

もその姿をとどめている部所であるO壁は先ず、周溝内にカヤを幾重にも立て、それをとめる

工法として、杭を一定間隔（この部分では40cm、80cmの間隔）で打ち込み、それに横棒をわた

して固定する方法がとられている。そして固定したカヤの上にさらに粘土を張って一種の土壁

としたものである。この手法は板材のみによる壁の構築と異rO、カヤとカヤの間にできる空間

に空気を保つことができ、保温率、温度の変化により効率的であったと考えられる。

屋根の構造は炭化した建築材の出土状況より容易に想像できる。竪穴の中央部、炉の北側に

竪穴長軸線2本の主柱穴に平行して走る数本の炭化材が2m以上にわたって遺存しているが、

これは棟木が落ち込んだものとみることができ、それに直交する形で多くの炭化材が認められ

る。この材は屋根の垂木とみられる。この材が特に多いのは住居址の東側コーナー付近であり、

これは前述の火災状況とも一致する。これら炭化した建築材の遺存状況からほ切妻の屋根が想

定できる。屋根をふいた材は前述したように住居址全面に厚く残るカヤ、ワラの類であったこ

とは疑いない。

（2）遺物（Fig・22）

遺物出土状況（Fⅰg．20）

前節でのべたごとく、本住居址は火災住居であった。しかし、炭化材等の自然遺物は別とし

て、人工遺物はきわめて少なかった。土師器は、甕2個体、高坏1個体、壺1個体、小形丸底

壺2個体の計6個体が完形あるいはそれに近い状態で遺存していた。各個体の出土位置は高坏

が南東側ベッド状遺構上に置かれ、壺は出入口と考える掘り込み中に鹿部がすわっていたが胴

上半部より上は屋根の倒壊に伴い破壊されたものと推定され、破片が周囲に散乱していた。こ

の破片中には甕1個体も含まれる。炉の北側、北西側ベッド状遺構の落ちぎわに甕、小形丸底

壺各1個が横たわっていた。また、住居址北西コーナー付近に小形丸底壺1個体があった。た

だし、小形丸底壷は盗難にあい粉失してしまった。
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第5章　調査の記録－，古墳時代の遺構と遺物－

土肺器（Fig．22）

図示できるのは甕2個、高坏1個、壺1個の4個体である。

1は甕形土器の完形品である。器形は小さな平底からたち上り、長胴の休部に外反する短い

言緑部を付すもので、九州の土師器にはない器形である。口径16cm、頚部径12・9cm、胴部最大

径は胴中央部にあり20．1cm、鹿部径4．3cmで中央部が径2cm、0・2cmほど凹みあげ底をなす。土器

の整形にあたっては鹿部および胴下半部と胴下半より上半部さらに言綾部という三段階の工程

が読みとれる。まず鹿部、胴下半の整形では小さな平底に高さ5cm前後の休部をつくり、右あ

がりの平行タタキ目を鹿部を上にして右まわりに施し、器形の基礎部分をつくる。この際内面

の調整も不定方向のハヶ目調整で行う。ついでその上部に休部をつくり、最初のタタキ目と同

様の平行タタキ目を水平になるように右まわりに整形、調整する。内面はナデ調整、休部の整

形終了後に粘土帯の積みあげによって言緑部をつくる。粘土帯の幅は1cm前後で、その痕跡が

明瞭に残っている。口綾部の内外面は共に横ナデ調整である。胴中位にススの付着が著しい。

胎土には石英、長石、雲母、赤色鉱物、金雲母、黒色鉱物の砂粒を混入しているが良質。焼成

Fig．22　第19号住居址（SC－19）出土遺物実測図
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7・第19号住居址（SC－19）

は良好で、色調は外面が赤褐色～黒灰色、内面が赤褐色である。胎土の質、器形には在地的で

ない要素が強く認められる。2は高坏で脚部を失う。器形は坏部中位で屈曲し、ややたちあが

生　次に大きく外側に開くもので、脚は下方に拡がるものであろう。脚部との接合は後からの

粘土の充填によるものである。口径20．5cm、屈曲部径11．6cm、坏部高7cm。外面は縦方向の細

いハヶ目調整後にヘラ研磨したもので、脚部との接合部、坏部のたちあがり部にわずかにハヶ

目が残る。内面は横方向の丁寧なヘラ磨き調整である。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含

むが良質、焼成は良好で、色調は内外面共に赤褐色をなす。口縁の一部に黒斑がみられる。3

は甕形土器の言綾部、くの字に屈曲する言縁を有するが、。整形は粗雑である。復原田径13．8cm、

外面は指による荒い調整後に部分的に縦方向のハヶ目調整を施す。内面は言綾部が横ナデ調

整、胴部は荒々しいヘラ削りを施す。胎土には石英、長石、雲母、赤色鉱物、金雲母の砂粒を

含むが良質、焼成堅致、色調は内外面共褐色をなす。4は大形の壺形土器の胴下半部である。

器形は円筒状に突出した平底の鹿部から大きく外方へ張り出し球形をなす胴部と考えられる。

胴部最大径は26．5cm、鹿部径6cm、高さ約2m、外面は上半部が縦方向の細いハヶ目調整を丁

寧に施し、下半部から鹿部にかけては縦方向のヘラ磨きで消している。内面は外面と同様の細

いハヶ目を左あがりの斜位に左まわりに丁寧に施す。鹿部と胴下半部には石英、長石、赤色鉱

物の砂粒を含むが良質である。焼成は良好で、色調は内外面共に赤褐色である。鹿部近くに黒

斑がある。

8．第20号住居址（SC－20）

（1）住居址（Fig・23）

C－0、－1区の南西部隅において検出した住居址である。SC－19、SC－21、SC－25との

重複関係がありSC－25とほとんど重なりあう。SC－19より新しく、SC－21、SC－25よ

り古い。北東側壁長5．05m、南西側壁長5．3m、南東側壁長4．15m、北西側壁長3・75mの南東

に長軸をとる長方形プランの住居址である。壁高は削平が著しく5cm～20cmである。

南東側壁に沿ってベッド状遺構が存在する。ベッド状遺構は幅0．9m－1・1mで、高さ15cm、

地山を削り出してつくったものである。

周溝はベッド状遺構の部分をはずして、他を全周する。南西側壁部では周溝は幅20cm、深さ

10cm前後、北西側壁、北東側壁部では、やや大きくなり幅20cm～50cm間隔で径20cm、深さ10cm

前後のピットが6個めぐり、北東側壁周溝ではほぼ中央に20cmの間隔で2個のピットがある。

前述したSC－19の杭の穴であるか、建築にかかわるものかは明らかにできない。

南西側壁のほぼ中央部には95cmX95cm、深さ65cmの掘り込みがあり、他例よりみて出入口と

することができる。この中より土師器の甕形土器1個体が出土している。

炉はほぼ住居址の中央部に位置し、50cmの円形で、深さ5cmの浅い皿状の凹みをなす地床炉
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Fig．23　第20号住居址（SC－20）実測図
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8．第20号住居址（SC－20）

Fig124　第20号住居址（SC－2Q）出土遺物実測図

である。炉底は良く焼けている。炉内は焼土、炭、灰がつまrL　炉を中心として炭、灰層が拡

がる。

ピットはベッド状遺構外の床面に8個あり、いずれも径10cm～40cmで深さ10cm～40cmである。

このうちこの住居址の主柱穴と考えるのは南東方向で炉をはさんで対する2本で、補助的柱穴

として、主柱穴に平行し、出入口部と考える方形掘込みに近い対する2個の柱穴がある。

（2）遺物（Fig・24）

SC－25とほとんどが重複するため出土遺物は極めて少い、図示できるのは甕、壷、椀の3

個体である。

1は甕形土器で復原田径19．8cm、胴下半部を失うが球形の胴部にやや同傾しながらたちあが

る言緑で端部にたちあがりがある布留式の甕である。肩部に櫛目波状文をめぐらす。外面は横

方向のハヶ目調整、言緑部は内外面共に横ナデ調整、内面は頸部よりやや下って横方向のヘ

ラ削り調整である。胎土には石英、長石、雲母、赤色鉱物、金雲母の砂粒を多く含む。焼成は

良好で、色調は内外面共白灰色をなす。2は直言壷で復原田径11．4cm、言緑部はやや外反しな

がらたちあがる。保存状態が悪く器面調整は明確にできないが、外面は縦位のハヶ目調整、内

面は言綾部が横位、胴部が斜位のハヶ目調整である。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含む。

焼成は良好、色調は内外面共に赤褐色をなす。3は椀で胴部で屈曲し、内傾しながらたちあが

り言縁となる。口径14．5cm、外面は縦位のハヶ目調整後、横ナデ調整。内面は言綾部が斜位

の荒いハヶ目調整、休部はヘラ研磨で調整する。胎土には石英、長石の砂粒を若干含む。焼成
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標高3・50m

0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！－∴　ロ　ー　田　口－5－一　　　　　　二」
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Fig125　第21号住居址（SC－21）実測図



9．第21号住居址（SC－21）

一＝「

3　0　　　　　　　10cm
L一一一1－　－－　－　－：　　　一　　　一」

Fig・26　第21号住居址（SC－21）出土遺物実測図

は堅致、色調は内外面共に黄褐色、口綾部に黒斑がある。

9．第21号住居址（SC－21）

（1）住居址（Fig．25）

C－0、－1区の西側において検出した住居址である。SC－20、SC－25との重複関係があり、

最も新しい。北東部はSD－02により切られる。側壁長が判明するのは西側壁長の5・3mだけ

である。南側壁は一部近世の暗渠によって切断されるが、その延長に住居址の壁を見出せない

ので5．3m前後の長さと考えられ、本住居址は方形プランをなすと推測できる。壁は削平され

残りが悪く　5cm前後である。

住居址の中央部よりやや北側に片寄って炉がある。炉は70cm×40cmの楕円形プランで、深さ

10cmの浅い皿状の凹みとなり、周辺は焼土で炉床はあまり焼けていない。炉は焼土、炭、灰に

よって埋っていた。炉の周囲に若干の土器が検出されているが、いずれも破片である。

床面には南壁にそって2個のピットを検出したが、柱穴とは考え難く、本住居址の主柱穴の

位置と数は明らかにできなかった。

（2）遺物（Fig．26）
いずれも小破片で図示できるもの8個体がある。1、，2は壺口縁であるOlは復原田径19cm、

広言壷で口縁は強く外反する。保存状態が悪く調整は不明な点が多いが、外面は斜位のハヶ目

調整、2は復原田径18．6cm、直言壷で言緑は内湾気味にたちあがる。保存状態が悪く器面調整

は明瞭ではないが言綾部内面は斜位のハヶ目調整、頸部はヘラ削り。1、2共に胎土には石英、
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長石、雲母、赤色鉱物の砂粒を含むが良質、焼成は良好、色調は内外面共に黄褐色をなす。3

は小形丸底壷、復原田径9．6cm、胴部最大径11cm、内外面共にスリップが剥落し、調整は不明。

胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含み、焼成は良好、色調は内外面共に赤褐色をなす。4は

小形の脚付椀である。復原田径11cm、椀部の器高4．3cm、脚部は一部を残すのみであるが、あ

まり高くならず、外へ開くものであろう。内外面共に保存状態が悪く調整痕は不明。胎土には

石英、長石、赤色鉱物の砂粒を含むが良質、焼成はややあまい。色調は内外面共に赤褐色をな

す。5－7は高坏の坏部である。坏部が休部途中で屈曲したちあがり言綾部を形成するもので

あるが6のように屈曲部に沈線を入れるものもある。5は復原田径20．2cm、屈曲部径13．6cm、

内外面は横方向の研磨によって調整する。6は復原田径16．8cm、屈曲部径15．6cm、内外面共

横ナデ調整である。7は復原田径14・6cm、屈曲部径9．4cm、屈曲部はあまり明瞭でない。坏部

と脚部の接合は粘土をつめる手法をとっている。

、10．第22号住居址（SC－22）

（1）住居址（Fig．27）

B－（－1）区北東隅に検出した住居址である。SC－18、SC－19、SC－26と重複関係にあり、

SC－19、SC－26より新しく、SC－18より古い、北側壁長4．1m、南側壁長3．6m、東側壁

長4・4m、西側壁長4・25mの長軸を南北にとる長方形プランを有する。壁の高さ20cmであるが、

元々はさらに深いものであったことは推測に難くない。北側壁中央部は試掘において破壊され

るが、周溝は遺存した。

北側壁にそってベッド状遺構があるOベッド状遺構は幅0．9m、高さ10cm、地山削出しであ

る。周溝は東側壁を除く三方の側壁に沿ってめぐる。周溝は幅10cm～15cm、深さ10cm前後であ

る。南側壁にそった周溝では、3ヵ所にピットがある。

東壁の中央部にはimXO・8m、深さ15cmの長方形プランの掘り込みがある。他の住居址と

同様に出入口を示すものと考えられる。小形丸底壷、砥石1点の出土がある。

炉は住居址のほぼ中央に位置するO径50cmの円形で、深さ7cmの浅い皿状の凹みで、床は赤

く焼けた焼土、中には焼土塊、炭、灰が充填している。炉のまわりは径70cm前後で炭灰層の拡

がりがみられる。炉を中心とした床面のかなりの部分は粘土をはった貼り床である。

床面にはピット6個を検出した。径10cm～40cmであるが、深さは比較的浅く、柱穴としての

機能は認めがたく、本住居址の主柱穴は不明であった。

（2）遺物（Fig・28）

出土遺物は少く、土師器と砥石があるのにである。土師器は5個体が図示でき、砥石は3個

ある。

1は小形丸底壺で完形品である。口径11cm、器高8．1cm、胴部最大径7・7cm、言縁は大きくひ
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10．第22号・住屠址（SC－22）

標高3・50m

標高3・50m

L⊥言田．口　5　　　　　－－－－＝∃

2m
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Fig．27　第22号住居址（SC－22）実測図
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てこ丁考

6

珍物

－／′／壺言，毒二一一，

0　　　　　　　　　　　10cm
5　1i　－　1i　　　　　　　　！

0　　　　　　　　　　10cm

Fig・28　第22・26号住居址（SC－22・26）出土遺物実測図
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10．第22号住居址（S0－22）

ろがrO、言端部でやや内傾する。頸部は外面ではゆるやかであるが、内面では稜線が明瞭であ

る。胴下半一鹿部はヘラ削り、上半はハヶ目調整、頸部には細い刷毛目痕が残る。言縁部は縦

方向のハヶ目調整後に横ナデによって消す。内部は休部がヘラ酢）状の横ナデ、言緑は横方向

のミガキ、胎土は石英、長石の粒子を含むが精製されている。焼成は良好、色調は赤褐色、一

部土質の関係で黄褐色をなす部分もある。2は復原田径10・8cm、頸部径9．3cm、胴部最大径10・5

cmでやや休部上部にある。推定器高8cm、胎土、焼成、色調は1と同じ、胴部に黒斑がある。

胴部下半はヘラ削りによる調整、胴部上半はハヶ目調整の上をナデている。内面は保存状態が

悪く、ヘラ酢）によるものであるか明瞭にLがたい。頸部の稜線は鋭い。器壁は薄く0．4cm前

後。3は高坏である。坏部径14・8cm、坏部高約6cm、坏部の約％を残す破片で脚部は接除部

からない。杯部の屈曲部はゆるい段がつくが明瞭でない。屈曲部は粘土接合面で、擬言線状を

なすのは通例どうrOである。口緑端部は丸くおさめ脚部との接合部はへソがある。外面の調整

は保存状態が良好でないため判然としないが・縦のハヶ目め上を横ミガキしている。丁寧でな

い。内面は横のハヶ目の上をナデ消すが、言縁端部はハヶ目が残る。胎土にはやや多くの石

英、長石の粒子を含み、1，5と比較し悪い。焼成は良好，赤褐色をなす。言縁の一部に黒斑

が残る。4は手づくね土器で約半分が現存する。復原田径5．8cm、器高4．2cm、言緑は指でつま

み出し、言縁端には粘土のひび割れが刻み状に残る。外面は指による調整のため凹凸が著しく

指頭痕が各所に残っている。内面の調整は丁寧で指によるナデで凹凸はみられない。胎土には

若干の砂粒（石英、長石）を含むが良質。焼成は堅敦で、言縁や内鹿部は灰青色に変色してい

る。外面は赤褐色～青灰色・内面は黒色～赤灰色である。5は坏で復原田径9．4cm、保存状態

が悪く、調整等不明。胎土には多量の石英、長石粒を含む、焼成良好、黄赤褐色をなす。

6、7、8は砥石である。6、7は壁の横から重ね合せて出土した（P．L7－②）。8は出入

口の土班の出土である。6は頁岩製で2面に使用痕がある。7は砂岩製で4面に使用痕があり、

かなり使いこまれている。8は2片に分れていたが接合できる。頁岩製で4両に使用痕があり、

かなり使いこまれている。7が中砥、6、8は仕上げ砥であるが8はよりきめが細かい。

11．第23号住居址（SC－23）

（1）住居址（Fig．29）

C－0区中央部に検出した。SC－12と重複し、SC－12より新しい。南側は農業用水路によ

って破壊された北側コーナーを含む一部を検出したにとどまる。現存で北東側壁長3・1m、画

洒側壁長3．9m、壁高20cm、平面プランは不明。床面に柱穴1個がある。周溝はめぐらない。

（2）遺物（Fig．30）

遺物量は少く、器形の判明するのは1点のみで、他は胴部破片のみである。

1は二重言縁の壺形土器で胴部以下を失う。言綾部の形態は、頸部から直立し短い首をつく
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lO出し、さらに外へひろがlO、鋭い稜線をもって屈曲し、外反する言縁部へと移行する典型的

な器形である。内外面の調整は保存状態が良好でないために明瞭ではないが、横サデ調整で

ある。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成は良好、色調は赤黄色をなす。復原田径

20．3cm、頸部径11cmをはかる°　2、3は甕形土器の肩部破片である。共に右あがりの細い平行

タタ目を施す。内面は頸吉はlOやや下ってヘラ削り調整。器壁は薄い。2は石英、長石、金雲

母、赤色鉱物の砂粒を含む。3は石英、長石、赤色鉱物の砂粒を含むが特に赤色鉱物の量が多

い。焼成は共に良好、色調は2が赤褐色、3が赤黄色をなす。

2m
51－　－　－　－1－　－　－15　　　　　　　　　－二王

Fig．29　第23号住居址（S0－23）実測図

0　　　　　　　　　　　10cm

Fig・30第23号住居址（SC－23）出土遺物実測図，　L口，‖1－田　．川－1
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12．第24号住居址（SC－24）

」
標高3・50m

標高3．50m

2m
上1－1－．－．1．－115　－　　　－　－－　　－　　　－－－」

Fig・31第24号住居址（SC－24）実測図

12．第24号住居址（SC－24）

（1）住居址（Fig．31）

C－1区中央部に検出した。SD－02によって南西部の約半分を失う。また、この住居址が廃

絶した後、SE－02が掘り込まれていて、かなり時期的な限定ができる。

北東側壁長4．2m、南東側壁現存長2・4m、北西側壁現存長2・7mであるが、平面プランは不

明。炉が住居址の中心にあると仮定すれば、4m前後の方形プランが考えられる。壁高は20cm、

壁にそって周溝がめぐる。周溝の幅は10cm前後で、深さ5cm、炉は40cmX60mの楕円形で浅い

皿状の凹みをもつ。
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ノ

＼　　　Ⅰ、1

一二二二二「三‾
．　　　　　　一一．L　　　　－

＿一∴靭・

二

10cm
L－．－．1．5　　　　－－」

Fig．32　第24号住居址（SC－24）出土遺物実測図

（2）遺物（Fig・32）

図示できるもの12個体がある。1は二重言緑の壷、言緑と胴部を失う。胎土に石英、長石、

赤色鉱物の砂粒を多量に含む。焼成は良くない。色調は外面が赤褐色、内面黄褐色である。2

は甕形土器言綾部破片、復原径19．5cm、外面に縦位のハヶ目調整、言緑部内面は横位のハヶ目

調整、胴部は荒いへラ削り調整、胎土には石英、長石、赤色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で

白黄色をなす。3、4は小形丸底壷、3は復原田径7・6cm、復原器高8．6cm、胴部最大径は7・8cm

で言綾部径とかわらない。外面はヘラ研磨、休部内面横方向のヘラ削調整、胴部に黒斑がある。

4は復原田径6．8cm、共に胎土に石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成は良好で、色調は4の外

面が黒灰色で他は黄褐色をなす、5は言綾部がわずかにつく小形土器で復原田径6・8cm。器高

5cm。手づくね土器で頸部および内面に指頭痕の調整が残る。外鹿部はヘラ削り調整。胎土に

は石英、長石、雲母の砂粒を含む、焼成は良好で黒灰色をなす。7は甕または椀の言綾部で復
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12．第24号住居址（SC－24）

．，．．．．－．－．－．，．－．－．－．－．・

標高3．50m

標高3．50m

Fig・33　第25号住居址（SC－25）実測図

原田径14．8cm、8－11は高坏で、11は脚部破片である。復原田径は8が20・8cm、9が14cm、10が

17．7cmである。8は内外面共ナデ調整。9は外面が横ナデ調整、内面が横、斜位のハヶ目調整。

10は屈曲部、脚部との接合面が明瞭に残る。言綾部外面は縦位のハヶ目調整。内面は横、斜位

のハヶ昌調整。11は強い屈曲で広がる脚で、脚端径11．2cm、7－11は共に胎土に石英、長石、

雲母の砂粒を含む。焼成は良好で色調は7が赤褐色、8が黄灰色、9－11は赤黄色をなす。6、

12は器台の脚で共に受部を失っている。6は脚端径13・2cm、現存高7．1cm、脚端部がわずかに

屈曲しひろがる。外面は縦位の細いハヶ目調整、内面は斜、横位のハヶ目調整を右まわりに施
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す。胎土に石英、長石、金雲母、赤色鉱物の砂量を含むが良質。焼成は堅敦で色調は赤褐色を

なす。12は脚端径11．2cm、現存高7cm、外面は縦位のハケ目調整の上にナデ調整を施し、内面

は斜位のハヶ目調整。胎土に石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成は良好で自黄色をなす。

13．第25号住居址（SC－25）

（1）住居址（Fig．33）

C－1区北西隅に検出した住居址で、SC－19、SC－20、SC－21と重複関係にあり、SC

－19．20より新しく、SC－21より古いことを確認した。

北東壁長5・5m、南東壁長3・8m、北西堂長3．2m＋α、南西堂は大部分を失うが、わずかに

南コーナーが残っているので、平面プランが長方形であることは推測できる。壁高は削平が著

しいため、わずか5cm前後が残るのみである。壁にそって周溝が掘り込まれる。周溝は幅20cm

前後、深さ10cmで、南東壁、北東壁の大部分に認められるが、他では検出できなかった。

床面のほぼ中央に炉が存在する。炉は径60cm、深さ約10cmの浅い皿状をなす。炉内は焼土、

灰、炭で埋っている。炉の西側20cmに灰、炭層のひろがりがある。

柱穴は径30cm、深さ20cmのピット1個を南東床面にかたよって検出したが、本住居址の主柱

穴とは考えがたい。本住居地の主柱穴については不明である。

遺物は床面に密着して薄手の土師器甕破片が存在したが、胴部破片であるために図示できな

い。

14．第26号住居址（SC－26）

（1）住居址

B－1区南東隅に検出した住居址である。SC－22と重複関係にあり、SC－22より古い。大

部分をSC－22によって切られているが、3コーナーを完全に残すためプランは明らかにできる。

北東壁長3・9m、南西堂長4・5m、北西堂長3・7m、南西堂長3・5mの方形プランをなす。壁高

20cmであるが床面の大部分を失い、炉、その他については不明である。

（2）遺物（Fig．28－1、2）
壺2点が図示できる。1は頸部から胴部にかけての破片で全形は明らかにできない。頸部径

11．8cm。外面は斜位のハヶ目調整で、その上にわずかにへラ研磨を加える。内面は下半が横位

のハケ目調整。上半部さらに縦位のハヶ目調整を加え、頸部付近は指による調整。2は言縁部

を欠損する小形丸底壷である。頸部径6．2cm、現存高5．7cm、口綾部は大きく外反し、胴部最大

径より大きくなるものであろう。外面は胴下半部に縦位のハヶ目調整が残るが大部分はヘラ研

磨で消す。内面は丁寧なヘラナデ調整。1、2共に胎土には石英、長石、赤色鉱物の砂粒を若

干含むが良質である。焼成は堅致、色調は1が黄褐色、2が赤褐色である。
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標高3・50m
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Fig．34　第27号住居址（SC－27）実測図 2m
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

15．第27号住居址（SC－27）

（1）住居址（Fig．34）

Z－0区、A－0区にわたって検出した住居址である。SC－32と重複関係にあり、SC－32

を切っている。西側は一部、現代の撹乱を受けて破壊される。

北壁5・2m、南壁5・5m、東壁5．8m、西堂5．9mの隅丸方形の平面プランをなす。壁の現存高

は約30cm。壁にそって周溝がめぐるが、部分的に検出できなかった所がある。周溝は幅10cm、

深さ10cm前後である。南壁の中矢部よりやや東に片寄って出入口になると考えるピットがある。

ピットは東西径80cm、南北径60cmの不整楕円形で、深さ35cm前後である。このピットをはさん

でベッド状遺構がめぐるが、西堂にそったベッド状遺構は、一部2重の段があり拡張されたこ

とがうかがえるが確証をつかむことはできなかった。南壁のベッド状遺構は東側が幅60cm、西

側が120cmと出入口をはさんで大きな違いがある。東壁のベッド状遺構は幅1m－1．35m、高さ

8cm前後、北壁のベッド状遺構は幅1．2m、高さ5cm前後、西堂のベッド状遺構は他と比較し

特別で幅は他のそれの約2倍の2・1mをはかり、高さ6cm前後である。ベッド遺構はすべてが

地山削り出しである。

炉はベッド状遺構に固まれた床面のほぼ中央に位置し、径60cmの円形で、深さ10cmの浅い皿

状の掘り込みがある。炉床は良く焼けていて、炉内は焼土、炭、灰が充壙する。

柱穴は炉をはさんだPlとP2の二本柱とP3－P6の四本柱が主柱穴であり、他の柱穴のあり方と

は大きく異る。Plは径25cm、深さ43cm、P2は径40cm、深さ37cm、P3は径35cm、深さ50cm、P4は

径40cm、深さ56cm、P5は径35cm、深さ60cm、P6は径35cm、深さ55cmである。

炉の東側には45cmX35cmの長方形プランで深さ40cmの貯蔵穴状の掘り込みがある。

（2）遺物（Fig・35－38）

遺物出土状況

本住居址の遺物量は多い。遺物の出土状況としては床面密着土器と埋土中に存在する床面状

の固い面をもつ凹みに密着する土器の二種がある。ここでは床面の出土状況についてみていこう。

床面の遺物は完形品に近いものが多い。出土位置は炉を中心としたベッド状遺構に囲まれた

床面に集中している。ベッド状遺構の上は北東のコーナーに近く、2の甕形土器と22の高坏が

あるのみである。炉の横の貯蔵穴内より15の椀、出入口のピット内より19の脚付椀が出土して

いる。本住居址では火災にあった痕跡はないが、遺物の出土状況は火災住居に近い状況を示し

ている。なお、上層の土器にも完形品が多く、固くなった皿状の床面との関連性がもとめられ

るが、いかなる理由によるものかは判断できなかった。

遺物（Fig．35－38）

図示したものは55点で、土錘1点、タコ壺2点の他は容器類で、甕、壷、高坏、鉢、椀、脚
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付椀、器台等がある。

床面出土は1、2、7、13、15、17、19、20、22の9点で他は上層の出土である。

1、2、7は甕形土器Olは口径14．4cm、器高18・5cm、鹿部径4・5cm、言綾部はくの字に外

反し、胴部はやや長い球形で鹿部でしぼまり、小さな平底になる。言綾部は横ナデ調整、胴外

面は上半部が、やや右あがりの平行タタキで下半部はそれを消している。内面は下半部へラ研

磨調整、頸部に指頭圧痕が残る。胴上半と下半の境に段がある。2もほぼ同様の器形、調整を

もつ。口径14・7cm、推定器高16．6cm。1、2共に胎土に石英、長石、赤色鉱物、黒色鉱物の砂

粒を含む。焼成は良く、1が赤褐色、2が黒褐色をなす。胎土、器形から搬入品と考える。7

は球形の胴部に言綾部がややたちあがった器形をなす。外面は頸部に縦位のハヶ目、胴部は右

あがりの平行タタキを施した後、ナデ消す。内面は粘土帯の痕跡が明瞭で、一部、荒い削り調

整、胎土には石英、長石、雲母の砂粒を多量に含む。焼成は良好、色調は外面が白黄色、内面

が黒褐色をなす、口径14．6cm、胴部最大径22・8cm。13、15、17は椀で、13は口径10・6cm、器高

3．4cm、15は口径12cm、器高5・1cm、共に型づくりと考えられ、外面は型おしのままで、15の鹿

部付近は不定方向のヘラヶズリが加えられる。内面は斜位のハヶ目調整で丁寧に仕上げる。17

は口径6．8cm。13、15は胎土に石英、長石、雲母の砂粒を含む。17は石英、長石、金雲母の砂

粒を含む。共に焼成は良く、13、15は黄褐色で15は鹿部に黒斑がある。17は赤褐色をなす。19、

20は脚付椀で、19は言綾部が外反し、20は内傾する。脚の筒部は共に中実である。19は口径10．4

cm、器高10．5cm、脚端径4cm、全体に手づくね的で口縁は指頭圧痕が顕著、胴外面はヶズリ状

のヘラナデ、脚は指による調整。20は口径12．3cm、脚端部を失う、外面は縦位のパケ目調整で、

言綾部はその後横ナデ調整、内面はヘラ研磨調整。22は高坏の坏部で、口径17．9cm、坏部の屈

曲は明瞭で、口緑は外反する。外面に縦位のハヶ目調整がわずかに残る。内面はヘラ研磨調整。

19、20、22は共に胎土に石英、長石、赤色鉱物の砂粒を含み、焼成は良好、赤褐色をなす。

上層出土の土器は甕が3－6、8－10、29、32－34、36－40の16個体、壺が11、30、31、43の

4個体、鉢が12、41の2個体、高坏が21、23、35、42の4個体、器台が24、25の2個体、椀が

14、16、48－50、55の6個体、小形の鉢ないしは壺18、44－47の5個体、甕の胴部破片3個体、

タコ壷が27、28の2個体、土錘が26の1点を図示した。

甕は在地系のものと外来系のものの二種に分類できる。在地系の甕は口縁がくの字に屈曲し、

端部はやや尖るか丸くおさめ、胴部はあまりふくらみをもたない器形をなす。外面は胴部が縦

位のパケ目調整。言綾部は横方向のハヶ目ないしはナデ調整。胴部内面はヘラ削りのもの、脂

による調整、横位のハヶ目調整、削りとハヶ目の両者の併用などの調整がみられる。胴と言縁

の境は鋭い稜線をなすものが多い。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含み、焼成は良好、色

調は赤褐色をなすものが多い。3－6、8－10、36－40が在地系の甕と考えるものであるO　外来系

と考えるものは29、33のように、言綾部外面に凹線を入れ、言縁をさらに一段たしたような器
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1＼、澗一一一一‾i

Fig・35　第27号住居址（SC－27）出土遺物実測図Ⅰ
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Fig136　第27号住居址（SC－27）出土遺物実測図II
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Fig・37　第27号住居址（SC－27）出土遺物実測図III
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15．第27号住居址（SC－27）
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Fig．38　第27号住居址（SC－27）出土遺物実測図Ⅳ
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形をもつものと、34のように口緑端部がつまみあげられ、外面に細いタタキをもつ、いわゆる

庄内系の土器と、32のように言緑端部を極端につまみあげたものと、51－53のように肩部に櫛

描波状文、刺突文筆の文様をもつものがある。胎土、色調は在地系とは明らかな違いをみせる。

壷は11が小さな平底で扁球形の胴部をなす。言頸部を失うが、長首壺であろうか。30、31は

直言輝を有する。特に30は内外面共に多方向のハヶ目調整を加え整形しているが、胎土等に

在地系土器と異る要素が認められる。43はいわゆる山陰系の二重目線の小形壺である。外面は

丹塗りである。胎土は精製され、石英、長石、金雲母の砂粒を若干含む。

鉢（12）は外面に粗いタタキをもつ、内面はヘラ研磨調整である。他例よりやや小さい。

高坏は脚部と坏部があるが全形の判明するものはない。21の脚部は箇部は中実である023は

脚に円形孔の透しが3個ある。坏部として35があるが、口緑の短いものである。

器台24、25がある。いずれも受部で脚を欠く。口端のたちあがりはなく、器面はヘラで丁寧

に研磨されている。

椀は床面で説明を加えたものと大差ない。小形の鉢では言縁が外反し、丸底壷に近いものと、

端部だけを折りまげるものがある。44は、甕の小形品と考えられるものである。47は外来系の

土器で、言緑端部がたちあがり二重になり、頸部でしまり休部に移行する。器壁は薄い。胎土

は精製され良質である。

タコ壷は言縁下に一孔をうがつもので手づくね。26の土錘は棒状の両端に孔をあけたもの。
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Fig．39　第28・29号住居址（SC－28・29）実測図
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16・第28号住居址（SC－28）
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Fig．40　第28号住居址（SC－28）出土遺物実測図

8

16．第28号住居址（SC－28）

（1）住居吐（Fig・39）

Z－1区北西隅に検出した住居址で、SC－29、SC－30と重複関係にあり、この中では最も

先行するものである。北東壁は完全にないが、南西壁と北西、南東壁の一部が残存している。

南西壁長4．9m、北西壁現存長1・6m、南東壁現存長2．4mであるが、平面プランは明らかにL

がたい。壁の高さは15cm前後である。南西堂中央部に出入口と考えるピットが付設される。ピ

ットは60cmX80cmの楕円形プランで北東に長い。深さ30cm。南西堂と北西堂、南西壁の一部に

そってベッド状遺構が付設される。南西側のベッド状遺構は幅90cm、高さ10cm、北西側のベッ

ド状遺構は幅60cm、高さ10cmで南西側ベッドと連接LL字形をなす。ベッド状遺構は地山の削

り出しである。ベッド状遺構と壁の間には周溝がめぐる。周溝の幅は10cm前後で、深さ5－cmであ

る。床面には炉、主柱穴は検出していない。共に他の住居址によって破壊されている。ただし、

主柱穴はその配置から2本である可能性が強い。

（2）遺物（Fig・40）

遺物量は少く、図示できるのは　点である。1、2、4－6、9、10は甕で、1は言縁が強

く外反し、内側の頸部の稜線は鋭い。言綾部は内外面共ハヶ目調整、胴部内面はヘラ削り、2、

9は庄内系の甕、2は口綾部、9は胴部で内面の削りは頸部よりやや下ったところより始まる。

4－6は鹿部で、共に小さな平底で中央部をややあげ底状にする。胎土は在地のものと同様で

ある。10は甕の言縁で言端部がたちあがり、2本の沈線を入れる。3は器台の脚部と考えるも
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ので、内面に縦方向のハケ目調整がある。7、8は椀で7は口径14．8cm、器高5cm、内面は斜

位のハケ目調整、外面は言綾部近くが横サデでそれ以下は型づくりのままと考えられる。型

づくりを証明するものとして、本例には鹿部から胴部にかけて木葉痕があることは貴重である。

8はやや小形の椀である。

17・第29号住居址（SC－29）

（1）住居址（Fig．39）

Z－1区に検出した住居址で、SC－28、SC－29と重複関係にあrL SC－28を切rL SC

－30からは切られている。残存状態はそのほとんどをSC－30に切られているために悪い。南

0

ヒ田Ir－｛一口．一一一一一二一二ゴm

Fig．41第30号住居址（SC－30）遺物出土状況実測図
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西堂長4．4m、南東壁長0・4m＋α、北西堂長1．7m＋αで平面プランは明確でない。壁の高さ

は約10cmである。壁にそって周溝がめぐる。周溝は幅15cm、深さ5cmである。南西堂のほぼ中

央に出入口と考えるピットがある。ビットは65cmX30cmの長方形プランで、深さ30cmである。

（2）遺物
床面に若干の土器片が出土しているが、図示できるものはない。

18．第30号住居址（SC－30）

（1）住居址（Fig・41、42）

Z－1区に検出した住居址である。SC－28、SC－29、SC－31と重複関係にあり、この中

で最も新しい住居址である。住居址の北半部が現用水路にかかり全掘していない。

南西堂長4．25m、南東壁長4・75m、北西堂長1・8m＋αをはかり、ほぼ方形をなす平面プラ

ンである。壁の高さは10cm前後である。壁にそって周溝がめぐるが、周溝がずれて2－3本に

なる部分があり、数回の建替えが考えられる。また、周溝の存在する部分はベッド状遺構のあ

るところで、それ以外には検出していない。周溝は幅10cm、深さ10cm前後である。

壁にそってベッド状遺構が付設されるが、南東壁では途中で切れて一部分にとどまり、また、

北東壁では発掘区内では検出していないので、コの字形にめぐるものと考えられる。ベッド状

遺構は幅如1．1m、高さ約5cmで、地山の削り出しである。しかし、ベッド状遺構の下端にそっ

て幅5cm、深さ5cmの溝がめぐらされており、この溝に板材をたてベッド状遺構の補強につと

めたと考えれば、元々は盛土のベッド状遺構の存在が考えられるが、建替えを考慮に入れれば．

最終的には現状の高さでのベッド状遺構となったものであろう。

南西壁の中央よりやや北寄りの床面に出入口と考えるピットがある。ピットは75cmX70cmの

不整形プランで、深さ25cmである。

炉は住居址のほぼ中央に位置し、径40cm、深さ5cmの浅い皿状の凹みの地床炉である。

柱穴はベッド遺構のコーナーにある2個の柱穴が主柱穴の一部で、他は未掘部に存在すると

考えられ、四本柱になるものと考える。柱穴は共に径15cmで深さ40cmである。

（2）遺物

遺物出土状況（Fig．41）

この住居址も火災住居で遺物の残存状態は極めて良好であった°住居址内には建築材である

炭化材と土器が炉を中心として出土した。炭化材は住居址中央に向かってその主軸をむけてい

て上部構造の復原に役立ちそうである。炭化材は長いもので1．5m、径10cm前後である。土器

炭化材の下部あるいは一部上にのるものもあるが、ほぼ完形品に近いものが多い。分布的には

住居址の南半部に集中し、特に炉の西側に壺2個がおかれていた。なお、出入口のピット内に

も完形の椀1個が出土している。
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18・第30号住居址（SC－30）

Fig・43　第30号住居址（SC－30）出土遺物実測図Ⅰ

－　61－

－　　 －1－ ，

4

0　　　　　　　　　　10cm
L　一　一　12　　　　　　　　－－2



第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

0　　　　　　　　　　10cm
5－1－．i　　　　！

Fig144　第30号住居址（SC－30）出土遺物実測図II

遺物（Fig．43、44）

壷、小形鉢、甕、高坏、椀、タコ壷があり、16点を図示した。

1、8、9、11は二重口縁をもつ壺形土器である。1はほぼ完形であるが鹿部を失う。口径

19．6cm、推定器高31・5cm、胴部最大径は26．6cmで上半部にあり、ノ胴部はやや肩が張る。頸部は

ややたちあがり、言縁下半部は外反する。さらにその上に強く外反する上半部を接合する。上

半部と下半部の境は稜線が明瞭である。言縁端部は内側でつまみあげられる。器面はやや荒れ

ているが、言縁部は内外面共横ナデ調整。胴部外面は上半部が横位の細いハヶ目調整。下半部
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18・第30号住居址（SC－31）

は縦位のハヶ目調整。肩部に沈線1条を波状にめぐらして

いる。内面は頸部以下へラ削りの調整を施す。8は復原田

径17．7cm。言綾部下段は強く外反し、その上に直立した言

綾部上段をのせる。言緑端部は平坦で、凹線をめぐらす。

言綾部上段と下段の境は明瞭な稜線をもつ。内外面共に横

ナデ調整。胴部はヘラ削り調整。9は1と類似した言縁形態

を有する。言緑部上段と下段の境は粘土が下方に突線状に

つき、言綾部の外反は強い。端部は丸くおさめる。復原田

径20・9cm。11は言緑はあまり外反しない。言緑下段と上段

の境は突線状に下がrL上段の下に2個並列した竹管文を

配する。2は球形の胴部に外反する直言緑をつけた壺形土

0　　　　　　　　5cm
L一一一一一一」一一」

Fig．45　第30号住居址（SC－30）
出土遺物実測図III

器である。言緑端部の内側はつまみあげられる。外面は言

綾部が横ナデ調整。胴部が細い丁寧な横位のハヶ目調整、内面は口綾部が横位のハヶ目調整、

胴部は横方向の丁寧なヘラ削り調整を施す。口径19．2cm、胴部最大径28・5cmである。6は直言壷、1

言綾部はやや内傾しながらたちあがる。1、2は胎土に石英、長石、雲母、金雲母、赤色鉱物

の細い砂粒を含むが精製された良質なものを使用し、焼成は良好、日灰色をなす。8、9、11

は胎土に石英、長石、雲母、赤色鉱物を含む。焼成は良好で8が白灰色、9が赤黄色、10が赤

褐色をなす。6は致密な胎土で、焼成は良好、赤色をなす。

10、14、16は甕形土器で、10は口緑がくの字に屈曲し外反する。言縁端部内側はつまみあげ

られている。肩部に沈線一条で波状文を描くO胴は最大径が中位にあり、肩はあまり張らない。

田圃17cmをはかる。いわゆる布留糸の甕である。外面の上半部は横位のハヶ目調整で一部ナ

デによって消される。下半部は縦位のハヶ目調整、内面は頸部よりやや下ったところより横方

向の丁寧なヘラ削りを施す。14も同様の器形、特徴をもつが小型である。口径13cm。10、14は

胎土、焼成、色調は1、2と同じである。16は言緑部が直立し、上半部で外反する大型の甕形

土器である。胴は張りが少い。復原田径25．8cm、内面は横位のヘラ削りで調整される。

3－5は小形丸底壺、小形の鉢とされるものである。3は短い口縁部が内傾しながらたちあ

がる。復原田径11．3cm、復原器高9cm、外面は細い横位のハヶ目調整、内面はヘラ研磨調整、

口径は胴部最大径より小さい。4は言縁部が直線的に外へひらくO　口径9・4cm、器高7．4cm。5

は完形品で、言縁は頸部から大きく外へひらく。口径13．1cm、器高6．1cm、内外面共丁寧なヘラ

研磨調整、外鹿部は不定方向のヘラ削り後、棒状工具で研磨を加えている。3、4は、胎土に

石英、長石、雲母、赤色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で共に黄褐色をなす。5は胎土に石英、

長石、雲母、赤色鉱物、金雲母の砂粒を含むが精製されて良質、焼成は堅致で赤褐色をなす。

13、15は高坏、13は復原田径16・7cm、坏鹿部と休部の段は明瞭でない。外面は縦位のハヶ目
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第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－

調整後へラ研磨、内面はヘラ研磨調整。15は口径20・4cm、坏部高5・9cm、段は不明瞭、内外面の

調整は器面が荒れているため明確にできない。脚との接合部は、接着良くするための配慮がみ

標高3・50m

標高3．50m

Fig・46　第32号住居址（SC－32）実測図
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19．第31号住居址（SC－31）

られる。13、15共に胎土には石英、長石、雲母、赤色

鉱物の砂粒を含む。焼成は良く、赤褐色をなす。

12は椀で復原田径12．2cm、復原器高3．6cmをはかる。

内外面共へラ研磨調整、胎土には石英、長石、雲母、

赤色鉱物の砂粒を含むが良質、焼成は良好で、色調は

赤褐色をなす。

7はタコ壺で口径6．8cm、器高10．6cm、口縁からやっ

下って孔があけられる。

砥石（Fig・45）　砂岩製の砥石、幅8cm、長5．3cm、

厚さ2cm、途中で折れている。中砥である。

19．第31号住居址（SC－31）

（1）住居址

Z－（－1）区南半部中央に検出した住居址である。SC

－30と重複関係があり、SC－30によって切られる。

南東のコーナーを残すのみで平面プラン等については

0　　　　　　　　　　　10cm
L一一．　－　1－1－－－－；　　　－　　　　　5

ヽ

ヽ

、ネ　　－　　　　　　ヽヽ、

一二一・二一．

日毎

0　　　　　　　　　5cm
－，一一一一　一　一一一．　1　－－－！

Fig．47　第32号住居址（S0－32）
出土遺物実測図

不明。南東側壁長3．25m、北東側壁長2．2m、壁の高さ3cm前後で削平が著しい。南東壁のコー

ナーから2．2mのところに接して65cmX60cmの不整円形ブランのピットがある。ピットの深さ15

cm前後。出入口部にあたると考える。

（2）遺物

床面に若干の遺物が存在したが、図示できるものはない。

20・第32号住居址（SC－32）

（1）住居址（Fig．46）

A－0区北西隅に検出した住居址である。SC－27と重複関係にあり、SC－・27によって切

られている。北側壁、東側壁を残し、3つのコーナが残っているが床面の大部はSC－27によ

って失われる。北側壁長4．9m、東側壁長3．8mで東西に主軸をとる長方形プランの住居址であ

る。壁の高さ約10cmをはかる。周溝はない。柱穴は2個で長軸に平行に対している。共に径20

cm、深さは現存で55cmであるが元来は65cm程度の深さとなる。

（2）遺物一（Fig．47）

遺物数は少いが、注目すべき遺物が出土している。3点を図示した。

1は器台と考えられる破片で、比較的厚手の土器である。受部にあたる部分であるが、極端

に外反している。2は甕形土器で胴部に把手をもつ。言緑部は外反するものと考えるが全体的
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な器形は不明、外面は縦方向のハケ目調整で、内面はヘラ削り。把手は長さ2・2cm、先端が尖

る。胎土に石英、長石、雲母、金雲母、赤色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で、色調は赤褐色

をなす。外面にススが付着する。3は朝鮮半島からの移入土器と考えられる。瓦質土器で外面

は縄庸文がある。胎土は致密で焼成は良好、灰色をなす。

21・第33号住居址（SC－33）

（1）住居址（Fig・48）

A－0区、B－0区にわたって検出した住居址である。SD－04に切られている。住居址の

プランはやや乱れている。北東側壁長4mで、壁がややくずれてひろがる。北西側壁長2．8m＋

αである。長方形ないしは方形のプランをもった住居址であろう。壁の高さ約10cm。柱穴は上

層から掘り込まれたものがあるが、主柱穴となるのは、北東壁に平行して相対する2個で、共

に径40cm、深さ55cm、25cmである。柱痕跡があり径20cmである。炉、周溝等は検出していない。

・－ ・ ．－ 1 ． ・－ ．　 ． ．． ．．－

Fig・48　第33号住居址（SC－33）実測図 2ml
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21・第33号住居址（SC－33）

10cm
5－1．．．－：　　　　　　　　5

Fig．49　第33号住居址（SC－33）出土遺物実測図
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（2）遺物（Fig．49）

床面に密着して2個体の土器が出土した。1は

大形の甕形土器で約半分を失う。やや長胴の休部

にわずかに外反する言綾部をつけたものと考えら

れるが、言綾部を失う。外面は擬格子のタタキで、

内面は平行のあて具文様がつく。復原頸部径25・8

cm、推定器高33・3cmをはかる。2は1を小形にし

たような甕形土器でほぼ完形である。口径15．9cm、

頸部径14・5cm、器高17・7cm、胴の張りは少く、鹿

部は丸底である。言綾部は凹線をめぐらしている。

胴部外面は擬格子のタタキで、内面、平行なあて

具文様がつく。全体に須恵器のつくりに近い。外

面にススが付着していて、二次加熱による変色が

みられる。内面胴上半部にもススが付着している。

1、2共に胎土には石英、長石、雲母、赤色鉱物

／ク声句も

P 3

P（

標高

p l　 』 』p 2

瓜
p 4 －　 ℃y p 5

0　　　　　　　　2m
5－－－田－田1il

Fig．50　第27号掘立柱建物（SB－27）
（倉庫）

の砂粒を含み粗である。焼成は良好で、色調は赤褐色をなす。

22．第27号掘立柱建物（SB－27）（Fig．50）

S－0区西側中央に検出した建物である。桁行2間、梁行1間の南北棟で主軸をN－35LE

にとる。桁行は300cm、梁行216cm、柱間は150cmである。柱穴掘り方はflが径30cm、深さ34cm、

IBが径40cm、やや方形に近い。深さ28cm、Bは径34cmで径10cmの柱痕跡がある。深さ35cm。負

は径50cm、中央部に径12cmの柱痕跡がある。深さ36cm、P5は径44cm、中央部に径14cmの柱痕跡

がある。深さ25cm。P6は45cmX30cmの隅丸長方形で西に片寄って径12cmの柱痕跡がある。深さ

32cm。柱穴掘り方内からは吉武土師器細片が数点出土しているが器形の判明するものはない。

堅穴住居址と組むもので、高床の倉庫と考えられる。

23．第28号掘立柱建物（SB－28）（Fig．51、52）

A－0区中央部に検出した建物でSB－15と重複関係にある。桁行2間、梁行1間の南北棟

で主軸をN－30－Eにとる。桁行400cm、梁行400cm、柱間は200cmである。柱穴掘り方は非常

に大きく、Plは116cmX108cmの隅丸長方形プランで深さ72cm、埋土は1、黄灰色土層、2、黄

褐色土層、3、灰黄褐色土層、4、灰褐色土層、5、暗黄褐色土層、6、暗灰褐色土層、7、

黒灰褐色土層、8、暗灰色土層、9、灰色砂層の互層となっていて版築状に固めている。以下、

各柱穴は同様である。P2は140cmX90cmの長方形プランで、深さ80cm、埋土は1、明黄色土、
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23．第28号掘立柱建物（SB－28）

2、明黄色土（1より若干黒い）、

3、黄色黒褐色土、4、砂、5、暗

褐色土（粘質）、6、暗茶褐色土、

7、黒褐色土層、8、黒褐色土層（7

よりやや明るい）、9、黒褐色土（8

より明るい）、10、黄褐色土の互層

である。柱痕跡があり径20cmである。

P3は150cm×100cmの隅丸長方形プ

ランで、深さ71cm、埋土は、1、時

灰黒褐色土、2、黄褐色土、3、砂

質土の互層である。P4は160cm×90

cmの不整楕円形プランで、深さ86cmO

埋土は、1、明黄灰色土、2、黄灰

色土、3、時黄灰色土、4、黒褐色

土、5、黒灰褐色土、6、時黄褐色

1　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

P l

P 2

P チ

P 5

P 6

2 m
、P 3

0

Fig．51第28号掘立柱建物（SB－28）（倉庫）

土、7、灰褐色土、8、明灰褐色土、9、黄色土の互層である。P5は140cmXlOOcmの不整長方

形プランで、深さ85cm、埋土は、1、黄褐色土、2、灰褐色土、3、暗黄褐色土、4、黄灰褐

色土、5、黒灰褐色土、6、暗黄灰色土、7、黄灰色土、8、暗灰褐色土、9、灰色砂質土の

互層である。P6は100cmX70cmの楕円形プランで深さ83cmO埋土は、1、時黄褐色土（粘質）

2、時灰褐色土（粘質）、3、時灰褐色土（砂混入）、4、灰褐色土、5、青灰色土（粘質）、

6、黄灰色土、7、黄褐色砂質土の互層である。以上の柱穴掘り方からは吉武土師器細片が出

土しているが図示できるものはない。SB－27同様に古墳時代の高床倉庫とみることができる。

24・第2号井戸（SE－02）

（1）井戸

C－（－1）区中央郵こ検出した遺構である。SC－24と重複関係にあり、SC－24が埋没した

後にSC－24の南東壁に接して掘り込まれている。径120cmXlOOcmの円形で、深さ115cm。底

は平坦でやや袋状に拡がる部分がある。下層の砂層まで達していて現在の湧水点と一致してい

る。埋土の堆積は一層で、黒褐色土が埋っていた。鹿部近くに植物の炭化したものが出土した

が製品ではない。埋土中、鹿部から土師器が出土している。

（2）遺物

図示していないがかなりの土師器が出土した。大部分が胴部破片である。外面にハヶ目調整

を施し、内面へラ削りのものがほとんどである。器形がわかるものとして、小形の壺があり、
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標高3．40m

第5章　調査の記録－古墳時代の遺構と遺物－
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Fig・52　第28号掘立柱建物（SB－28）柱穴断面図
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25．第28号土拡（SK－28）

Fig153　第28号土土広（SK－28）遺物出土状況実測図

頸部の形態から二重言緑になると考えられる。

25．第28号土拡（SK－28）

（1）土砿（Fig．53）

C－（－1）、D－（－1）区の接する中央部に位置し、段丘面の落ちぎわに検出した土班である。

一部、トレンチで破壊したが、ほぼ全形プランは把握できる。検出面は135cm＋α×145cm．の

楕円形プランで、底は114cm＋α×120cmの円形プランである。深さ約50cmである。中より甕形

土器2個体、壺1個体、高坏2個体が一括して出土した。また焼土等もあり、何らかの祭祀行

為後、一括埋納されたものと考えることができる。
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Fig・54　第28号土砿（SK－28）出土遺物実測図

（2）遺物（Fig．54）

1、2は高坏である。1は口径13cm、坏部は坏鹿部と休部の境に段をもち、言縁は外傾しな

がらたちあがる。脚はラッパ状にひらくもので脚端部を欠く。脚内面はヘラ削りで他は保存状

態が悪く不明。2は口径14．8cm、坏部高5．7cm、器形は1と同様である。外面はヘラ研磨調整、

内面は言緑が横方向のハヶ目調整である。1、2共に胎土に石英、長石、雲母、赤色鉱物の砂

粒を含む。焼成は良好で、色調は赤褐色をなす。

3は小形丸底壷である。口径13・4cm、器高9・4cm、口綾部は短く、わずかに外反する。内外

面共に保存状態が悪く調整痕は不明。胎土には石英、長石、雲母、赤色鉱物を含む、焼成は良

好で、赤褐色をなす。

4、5は甕形土器である。4は復原田径14．8cm、言縁は直立ぎみで端部は丸くおさめる。5

は口径13．5cm、言縁はくの字に折れ外反する。外面は言綾部が横ナデ調整、胴部は縦位のハヶ

目調整、内面は言縁部が横位のハヶ目調整がわずかに残り、胴部はヘラ削り調整、外面にスス

が付着する。4、5共に胎土に石英、長石、雲母、赤色鉱物を含み、焼成は良好、4は赤褐色、

5は黄褐色をなす。

26・第29号土拡（SK－29）

（1）土砿（Fig．55）

A－0区北東部に検出した土鉱である。SB－15、SB－28と重複関係にあり、SB－15の

柱穴によって一部切られている。SB－28とは直接的な切団合い関係はなく先後関係は明らか
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26．第29号土拡（SK－29）

にできないが、大きな

時間差はなく、SB－

28に対する祭祀土肱と

も考えられる。

土1広は径80cm～85cm

の円形プランをなす。

底は78cmX68cmの不整

円形プランで平坦であ

る。深さ19cm。中より

壺言綾部破片と胴部破

片が出土している。

（2）遺物（Fig・55）

二重言緑の壺形土器

1個体がある。口径18．4

cm、頸部径13・5cm、言

綾部形体は頸部から言

縁下段が外反し、その

上に言縁上段を直立ぎ

みにのせたもので、口

縁下段と上段の境はあ

まり明確でない。言緑

端部は平坦で凹線一条

をめぐらす。外面言綾

部上段は横ナデ調整、

下段は縦位のハヶ目調

整、胴部は縦位と横位

のハヶ冒調整、内面は

言緑部が横位のハヶ目

調整後横ナデ調整、胴

部はヘラ削り調整であ

る。胎土には石英、長

石、雲母、赤色鉱物の

砂粒を含み、焼成は良

標高3・350m

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　50cm

Fig・55　第29号土拡（SK－29）遺物出土状況，遺物実測図
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ご．；1－l構

Fig．56　溝（SD－01）出土土器実測図
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27・第1号溝（SD－01）

好、赤黄色をなす。

27．第1号溝（SD－01）

（1）溝

C－（－1）区、D－巨1）区に検出した遺構で溝というよりも旧多々良川の氾濫源にあたり、

序に東にむかって深さを増す。土器の他に多数の流木を検したが、加工痕のあるものは皆無で

あった。

（2）遺物

土師器多数があるが、いずれも破片である、7点を図示した。

1、6は壺形土器である。1は直言輝で胴部最大径は下にあり、Lもぶくれの胴部を有す

る。言綾部には若干二重言緑の名ごりがみられ、わずかな稜線をもつ。外面は口緑部が横ナデ

調整、胴部は縦位のハヶ目調整で胴中位はヘラ削り状のナデによってハヶ目痕を消す。胴中位

から下にススの付着が著しい。内面は言綾部が横位のハヶ目調整。胴部は部分的に粘土接合痕

が残るが、全面はやや粗なヘラ削り調整である。復原田径15・8cm、頸部径11．5cm、胴部最大径

26．9cmをはかる。2も直言壷で、復原田径15．4cm、頸部径11cm、口綾部は外反しながらたちあ

がりやや長い。言緑端部はわずかに肥厚し丸くおさめる。内外面の調整は保存状態が悪く不明

瞭であるが、言縁内側は横位のハヶ目調整である。1、6は共に胎土に石英、長石、雲母、赤

色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で、1は赤褐色、6は黄白色をなす。

3、4は甕形土器である。3は復原田径17cm、口綾部はややふくらみながらたちあがり、口

縁端部はつまみあげられる。外面は言綾部が横ナデ調整、胴部は細いタタキ、内面は言緑部が

横位のハヶ目調整、胴部は頸部よりやや下ってヘラ削り調整、胎土は石英、長石、雲母、赤色

鉱物、金雲母の細い砂粒を含むが良質、焼成は良好で、黒灰色をなす。3は復原田径17．2cm、

言縁はくの字形に屈曲する。外面は言綾部が横ナデ調整、胴部は縦位のハヶ目調整、内面は言

縁部が横ナデ調整、胴部は粗いへラ削り調整。胎土には石英、長石、雲母の砂粒を含む。焼成

は良好で、外面は赤黄色、内面は黄灰色である。

4は高坏の脚部で脚端径12・2cm、筒部に円孔があけられる。5は脚付椀で、口径12cm、4、

5共に胎土に石英、長石、雲母、赤色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で、赤黄色をなす。

28・第2号溝（SD－02）

（1）溝

第1－第3次調査区から延長してくる溝でD－（－1）区、C－（－1）区までのび、それより先は

不明瞭になって消滅する。深さ30cm前後で、底は平坦、溝には多量の土師器が、ほぼ完形の状

態で出土したが保存状態が悪い。埋土中には炭化物も多く、黒褐色土一枚で埋っていた。
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28．第2号溝（SD－02）

．　－1．1

Fig．58　溝（SD－02）出土土器実測図II　　　14
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第5章　調査の記録一古墳時代の遺構と遺物－

（2）遺物（Fig．57、58）

保存状態が悪く未整理分があるが、代表的なものを

選んで図示した。壷、甕、高坏がある。以下、各個体

について説明を加える。

1は直言壷、口径17cm、頸部径11・4cm、器高28．2cm。

口縁は外傾しながら直線的にのびる。鹿部は丸底であ

るが厚くなり丸く突出する。胴部は球形に張lL胴部

最大径は26・8cmである。外面の調整は、口緑部がヘラ

研磨調整、胴部は縦位のハヶ目調整後、ヘラ研磨によ

ってハヶ目痕を消している。内面は口綾部がヘラ研磨

調整、胴部は縦位のハヶ目調整であるが、保存状態が

悪く判然としない。胎土には石英、長石、雲母、赤色

鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で赤褐色をなす。2－

閻
命

、－′′3

再
◎4

Fig．59　玉頼実測図

刊－

4、6、7は二重言緑の壺形土器である。言緑の形状

は個体によって若干の差異がある。2は頸部が直立し、その端部が強く外反し言縁下段をなし、

その上に直立する言緑上段をのせている。全体的に鋭さがない。口径17cm。外面はナヂ調整、

内面は口綾部がハケ目調整後、ナデ調整によってハケ目痕を消す。胴部はヘラ削り調整、胎土

には石英、長石、雲母の砂粒を含む、焼成は良好で黄褐色をなす。3は口径20．8cm、口縁下段

は横に張り出し平坦な段を形成し、言縁上段は約2cm直く、それから大きく外反する。内外面

の調整は器面が荒れていて判然としない。4も3と同様の器形をなすが言緑上段と下段の境が

突線状になる。口径24cm、器面調整は不明。6は言縁上段はあまり外反しない。上段と下段の

境に幅1・4cmの平たい突帯をめぐらし竹管文2を配している。7は4の器形に類似し、上段と

下段の境2個一組みになった円形浮文を2列に配している。器面は内外面共にヘラ研磨調整で

ある。5は二重口縁の壺ではないが、頸部に竹管文2個を並列させている。直言壷であろう。

3、4、5、7は胎土に石英、長石、雲母の砂粒を含む。6はさらに金雲母、赤色鉱物が含ま

れる。焼成は共に良好、3、6、7は赤黄色、4、5は黄褐色をなす。8、9、16、18はいわ

ゆる小形丸底壷である。8は言綾部を欠く、頸部径5．9cm、現存器高10．2cm、胴部は球形で胴

部最大径は11・8cm。内面はヘラ研磨調整、内面はヘラ状工具によるナデ調整。鹿部には特別に

粘土をはり厚く、器体の安定をはかっている。9は完形品、口径9．8cm、頸部径7．9cm、器高12・5

cm、胴部最大径は上にあり、11・6cm、外面は口綾部から肩部までがハヶ目調整後、ヘラ研磨で

ハヶ目痕を消す。胴下半部は横位の細いハヶ目調整、内面は言綾部が横位のハヶ目調整後、横

ナデによってハヶ目痕を消している。胴部はヘラ削り調整。外面にはススが付着し、肩部から

言縁にかけてとその対象面の胴部に黒斑がある。16は完形品である。言緑部は短くわずかに外
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28．第2号溝（SD－02）

傾する。口径10．4cm、頸部径9・5cm、器高7・7cm。胴部はやや扁平で最大径は上にあり11．4cmで

ある。言綾部内側に沈線一条をめぐらす。外面はヘラ研磨調整、内面は鹿部から右まわ男こか

きあげたハヶ目調整である。肩部とそれに対象する鹿部付近に黒斑がある。18は小形丸底壺と

するにはやや大きい。胴下半一鹿部を欠く。口径12・3cm、頸部径9・7cm、外面は言綾部が横ナ

デ調整、胴部は横位と縦位のハヶ目調整、内面は言綾部が横ナデ調整、胴部は不定方向のヘラ

削り調整。肩部に黒斑がある。9、16、18は胎土に石英、長石、雲母、赤色鉱物の砂粒を含む。

8はさらに金雲母を混入している。焼成は良好で色調は8が黄白色。9、16が赤褐色、18が黄

褐色をなす。14は広言の壺形土器、言緑は端部で外反する。端部は平坦で外へわずかに張り出

す。復原田径22．5cm、頸部径16cm、内外面共に器面が荒れていて調整痕は判然としないが、外

面胴部は縦位のハヶ目調整、言緑部内側は横位のハヶ目調整で胴部はヘラ削り調整である。胎

土に石英、長石、雲母、赤色鉱物、金雲母の細い砂粒を含むが良質。焼成は良く、黒灰色をな

す。

19は高坏で完形品である。坏部口径16cm、脚端径11cm、器高14cm。杯鹿部と休部の境には段

がつくが明瞭ではない。脚は筒部から大きく屈曲して広がるO内外面共にヘラ研磨調整で、脚

筒内はヘラ削りである。胎土には、石英、長石、雲母、赤色鉱物の砂粒を含む。焼成は良好で、

赤褐色をなす。

10－13、15、17は甕形土器である。10は復原田径12・8cm、言綾部はやや内傾ぎみたちあがる。

言縁端部は平坦である。言綾部内外面は横ナデ調整、胴部は肩部以下にハヶ目調整を施すと考

えられる。肩部はナデ消す。胴内面は横方向のヘラ削り調整。11は復原田径17．8cm、胴部最大

径は26．2cmである。口綾部は内湾ぎみにたちあがる。口緑端は平坦で凹線一条がめぐ生端が

やや張り出す。言縁部内外面は横ナデ調整、胴外面は縦位、横位のハヶ目調整。胴内面は横位

の丁寧なヘラ削り調整。12は復原田径15cm、胴部最大径20．4cm、言縁端部ナデで平坦にするた

め両側に粘土の張り出しがみられる。外面は縦位のハヶ目調整、内面は言綾部が斜位のハヶ目

調整、胴部は頸部直下より横位のヘラ削り調整である。13は口径13．6cm、胴部最大径20．9cm、

言縁はくの字に屈曲し、端部は丸くおさめる。言綾部内外面は横ナデ調整、胴部は横位のハヶ

目調整で、肩部はその上をナデ調整しハヶ目痕を消している。胴内面は頸部よりやや下って荒

い横位のヘラ削り調整、一部、粘土の接合痕が残る。15は復原田径15．9cm、言緑端部に凹線一

条をめぐらし、内側はつまみあげられる。口線内外面共に横ナデ調整、胴部は頸部直下からヘ

ラ削り調整。17は口径15．3cm、言線上半部で若干屈曲する言綾部で、端部は平坦で外面に張り

出しがみられる。口縁部内外面は横ナデ調整、胴外面は横位、縦位のハヶ目調整、胴内面は頸

部よりやや下って横位のハヶ目調整。10は胎土に石英、長石の細い砂粒を混入するが、精製さ

れた良質なものである。11－13、15、17は胎土に石英、長石、雲母を含む。焼成はすべ良好で、

10は赤褐色、他は黄褐色で、11の内面が黒色をなす。
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Fig・60　古墳時代の遺構分布図
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29・その他

29．その他　　　　　　　　．

その他の遺構としてSD－03、SD－05が第1－3次調査区より延長してくるが、吉武土師

器若干を含むのみであり、特記すべき事項はすでにふれてあるのでここでは包含層および各住

居址より出土した玉顆について説明を加える。

玉顆（Fig．59）

1はSC－18付近より出土した勾玉である。滑石製で長さ3．1cm、紐孔は片側穿孔である。

挟は両側より行いコの字形に近い。2はSC－30床面より出土した土製勾玉で両端部を欠失す

る。粗雑なつくrOで、現存長3・6cmである。3は管玉、碧玉製で大型の玉であるが確損してい

る。穿孔は両端から行う。径1cm、濃い緑色。4は管玉、細身で径0．4cm、碧玉製で黒緑色をな

す。

30．古墳時代のまとめ

第6次調査で検出した古墳時代の遺構は、竪穴住居址21軒＋α、溝4条、土砿2基、井戸1

基、掘立柱建物2棟である。これに第1－3次調査した遺構を加えると、古墳時代の遺構は竪

穴住居址33軒＋α（炉址のみがあり住居址と認定できなかったもので、2基がある。）、掘立柱

建物3棟、溝13条、土砿2基がある。

溝はすべて南東から北西に向って流れているO古墳時代の住居址はほぼ範囲が限定される。北

東側はSD－01によって限られ、南東側は第2、3次調査区で約35mの空白地があるのでSC

－12を限界とする。南西側は第1－3次調査分と第6次調査の大部分はSD－10に限られる。

北西側は未発掘区にはいるがSC－30を限界として住居址は検出されていないので、ほぼ現状

でこの集落を完掘したと考えることができる。この集落の範囲は120mX40mにわたって形成

される。

住居址は分布的に粗密があり、重複ないしは近接しいくつかのグループに分割することがで

きる。特に重複関係の著しいSC－18、19、20、21、22、26と近接するSC－24を1グループ

と考えれば、1グループの住居址は8軒前後と考えることができ、これを基準に分布、重複関

係からグルーピングすれば、西から、SC－7－12の6軒、SC－1－6の6軒、SC－13－

17、20の6軒、SC－18－22、24、26の8軒、SC－27－33の7軒の5グループに分かつこと

ができる。同時併存は5軒前後の竪穴住居であったことが推測できる。これは、さらに住居址

の時期、形体によって検証する必要があるが、第2、3次調査の住居址、出土遺物が未報告で

あるために詳細は後にゆずりたいと思う。

次に住居址の重複関係、出土土器によって住居址の概略の変遷をながめてみよう。最も先行

する住居址はSC－17の弥生時代終末期の住居址である。この住居地は長方形プランで、中央
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に炉址があlL長軸に平行して炉をはさんで2本の主柱穴があり、短側にベッド状遺構をもつ。

次の段階にくるのが、SC－19に代表される住居址で、プラン、炉、柱穴、ベッド状遺構の配

列は同じであるが・ベッド遺構が長軸側に一部のぴる傾向があ生長軸壁に接して出入口の

吐砿が存在する。また、この時期にほぼ平行して、SC－27のような別系統の住居址もある。

この住居址は大型で、方形プランをなし、一辺に出入口の土坊があり、それ以外の壁にそって

ベッド状遺構が付設される。中央部に炉が位置し、出入口の延長線上に炉をはさんで2本の柱、

ベッド状遺構の四隅に柱をもつ住居址である。次の段階にくる住居址はSC－19に上に構築さ

れたSC一22によって代表される。SC－22は基本的にSC－17の住居形態を踏襲するもので、

ベッド状遺構が片側なくなり、長軸の中央部に出入口の土鉱をもつ。この場合、ベッド遺構は

出入口からみて右側にある場合が多い。また、SC－27の系統をひくものとしてSC－30があ

る。SC－30は完掘していないため全容は不明であるが、方形プランで一辺に出入口が付設さ

れ、ベッド状遺構は3辺に付設され、主柱穴は4本柱となる。次の段階はSC－20によって代表

される。基本構造はSC－22と変化ないが、出入口に対してさらに2本の柱をもうけている。

次の段階はSC－20とほとんど重複して上に構築されたSC－19に代表される。この住居址も

長方形プランで、炉、柱穴の配置はSC－17と同じと考えられるが、ベッド状遺構の付設がな

くなる。次の段階はSC－22に代表される住居址で、方形プランで、中央に炉をもち、4本柱

になると考える住居址である。以下、各住居址の変遷を概観したが、ここで注目されるのは、

第5グループに認められる住居址で、明らかに別系統と考える住居址が併存することであろう。

概括的ながら、北部九州でも住居址のあり方。変遷に若干の梱異があることが指摘できる。

本遺跡の出土土器は弥生時代終末期から、初期須恵器出現前までの長期間にわたってみとめ

られ、また住居址の切り合い関係、遺物の出土状況から、吉武土師器の編年を組みたてるには

好条件をそなえているが、時間の関係や未報告のものがあり今回は編年についてはふれず、お

って集落構造の分析と共に再論したいと思う。

なお、本遺跡出土土器で注目される点を指摘しまとめとしたい。本遺跡出土土器で注目すべ

きは、外来系土器が多いことであろう。平底でややあげ底状の鹿部をもつ甕形土器は瀬戸内以

東の地域にもとめられ、祖形は畿内にもとめられる。第1次調査では瀬戸内系の土器も出土し

ている。小型の二重言縁壷は山陰系土器である。庄内系、布留系土器も多数出土している。ま

た朝鮮半島の瓦質土器も破片としてではあるが出土し、外来系土器の多様性がいかなる要素に

よっておこったのかは今後に残された問題点であろう。
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1・遺構

（1）第15号掘立柱建物（SB－15）（Fig．61）

A－0区北半中央部に検出した。SB－28、SD－05と重複関係にありいずれより新しい。

南北棟建物で主卓由をN－19。－Eにとる。桁行5間、梁行2間である。桁行10．7m、梁行4．7m、

柱間距離は図示した。柱穴はPlは径47cm、深さ34cm、中央部に径16cmの柱痕跡がある。P2は径

40cm、深さ25cm、中央部に径14cmの柱痕跡。P3は径52cm、深さ24cm、中央部に径14cmの柱痕跡、

Rは撹乱により消失、P5は径50cm、深さ38cm、中央部に径17cmの柱痕跡。釉ま径50cm、深さ38

。m、中央部に径20cmの柱痕跡。巧は径46cm、深さ36cm、東に片寄って径14cmの柱痕跡。P8はf

径56cm、深さ36cm、中央部に径18cmの柱痕跡。P9は径60cm、深さ38cm、東に片寄って径14cmの

柱痕跡。P10は径50cm、深さ37cm中央部に径14cmの柱痕跡。Pllは径48cm、深さ26cm、西に片寄っ

て径16cmの柱痕跡。P12は径56cm、深さ20cm、東に片寄って径14cmの柱痕跡。P13は径50cm、深さ

48cm、中央部に径18cmの柱痕跡。P14は径42cm、深さ25cm、中央部に径20cmの柱痕跡がある。

（2）第16号掘立柱建物（SB－16）（Fig．61）

A－0、（－1）区、Z－0、（－1）区にかけて検出した。SB－18、20、SC－27、32と重複す

る。SB－18、20との前後関係は不明、桁行5間、梁行2間の東西棟で東西の梁間柱の東西1

間に床束柱がある。桁行11・7m、梁行4．5m、柱間は図のとおりである。柱穴掘り方はPlは径36

cm、深さ28cm、P2は径45cm、深さ36cm、中央部に径16cmの柱痕跡、P3は径50cm、深さ30cm、中

央部に径18cmの柱痕跡、釉ま径42cm、深さ26cmlやや西に片寄って径15cmの柱痕跡、P5は径45cm、

深さ30cm、中央部に径16cmの柱痕跡、恥ま径40cm、深さ10cm、南に片寄って径22cmの柱痕跡、P7、

P8は撹乱のため消滅、P9は径48cm、深さ26cm、西に片寄って径12cmの柱痕跡、floは径50cm、深

さ24cm、中央部に径16cmの柱痕跡、P11は径50cm、深さ26cm、中央部に径16cmの柱痕跡、n2は径

40cm、深さ28cm、北に片寄り径13cmの柱痕跡、n3は径30cm、深さ14cm、P14は径28cm、深さ26cm、

中央部に径10cmの柱痕跡、P15は径50cm、深さ26cm、中央部に径16cmの柱痕跡、P16は径60cm、深

さ32cm、中央部に径18cmの柱痕跡がある。

（3）第17号掘立柱建物（SB－17）（Fig・62）

A－0区、Z－0区の北半部に検出、した。SC－27、SD－04と重複関係にあり、SD－04

に切られていて、SD－04よりも古い。桁行5問、梁行2問の東西棟である。桁行12・5m、梁

行4m、柱間は図示したとうりである。柱穴掘り方はPlが径50cm、深さ30cm、P2は径51cm、深

さ30cm、中央部に径11cmの柱痕跡、P3は径41cm、深さ30cm、fhは径51cm、深さ28cm、P5は径51

cm、深さ24cm、北に片寄って径10cmの柱痕跡、P6は径46cm、深さ40cm、ほぼ中央に径10cmの柱痕
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Fig．62　掘立柱建物（SB－17・18）実測図

跡、P7は径50cm、深さ32cm、北に片寄って径10cmの柱痕跡、P8は径36cm、深さ24cm、北に片寄

って径11cmの柱痕跡、P9は径40cm、深さ40cm、北に片寄って径12cmの柱痕跡、PlOは径44cn深さ

45cm、中央部に径14cmの柱痕跡、P11は径34cm、深さ24cm、西に片寄って径12cmの柱痕跡、P12は
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径30cm、深さ22cm、中央部に径12cmの柱痕跡、P13は径34cm、深さ26cm、P14は径40cm、深さ32cm

である。

（4）第18号掘立柱建物（SB－18）（Fig．62）

Z－（－1）区南半部、一部Z－0区にかけて検出した。SB－16、SB－19、SB－20、SC

－29、SC－30、SC－31と重複関係にある。SB－16、19、20との前後関係は不明。桁行5

間、梁行2間の東西棟で，主軸をN－75Lwにとる。桁行9．6m、梁行3．2m、柱間は図示した。

各柱穴の掘り方はPlが径40cm、深さ20cm、中央部に径13cmの柱痕跡、P2が径30cm、深さ22cm、

P3が径42cm、深さ28cm、P4が径38cm、深さ24cm、中央部に径12cmの柱痕跡、P5が径40cm、深さ

24cm、西に片寄って径15cmの柱痕跡、恥が径44cm、深さ20cm、中央部に径15cmの柱痕跡、P7が

径40cm、深さ38cm、P9、P10はSC－30の埋土中に掘り込まれるために検出できなかった。P11は

径50cm、深さ24cm、東に片寄って径12cmの柱痕跡、P12は径46cm、深さ24cm、P13は径36cm、深さ

20cm、中央部に径12cmの柱痕跡、P14は径44cm、深さ38cmである。

（5）第19号l掘立柱建物（SB－19）（Fig・63）

Z－（－1）区、Y－（－1）区の南半部に検出した。一部発掘区域外にのびる。SB－18、SB－20、

SB－22、SB－23、SC－28－31と重複関係にある。掘立柱建物との先後関係は不明。桁行

5間、梁行2間の東西棟になると考えられる。主軸方向はN－76Lwである。桁行12m、梁行

4．2mで、柱間は図示したとうりである。柱穴掘り方は、Plが径36cm、深さ14cm、中央部に径

10cmの柱痕跡、P2が径36cm、深さ18cm、中央部に径10cmの柱痕跡、P3が径38cm、深さ30cm、fh
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Fig．63　掘立柱建物（SB－19）実測図
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が径46cm、深さ20cm、P5が径42cm、深さ30cm、南に片寄って径12cmの柱痕跡、P6が径42cm、深

さ28cm、中央部に径18cmの柱痕跡、P7が径46cm、深さ22cm、中央部に径18cmの柱痕跡、P8が

径44cm、深さ14cm、東に片寄って径16cmの柱痕跡、P9が径36cm、深さ14cm、中央部に径14cmの

柱痕跡、PlOが径38cm、深さ22cm、中央部に径12cmの柱痕跡がある。

（6）第20号掘立柱建物（SB－20）（Fig．64）

Z－（－1）0区にわたって検出した。SB－16、SB－18、19、22、SC－27－31と重複関

係にある。柱穴がSC－27－31の埋土中に掘り込まれるため一部検出できなかったところがあ

る。桁行5間、梁行2間の東西棟になると考えられる。主軸方向はN－69㌧Wである。桁行10．5

m、梁行4．4m、柱間は図示したとおりである。柱穴の掘り方はPlが径30cm、深さ20cm、P2が径

42cm、深さ24cm、西に片寄って径12cmの柱痕跡、P3が径50cm、深さ26cm、東に片寄って径14cm

の柱痕跡、P4は径50cm、深さ10cm、中央部に径26cmの柱痕跡、P5は径50cm、深さ22cm、中央部

に径16cmの柱痕跡、P6は径76cm、深さ25cm、やや東に片寄って径14mの柱痕跡、P7は径38cm、

深さ24cm、P8は径60cm、深さ22cm、北に片寄って径16cmの柱痕跡、P9は径46cm、深さ32cm、中

央部に径20cmの柱痕跡、PlOは径48cm、深さ40cm、北に片寄って径18cmの柱痕跡がある。

（7）第21号掘立柱建物（SB－21）（Fig．64）
Z－0区、Y－0区北半部に検出した。SD－04と重複関係にあり、明らかにSD－04に先

行する建物である。桁行6間、梁行2間の東西棟で本遺跡、最大の建物である。主軸方向をN

－76・5Lwにとる。柱穴掘り方は、Pl一が径38cm、深さ20cm、P2が径28cm、深さ15cm、P3は撹乱

にあたり一部を残す、深さ18cm、P4は径56cm、深さ18cm、P5は径40cm、深さ30cm、中央部に径

10cmの柱痕跡、P6は径48cm、深さ24cm、P7は他の柱穴と切り合う。径36cm、深さ30cm、P8は

径32cm、他の柱穴と切り合う。P9は径44cm、深さ38cm、中央部に径14cmの柱痕跡、PlOは径50cm、

深さ28cm、Pllは径42cm、深さ36cm、中央部に径16cmの柱痕跡、P12は径41cm、P13は径52cm、深さ

19cm、P14は径48cm、深さ20cm、他の柱穴と切り合う。P15は径43cm、深さ12cm、P16は径38cm、

深さ9cmである。

（8）第22号掘立柱建物（SB－22）（Fig．65）

Z－（－1）区、Y－（－1）区南半部に検出したが、未調査区にのびる。SB－19、SB－20、S

B－23、SC－27－30と重複関係にある。SB－19、20、23との先後関係は不明。桁行2間以

上、梁行2間の東西棟で、主軸方向をN－73。－Wにとる。桁行6．7m以上、梁行4・5m、柱間は

図示したとうりである。柱穴の掘り方は、Plが径52cm、深さ40cm、P2が径50cm、深さ32cm、P3

が径61cm、深さ48cm、西に片寄って径12cmの柱痕跡、P4は径52cm、深さ44cm、西に片寄って径

16cmの柱痕跡、P5は径78cm、深さ44cmである。

（9）第23号掘立柱建物（SB－23）（Fig．65）

Z－0、（－1）区、Y－0、（－1）区にわたって検出した。SB－19、SB－22と一重複関係にあ
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1．遺　構

るが、先後関係は不明。桁行3間以上、梁行2間の東西棟で、主軸方向をN－78。－Wにとる。

桁行7・8m以上、梁行4・2m、柱間は図示のとおりである。柱穴掘り方は、Plが径53cm、深さ5

cm、P2が径37cm、深さ28cm、P3が径58cm、深さ14cm、均が径50cm、深さ30cm、西に片寄って径

16crnの柱痕跡、P5が径34cm、深さ14cm、P6が径62cm、深さ18cm、P7が径44cm、深さ28cmである。

（10　第24号掘立柱建物（SB－24）（Fig・65）

Y－0区北半部に検出したO SD－04と重複関係にあrL SD－04との先後関係は不明。桁

行3間以上、梁行2間の南北棟で、主軸方向をN－13。－Eにとる。桁行6．6m以上、梁行4・4

m、柱間は図示したとおりである。柱穴掘り方はPlが径32cm、P2が径40cm、P3が径44cm、P4

が径40cm、深さ25cmで南に片寄って径18cmの柱痕跡がある。P5は径42cm、深さ28cm、中央部に

径18cmの柱痕跡、P6は径54cm、深さ44cm、P7は径40cm、P8は径44cmである。

（lD　第25号掘立柱建物（SB－25）（Fig．66）

Z－0、1区にわたって検出した。SD－24、SB－26と重複関係にある。SD－24より先

行するか同時である。桁行4間以上Ⅴ梁行2間の東西棟で＼主軸方向をN－74。－Wにとる。柱穴掘

り方は、Plが径54cm、深さ30cm、P2が径24cm、深さ12cm、P3が径32cm、深さ18cm、P4が径36

cm、深さ36cm、P5が径41cm、深さ29cm、P6が径36cm、深さ20cm、P7が径34cm、深さ32cm、P8

が径29cm、深さ20cmである。

（1②　第26号掘立柱建物（SB－26）（Fig．66）

Z－0、1区にわたって検出した。SB－25、SD－25と重複関係にあるが、先後関係は明

らかにLがたかった。桁行4間以上，梁行2間の東西棟で主軸方向をN－73。－Wにとる。桁行

9．4m以上、梁行4．4m、柱間は図示したとうりである。柱穴掘り方はPlが径42cm、深さ42cm、

P2は検出できなかった。P3は径29cm、深さ32cm、P4は径28cm、深さ20cm、P5は径45cm、深さ

28cm、P6は径44cm、深さ23cm、P7は径36cm、深さ24cm、P8は径31cm、深さ19cm、P9は径43cm、

深さ30cm、PlOは径50cm、深さ28cmである。

（1③　第4号溝（SD－04）

第1－3次調査区より連続し、C－1区、C、B、A、Z、Y、X、W－0区に検出した。

溝幅は4m～11．5mを測り、いたる所に拡幅部があって一定しない。深さ40－50cm程度で、溝

底は東から西へ傾斜する。溝底には砂層が堆積する。覆土は大別し3層に分けられる。出土遺

物は多量で下層が8世紀中頃、上層が10世紀の遺物が多い傾向があるが、流路が変わりながら

撹乱堆積するために、はっきりした区別は困難である。また、出土遺物も溝厘出土品と上、中

層出土品が接合する例が多いことからも、その撹乱が推測される。

（1㊥　第24号溝（SD－24）

A、Z、Y－1区、Y、Ⅹ－0区に検出した。溝幅1．6m～2m、深さ40cm～50cm、溝底は東

から西へ傾斜する。断面はU字形であるが、溝底にさらに掘り込みがあり二段掘りになってい
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る。溝底には砂が堆積し、若干の遺物がある。須恵器、土師器、製塩土器で8世紀中一後半の

ものである。西側でSD－04と重複し、SD－04に切られている。ただし、溝底の痕跡が残る

部分とそうでない部分があり、この溝が存続していたときには、SD－04と交差、合流してい

たものと考えられる。東端は発掘外にのびるが、SD－26と合流するものと考えられ、一つの

区画をつくり出している。溝の主軸方向はN－190－Eで、ほぼ条里の区画線と一致することは

注目される。

（19　第25号溝（SD－25）

A、Z－1区に検出した。溝幅1m、深さ30cm、断面U字形をなす。東端は撹乱のため不明、

西端はSD－04と連接し合流する。土師器、緑釉陶器が出土している。

（咽　第26号溝（SD－26）

B－1区に検出した。SD－04より分岐し南西に流れる溝で、幅1・5m、深さ40cm～50cm二

段に摘出）込まれ、形態はSD－24と同様でSD－24に連接するものと考えられる。遺物は少く、

小破片で時期的に決定できない。

（1乃　第26号土砿（SK－26）

A－（－1）区に検出した。SB－15の北側約1・5m離れている。3．5mX3mの楕円形プランで

深さ15cmの浅い凹みである。自磁器、土師器の小片が出土している。

（鴫　第27号土拡（SK－27）

A、B－（－1）0区に検出した。SK－26と並んでいる。8．5mX4mの不整楕円形プラン。

深さ10cmの浅い皿状の凹みであるが、北に片寄って2・85mX1．5mの楕円形プランで深さ20cm

の掘り込みがある。土師器、須恵器、白磁器、土錘、瓦等が出土する。遺物の組み合せはSD

－04と同じである。

2．遺物各説

（1）施釉陶器（Fig・67－75）

①越州窯系青磁器（Fig．67－69）

量的に多く、器形は椀、皿、脚付皿、鉢、椀（蓋か）合子、水注と多様である。以下、各器

種ごとに説明する。

椀（Fig．67、68）

鹿部形態によって以下のように分類できる。Ⅰ類、蛇ノ目高台、II類、幅広の輪高台、III類、

輪高台、Ⅳ頬、平底の5類、さらに精製品と下手物の区別があり、これをA、Bに分け、器形、

大きさで小分類し1、2．．・と分類する。

－Ⅰ顆A－1（1－7）口径14－15cm、器高4・5－5cmで鹿部が3直線的にのびる器形、釉

は青緑色～緑黄色。全面施釉のもの（1－3、6、7）、外鹿部に施釉しないもの（4、5）が
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Fig．67　越州窯系青磁器実測図Ⅰ
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／

11．

－　　　　／

0　　　　　　　　　　10cml
5－i．．i　　　　！

Fig．68　越州窯系青磁器実測図II
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ある。4、5は釉の剥離が著しい。外鹿部の目跡の数の違いがあり、1は5個、2、3は6個、

5、6は7個、7は8個である。

Ⅰ類A－2（8）　口径16cm、器高5．5cm、とやや大きく、言縁に沈線1条がめぐる。釉は

緑黄色、タタミつきに施釉されない。目跡は9個（？）である。

Ⅰ類A－3（9）　言縁が内傾するもの、全面施釉で、釉色は黄緑色、目跡は7個である。

口径14・1cm、器高5cm。

II類A（10、11、24）1、2類に細別でき1は10、11、全面施釉、内外面に目跡11個をも

つ。2は24で鹿部が糸切りで沈線を入れ高台をつくり出す。鹿部は無釉、目跡は6個。1、2
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2．遺物各説

一一　／

一一一一一一一一詞

∈≡≡ヨー一一一一詔

－一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一

0」　　一cm

1、

18も41

「

（（

ll

も

妄⊇－

誹

Fig．69　越州窯系青磁器実測図III

類は釉色は淡黄緑色である。

III類A（12－23）鹿部形態より6類に細別できる。1は12、13、2は14、3は15、4は16、

5は17、6は18、19である。2は外底高台の内側に目跡があり、5は内、外底に目跡を残す。

かなりの大小があ生田綾部の形態は20－22の外反するものと内傾するものがある。

III類B（25）鹿部、休部下部に施釉しないで身込みに目跡を残すもの。酢）出しの低い高台。

Ⅳ類B（26－31）器形の大小、言綾部形態で6類に細別できる。各個体が代表するもので

ある。体部下半は無釉で、タタミつきおよび、身込みに目跡を残す。釉が剥離するものもある。

皿（Fig・69－32－34、39）
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Fig．70　長沙窯青磁器実測図

形態、大小で3類に細別できる。1類が32、2類が33、34、3類が39で、特に39は珍しい。

蓋（椀）（Fig・69－35－37）

低い高台をもち、言綾部でたちあがり内傾する。休部、言縁に沈線をめぐらす、蓋か椀にな

るものと考えられるが確定できない。

鉢（Fig．69－38）

休部が直線的にたちあがり、口縁が外反する。鹿部は失うが、高台をもつものであろう。

合子（Fig・69－40）

身の部分の破片、蓋受けのたちあがりは内傾し、端部はヘラ切りで平担にする。蓋なしか。
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Fig．71白磁器実測図

水注（Fig．69－41－43）

同一個体と考えられる。瓜割りの休部で鹿部は輪高台、注口は八角形に面取りされる。

②長沙窯産磁器（Fig．70）

水注、椀、盤があり、越州窯系青磁器に比べて量は極めて少い。1は水注で、ほぼ1個に復

原できる。釉は外面と言縁部内側に施し鹿部と休部内面に施さない。注言は八角形に面取りす

るもので、側面に耳をつけ後に把手がつく。貼花文は何をあらわしたか明らかにできないが、注

言、耳の下部にあったものと考えられ、その部分は褐釉を施す。褐釉は発色が悪く黒色に近い。

他は青緑色である。口径22．4cm、器高22cm、2－4は椀である。口径12－13cm、器高4cm前後

の小形品、鹿部は径5cm前後で高さ0・5cmの粗雑なつくりの蛇ノ目高台である。鹿部から休部

へ移行する部分は水平に近い感じでヘラ削りされる。休部は内傾しながらたちあがり、口縁部

は若干肥厚し、内傾する。体部下半と鹿部は無釉である。釉は黄色～青緑色と変化がある。5

は盤、言綾部破片と身込み破片がある。鹿部を欠くが概略の器形はわかる。休部は稜線をもっ
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て屈曲したちあがる。全面に黄色の強い黄

緑色釉をかけ、見込み部分に緑釉で花弁を

縁どり、内部に褐釉でおしべ状の細線を描

く。いわゆる黄釉褐緑彩花文盤である。

④自磁器（Fⅰg．71）

かなりの量出土している。器形的には単

一的で椀が大部分、一部壺ではないかと考

えるものがある。椀は鹿部が蛇ノ目高台な

いしは幅広の輪高台でややふくらみながら

たちあがり言緑に五線をもつものである。玉

緑の形態から4類に細別できる。1類（1）

は極めて玉縁が小さく、器壁も簿い。2類

（2－4）は1類に比較し玉縁がやや大きく

なるもの。3類（5、6）は玉縁の大きさは

2類とかわらないが、明らかに折りまげて

形成したもので折りまげの痕跡を残す。4

類（10）は、玉縁がさらに大きくなり、や

0　　　　　　　　　　10cm
L一　一　一　土：一　　　　　　一一」

Fig．72　三彩実測図

や扁平な感じになるものである。以上の4類は釉色に若干の違いがあり、純白のものからやや

黄色のまじるような色までさまざまである。施釉は鹿部を除いた全面にかかる。鹿部高台は釉

がけ後、削られるものがある0　8は玉縁がない椀である。9は作図復原したもので壷になると

考えるものである。休部がややふくらみ言縁は外反する。11は鹿部で平底をなす。12は輪高台

の椀で鹿部には釉はかけない。他の白磁よりにごりがあり、青味がかっている。時代的におく

れるものかもしれない。

④三彩水注（巻頭図版1、Fig．72）

三彩水注で、言綾部と鹿部の一部を欠くのみでほぼ完形に近い。平底で、鹿部からやや外傾

気味にたちあがるが、すぐに屈曲し内傾しながらたちあがり頸部にいたる。首は垂直にたちあ

がり言縁は強く外反する。注言は八角形に面取りする。把手は粘土紐3本を組み合せて貼りつ

けたものである。口径7・5cm、頸部径5．5cm、胴部最大径は胴下半にあり17．1cm、鹿部径13cmで

ある。釉は外面の全面と内面は肩部付近の一部を除いて全面に施される。白釉部分は胎土の関

係からか発色が悪く、緑がかっている。その上に緑釉を流し文様効果をあげているが、この－施

釉は注ロー把手を軸としてほぼ左右対象になるようにしている。把手部分に褐釉がみられる。

言縁内側も四分割する如く緑彩がある。胎土は白色で良質。

製作地は現時点ではきめがたい。日本産である可能性も強い。
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2．遺物各説

⑤緑釉陶器（Fig・73、74）

施釉陶磁器の中では越州窯系青磁器についで量が多い。器種は椀、皿、耳皿、蓋、水注があ

る。器形的にバラエティに富み、産地が広域にわたっていると考えられる。整理が不充分であ

るが、概括的に説明する。

1－5、6－10は胎土、焼成が須恵質で硬く焼けている。釉も濃緑色で他の緑釉陶器とは一

見して織別できる。1、5は輪高台で言緑が外反する。2、3、4は鹿部端が外へ張り出し、

鹿部に太い沈線をめぐらし、蛇ノ目高台状にしている。言縁はわずかに外反する。小形品で、

外鹿部には施釉しない。7は前者と同様の鹿部をもつが、言線上端部で屈曲したちあがりなが

ら外反する。6は円盤貼付状の鹿部で、言縁部は直線的で丸くおさめる。8、9は鹿部は蛇ノ

目高台状で、口綾部内面が肥厚する。浅く皿状になるOlOは口緑が肥厚せず外反するものであ

る。以上は京都洛北窯産である。

以下の緑釉陶器は焼成は軟質で、胎土は赤褐色～白色までの多種で、釉も白釉に近いものか

ら、淡緑色、緑色と多様である。

11は幅広の削り出し高台で低い、言緑は端部で強く外反する。大形の椀で口径21．2cm、器高

7．2cm。全面施釉である。14は削り出しの輪高台、口緑は直線的で丸くおさめる。これも大形の

椀で、口径18・6cm、器高5・7cm。11、14は京都洛北窯産である。

12、13、15は言緑部が外反し、鹿部は輪高台、高台にはそれぞれ異った特徴がある。12は削

り出し高台、13、15は貼り付けの高台である。16、17は貼り付け高台で端部が外へ張り出す。

言緑は直言する。いずれも長門産の緑釉陶器か。

18－21は皿である。貼りつけの輪高台で口縁はあまり外反しない。やや深みがある。22、23

は言緑が外反する。24、25は輪高台の鹿部で、浅い皿で、言緑は外反し、下にさがる。以上は

長門産の可能性が強い。26は円盤貼り付け状の鹿部で言縁は外反しなく直線的である。京都洛

北窯産。

32、35は耳皿である。32は輪高台の鹿部であるがはずれている。休部を欠損するが、たちあ

がり状態から耳皿であることがわかる。35は大形の耳皿である。鹿部は貼り付けの高台で、端

部に段をつけている。耳皿端部まで現存していないので耳にひだがあったか無かったかは不明、

口縁部に濃緑色の釉と条線状に流し文様効果をあげている。全面施釉である。耳皿はこの2点

の他に1点あるが図示していない。いずれも長門産の可能性が強い。

45は蓋で同様の器形をなすものは10数点ある。言縁端部が屈曲し下にさがる。

図示していないが、水注は把手部分のみである。2本の粘土紐を組み合せたもので、薄い釉

がかけられる。

他は鹿部破片である。削り出し高台と貼り付け高台の二種類がある。
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Fig．75　灰釉陶器実測図

⑥灰釉陶器（Fig．75）

11個体の灰釉陶器があるが、青磁器、白磁器、緑釉陶器に比較し、その量はきわめて少い。

器種には壷、椀、皿がある。

1は大形の短頸壺で、口縁がないがはぼ全形は復原できる。口径10．5cm前後、胴部最大径25・5

cm、脚台径16cm、胴部はやや扁平な球形をなす。胴上半部に施釉され、一部は釉が垂下してい

る部分がある。

2、3は椀、2は言綾部である。直線的にのび、端部でわずかに外反する。3は鹿部、やや

高い輪高台である。鹿部付近には施釉していない。

4は小形の壺、％程度を残している。全体に丁寧なっくりである。口縁部はわずかにたちあ

がり、先端は丸くおさめる。休部は球形で、鹿部は安定した平底である。釉は胴上半部にかけ

る。胎土は精良で焼成は軍敦である。口径5．3cm、器高6cm、鹿部径5・5cmをはかる。

5－11は皿の言綾部破片である。いずれも田縁端部がわずかに外反する。口径14cm～15cmで

ある。外面の釉は言緑のみに施される。
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2・遺物各説

（2）．須恵器（Fⅰg・76－81）

SD－04から出土したものが大部分である。量的に非常に多く整理が終了していない。器形

は坏、皿、蓋、甕、高坏、壷、三耳壷、長頸瓶、無頸壺等がある。量的に多いのは坏で、甕、

壺類は少い。

坏は蓋受けのたちあがりのある6－世紀後半を最古とするが、この時期の量は少い。高台付の

坏は各時期を含んでいる。また、高台のない土不も量的に多い。蓋も各時期のものがそろってい

る。甕類は大形品がほとんどであるが、個体数として20個前後である。壺は各種のものがふく

まれる。108の瓶はやや焼けひずみがあるが、胴部に櫛歯でジグザグ文様を付していて新羅焼の

可能性もある。

（3）土師器（Fig・82、83）

S D－04から出土したのが大部分である。膨大な量で、整理が終了していない。数万個体

ある。器種として杯、蓋、皿、耳皿、高坏、盤、托、甕がある。甕の量は比較的少い。また、

移動式のカマドもあるが、量的にほぼ甕と同じ量であるO

土不には高台付のものと丸、平底のものがある。最も量的に多い。後出するものに糸切り底を

5もつものがあるが、量的に少い。胎土も他と違い他より搬入された可能性もある。図示－したの

は坏のごく一部である。須恵器同様に6世紀後半から、10世紀前半まで各時期そろっているが、

量が増加するのは8世紀中頃からである。

皿も大小そろっている。量は坏についで多い。高坏、盤は量的に少い。耳皿は数10個体出土

している。鹿部形態に差異があり平底の鹿部（26）から円筒状に高くなるものまである。時期

的な差であるか否かは明らかにできない。

土師器を再利用したものに21に示した紡錘車（紡輪）がある。鹿部を利用したもので径5．3

cm、厚さ1cm、中心に径0．7cmの孔をあける。

（4）黒色土器

図示していないが、黒色土器がある。量的には須恵器についで多い。すべてが杯で、高台を

もつものである。器形、高台の形態に若干の差異がある。内黒の土器と、内外面とも黒色をな

すものがある。器面はヘラで研磨しているが、ほとんどが保存状態が悪い。鹿部外面にヘラ記

号をもつもの数点がある。

（5）硯（Fig．84－1－3）

硯は3個体出土している。いずれもSD－04の出土で、2点が円面硯、1点が風字二面硯で

ある。

1は陸と海の境は不明瞭で、陸は丸味をもっている。外堤を貼付することによってかろうじ

て海が形成される。外堤の下位に突帯をめぐらす。圏台部には方形の透しを八個所に入れる。

焼けひずみがある。外堤径12．9cm、圏台端部径16．8cm、器高7．6cmをはかる。2は1よりやや
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第6章　調査の記録－古代の遺構と遺物－

Fig．78　須恵器実測図III
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Fig．80　須恵器実測図Ⅴ
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第6章　調査の記録－古代の遺構と遺物－

小形で外堤径12・5cm、圏台端部径14cm、器高7cmをはかる。陸と海の境は1より明瞭で段がつ

く。外堤の下位に突帯をめぐらす。圏台部に隅丸長方形の透しを8ヵ所に配する。1、2共に

陸部は使用によって磨滅している。3は風字硯で破片2点がある。平面形が長方形をなすと考

えられる。中央部に硯面を左右に分割する突帯がある。全体はヘラ削りによって調整している。

（6）墨書土器（Fig．84－4、5）

2点存在する。共に土師器の鹿部に墨書されたものである。4は高台付の鹿部で休部は直線

的にたちあがる。墨書は鹿部中央に書かれたもので「酉」と読める。5は平底の坏で4同様に

鹿部中央に墨書したもので、一部消えているが、4同様に「酉」という字である。

（7）石帯、装飾品（Fig．85）

石帯、鏡、鈴、飾金具、算がある。いずれもSD－04出土である。

石帯は6点出土して

いる。1、2は巡方、

1は4．1cmX4・3cmの方

形で厚さ0．6cm、裏面

に4ヵ所のかがり穴が

ある。2は半割する、

4．5cmX3．1＋αcm、厚

さ0．6cm、かがり穴は

貫通していて、4ヵ所

が現存するが、元来は

8ヵ所にあったと思わ

れる。3－6は丸革丙、

3は幅4・2cm、高さ2．6

cm、厚さ0・6cm、下位

に長方形の透。3、5は青

色と白のしま状の石で

蛇紋岩か、4は黒色の

石で古銅輝石安山岩、

6は白みがかった淡い

青色で石材不明、第3

次調査の石帯と同一個

体の可能性がある。

7は鏡、青銅製で、

－、∴∴・、一一ゝ

、、「一一一．・

10cm
Lニー1－　－　－　土　　　　　　　j

Fig184　円面硯．風字硯・墨書土器実測図
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第6章　調査の記録－古代の遺構と遺物一

面径3・2cm、鉦は丸く高さ0．4cm、内区と縁の区別がある。

8は鈴、青銅製、鉦が一部欠失する。下端に孔があり、休部中央に突線がめぐる。

9、10は飾金具、6角形に整形し花文状にしている。青銅製で、上に銀箔をはる。針部は断

面方形である。

11は井の破片である。鋼製で濃緑色をなす。頭部と先端部を欠いて全形は明らかでないが、

頭部は木葉状の輪になるものか。表面には細い刻みで文様を入れている。現存長5．6cmである。

装飾品ではないが、この他に貨幣、権がある。図示していないが概略を説明する。

貨幣は4枚ある。開元通宝、乾元重宝各1枚、他の2枚は皇朝十二銭と思われるがはっきり

しない。1枚はニセ銭の可能性がある。

権は3点出土した。2点は鉛製、1点は瓦利用のものである。

（8）製塩土器（Fig．86）

玄界灘式製塩土器である。量的に多くコンテナ10箱分ある。いずれも破片で器形を知りうる

ものは少い。器形的に若干の違いがある。代表的なもの4点を図示した。

1は言綾部が外反し、頸部はややしぼまリ胴部はやや肩をもってひらく。言縁部内外面は強

い横ナデを施し稜線ができる。外面は擬格子のタタキ目、内面は平行タタキ目調整である。器

壁が比較的厚く1．2cm前後である。口径19．7cmをはかる。

2は言縁部が外反し、頸部はあまりしぼまrOをみせず、わずかな段をもって胴部へ移行する。

内外面の調整は1と同様である。器壁は1と比較して薄い。口径24・5cm、胴部最大径21・7cmで

口径が広い。

3は器形的には1と同様であるがより円筒形に近い。言縁端部がわずかに外反する。調整は

他と同様である。器壁の厚さは約1cmである、口径30cmでかなりの大形品である。

4は器形がわかる唯一の例である。言緑部は強く外反する。頸部はややしまりでわずかに肩

が張り、球形の胴部へ移る。内外面の調整は他のものと同様であるが、内鹿部はあて具の圧痕

が顕著で凹凸が著しい。鹿部は丸底である。口径15・8cm、頸部径12．2cm、胴部最大径14cm、器

高14．3cmをはかる。器壁は0．6cmの厚さである。

1－3は二次的に加熱され使用がうかがえるが、4については二次的な加熱を受けていない。

製塩土器としての使用はされていなく他の用途、目的が考慮される。

（9）土錘（Fig・87）

数百個の土錘が出土している。大部分はSD－04の出土で、一部、SK－26、27より出土し

ている。いずれも管状土錘である。

1は円筒状の錘で、長さ6．7cm、径4・4cm、である。この類は量的に多くない。2は両端部を

やや丸くしたもので、長さ7．7cm、径4．4cm、この類も量的に少い。3－5、両端部がしぼむ紡

錘形のもので、長さ6cm前後、径3－3．5cm、量的に多い。6は長さ8．5cm、径2．3cm、棒状の
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もので両端がややしぼむ。量的に少い。7－9は棒状で長さ7cm前後、径1．2－1．5cm、量的に

多い。11、12、22、23は紡錘形をしたもので長さ6cm前後、径1・5－2cm、量的に多い。10、

11、20、21は前者よりやや短いもので形態は紡錘形、長さ5cm前後、径1・5－2cm、量的に多

い。14、16－18はさらに小さくした紡錘形で長さ4cm前後、径1・5－2cm、量的に多い。15は

同様の形状を示すが、ヘラで面とrOしてある。量的に少い。

（1㊥　鉄器（Fig．88）

70点近く出土している。いずれもSD－04の出土である。形態がわかる30点を図示した。工

具、農具、漁扮具、武器等がある。

1は鉄斧、長さ6・6cm、刃部幅3・8cm、袋部幅3．6cmである。2はU字形鋤先の破片で袋部に木

Fig．86　製塩土器（玄海灘式）実測図
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2・遺物各説

質部を残している。3は紡錘車（紡輪）径5cm、中央部に径0．3cmの円孔をあける。4、5は

釣針、長さ4．8cmの中型品である。逆刺がわずかにつく。6は鎌、長さ15cm、幅2・6cmである。

7、8は金交具、SD－04から多量に出土する馬歯との関連が考えられる0　9－12はかりまたの

鉄鏃である。いずれも形状は類似するが、大きさはそれぞれ異る。、16－21は刀子。形態、大きさ

はさまざまである。完存する17は長さ10．2cm、18は8．1cmである。13－15、22－32は角革であ

形態は頭部をわずかに曲げるものが多い。

（川　滑石製品（Fig・89）

滑石製品は30数点出土している。中でも多いのが、石鍋であるが、いずれも小破片で図化す

ることができなかった。以下図示したものについて説明する。

1は容器、約半分を残し、その全形を知ることができるO　鹿部は平底であるが一見丸底風で

ある。円筒状にたちあがり、言緑がわずかに外反する。復原田径13．1cm、器高13・1cm、器壁が

厚く1・7cmをはかる。内外面共にのみで加工した後、研磨して面をととのえているが石材の質

が悪いために粗製品のごとくみえる。火を受けた痕跡はない。使用用途は不明。

2はレンガ状に加工された製品である。長さ15・8cm、幅は8・7－9・8cm、厚さ2・3－3・6cm、加

工痕はわずかに残るが全体に研磨している。製品あるいは未製品と考えるが明確な解答はでき

ない。製品であれば石枕が考えられるが形態が若干異る。未製品の場合は石製の風字硯の未製

品と考えられる。形態的、大きさも最も適合する0
ノ

3、4は栓状の製品、3は上面観は6cmX4．8cmの長方形、上面は丸くなり薄いカマボコ状

をなす。下面に2．6cmX1．5cmの長方形の突起をつくり出すが折れている。この突起に孔があけ

られ、針鉄がとうされていたと思われ、一部鉄芯が残っている。4も同様の形状であるが上面

観は不整形である。石鍋の再利用品である。

5は一部欠失する。4．7＋αcmX3．5cmの楕円形で厚さ4・4cm、中心部に径0．8cmの円孔をあけ

る。一部ススが付着する。

6は紡錘車（紡輪）径3・7cm、厚さ2cm、中心に径0．7cmの円孔をあける。

7は径4・7cmの円形で厚さ1．2cm、中心部に径0．7cmの円孔を穿ち、片面にはその円孔を中心

に6個の円文をめぐらし、そのうちの一つは穿孔されるO　面にカーブがあり容器の再利用品か。

使用用途は不明。l

（1②　瓦（Fig・90、91）

軒丸瓦　2型式に分類できる。いずれも鴻臚館式系統のものである。1は破片しか出土して

いないため瓦当文様については内区が複弁蓮華文で間弁に2本の弁子様の物を配していること

を知り得るのみであり、弁数、中房等については不明である。外区は内縁に小さな珠文をやや

間幅をあけて配する。外縁は斜線をなす。この軒丸瓦の特徴は内区と外区を郭する′圏線が蓮弁

の端部に沿うように表現されており、あたかも内向する凸鋸歯文状を呈していることである。
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2・遺物各説
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Fig・89　滑石製品実測図
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胎土は荒い砂を1少量含み、焼成はやや軟質である。これと類似したものが、宗像郡福間町の神

輿廃寺および粕屋郡粕屋町の内橋遺跡、長者原廃寺から出土している。両者は内区、外区とも
註1

きわめて酷似しているが前者が複弁七弁であるのに対して後者は複弁八弁であることが大きな

相違点であり、また間弁にも若干の相違が認められる。内区と外区を郭する圏線の形状から1

は長者原廃寺のものと同型式と考えられる。

2は直径16．3cm、瓦当厚3．2cm。全体に文様の彫りが浅く、また磨滅しているため内区文様

の観察が困難である。文様の彫りが浅いことや比較的残りのよい蓮弁の形状から、筑前国分寺

出土のものと同箔と考えられる。それによると内区は一段低い中房に1＋7の連子を配し、密
註2

区は複弁六弁で間に1個の単弁を配する。外区内縁には珠文を配し、外縁は低い斜線をなす。

瓦当裏面は縦方向のヘラ削l月こよって調整している。胎土には砂粒を少量含み焼成はやや軟質

である。

軒平瓦　2型式に分類できる。いずれも軒丸瓦同様に鴻臚館式系統のものである。1は上に

向って開く相対曲線文を中心飾にして左右に「の」字型の唐草文を配した均正唐草文である。

唐草文は大振りで文様の彫りは浅い。上外区には偏円形の珠文を、下外区には外向する凸鋸歯

文を配している。段顎と推定され、顎面は荒いへラ削りによって調整を行っている。胎土は比

較的精良で焼成は軟質である。軒丸瓦同様に神輿廃寺、内橋遺跡、長者原廃寺から同型式のも

のが出土している。2は瓦当幅28・8cmで1と同様に相対曲線文を中心飾にして、その左右に4

回反転する唐草文を配した均正唐草文である。上外区にはやや大きなボタン形の珠文を配する。

顎は平瓦部凸面に粘土板を貼りつける段顎で、深い。顎面と平瓦部凸面は縦方向のヘラ削りに

よって調整を行っている。凹面は瓦当寄りを部分的にヘラ削りを行うが他は不調整で枠板痕、

布目痕が残る。側線はヘラ削りによって調整し面取りを行う。胎土は少量の砂粒を含むが比較

的精良である。焼成はやや軟質である。

これと同箔とみられるものが筑前国分寺から出土している。
註3

軒丸瓦、軒乎瓦とも出土点数が少いためセット関係を決めることはかなりの危険性をともな

うが筑前国分寺における出土状況を参考にすれば、この軒平瓦は軒丸瓦2とセットになる可能

性がある。

鬼瓦　鬼面の左側眉尻と）から額にかけての小片である。眉毛および頭髪の一部と外縁の珠文

帯を残すのみであるが、この部分を筑前国分尼寺出土のものと比較検討した結果、全く一致し
註4

ており同箔とみられる。筑前国分尼寺出土のものも鬼面左側半分を残すのみであるが、それに

よると鬼面は肉盛り豊かに表現され、眼と眉は強く吊り上がり、額には同心内状の力感を浮き

出させる。上辺部には鳥会を置くための半円形の到込みがある。外縁にそって珠文をめぐらす。

この鬼瓦は大宰府史跡から出土する通有のもので8世紀前半代のものである。

丸瓦　行基式丸瓦と玉縁丸瓦の2種類がある。いずれも第一次成形は粘土板巻きつけ技法に
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2・遺物各説

よっている。まず行基式丸瓦の凸面は縦位の縄の叩き目を丁寧なナデによって擦り消している。

凹面には糸切り痕および粘土板の合せ目を残す。布目は荒い。側線は分割時の載面と破面の凹

凸を残したままで調整は行っていない。胎土は砂粒が少く精良である。焼成はやや軟質。玉緑

丸瓦の凸面も縦位の縄叩き目をナデによって擦しているが、部分的に縄叩き目が残る。凹面は

糸切り痕、布目痕が残る。側線は分割時のままで調整は行っていない。また玉緑製作時の粘土

の貼り付け痕が明瞭に残っている。胎土は小さな砂粒を含み、焼成は軟質である。

平瓦　第一次成形は粘土板によっており、両面とも糸切団痕が良く残っている。凸面は縦位

の縄叩き目が残る。側面は分割時へラ削りによる調整を行っているが、凹面を上にした場合、

両側面はほぼ垂直になる。胎土は荒い砂を含む。焼成はやや軟質である。長さ36cm、広端幅

26・5cm。

註1　九州歴史資料館編『九州古瓦図録』　柏書房1981

註2　福岡県教育委員会『筑前国分寺』－昭和52年度発掘調査概要－1978

註3　　　同上

註4　太宰府町教育委員会『筑前国分尼寺跡・陣ノ尾遺跡』太宰府町の文化財第4集1981
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3．古代のまとめ

3．古代のまとめ

本節では第6次調査で検出した古代の遺構について整理して、問題点をあげ今後にそなえた

いと思う。

第6次調査で検出した古代遺構は掘立柱建物12棟、溝6条、土砿6基以上である。これらの

遺構はSD－04が第1－3次調査区から連続してくる以外は第1－3次調査区とは独立した遺

構配置を示している。たとえば、第6次調査区の掘立柱建物群は、第2、3次調査区で検出した

建物群と連続するものではなく、第2、3次調査区の建物群とは約50mの空白地帯が存在する

ことから明らかである。また、SD－26は第2、3次調査区の建物群との区画を意味する溝と

理解することもできる。

第6次調査区の建物群はその場所が限定されていることは明らかである。すなわちSB－15

を東限とし、SB－25、SD－24を南限とし、SB－24を西限とし、SB－16を北限とする東園

約50m、南北約30mの範囲に集中し、それ以外には、柱穴はおろか、その他の遺構も皆無に近い。

建物群には数次の切り合いがみられ、著しい重複関係があるが、柱穴掘り方の切り合い関係

はなく、その先後関係をつかむことは困難であったO　また、柱穴掘り方内の遺物も少く、器形

のわかるものはなく建物の時期は決めがたい。したがって、建物の方位でもっていくつかの群

にまとめ、その中での配置を検討してみたい。

まず、①N－69。－Wおよびそれに直交するN－19。－E、②N＋73。－W－N－74。－W、③N－

75。－W－N－75．5。－W、④N－76。－W－N÷76．5。－W　⑤N－78。－Wおよびそれに直交する

N－13。－Eの5群に分けられる。この場合①群にはSB－15、20の2棟、②群はSB－22、25、

26の3棟、③群はSB－16、17、18の3棟、④群はSB－19、21の2棟、⑤群はSB－23、24

の2棟が各群にあたる。しかし、各群の中で②群のSB－25、26は重複関係にあり、どちらか

が群構成に変化する必要があり、配置関係からSB－25はより近い①群に組み入れられる。ま

た、③群ではSB－16とSB－18が重複関係にあり、その配置からみて⑤群に組み入れた方が

良い。この修正によって、①群はSB－15、20、25の3棟、②群はSB－22、26の2棟、③群

はSB－16、17の2棟、④群はSB－19、21の2棟、⑤群はSB－18、23、24の3棟となる。

これに各遺構の方位を加えるとSD－24とSB－15と柱すじをあわせてのびる槻列が同一方向

で第（①群遺構に組み入れられる。

次にこの各群の先後関係を検討してみよう。SD－24はおそらくはSD－25と連接するもの

と考えられ、SD－26はSD－04と同一時期、SD－24はSD－04とは同時期ないしは先行す

る。また、SD－24、26の遺物は少いが、溝底のものは8世紀中頃のもののみである。SD－

26、24が第1群と一致することを考慮すれば第①群が最も古く、①→②→③→⑥→⑤と北に角

度をふrOながら変化していったことが考えられる。この変化は第2、3次調査結果とも一致し
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ていることは重要である。また、SD－24の方位は、ほぼ条里方向と一致している。

以上の結果から建物配置をみていくと、第1期では、条里方向と一致するSD－24、および

それと交わるSD－26に囲まれ、SD－24に接してSB－26の東西棟が配され、SD－04を挟

んで、SD－04より約3m離れてSB－16の南北棟を配し、SB－16の梁行の柱に柱すじをあ

わせた柵をたて、その柵に平行LSB－16より約15m離れてSB－20の東西棟を配する。この

配置は少くともコの字形の配置を強く意識しているものと考えられる。やや変則的になるのは

SD－04の流れがあったためではないかと考えられ、SD－04の組入れが必要であったことが

うかがえる。第2期は東西棟の建替えとみて、SB－15が継続して使用されたとすれば、第1

期同様の建物配置となる。第3期は、SD－04の北側に梁行の柱すじを一間ずらした並列する

配置をとる。第4期も第3期と全く同じ配置をとる。第5期は桁行の柱すじを北壁と南壁がと

うるようにして約1間ずらした東西棟を配し、それにL字形に連接するような南北棟をもって

きている。以上、いずれの時期の建物配置も企画性をもっていることが判明するのである。

第2、3次調査の建物群も五期に分けられ第6次調査建物と対応することは先にのべたが、

ここで両建物群の関係およびその性格を考えてみよう。第2、3次調査区の建物と本次調査の

建物を比較すれば、第2、3次調査区建物は規模が小さく、最大で2間×4間である。また、

総柱の倉庫が含まれ、井戸の存在があり、居住区としての色彩が強い。これに対し、本次調査

区の建物は不明のものもあるが、大部分が2間×5間の建物で、一棟のみ2間×6間の建物が

あり最大規模をなす。いずれも規格性のある建物である。また建物配置も第2、3次調査区よ

り企画性が感知できる。出土遺物の比較でも本次調査区が他区を圧倒している。これらのこと
ヽ

を総合すれば、本次調査区は生活空間としての利用を考えるより、官衙的性格が強いと考える

ことができる。ただし、第2、3次調査区の建物群との関連性は無視できない。出土遺物の中

で特に容器類に優品が多いことを考慮すれば、客館的性格の強い部分として把握される。この

ことはさらに周辺部に別の機能をそなえた建物が予想され、それらを統合して一つの官衙が構

成されていたのであろう。

ではどのような官衙であったのであろうか。現在のところ、この遺跡に符号する官衙を指摘

するのは困難である。ただし、日守に比定している「夷守駅」の可能性がないではなく、多々

良川対岸に残っている地名の津屋も、粕屋郡の「津家」としての機能を暗示させるものである

が、これらについては今後の検討にまちたい。
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おわl）に

おわりに

多々良込田遺跡の第6次調査の成果を報告したが、遺物の量が莫大で充分な整理ができない

ままでの報告である。古墳時代の集落構造の分析、出土土器の編年、あるいは古代の建物群の

分析、施釉陶磁器の分析、未発表の資料等については、今後さらに検討を加え、その責を果し

たいと思う。
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PL・1

①　第14号住居址（SC－14）
②　第13号住居址（SC一13）（北から）
③　第13号住屠址（SC－13）（南から）



PL12

①　第17号住居址（SC－17）遺物出土状況

②　第17号住屠址（SC－17）



PL13

①　第18－22、25、26号住居址（SC－18－22、25、26）と掘立柱建物（SB－13）

②　第18、19、22、26号住居址（SC－18、19、22、26）



PL・4

①　第19号住居址（SC－19）遺物出土状況

②　第19号住居址（SC－19）



PL．5

①　第19号住居址（SC－19）壁面の状況

②　第19号住居址（SC－19）床面の炭化材



PL．6

①　第20号住居址（SC－20）

②　第22号住居址（SC－22）



PL．7

①　第18号住居址（SC－18）床面の石錘出土状況

②　第22号住居址（SC－22）床面の砥石出土状況



PL．8

①　第22号住居址（SC一22）遺物出土状況

②　第20号住居址（SC－20）遺物出土状況



PL．9

①　第21号住居址（SC－21）

②　第24号住醇址（SC－24）



PL・10

①　第27、32号住居址（SC－27、30）　32

②　第27号住居址（SC－27）ピット同遺物出土状況



PL・11

①　第28－31号住居址（SC－28－31）遺物出土状況

②　第28－31号住居址（SC－28－31）



PL112

①　第23号住居址（SC－23）

②　第33号住屠址（SC－33）



PL・13

①　第14号掘立柱建物（SB－14）

②　第13号掘立柱建物（SB－13）



PL・14

①　第28号土士広（SK－28）遺物出土状況

②　第28号土砿（SK－28）



PL．15

①　第29号土拡（SK－29）遺物出土状況

②　第29号土士広（SK－29）遺物出土状況



PL・16

①　第2号溝（SD－02）遺物出土状況

②　第2号溝（SD－02）遺物出土状況



PL．17

①　第24、26号溝（SD－24、26）（東から）

②　第24、26号溝（SD－24、26）（西から）



PL．18
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①　掘立柱建物群（遠景）
②　掘立柱建物群（近景）
③　第22号掘立柱建物（SB－22）



PL．19

①　第15、16号掘立柱建物（SB－15、16）
②　第16、17号掘立柱建物（SB－16、17）
③　第15号掘立柱建物（SB－15）



PL．20

①　第26号掘立柱建物（SB－26）
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②　第25号掘立柱建物（SB－25）

③　第21号掘立柱建物（SB－21）



PL．21

①　第19号掘立柱建物（SB－19）

②　第19号土土広

③　第24号溝（SD－24）断面



PL・22

（①　弥生土器出土状況

②　緑釉陶器出土状況（SD－04内）

③　土師器耳皿出土状況（SD－04内）



PL．23

SD－04内遺物出土状況　①鏡　②権　③石帯　④馬歯　⑤三彩　⑥鎗



福岡市

多々良込田遺跡III
福岡市埋蔵文化財調査報告書

〈第121集〉

編集・発行　福岡市教育委員会
福岡市中央区天神1丁目7－23
電話（福岡）711－4667

印　　刷　祥文社印刷株式会社
福岡市博多区博多駅南4丁目15－17
電話（092）411－1611




	0121_第１２１集
	本文目次
	第1章　序説
	第2章　遺跡の位置と歴史的環境
	第3章　調査の概要
	第4章　調査の記録ー弥生時代の遺構と遺物ー 
	第5章　調査の記録ー古墳時代の遺構と遺物ー
	第6章　調査の記録ー古代の遺構と遺物ー
	図版


