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は し が き

柏原市は大阪府の東南部に位置 し、大和川や石川がもたらす清 らかな

水 と生駒 。金剛山地が育む豊かな緑に恵まれ、 自然環境豊かな田園都市

として発展 してきました。

そ うした豊かで温和な自然乗境は、丘陵や山地を覆い尽すように栽培

された葡萄畑、あるいは谷間の斜面に幾重にも重なる棚田など、柏原を

代表す る景観 を生み出してきま した。 こうした景観は、暮 らしとのかか

わ りの中で育まれたとい う意味では、文化野的景観 とい うこともできる

で しょう。しか し、近年では都市近郊の住宅地 として開発が進んだ結果、

葡萄畑 も棚 田もめっきり数を減 らし、加 えて最近のゴミの不法投棄は、

宅地開発 によって始まった景観の変貌に一層の拍車をかけています。

一方柏原市は、2000基近い古墳や 17寺を数える古代寺院跡など、埋

蔵文化財が数多 く残る町 としても知 られています。 さらに、最近では近

世史料や近代化遺産の掘 り起 しが進み、原始 。古代か ら近・現代まで、

トータルに地域の歴史を見る 。聞く・感 じることができる歴史遺産が急

増するよ うにな りました。

今 日の私たちの暮 らしでは、地域 との繋が りや住民相互の関わ りが脆

弱になった結果、様々な社会問題が発生 し、孤立感 。疎外感・ 閉塞感が

深刻化 しています。地域に暮 らした先人か ら伝 えられた歴史遺産や景観

などを始めとする文化財について「考え」、「護 り」、後世に「伝える」こ

とは、現代では失われてしまった地域 との紐帯を深めるとともに、将来

への展望を切 り開く上で大いなる指針になるものと確信 します。今まで

以上に、柏原市の文化財 (保護・活用)行政に理解 と協力を頂きます よ

う、宜 しくお願いいた します。

平成 19年 3月 31日

柏原市教育委員会



例

1、 本書は、柏原市教育委員会が平成 16年度に計画・実施した柏原市内に所在する遺跡の発掘調査

概要報告書である。

2、 柏原市では、平成 16年度から埋蔵文化財の発掘調査に係る国庫補助金の交付申請を取り上めた

ため、その概要を掲載した『柏原市埋蔵文化財発掘調査概報』を廃刊し、従来は同書に掲載し

ていた個人住宅建設に伴う発掘調査等の報告については、本書に掲載することにした。

3、 調査は、柏原市教育委員会社会教育課文化係 係長北野 重 。係員桑野一幸・同石田成年を担

当者として実施し、本書には平成 16年 4月 1日 から平成 17年 3月 31の間に着手した発掘調

査の概要を掲載した。

4、 この他、本書には平成 15年度 (平成 15年 4月 1日 から平成 16年 3月 31日 )、 平成 16年度 (平

成 16年 4月 1日 から平成 17年 3月 31日 )に実施した発掘調査の一覧を掲載した。

5、 平成 16年度において文化財保護法 57条の 2および 3にもとづく届出・通知がなされたものは

208件、その中で発掘調査の指示は 34件、立会調査の指示は 35件であつた。また、遺跡外の

確認調査は18件であつた。

6、 調査 。整理の参加者は次のとおりである。 (順不同、敬称略)

分才隆司   阪日文子   模原美智子   有江マスミ   乃一敏江

橋口紀子

7、 大県遺跡 2005-1次調査で出土した瓦器椀と上師器皿については、何大阪府文化財センターの

正岡大実氏から御教示を頂いた。記して感謝申し上げます。

8、 本書において使用した方位は、基本的には座標北である。また、標高の記述・記載があるもの

についてはT.P,(東京湾標準潮位)値である。

9、 遺構・遺物の写真は担当者が撮影した。

10、 本書の軌筆は各発掘調査の担当者が行い、編集は桑野が担当した。
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平成15(2003)年度 柏原市内遺跡群発掘調査一覧

遺跡名  調査次数

対象地 (柏原市…)

調査面積 ∬

対象面積 だ

申請者

用途

調査日

(自・至)

文書番号

担当者

備  考

船橋遺跡 2004-1

古町地先

400,00

983.00

国土交通省

瀬と淵浄化施設

H16 3.9

H16.122

151-30

石田

溝、土坑、柱穴

縄文。弥生・土師器。須恵器片

平野遺跡 20031

平野2-4991の 一部

1,00

87.07

前田建設

分譲住宅

H15.6,9 151-18

桑野

柏原市文化財概報2003-1

平野遺跡 2003-2

平野2-18-46

1.20

115.66

個人

個人住宅
=115.8.21

151-24

石 田

柏原市文化財概報2003-I

大県遺跡 2003-2

平野21123
1.60

316.24

個人

個人住宅

H15.4.11 151-10

桑野

調査区lヶ所 遺物・遺構なし

大県遺跡 20033

平野2-1-5

2.00

91543.45

柏原市

学校設備

H15,8.18 151-23

石 田

地表下0.3m以下で弥生～奈

良の遺物包含層

大県遺跡 2003-4

平野2-380-1

2.25

15573

個人

個人住宅

H15,9.5 151-20

桑野

柏原市文化財概報2003-I

大県遺跡 20041

ヨニ學予2-257-1/258-4

4.50

412.91

個人

個人住宅

H16.22

H16.3.24

161-1

桑野

柏原市文化財概報2004-I

太平寺遺跡 20031

太平寺1535-3/他

8.00

967.63

ライフ住建

宅地造成

H15.11,1乏 151-21

桑野

地表下0.3m以下で包含層

中・近世の上器。陶器片

太平寺遺跡 2004-1

太平寺2208の一部/他

16.50

497.83

個人

個人住宅

H16.3.8

H163.15

161-7

桑野

柏原市文化財概報2004-I

安堂遺跡 20031

安堂町9717の一部

4.50

72.09

ティーモリタ

分譲住宅

H15,4.7 151-11

桑野

地表下0.6～ 1lmに包含層

石器・土師器・須恵器・瓦器片

安堂遺跡 20032

安堂町971-7の 一部

4.50

90.46

ティーモリタ

分譲住宅

H15.4.7 151-12

桑野

地表下0.7m以下に包含層

石器・土師器・須恵器・瓦器片

安堂遺跡 20038

安堂町970/他

0,90

384.98

個人

個人住宅

H15.5.13 151-13

石 田

柏原市文化財概報2003-I

安堂遺跡 2003-4

安堂町26221

2.00

7719

竹弘鉄建

分譲住宅

H15.919 151-17

桑野

柏原市文化財概報2003-I

安堂遺跡 2004-1

安堂町2081/3

2.25

102.20

個人

分譲住宅

H16.1.20 161-2

桑野

柏原市文化財概報2004-I

安堂遺跡 20042

安堂町9718

2.86

77.11

個人

分譲住宅

H16.2.17 161-6

北野

柏原市文化財概報2004-I

平尾山古墳群 20031

青谷19531/他

1,000.00

4,800.00

人尾土木事務所

道路拡幅

H15.12.2

H16.228

141-29

石 田

7世紀代築造の横穴式石室古

墳2基

玉手山遺跡 20032

旭ヶ丘124234の 一部

450

485.81

アズマホーム

宅地造成

I115。 10.2 151-22

桑野

柏原市文化財概報2003-I

玉手山遺跡 2003-3

玉手町14513の 一部

6.OC

2618G

たつごう住宅開発

宅地造成

H15.12.11 151-26

桑野

柏原市文化財概報2003-I

玉手山遺跡 200卜4

玉手町14513の 一部

5,00

217.26

たつごう住宅開発

宅地造成

H15.12.12 151-27

桑野

柏原市文化財概報2003-I

玉手山遺跡 20035

片山町5110

2.30

390。 76

個人

共同住宅

H15.12.16 151-29

桑野

柏原市文化財概報2003-I

玉手山遺跡 20041
玉ヨ三Brl15-201/204

14.25

1,092.22

個人

宅地造成

H16.3.23

H16.326

161-9

桑野

調査区3ヶ所 表土層から土師

器・須恵器・瓦質土器小片

田辺遺跡 20034

田辺1-1015

1.00

164.50

個人

個人住宅
=115 7.7

151-19

石 田

地表下1.2mで粘上の地山

遺物・遺構なし

田辺遺跡 20041

田辺2-2028-7/2087-8

315

369.31

個人

個人住宅

H163.4 161-5

桑野

柏原市文化財概報2004-I

松岳山古墳群 20041

国//j呵i賜ら1-1673-1/1671-1

144

246.17

個人

個人住宅

H16.2.4 161-3

桑野

柏原市文化財概報2004-I

明神山古墳群 20031

田辺2-44721の 一部

43.20

2,.255,87

来迎院

墓地造成

H15.10.6

H15。 10,7

151-9

桑野

調査区7ヵ所 遺物・遺構なし



平成16(2004)年度 柏原市内遺跡群発掘調査一覧

遺跡名  調査次数

対象地 (柏原市…)

調査面積 ∬

対象面積 だ

申請者

用途

調査日

(自・至)

文書番号

担当者

備  考

船橋遺跡 2005-1

大正1/本郷1地内 2,800.00

柏原市

河川移設
=117.2.3

161-12

石 田

継続中

本郷遺跡 20051

月に坊65-5-48

9,00

13,180.25

富士電線工業

工場

H17.3.4 161-30

桑野

本書2頁

山ノ井遺跡 2004-1

山ノ井町756-10の 一部

4.00

100.00

個人

個人住宅

H16.7.30 161-16

桑野

本書4頁

山ノ井遺跡 2005-1

山ノ井町75併 21

4.00

100.00

個人

個人住宅

H17.1.26 171-2

桑野

本書4貢

大県遺跡 20042

平野217310/11
1,00

170.50

人幸産業

美術教室

H16.8.20 161-15

桑野

本書6頁

大県遺跡 2005-1

ジく塀R4-206-1

3.50

2,051.65

鐸比古鐸比売神社

社務所

H17.1.21 161-28

柔野

本書6頁

太平寺遺跡 2004-1

太平寺2-208の一部/他

72.00

497.83

個人

個人住宅

H16.5.25

H16.6.4

161-7

桑野

本書■頁

太平寺遺跡 2004-2

太平寺2-162-10-13

2.25

132.44

個人

個人住宅

H16.8.26 161-19

桑野

本書16頁

太平寺廃寺 20041

太平寺2361-1

4.50 柏原市教育委員会

府史跡確認調査

H16.8.2

H16.8.6

161-14

桑野

本書16頁

太平寺廃寺 2004-2

太平寺2-159-2の 一部

2.25

84.10

個人

整骨院

H16.12.1 161-31

桑野

本書20貢

安堂遺跡 2005-1

安堂町907/908/909

4.00

375.08

雅

資材置場

H17.3.28 171-4

桑野

本書22頁

安堂廃寺 2004-1

安堂町675

5.25

63.54

個人

個人住宅

H16.12.7

H16.12.9

161-24

桑野

本書23頁

玉手山遺跡 2004-2

]三ョ〔田T145-7

18.00

1,269.16

人幸住建

宅地造成

H16.7.27 161-11

】ヒ理竪

調査区3ヶ所 遺物・遺構なし

玉手山遺跡 2004-3

円明町419-1

750

440,88

個人

共同住宅

H16.11.5 161-17

桑野

本書30頁

玉手山遺跡 2004-4

玉手F「 145-31

18.00

481.26

アズマホーム

宅地造成

H16.12.1[ 161-27

桑野

本書31頁

玉手山遺跡 20051

片山町1462/他

7.20

2,102.86

人幸産業

宅地造成
=117.2.7

171-3

石 田

本書31頁

原山遺跡 2005-1

旭ヶ丘31071-13の一部

2.10

94.39

個人

個人住宅

H17.3 7 171-7

桑野

本書33頁

田辺遺跡 2004-2

日辺2-2080-206/他 14筆

130.00

15,586.23

大雄地所

宅地造成

H16.7.26

H16.7.27

161-10

桑野

本書36頁

田辺遺跡 2004-3

田辺1-1073-1/他

9,00

726.20

個人

共同住宅

H16.10.28 161-22

桑野

本書37貢

田辺遺跡 20044

田辺245693/他 8筆

84.00

3,365,82

大幸ホーム

宅地造成

H16.11.1 161-23

桑野

本書38頁

田辺遺跡 20045

国分本町61442/他

4.50

89.64

竹弘鉄建

分譲住宅

H16.1124 161-21

桑野

本書39買

田辺遺跡 2004-6

国分本町6-1442/他

4.50

10348

竹弘鉄建

分譲住宅

H1611.24 161-25

桑野

本書39頁

田辺遺跡 2004-7

田辺2-4608-1の 一部

16.00

3,493.17

アズマホーム

宅地造成

H1612 14 161-20

桑野

本書40頁

田辺遺跡 2004-8

田辺1-1297-1の 一部

225

99.13

個人

個人住宅

H16.12.2乏 161-29

桑野

本書41頁

田辺遺跡 20051

厘∃う)ガ〔H「 7-1869-4/11

225

133.62

個人

個人住宅

H17.1.11 161-32

桑野

本書42頁

田辺遺跡 2005-2

国分本町61863-1/他 の各一部

4

451.22

個人

宅地造成

H17.2.2 171-1

石 田

本書42頁

田辺遺跡 2005-3

田辺1-1106-3

2

196.72

個人

個人住宅

H17.2.28 171-5

桑野

本書43頁
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第 1章 本郷遺跡

図 2 調査地位置図 (S=1/5000)
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本郷遺跡 2005-1次調査

。調査対象地  本郷5-5-48

・調査期間   2005年 3月 4日

。調査面積   9.00ポ /13,180。 25∬

。調査担当者  桑野一幸

本郷遺跡は旧大和川左岸の氾濫原や自然堤防上に立地し、東西 600m×南北 550mの ほぼ方形の

範囲に広がり、縄文時代から近世の遺構・遺物が出土する複合遺跡である。既往の調査によつて、

縄文時代晩期末葉にあたる刻突帯文土器の深鉢を利用した土器棺、弥生時代後期後葉の溝群や,蜘

鐸、古墳時代初頭の井戸 (庄内式翔から布留式潮)や周溝墓 (庄内式期)、 近世の上取り跡などが知

られている。

今回の調査地は、この本郷遺跡の北西部に位置している。調査封象地 (建物建設予定lJLlは工場

敷地床辺の一郭であり、調査区 (ト レンチ)を、その北部 (1区)および東南部 (2区)の 2ヶ所

に設定した (図 3)。 調査区の大きさは、いずれも長さ3.Om× 幅 1.5mで ある。

1区は地表下 1.2mまで掘削した。上部から順に1層 (茶色土層)、 2層 (黄茶色土層)、 3層 (黒

色シル ト層)、 4層 (緑灰色シル ト層)、 5層 (灰色粗砂層)が堆積しており、5層からは湧水が著

しかった (図 4)。 これらの地層は、いずれも近 。現代の整地層と考えられる。2区においても地表

下 1.2mまで掘削し、 1区 と同様の堆積状況、湧水状況を呈していた。

なお、 1区 。2区とも遺物・遺構は検出されなかつた。

①茶色土

②黄茶色土

③黒色シルト

④緑灰色シルト

⑥灰色荒粗砂

0             50m

④

図 3 調査区位置図

-2-

図 4 1区北壁土層略図
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第 2章 山ノ井遺跡

図 5 調査地位置図 (S=1/5000)
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山ノ井遺跡 2004-1次調査

・調査対象地  山ノ井町 756-10の一部

・調査期間  2004年 7月 30日

・調査面積   4.00ポ /100,00ピ

。調査担当者  桑野一幸

山ノ井遺跡は、生駒山地南端部の通称東山 (柏原市域)西麓に開けた扇状

地に立地し、東西 450m× 南北 400mの広がりがある。標高 20～30mを測り、

地形的には平地から緩やかな斜面地にあたる。弥生時代以降の遺物 。遺構が

知られており、遺跡の中央を南北に貫いて、平安時代以降に整備されたと伝

えられている東高野街道が延びている。

調査地は山ノ井大池の築かれた深い谷筋の北斜面、すなわち東山山地から

西に張り出した小尾根末端部の南斜面にあたる。この付近の山地は平尾山古

墳群平野・大県支群にあたり、調査地の位置する小尾根にも古墳時代後期の
図6 調査区位置図

横穴式石室古墳が築かれている。

調査は、対象地の北側すなわち斜面の上部に長さ4m×幅 lmの調査区を設定し、重機と人力で

深さ 1.6mまで掘削した (図 6)。 堆積状況は、地表から順に 1層 (表土層 )、 2層 (灰黒色粗砂質

土層)、 3層 (暗茶黒色土層)と なり、層厚は 1層が 0,3m、 2層が 1.2m、 3層が 0.lm以上を測

る。なお 3層は花闇岩バイラン上であり、地山と考えられるが、地山面は地表以上に急傾斜な斜面

になつている。また 1・ 2層は近 。現代の盛土層と思われるが、 1層からは土師器や須恵器の小片

がわずかに出上しており、尾根上の古墳に関係する遺物かもしれない。

山ノ井追跡 2005-1次調査

。調査対象地  山ノ井町 756-21

・調査翔問  2005年 1月 26日

・調査面積   4.00だ /100,00だ          。

・調査担当者  桑野一幸

今回の調査地は、上記 2004-1次調査地の隣接地である。調査は、対象地

の北側すなわち斜面上部に2m× 2mの調査区を設定し、実施した (図 7)。

地層の堆積状況や地山面の傾斜状況は2004-1次調査地と同様であるが、こ

の調査区では、2次的な堆積上である2層からも土師器や須恵器の小片がわ

ずかに出土した。

O            10m

図フ 調査区位置図

-4-
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大県遺跡 2004-2次調査

。調査対象地  平野 2-173-10・ 11

・調査期間   2004年 8月 20日

・調査面積   1.00ポ /170.50♂

・調査担当者  桑野一幸

大県遺跡は、生駒山地の南端部にあたる通称東山 (

柏原市域)の西麓に開けた扇状地に立地し、東西 500

m× 南北 650mの広がりがある。

調査地は大県遺跡のほぼ中央部に位置 し、標高およ

そ 20mを測 り、地形的には平坦地にあたる。調査は、

対象地のほぼ中央部にlmXlmの 調査区を設定し、

地表下 lmま で掘削した。地層の堆積状況は全て現代

の盛土層であり、遺物・遺構も検出されなかつた。
図9 調査区位置図

大県遺跡 2005-1次調査

・調査対象地  大県4-206-1(鐸比古鐸比売神4■l

・調査期間   2005年 1月 21日

・調査面積   3.50だ /2,051.65だ

。調査担当者  桑野一幸

位置と環境

大県遺跡は柏原市の北西地区に位置し、生駒山地 (柏原市域は東山と通称する)と 思智川の間に

開けた山麓扇状地に立地している。標高は東側の最も高い地区でおよそ 50m、 西側の最も低い地区

でおよそ 16mを測り、地形的には、東から西に向けて東山山地急斜面一東山山麓緩斜面―恩智川右

岸平坦地と変化 している。縄文時代から近世までの遺物 。遺構が出土する複合遺跡であり、縄文時

代早期の押型文土器、同じく晩期の滋賀里式から長原式上器、弥生時代中期の櫛描簾状文土器やサ

ヌカイ ト製打製石器の製作工房跡、古墳時代中期から後期の鍛冶集落、飛鳥から奈良時代の古代寺

院 (いわゆる河内六寺の中の大里寺跡、三宅寺跡)、 遺跡中央を南北に貫いて延びる古代の東高野街

道、街道周辺に営まれた中世集落など、古くから地域の拠点的集落 。村落として開発された歴史的

に極めて重要な遺跡である。                   '

今回の調査地は、この大県遺跡の南西端に位置し、大県の旧村を見下ろすように山地の急崖に鎮

座する鐸比古鐸比売神社の境内であり、発掘調査は前年に焼亡した社務所の建て替えに伴 うもので

ある。鐸比古鐸比売神社は延喜式内社であり、古くは巨岩が露出する高尾山 (標高 278m)の 山頂

ゝ

Ｆ

Ｉ
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1.黄茶色土

2.明黒茶色上

3.暗黒茶色土

4黒茶色土

5,黄茶色土

図10 調査区位置図

9      1

図11 調査区平面図、土層略図

付近において男 。女の別神として

分祀され、中世あるいは近世に現

在地に遷座されたと伝承されてい

る。

発掘調査の概要

調査区は、境内中段に石垣等で

造成された幅 10～ 15m程度の狭い平坦地 (標高およそ 44m)があり、その北辺にあたる社務所予定

地に設定した。調査区の大きさは長さ3.5m×幅 1,Omで ある (図 10)。

調査は深さ0.7mま で重機および人力で掘削した (図 11)。 地層の堆積状況は、上層から順に 1層

(黄茶色土層、5層をブロンク状に含む)、 2層 (明黒茶色ELE)、 3層 (暗黒茶色土層)、 4層 (黒

茶色土層 )、 5層 (黄茶色土層、花蘭岩の小塊を多く含み固くしまる)と なり、各層理面ごとに精査

を行つたが、柱穴・土坑・溝 といった遺構は検出されなかった。

また 5層は無遺物層であるが、調査区の北東端近くでは、 5層上面に据え置いたように扁平な花

開岩が検出された。この花開岩は調査区の東壁にかかってお り、正確な大きさははっきりしないが

長さ44 clll以 上・幅 58 cm。 厚さ 26 clll以 上を測る。何らかの建物の礎石の可能性もあるが、花開岩の

上面には稜線が通 り平坦ではないことから、その可能性は少ないかもしれない。

2～ 4層では、土師器小皿を主体にした遺物が、コンテナバットに収納して 1箱程度の分量が出

上した。内訳は土師器 (ミ ニチュア高杯)、 須恵器 (壷 。甕)、 瓦器 (椀 )、 土師器小皿、平・丸瓦、

、覆輪状皮製品などである。これらの遺物は、各地層で混在して出上しており、地層と時期 。時

代が対応する状況ではなかった。

遺物

土師器のミニチュア高邦は、脚部の数から判断すると3個体以上と思われるが、いずれも小片で

-7-



あり、器形を復元できるものはみられなかった。色調は橙色を呈し、胎土は比較的緻密であり、長

石・くさり礫を含んでいる。古墳時代後期から飛鳥時代の遺物と思われる (図版4-1)。

須恵器は壷や甕の破片と思われるが、いずれも小片であり、やはり器形を復元できるものはみら

れなかつた。内面の当て具痕を残すものが多い。古墳時代後期の遺物と思われる (図版 4-1)。

瓦類は 5,点出上しているが、いずれも小片である。平瓦は器面の摩滅が著しく、調整等の特徴は

不明であるが、凸面には「離れ砂」の痕跡がみられる。丸瓦は、凸面については縄タタキの痕跡を

丁寧にナデ消しており、凹面については細かな平繊りの布目が明瞭に残つている。これらの所属時

期ははつきりしないが、おそらく中世の一時期であろう。

痺は方形博の角の部分であるが、 7 cm角程度の小片であり、本来の大きさは不明である。厚さは

2.l clllを 測る。色調は明橙色を呈し、焼成はやや軟質、胎上には砂粒が比較的多く含まれる。器面

は板状工具で丁寧にナデ調整されているが、部分的に指紋が残る。所属時期は不明。

覆輪状皮製品は、長さ3 clll・ 幅 1皿程の小片である。何らかの器物の周縁に綾じ付けられたもの

と思われ、糸綴じのための小孔が残つている。所属時期は不明。

瓦器椀の小片が 20J点程度出上している (図 12、 図版 4-1)。 底部の破片がないために器形はは

つきりしないが、日縁端部は丸くおさめられており、和泉型の瓦器椀である。日縁部の破片から日

径を推定すると、およそ 12～ 13 clllに復元することができる。内面には疎らな圏線ミガキが施され、

日縁部外面には横ナデが施され、外面のヘラミガキ調整はみられない。高台の有無が不明なため所

属時期を明確にすることはできないが、おそらく13世紀末葉から14世紀前葉頃の遺物であろう。

上師器小皿としては数百′点の小片が出上している (図 12、 図版4-2)。 接合する資料も少なく、

器形も不明な点が多いが、大きく区分すると、深さが 1.5 clll程度と浅く、底面が平坦で、日径が 8.0

clll副後に復元できるタイプ (4～ 6)と 、深さが2飢程度とやや深く、底面が内側に突出し (いわ

ゆる「へそ皿」)、 日径が 7.5～ 10,5 clllに復元できるタイプ (7～ 15)とがある。前者は内外面とも

ナデ調整が施されており、その中の 1点だけであるが、外面を強く横ナデしたために底面との境に

段が形成されているものがある。後者の調整方法は、基本的には内面ナデ・外面上半ヨコナデ・外

面下半指オサエ調整で、外面上半を強くヨヨナデ調整することに特徴がある。また後者の一群につ

いては、形態的にみると、底面の内側への突出度が少なく、身の立ち上がりが直線的に開くものと、

底面の内側への突出度が大きく、身の立ち上がりが屈曲して開くものがある。これら土師器小皿の

~ -7ヤ 10＼ 鋼 f為

＼ _lr為

ー 0                               20cm

図12 瓦器椀 (1～3)と土師器小皿
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小片は、その多くが黄橙色や淡橙色を呈しており、胎土は比較的精良なものの、長石やくさり礫な

どの砂粒をわずかに含んでいる。これらの遺物の所属時期は、14世紀中葉から 15世紀前葉に考え

られようか。

まとめ

以上のように、今回の調査では2～ 4層において古墳時代後期から飛鳥時代、鎌倉時代後半から

室町時代前半の遺物が混在して出土した。おそらく、神社境内の造成や整地に伴う周辺土砂の集積

や地均し等によって堆積したものであろう。これらの中で、古墳時代後期から飛鳥時代の遺物に関

しては、鐸比古鐸比売神社東側の山塊が平尾山古墳群平野 。大県支群に属していることから、古墳

に関係する遺物の可能性があり、かつては現在の境内に古墳が存在していたこと、その古墳に対し

削平等の行為が行われたことを示すものかもしれない。その時期については、これらの遺物が室町

時代前半の遺物に伴出する (遺物出土量の多少による)こ とから、広く室町時代以降と考えること

が妥当である。

次に、瓦器椀と上師器小皿についてみると、例えば近世から現代においても、素焼きの器が社寺

や信仰の場で用いられる例が広く認められることから、これらの遺物も何らかの祭祀に伴い使用さ

れたものと考えられる。そこで、これらの上器が示す年代について検討すると、土師器小皿の示す

年代は 14世紀代から15世紀初頭と考えられるが、その場合、瓦器椀が示す年代である13世紀末葉

とはm婦をきたすことになる。もちろん、瓦器椀だけが使用された時期があつたと考えれば問題は

ない。ただ、こうした終末期の瓦器椀については、神社等の特殊な場では 14世紀代にも残存すると

い う見解もあり、その場合は、瓦器椀と土師器小皿が併行して使用 されたということになる。

ここでは、室町時代初頭から前半に、現在の鐸比古鐸比売神社境内周辺で、これらの瓦器椀や土

師器小皿で示される何らかの祭祀行為が行われたものと推察しておきたい。ただし、こうした様相

が、現在の神社の鎮座あるいは遷座の年代といった議論と直接的に結び付くものでないことは言う

までもない。

-9-
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第 4章 太平寺遺跡、太平寺廃寺

図13 調査地位置図 (S=1/5000)
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太平寺遺跡 2004-1次調査

・調査対象地  太平寺 2-208の一部、209-1の一部、209-2

・調査期間   2004年 5月 25日 ～ 6月 4日

・調査面積   72,00ピ /497.83ポ

。調査担当者  桑野一幸

今回の報告は、2004年 3月 に実施した試掘調査の成果に基づいて設定した調査区について、同年

5～ 6月 に実施した本調査の概要報告である。

位置と環境

調査地は太平寺遺跡の南東部に位置し、標高 35m程の尾根の先端部に立地している。地理的・歴

史的環境については試掘調査の概要報告を参照されたいが (柏原市教育委員会 2005)、 尾根北側の

低地には太平寺遺跡 (知識寺跡)、 同じく南側の低地には安堂遺跡 (家原寺跡)があり、尾根上にお

いては、既往の発掘調査によって6世紀前葉に築かれた古墳、6世紀後葉から7世紀後葉に営まれ

た建物群、 8世紀前葉から200年程の間営まれた古墓群などが確認されている。

発掘調査の概要

東西に長い調査対象地は中央部に大きな段差があり、その西側は旧地形が大きく削平されていて、

その平坦地に住宅が建てられている。調査区はこの段差の東側に設定した (図 14)。 調査区の大き

さと形状は、一部変形している箇所もあるが、東西約 9m×南1帥 7mの長方形である。また、調

査区の南東部では試掘調査の際の第4調査区の一部を、北辺では同じく第 1・ 2調査区を取り込ん

でいる (柏原市文化財概報 2004-Iの 図 6)。

調査は、表土および盛上について重機で除去し、以下を人力で掘削した。

調査区における地層の基本層序は次のとおりである (図 15)。 上層から順に1層 (黒色土層、表

図14 調査区位置図
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1黒色土
2.黄灰色土
3.黒灰色土
4茶灰色土
5灰黒色土 (暗渠)

6.灰色土 (μ l)

7灰色土 (P‐ 1)

&灰色土 (P‐ 2)

a灰色土(P2)
lα 灰色土 (P‐ 10)

ll地山

図15 調査区断面図

図16 調査区平面図

(建物 1)

図17 建物 ]、 2 柱穴断面図

(建物 2)

キ
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土層)、 2層 (黄灰色土層、地山である 11層 に含まれる粘上をブロンク状に含む、盛土層)、 3層 (黒

灰色土層 )、 4層 (茶灰色土層 )、 H層 (黄茶灰色土層、地山層、花南岩バイラン上・極粗砂～細礫・

粘上が互層に堆積 している)が観察された。

遺物は 2～ 4層で出上した。このうち 2層については、地層を構成する砂粒や粘上の特徴から盛

土層と判断され、 3・ 4層が包含層と考えられる。

また遺構は、地山である 11層上面で検出した。この遺構面は、部分的に段差を形成 している箇所

も見られたが、全体的には南東方向に下る緩斜面であつた。

遺構

建物 1は調査区南東部で検出された掘立柱建物 (図 16、 17)。 調査区外にあたる部分が多いため

規模等はちきりしないが、東西方向 2問以上×南北方向2間以上の建物である。また柱痕がないた

め柱間寸法は明確ではないが、およそ 1.8m程度と推定される。柱穴の平面形は隅丸方形で、大き

さは、例えばピット(P)3では長辺 1.Om× 短辺 0,8m×深さ 0.75mを測る。また、柱穴は灰色土

を埋土としている。なお、ピット2の北側に段が形成されているが、これは建物 1を建てる際に斜

面を削つて平坦面を造成 した痕跡かもしれない。

建物 2は、建物 1に重なるように調査区東辺で検出された掘立柱建物 (図 16、 17)。 調査区外に

広がっているため、やはり規模等はっきりしないが、東西方向2問以上 X南北方向 3問以上の建物

である。円形の柱痕が残つており、柱間寸法は 2.lmである。柱穴の平面形は方形あるいは隅丸方

形で、大きさは、ピット4が長辺 1.3m× 短辺 1.2m× 深さ0.89m、 ピット5が長辺 1.25m X短辺

0。 95m×深さ 0,85m、 ピット6が長辺 1.15m×短辺 1.Om× 深さ 0.68mを測る。また、柱穴は灰

色上を埋土とし、柱痕は粘土化して淡灰褐色を呈し、一部には木質が遺存していた。なお柱痕の直

径は約 22 cIIlで ある。

その他、建物 1・ 2を構成するピットよりは小さく浅いものの、方形ないし隅丸方形のピットが

10基程度検出された (図 16)。 これらの中には、例えばピット7・ 9・ 11・ 13・ 8のように一定の

配列を示しているように見えるものもあるが、柱間寸法の違いや直線的に並ばない部分があり、建

物 として復元はしていない。なお、これらのピットにおいても円形の柱痕が観察されたが、その直

径はおよそ 14 clllで あった。

また、ピットHの北側に短く浅い溝、調査区の北西―南東方向の対角線上に段が検出された。

なおグレー トーンは、現代の畑に伴 う暗渠と薄いモルタルを壁に吹きつけた土坑 (貯蔵穴あるい

は水槽)である。

遺物

土師器・須恵器を中心に整理用のコンテナバット (縦 60 clll× 横 40 clll× 深さ 15 cm)4箱 の遺物

が出上した。ただし小片が多く、接合資料も少なかったため、図化できる遺物は少なかった。また

土師器の器面は摩滅 しているものが多く、調整痕は不明瞭である。なお、試掘調査の際に出上した

遺物も併せて報告している (図 18)。

2層からは土師器 (1、 21)、 須恵器 (20)、 瓦 (24、 25、 31)、 鉄製品 (26、 27、 29)、 古銭 (28)
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9                 151m

図18 出土遣物

-14=

Ξ る 9∠工匡 Xi

10   16

∠Ξ二重X ll と二定三ユ望垂≧云
17

∠ 宣 Ξ 歪 重 ≧ x12

18

/三 差
讐 ≡ 卦 、 13

(正三二「三ニテ
イ
14

0       10cm

Ｅ

Ｆ

一

３

瞼
鱒
醜
Ｕ
。

畿
‐機

，

い

懃
も
”

緯
炒
ｂ
２６



などが出上した。1はオ疵 外面下半部はケズヅ調亀Э21は鋼。把手が付くものと思われる。20は亀

口縁部に2条の平行沈線によるヘラ記号がある。24は軒丸瓦。巴文の瓦当と思われ、周縁部 と珠文

が遺存する。25は有軸綾杉文タタキの平瓦。31は凹・凸面ともナデ調整された平瓦。26、 27は鉄

津であろう力、 29は断面形から判断すると刀子の破片かもしれない。28の古銭の銭文は不明。

4層からは土師器 (3～ 5、 8)、 須恵器 (9、 10、 13、 15、 17～ 19)、 埴輪 (23)、 鉄釘 (30)な

どが出上している。 3は皿。器面の調整は、日縁部はヨヨナデ、底部はユビオサエ。 4と 5は小型

壷。いずれも日頸部はヨヨナデ調整されている。 8は低い高台の付いた皿。内面には、底面にラセ

ン状暗文、体部に放射状暗文がみられる。 9は短頸壷の蓋力、 マキアゲ 。ミズビキ成形で、回転ナ

デ・回転ヘラケズリ調整が施されている。 10、 13、 15、 17、 18は蓋杯の乱 15は径 11.8 cmで 、平

坦な天丼部は未調亀 その他の蓋は「宝殊つまみ」や内面の「かえり」がつくもの。10は径 9,3 cm。

11は径 11.8 cm。 17と 18は径 15,6 cm。 19は蓋杯の杯。日径 15,4 cm・ 高さ 6,7 cm。 体部は深く、

高台も高い。おそらく17や 18の蓋と組み合わさるものであろう。23は円筒埴輪。器面はタテハケ

調整で、低いタガが付く。30は折り曲げ頭の鉄釘力、

ピット2から須恵器蓋杯の杯が出上している。やや丸みを帯びた底面は未調整で、日径は 10.4

clllに復元できる。ピット7から土師器の杯 (2)が出上している。日径 17.5 cmに復元できるが、摩

滅のために調整等は不明である。ピット8からは須恵器蓋杯の蓋 (11)が 出上している。宝珠つま

みは久損しているが、内面にはかえりが付き、径 9,6 cIIlに復元できる。

溝からは土師器 (6、 7、 22)、 須恵器 (12、 16)な どが出上している。 6は鉄鉢型の鉢も 日径

15.6 cIIl。 高さ 7.7 cIIl。 7は皿。調整は不明瞭だが、内底面に放射状暗文、外底面にハケ→ユビナデ

調整痕が観察される。22は甕。日縁部はヨヨナデ、体部はハケ調整が施されている。12と 16は蓋

杯の乱 16の天上部はやや平坦で、径 10.5 clll。 12は宝珠つまみと内面のかえりが付くもので、径

11.8c皿。

まとめ

出上した遺物は、古墳に伴 う埴輪や奈良時代および中世の瓦を除くと、一部奈良時代に降る土器

が見られるものの、大半は飛鳥時代の 7世紀第 3四半期から第 4四半期に相当する遺物である。

そこで遺構の時期について検討すると、建物 1については、柱穴の埋土 (ピ ット2)からこの時

期の土器が出上しているものの、この柱穴には柱痕が見られないことから、この埋上は柱を抜き取

った後の埋め戻し上と考えられ、建物 1の時期はさらに遡る可能性もあろう。また、規則的に配列

されてはいないがピット7や 8からも同時期の上器が出上しており、ほぼ同時期の小さな柱穴群と

考えられる。

次に大形の柱穴をもつ建物 2の時期については、出土遺物がないためはっきりしないが、建物 1

に伴 う造成の痕跡である「段」を切るように柱穴が掘り込まれていること、柱痕が残ることなどか

ら、建物 1よ りは新 しくなる可能性が高く、奈良時代まで存続した建物かもしれない。両者はほぼ

同じ場所に位置することから、建物 2は建物 1の建て替えによるものではないだろう力、
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太平寺遺跡 2004-2次調査

。調査対象地  太平寺 2-162-10-13

・調査期間   2004年 8月 26日

・調査面積   2.25だ /132.44ポ

・調査担当者  桑野一幸

調査地は太平寺遺跡の南辺に位置し、2004-1次調査地が

立地する尾根の延長上にあたる。調査は、対象地の東北部に

1.5m四方の調査区を設定し、深さlmまで掘削した。

地層は表土層 と現代の盛土層であり、盛土層から土師器や

須恵器の小片がわずかに出土した。
m

図19 調査区位置図

太平寺廃寺 2004-1次調査

・調査対象地  太平寺 2-361-1

・調査期間   2004年 8月 2日 ～8月 6日

・調査面積   4.50だ
。調査担当者  桑野一幸

調査に至る経緯

太平寺廃寺は、『続日本紀』に記された河内六寺の一つ。知識寺に推定される古代寺院である。創

建時期は、出土した瓦などから7世紀後半代、伽藍配置は、地籍名や古絵図に描かれた礎石の検討

などから、金堂とその前面の東西に2塔を配置した双塔式 (薬師寺到 伽藍と考えられている。

知識寺は、仏教に帰依した信仰者の集団である知識衆の合力によつて建立された寺院として知ら

れ、こうした造寺の経緯から仏教国家を志向する聖武天皇の尊崇も篤く、その本尊が東大寺大仏の

モデルとされたことは良く知られている。

太平寺廃寺が位置する地区は、旧村の中心地にあたるため近世・近代の地域の面影を伝える古い

民家が多く、これまで発掘調査はあまり行われてこなかつた。そうした中で、昭和 50年代には大阪

府教育委員会による住宅新築に伴う発掘調査が行われ、東塔基壇の存在が確認され、この東塔跡お

よび推定金堂跡が大阪府指定史跡に指定された。

今回の調査は、府史跡にあたる知識寺金堂跡において既存の住宅を取り壊し、基礎等の埋設構造

-16-



物も撤去することになったため、包含層や遺構等への影響を確認するため実施したものである。

調査の概要

調査区は対象地南半部のほぼ中央に設定した (図 20)。

調査区の大きさは東西3.Om× 南北 1.5m。 調査はすべて

人力で行い、基本的には深さ1.3mま で、一部東西の壁際

で深さ1.8mまで掘削した。

地層の堆積状況は、上層から順に1層 (表土層)、 2層

(灰黒色土層)、 3層 (黄茶灰色砂質土層)、 4層 (灰茶

色土層)、 5層 (灰黒色砂質土層)、 6層 (灰黒色粘質土

層)、 7層 (黄茶色砂質土層)、 8層 (灰茶色砂質土層)、

9層 (灰黒色粘質土層)、 10層 (黄茶色砂質土層)、 11層

(青灰黒色粘質土層)、 12層 (青灰黒色粘質土層)、 13層

(茶灰色粘質土層)、 14層 (灰黒色シル ト層)、 15層 (灰

黒色砂礫土層)、 16層 (花南岩バイラン土層)である。

1層には瓦礫や廃材等が含まれ、2層以下は、整地層や

葡萄畑・水田の耕作土層と思われる。12層は水田耕作上で

ある11層の下底部にあたり、ここから小片・細片となった

多量の平瓦片が出上したため、包含層として11層から分層

した。また13層からも土師器や瓦の小片がわずかに出上し

ている。この遺物包含層である 12・ 13層は、南北方向では

南側が若干高く堆積し、東西方向では西側に緩やかに下が

るように堆積している。なお 11層以下では湧水が著しくな

1表±     2.灰 黒色±    3黄 茶灰色砂質±  4.灰茶色土

6.灰黒色粘質± 7黄茶色砂質±  8.灰茶色砂質±   9.灰黒色粘質土

11.青灰黒色粘質± 12.青灰黒色粘質± 13.茶灰色粘質± 14灰黒色シルト

la花筒岩バイラン土

5.灰黒色砂質土

10.黄茶色砂質土

15.灰黒色砂礫土

図21 調査区北壁 (左 )、 東壁 (右)土層略図

0             10m

図20 調査区位置図
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り、調査区の大半が水没する状況であつたため、調査中は定期的に水中ポンプを稼動しなければな

らなかつた(図 21)。

出土遺物

遺物は、 2次堆積層である調査区上部の整地層や耕作土層からもわずかに出上したが、ほとんど

は 12・ 13層 とした包含層から出上したものである。いずれも小片・細片で図化できるものは少なく、

ここでは12層から出上した瓦類と13層から出上した土師器を報告する (図 22～ 24)。

1は 13層から出上した土師器の杯である。日径 20.8 cm・ 高さ3.8 cIIlに復元される。底面は平坦、

体部は外傾して立ち上がり、日縁部は内側に巻き込む器形になる。器面は摩滅していて暗文などは

不明であるが、体部外面はヨコナデ調整が施されている。色調は白橙色を呈し、焼成は良好、胎土

は緻密でわずかに長石の細粒を含んでいる。

2は 12層 出上の軒丸瓦。小片で、器面の摩滅や剥落が著しく、瓦当の一部のみ遺存する。重弁人

葉蓮華文と思われ、花弁間には珠文が見られ、高い周縁部は素文である。瓦当径は18硼程度に復元

され、厚さは 1.5 clll程と比較的薄い。色調は暗灰色を呈し、焼成は良好で、胎上には石英の粗粒や

長石の細粒を含んでいる。

3～ 15は 12層出上の平瓦である。凸面に残されたタタキ文様にはいくつかの種類が見られる。

3～ 5の凸面には斜格子文のタタキが見られ、凹面には布目や模骨痕が残る。色調や焼成の状態は

3点とも異なるが、いずれの胎上にも長石や石英の砂粒や細礫を含んでいる。この種の平瓦は桶巻

作りで製作されたものであろう。

10の凸面には2種類のタタキ文様が見られる。一つは有軸綾杉文、他の一つは平行斜線文と平行

斜線による山形文?を組み合わせた文様である。凹面には布目や模骨痕が戎っている。胎土には長

石・石英・くさり礫などの粗～極粗砂が含まれている。

12の凸面には無軸綾杉文が見られ、凹面は丁寧にナデ調整が施されている。胎上には長石や石英

の粗砂がわずかに含まれている。

11と 13の 凸面には有軸綾杉文が見られ、

凹面には布 目や模骨痕が残つている。ま

た 11の沈線部分にはタタキ板の板目が明

瞭に残つている。いずれも、胎上には石

英やチャー トの極粗砂や細礫がわずかに

含まれている。

14の凸面に見られるタタキ文様は、綾

杉文と、10の ような平行斜線文と平行斜

線による山形文 ?を組み合わせた文様が、

同じ場所で重なつているものと思われる。

凹面には布 目が残つている。色調は暗灰

色で、焼成は堅緻で須恵質、胎上には長

図22 13層出上の上師器
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石の細砂～極粗砂が多く含まれている。

15のタタキ文様は、太い条線による綾杉文と、細い条線による綾杉文?が、同じ場所で重なつて

いるものと思われる。凹面には布目や模骨痕が残る。胎上には長石・雲母の中砂や石英の中礫が含

まれている。

6の凸面に見られるタタキ文様は、縄目文を交差させて鋸歯状にしたもの。凹面には布目や模骨

痕が残る。胎土には長石・くさり礫の中砂～粗砂、長石の中礫が含まれている。

7～ 9の凸面のタタキ文様は縄目文。凹面には布目が残るが、7には糸切り痕も見られる。いず

れも胎土には長石の粗砂～中礫が含まれている。これら縄目文の瓦は一枚作りであろう力、

まとめ

調査地は太平寺廃寺 (知識寺)の金堂跡周辺に当たつていたが、今回の調査区では金堂等の建物

あるいは建物基壇に相当する遺構は検出されなかつた。ただし、地表下 1.0～ 1.4mの 12層および

13層から瓦を主体にした遺物が検出され、寺院に関る遺物包含層の存在が確認された。この包含層

については、下層の13層で8世紀中葉の上器が出上し、その上層の 12層から寺院の瓦が出上して

おり、通常認識されている太平寺廃寺 (知識寺)の創建年代である7世紀後葉とは皿婦を来たして

いる。おそらく、遺物包含層そのものは伽藍倒壊後の整地あるいは耕作などに関る地層かと推定さ

れる。しかし、小片 。細片になつているとはいえかなりの数量の平瓦が出上しており、いずれにし

ても今回の調査区周辺に伽藍を構成する建物が存在したことは間違いないであろう。

太平寺廃寺 2004-2次調査

・調査対象地  太平寺 2-159-2の一部

・調査期間   2004年 12月 17日

・調査面積   2.25∬

・調査担当者  桑野一幸

調査地は太平寺廃寺の寺域南辺に位置し、通常想定されてい

る太平寺廃寺の中心伽藍よりは南に当たる。

調査は、対象地の北半部に 1.5m四方の調査区を設定し、全

て人力で地表下 lmまで掘削した。全て近 。現代の盛土層であ

り、遺物・遺構は検出されなかつた。
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第 5章 安堂遺跡、安堂廃寺

図26 調査区位置図 (s=1/5000)
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安堂遺跡 2005-1次調査

・調査対象地  安堂町 907、 908、 909

。調査期間   2005年 3月 28日

・調査面積   4.00ポ /375.08だ

。調査担当者  桑野一幸

安堂遺跡は柏原市のほぼ中央部に位置している。南北 500m×東西 400m程の範囲に広がり、地

形的には大和川右岸の低平地から東山山地 (生駒山地の南端部)の西側斜面までを占めている。大

和川に臨む遺跡の低地部分では、貼付突帯文土器の出上が示すように弥生時代前期後葉から小規模

集落が営まれるようになり、奈良時代になると、木簡群や人面墨描土器など官的・公的な性格をも

つ遺物が出土するとともに、『続日本紀』に記された知識寺南行官とも推定される大規模な建物を含

む官衛的な施設群が建造・運営されていた。また山麓部分では、やはり『続日本紀』に記された河

内六寺の一つ。家原寺と推定される安堂廃寺が建立されている。このように安堂遺跡では、一般的・

伝統的な地域集落が営まれるとともに、公的な性格が強い施設群が造営されていたことが大きな特

徴になつている。

調査地は安堂遺跡の北端に位置し、遺跡の北辺を限る尾根の南西斜面に立地している。標高は 30

m程で、調査地も含めた周辺の斜面は、既に雛壇状に造成が進んでいる。ところでこの尾根につい

ては、既往の調査によつて、その脊梁部から北斜面において飛鳥・奈良時代の建物群や平安時代の

古墓群が検出され、南西斜面については、調査地から50m程東側の地点で、南に落ち込む谷状地形

が確認されている。したがつて、今回の調査地もこの谷状地形の延長上にあることが予測された。

調査では、対象地の北半部に2m四方の調査区を設定し、重機と人力によつて地表下2mまで掘

削・精査した (図 27)。 地層の堆積は、上層から順に表土 。盛土層、粘土層、粗砂層、砂操層、砂

層になつており、粘土層以下は地山の構成層と判断された。こうした堆積状況は、調査地が谷地形

の底部分にあたることを示しているものと思われる。

なお、遺物・遺構は検出されなかつた。

′
/

図27 調査区位置図
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安堂廃寺 2004-1次調査

・調査対象地  安堂町 675

。調査期間   2004年 12月 7日 ～12月 9日

・調査面積   5。 25だ/63.54だ

。調査担当者  桑野一幸

位置と環境

調査地は安堂廃寺のほぼ中心部にあたり、中心

伽藍が想定される場所でもある。かつて塔心礎の

出上が伝えられ、また多量の屋瓦が出上した現安

堂老人会館周辺からは、約 30m北西に離れるだけ

である。現地表面の標高はおよそ 23mで、地形的

には大和川右岸の低平地であるが、すぐ東側は東

山山地 (生駒山地南端部)山裾の斜面地になって

ヤヽる。

安堂廃寺は、天平勝宝人年二月に孝謙天皇が巡拝した河内六寺の一つ 。家原寺にあたる寺院と考

えられてお り、有名な知識寺のすぐ南側に位置している。家原寺については、『柏原市史』では 60

m四方の法起寺式伽藍配置をもつこじんまりした寺院であり、先述 した安堂老人会館周辺に塔が想

定されている (柏原市役所 1975)。 しかし、その老人会館の建設に伴 う調査では近世の池の跡が検

出されてお り、基壇等は既に削平されているものと判断された (柏原市教育委員会 1985)。

調査の概要

調査は、対象地の北西部 (A区)と 南東部 (B区)の 2ヶ所に調査区を設定し (図 28)、 すべて

人力で掘削した。A区は 1.5m四方で、掘削深度は 1.2mで ある。B区は東西 1.10m× 南北 2.45m

で、掘削深度は 1.00mである。

A区における地層の堆積状況は、上層から順に 1層 (黒茶色土)、 2層 (同左)、 3層 (黄茶色土)、

4層 (灰色土)、 5層 (茶灰色土)、 6層 (同左)、 7層 (青灰色シル ト)、 8層 (灰黒色シル ト)で

図28 調査区位置図

0        1m
l茶灰色±  2.茶灰色土

2黒色シルト 4緑灰色シルト

5,灰黒色ンルト

1.黒茶色土
2.    ″

3黄茶色土
4.灰色土
5茶灰色土
6    ″

猛青灰色シルト
&灰黒色シルト

図29 A区北壁土層略図
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あった (図 29)。 1・ 2層は表土層。 3～ 6層からは古代の瓦とともに近世の瓦も出上しており、

近 。現代の盛土層力、 7・ 8層からは古代の瓦とともに近世の陶磁器が出上しているが、湧水が著

しいシル トであり、池の堆積土かもしれない。

B区における地層の堆積状況は、上層から順に1層 (茶灰色■l、 2層 (同左)、 3層 (黒色シル

ト)、 4層 (緑灰色シル ト)、 5層 (灰黒色シル ト)であつた (図 30)。 A区の堆積状況を参考にす

ると、 1層は表土層、2層は盛土層、 3～ 5層は池の堆積土層と考えられる。 3～ 5層からは、古

代の瓦や近世の陶磁器が出上している。

B区においては、池の堆積土層の下層にあたる5層 (灰黒色シル ト)の上面に据え置くように2

つの桶が並べられていた (図版 15-1)。 両者とも同じ大きさで直径 48 cIIIを測り、その間隔は芯々

距離で 1.65mであつた。また、調査区の北西隅において凝灰岩が出上した (図版 15-1)。 長辺約

40 clll X短辺約 30 cmで 厚さ約 15 cmの丸みを帯びた直方体である。地覆石など建物基壇の構成材の

可能性があろう。

出土遺物

遺物は、瓦を主体に遺物整理用のコンテナバット (60 cIIl× 40 clll X 15 clll)で 8箱出上した。内訳

は土師器片、須恵器片、古代の平・丸瓦片、近世の瓦片、近世の井戸瓦片、近世の陶磁器片である。

いずれも盛土や池の堆積土など2次的な地層から出上しており、土師器や須恵器は小片で時期もは

っきりしないことから、ここでは古代の平・丸瓦についてA・ B区を一括して報告する(図 31～ 33)。

平瓦は凸面のタタキ文様によつて分類できる。

1と 7～ 11は格子文であるが、1の格子は細かく、7～ 11の格子は大きい。また、凹面には布目

や模骨痕を残している。なお 1の色調は明灰色であるが、7～11の色調は明橙色を呈している。胎

上には、いずれも石英や長石の細砂～細礫を含んでいるが、 1には雲母がより多く含まれているよ

うである。

2～ 6と 9は格子文の変形と思われるが、幅の広い条線の中を多方向に刻み、格子・斜格子・三

角・三角形文などが作られている。このタタキ文の平瓦は、例えば4のように凸面と側面の接′煮を

斜めに削り落としている点に、先の格子文タタキの平瓦とは異なる特徴が見出される。また凹面に

は布目や模骨痕が残る。色調は灰色を呈し、胎上には石英や長石の粗砂～細礫が含まれる。

14～16は有軸綾杉文。14の凹面はナデ調整されている。15と 16の凹面には布目や模骨痕が残る

が、15については、狭端部側が幅 7 cm程の範囲でナデ調整されている。14の色調は灰色を呈し、焼

成は堅緻で須恵質、胎上には長石の中砂をわずかに含んでいる。15と 16の色調は明茶色で、焼成

は良好、15の胎上には長石の粗砂を含み、16の胎土には長石の粗砂～中礫やくさり礫の粗砂を含ん

でいる。

12と 13は無軸綾杉文。綾形の角度に違いが見られる。いずれも凹面には布目と模骨痕が残る。

12の色調は明茶色を呈し、焼成は良好、胎上には長石やくさり礫の粗砂～細礫を含んでいる。13

の色調は灰色を呈し、焼成は良好、胎上には長石の中砂～粗砂を含んでいる。

17と 18は有軸綾杉文の変形と思われる。綾杉を構成する陰刻条線は、中心軸の左右において 1

―
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図31 平瓦 (1)

条ずれて配置され、その条線の中もいくつかに区分されている。さらに、このタタキ文様の平瓦は、

例えば 17の ように凸面と側面の接点が斜めに削り落とされてお り、格子文の変形と思われる2～

6・ 9の平瓦と共通する特長を有している。また、これらの瓦の凹面には布 目や模骨痕が残つてい

る。いずれも色調は明灰色を呈し、焼成は良好、胎上には長石の中砂～細礫を含んでいる。

19～ 22は縄目文。ただし 19～21はタタキの後にナデ調整されているのに対 し、22はナデ調整が

施されていない。また、こうした調整の違いを反映してか、22の凸面は砂粒が露出してザラついた

感触である。凹面については、19～21には布目や模骨痕が残るのに対し、22には模骨痕が見られな

‐
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図32 平瓦 (2)
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い。なお、22の拓本は上下が逆転しているが、凹面の狭端部側は斜めに削り落とされている。いず

れも色調は灰色を呈し、焼成は堅緻で、胎上には石英や長石の粗砂～細礫が目立つ。

23と 24は無文。平瓦凸面は丁寧にナデ調整が施されている。凹面には布目や模骨痕が残り、23

については布の継ぎ日と分割界線と思われる棒状痕が見られる。色調は灰白色を呈し、焼成は良好、

胎上には石英や長石の粗砂～糸田礫を含んでいる。

25は丸瓦り凹凸面ともに布目が見られるが、凸面については丁寧にナデ消されている。結合部は

欠損しているが、広端面と側面のなす角度から行基式と判断される。色調は灰白色を呈し、焼成は

良好、胎上には長石の中砂～粗砂を含んでいるが比較的精良である。

まとめ

今回の調査地は、隣 日本紀』に記された河内六寺の一つ 。家原寺に比定されている安堂廃寺の中

心伽藍域に位置している。もし、家原寺の伽藍が以前から推定されているように法起寺式であると

すれば、講堂の西側の一画と考えられる場所である。

調査の結果は、池の跡が検出されたものの、寺院に関係する遺構は検出されなかつた。先述した

ように、南東方向に 30m程離れた安堂老人会館の調査でも近世後期に埋められた池跡が確認されて

おり、今回の調査区で検出された池も、あるいはその一部に当たるかもしれない。しかし多量の古

代の瓦や基壇構成材の一部と推定される凝灰岩などが出上したことは、近世以前に削平されてしま

つた可能性は高いものの、付近に古代寺院が存在したことを示している。

出上した古代の瓦は平瓦および丸瓦で、軒丸・軒平瓦は存在しなかつた。このうち平瓦について

は、凸面において格子文系・綾杉文系・縄目文系などのタタキ文様が見られた。また凹面において

は、格子文系と綾杉文系で模骨痕が観察され、縄目文系で模骨痕が有るものと無いものが観察され

た。これらの点から、出上した平瓦 (丸瓦)は飛鳥時代後期から奈良時代の所産であること、タタ

キ文様が格子文系・綾杉文系・縄目文系の一部の平瓦が桶巻作りで製作されたこと、一方で縄目文

系の一部は一枚作りで製作されたことなどが判明した。こうした製作手法の相違は時期的な新古を

示していると考えられており、より古い桶巻作りとより新しい一枚作りが、縄目文タタキが施され

た平瓦の中で認められることは、注意される。

ところで、平瓦タタキ文様の格子文系・綾杉文系においては、それぞれ陰刻条線の中をさらに分

割した文様があり、これらを施した平瓦については、凸面と側面の接点を斜めに削り落とすという

共通の手法が観察され、他の格子文・綾形文の平瓦とは区別される特長を示していた。こうした違

いは、安堂廃寺の瓦の製作に従事した二人集団の違いを反映している可能性もあり、今後も注意し

て観察したいと考える。
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第 6章 玉手山遺跡
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図34 調査地位置図 (S=1/5000)
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玉手山遺跡 2004-3次調査

。調査対象地  円明町419-1

・調査期間  2004年 11月 5日

・調査面積   8。 40だ/440,88だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は、南北に長い玉手山丘陵を範囲とする玉手

山遺跡の西辺ほぼ中央部に位置し、玉手山15号墳 (西

山古蜀 が集かれた玉手山丘陵から西に派生する尾根

の南西の裾部に立地している。標高は25m程で、石川

右岸の低平地から丘陵にかかる傾斜変換点でもある。

調査地のすぐ南側には、やはり玉手山丘陵の裾部に広

がる円明遺跡が位置している。

調査は、対象地の北半部に1調査区、南半部に2調

査区を設定した (図 35)。

1調査区は東西 3.Om×南北 1.5mの大きさで、地

表下 lmま で掘削したが、 1～ 3層などは表土層およ

び盛土層と思われ、その下層も含めて、いずれの地層

からも遺物・遺構は検出されなかつた (図 36)。

2調査区は東西 2.Om×南北 1,5mの大きさで、地

表下 1.3mま で掘削した。 1層は表土層、2

～ 4層は再堆積土と判断した盛土層、 5層は  ~

地山で黄灰色粘土層。いずれの地層からも遺

物・遺構は検出されなかつた (図 36)。

以上のように 1・ 2調査区の地層の堆積状

況は全く異なつており、旧地形を復元するこ

とは困難である。加えて、調査地のすぐ東側

には高い石垣が築かれており、調査地におけ

る旧地形が既に削平されている可能陛もある。

2調査区における粘上の盛土層の存在や、そ

の下に粘上の地山層が見られることは、そう

した削平の証左になるかもしれない。ただ、

例えば 2調査区の 5層の傾斜状況から考える

と、調査地は南に向かつて緩やかに下降する

地形であつたかもしれない。
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図36 調査区土層略図
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玉手山遺跡 2004-4次調査

・調査対象地  玉手町 145-31

・調査期間   2004年 12月 13日

・調査面積   18.00だ /481.26だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は玉手山遺跡の北部に位置し、玉手山

2号墳からほぼ真西に降る斜面の下段部にあた

る。標高およそ 30～36mの急斜面地であり、す

ぐ西側には石川右岸の低平地が広がっている。

調査は、対象地の西辺である斜面下部 (コ ン

クリー ト擁壁設置予定場所)に、長さ (南北)

18m× 幅 (東西)lmの 調査区を設定し、重機

および人力で掘削した (図 37)。 図37 調査区位置図

地層の堆積状況は、上層から順に表土層、盛土層、地山層であり、凝灰岩の地山層は南に向けて

下るように傾斜している。なお、いずれの地層においても遺物・遺構は検出されなかった。

玉手山遺跡 2005-1次調査

・調査対象地  片山町 14-62/他 5筆

。調査期間   2005年 2月 7日

。調査面積   7.20ピ /2,102.86ポ

。調査担当者  石田成年

対象地は玉手墓地 (玉手山2号墳)のすぐ東に隣接する。

現状は駐車場である。本調査は宅地造成工事に伴う緊急調査

として実施 した。なお平成 5年 10月 、駐車場造成時にも発掘

調査を実施 し、玉手墓地との境界線近くから、土器片、埴輪

片、瓦片が出上した。遺構は認められなかった。

本調査では対象地の南東部に南北 6m、 東西 1.2mの調査区

を設定し現地表下 40cmまで掘削したが、盛上が厚く堆積し、

遺構、遺物 とも認められなかった。

玉手墓地はその周囲が高い擁壁で構築されている。平面プ

ランは前方後円墳の形状を呈するものの、その周縁部は大き

く改変されているものとみられる。
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図38 調査区位置図



第 7章 原山遺跡

掬

図39 調査地位置図 (S=1/5000)
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原山遺跡 2005-1次調査

・調査対象地  旭ヶ丘3-1071-13の一部

。調査期間   2005年 3月 7日

・調査面積   2.10だ /94。 39♂

・調査担当者  桑野一幸

調査地は、原山遺跡の北端部に位置し、遺跡の北半部を占める原山廃寺の寺域北辺部に接する平

坦地に立地している。

原山遺跡は、古墳時代前期の前方後円墳群が営まれた玉手山丘陵の東側にあり、原川が形成した

沖積地 (近鉄大阪線国剣駅周辺)を北に望む小さな段丘上に立地している。弥生時代から始まる遺

跡であるが、原山千軒の名が伝えられているように、既往の発掘調査によつても飛鳥・奈良時代を

中心にした集落の存在が確認されている。

原山廃寺は、この原山遺跡の北半部に位置する古代寺院跡である。昭和30年代の住宅建設によつ

て地形の改変が進み、近年の発掘調査によっても伽藍を構成する建物や基壇の片鱗すら確認するこ

とはできないが、『柏原市史』によると次のような寺院であったらしい (柏原市役所 1973)。 1、 奈

良時代前期から平安時代初期に存続 2、 鳥坂寺 。家原寺跡出上の瓦に共通したものがある 3、

昭和 20年代までは塔跡基壇があり、自然石礎石 1個が残つていた 4、 法隆寺式伽藍配置と推定さ

れる 5、 推定講堂跡には5個の自然石礎石が戎つていた 6、 推定金堂跡には3個の自然石礎石

が残つていた。

対象地は標高 30m程の平坦地であるが、南側を画す市道のさらに南側は一段高くなっており、対

象地が既に大きな地形の改変を受けていることも予想された。調査では、対象地の南辺に沿つて長

さ (東西)2.lm×幅 (南北)1.Omの調査区を設定し、深さ0.85mま で掘削した (図 40)。 地層の

堆積状況は、上層から順に1層 (黒色土層)、 2層 (茶灰色土層)、 3層 (黄灰色粘土層)、 4層 (灰

色土層)であり、 1・ 2層 は現代の盛土

層、 3・ 4層は地山層と考えられる (図

41)。 対象地は、おそらく地山層の上部ま

で削平され、その後に整地されたものと

1.黒色土

2.茶灰色土

3.黄灰色粘土

4.灰色粘土

0           5m

―

図40 調査区位置図
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図41 西壁土層略図



思われる。遺物としては、 3層の上面から平瓦片 5点、土師器 (鍋などの把手の部分か?)1点が

出上した。いずれも文様が全く判別できないほど摩滅 しており、原位置から著しく遊離して出上し

た遺物と判断される。

なお、対象地において須恵器・壺の小片 1点、平瓦小片 12点、丸瓦小片 7点が採集された。出土

遺物ではないが、原山廃寺に関連する遺物と思われるので、図化できた平瓦について簡単に報告し

ておく (図 42)。

1は凸面のタタキ文様が斜格子文の平瓦。凹面・凸面ともにナデ調整が施されている。色調は灰

色を呈し、焼成は良好、胎上には長石・雲母・ くさり礫などの砂粒がわずかに含まれている。

2～ 4は同じく有軸綾杉文の平瓦。凹面には布 目や模骨痕が残る。色調は灰色と明茶色を呈する

ものがあり、焼成は良好、胎土には長石の砂粒と礫、雲母やくさり礫の砂粒が含まれている。

5～ 7は同じく縄 目文の平瓦。凹面には布目が残る。色調は灰色と暗茶色を呈するものがあり、

焼成は良好、胎上には長石の砂粒と礫、雲母やくさり礫の砂粒が含まれている。

その他の平瓦や丸瓦は、凸面にすデ調整が施されており、タタキ文様は見られなかつた。

歳
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蒻
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図42 調査地で採集された平瓦
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第 8章 田辺遺跡
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田辺遺跡 2004-2次調査

・調査対象地  田辺 2-2080-206、 他 14筆

・調査期間   2004年 7月 26日 ～ 7月 27日

・調査面積   150,00だ/15,586.23だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は、大阪・奈良の府県境に連なる明神山地の西端にあたる山地斜面であり、田辺遺跡の南

端部に位置している。調査地から東側に延びる山塊には、その南斜面に北峯古墳が知られており、

北側に400m程離れた尾根には田辺古墳群・墳墓群が営まれている。また北西に400m程離れた台地

には田辺廃寺が建立されている。

調査地は、標高およそ 60m～98mにおよぶ急斜面であり、調査地対象地の中には、中央の谷筋を

挟んで北側と南側に北西方向に派生する尾根がある。

調査は、幅 lmの調査区 (ト レンチ)を南側の尾根筋に4ヶ所 (1～ 4区 )、 中央の谷筋に2ヶ所

(6・ 7区)、 北側の尾根筋にlヶ 所 (5区)の合計7ヶ所設定し、重機および人力で掘削・精査し

た (図 44)。 尾根筋に設定した調査区においては、表土層の下はすぐに地山層になつていたが、急

斜面のため地山層の在り方は一様ではなく、黄褐色から茶褐色の粘土層と礫層が互層に堆積してい

た。一方谷筋においては、斜面から崩落 。滑落した土砂が比較的厚く堆績していた。

いずれの調査区からも遺物・遺構は検出されなかった。

心

9                  1                 109m

図44 調査区位置図
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田辺遺跡 2004-3次調査

・調査対象地  田辺 1-1073-1、 1074-1・ 2、 1075

。調査期間  2004年 10月 28日

・調査面積   9,00ぽ /726。 20だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は、田辺遺跡のほぼ中央部に位置し、大阪・奈良の府県境に連なる明神山地から、北側を

流れる大和川に向けて弓状に派生した国分台地の西の縁辺部に立地する。現状は標高 35m程の平坦

地であるが、旧地形は西の眼下に原川流域の沖積地を望む緩やかな斜面であつたと思われる。

調査では、対象地の南東部 (A区)と北部 (B区)に長さ 3.Om×幅 1.5mの 2つの調査区を設

定し、重機と人力で掘削・精査した (図 45)。

A区は、上層から順に1層 (黒茶色土)、 2層 (灰色上、拳大の礫が多く地山の再堆積層 ?)、 3

層 (黄灰色粘上、地山?)が堆積していた。なお、3層からは湧水が著しかった。また、遺物・遺

構は検出されなかった (図 46)。

B区は、上層から順に1層 (黒茶色土)、 2層 (灰茶色上、粘上をブロック状に含む)、 3層 (茶

灰色上、粘上を粒状 。ブロック状に含む、)、 4層 (灰色シル ト、拳大の礫が多い)が堆積していた。

最下層の4層の厚さは不明であるが、地山はさらに下位に位置している。したがって調査地の旧地

形は、A区とB区の地山位置を比較すると、若干

北側に下るものと思われる。なお、4層から土師

器や須恵器の小片がわずかに出上しており、遺物

包含層として捉えられよう (図 46)。

(A区東壁)

1.黒茶色土

2.灰色土

3.黄灰色土 (地 山)

ユ黒茶色土

2.灰茶黒色土

3.茶灰色土

4灰色シルト

(B区南壁 )

図45 調査区位置図
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図46 調査区土層略図



田辺遺跡 2004-4次調査

。調査対象地  由辺 2-4569-3、 他 8筆

2004年 11月 16日

84.00♂/3,365,82だ

。調査期間

。調査面積

。調査担当者  桑野一幸

調査地は、田辺遺跡の南端部に位置し、大阪・奈良府県境に連なる明神山地西端の北西方向に延

びる尾根に立地している。先に報告した田辺遺跡 2004-2次調査地の南西側隣接地であり、同調査

地の南側尾根とは谷を一つ隔てるだけである。調査地の標高は、およそ 50m～73mにおよび、地形

的にはかなり急な斜面である。

調査では、まず地表面の観察を行ったが古墳等の遺構は確認されなかつた。次いで対象地中央部

の尾根上に長さ56.Om× 幅 1.5mの調査区を設定し、重機と人力で掘削 。精査した (図 47)。

地層の堆積は、まず厚さ0.4～0.5mの表土層があり、表ELEの下はすぐに地山が観察された。表

土層には葡萄棚のアンカーなどが確認されており、この土地は最近まで葡萄畑として利用されてい

たらしい。また地山は黄褐色や茶褐色土層であり、拳大から人頭大の大きさのチャート礫や粘土を

含んでいた。

なお、遺物 。遺構は検出されなかつた。

図47 調査区位置図
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田辺遺跡 2004-5次調査

・調査対象地  国分本町 6-1442・ 1441-4の各一部

。調査期間   2004年 11月 24日

・調査面積   4.50だ /89,64∬

・調査担当者  桑野一幸

調査地は田辺遺跡の北部に位置し、遺跡

の北側を流れる大和川に向けて弓状に張り

出した国分台地の東の縁辺部に立地してい

る。調査地の標高は40m程であるが、東側

は、国分台地や芝山によつて行く手を遮ら

れた大和川が蛇行して形成した沖積低地に

向けて急激に落ち込む斜面である。

調査は、長さ3.Om× 幅 1.5mの調査区を 図48 調査区位置図

設定し、重機および人力で掘削・精査した (図 48)。 その結果、地表下 0。 2mで、風化して粘土化

た礫を多量に含む黄褐色土層の地山を確認した。なお、遺物 。遺構は検出されなかった。

田辺遺跡 2004-6次調査

。調査対象地  国分本町 6-1442・ 1441-4の各一部

・調査期間   2004年 11月 24日

・調査面積   4.50∬ /103.48♂

・調査担当者  桑野一幸

調査地は、田辺遺跡 2004-5次調査地の南

側隣接地である。調査は、対象地の北側に長

さ3.Om X幅 1.5mの調査区を設定し、重機

および人力で掘削・精査した (図 49)。 その

結果、地表下 0。 9mで黄褐色土層の地山を確

認したが、遺物・遺構は検出されなかった。

田辺遺跡 2004-5・ 6次調査を比較すると、

6次調査において、より深い位置で地山が確

認されており、現状は両調査地とも平坦地で

あるが、旧地形は南側に下がる斜面地だった

と思われる。

市

道

―
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図49 調査区位置図



田辺遺跡 2004-7次調査

・調査対象地  由辺2-4608-1の 一部

。調査期間  2004年 12月 14日

・調査面積   16.00ポ /3,493.17だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は田辺遺跡の南端部に位置し、明神山地西端の山地斜面である。先に報告した田辺遺跡

2004-2・ 4次調査地と隣接しており、一連の山塊を形成している。調査地のすぐ南側は原川が形

成した谷筋であるが、ここには国道 165号線 。西名阪自動車道・近鉄大阪線が通じており、古くか

ら大阪と奈良を結ぶ幹線路の一つとして利用されていた。

調査地は、標高およそ 50～60mにおよぶ斜面であるが、以前の工事によつて既に削られている部

分も多い。調査では、まず地表面の観察によつて古墳等の遺構の有無を調べ、その後、対象地の北

東部 (1区)と南西部 (2区)に 2ヶ所の調査区を設定し、重機と人力で掘削・精査した (図 50)。

1区は長さ (南北)5m×幅 (東西)lmの大きさで、深さ 1.2mまで掘削したが、すべて盛土

層であり、遺物 う遺構は検出されなかつた。

2区は長さ (東西)1lm×幅 (南北)lmの大きさで、深さ1.3mま で掘削したが、1区と同じよ

うにすべて盛土層であり、遺物 。遺構は検出されなかった。

0                                    100m
l      ,     1

図50 調査区位置図
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田辺遺跡 2004-3次調査

・調査対象地  田辺 1-1297-1の一部

。調査期間   2004年 12月 22日

。調査面積   2.25ポ /99。 13だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は田辺遺跡のほぼ中央部に位置している。現在の標高はおよそ 40mを測り、国分台地上の

平坦地であるが、調査地から西側は、台地西側の低地に向けて緩やかに下る斜面になっている。ま

た、白鳳時代に創建され、奈良時代にかけて伽藍が整備された田辺廃寺の南西部にあたる場所でも

ある。なお、調査地の現状は駐車場である。

調査では、対象地の東半部に 1.5m四方の調査区を設定し、地表下 1.2mま ですべて人力で掘削・

精査した (図 51)。

調査区における地層の堆積は、駐車場の造成に関係すると思われる固く締まった地層が地表下

0.86mま で存在し、こうした現代の整地層・盛土層の下には暗緑灰色シル ト層が確認された。湿潤

で極めて細砂粒のシル トのような地層の堆積は、あるいは溜池等の存在を示すものかもしれない。

なお、遺物・遺構は検出されなかった。

市 道 至春日神社→

駐車場

図51 調査区位置図

ィ

′

河

卜

す

-41-



田辺遺跡 2005-1次調査

・調査対象地  国分本町 7-1869-4・ 11

・調査期間   2005年 1月 11日

・調査面積   2.25だ /133.62だ

。調査担当者  桑野一幸

調査地は田辺遺跡の北部に位置してい

る。現在の標高は30m程で、国分台地の

東の縁辺部に立地しているが、例えば調

査地北側を通る国道 25号線は、国分台地

の頂部を開撃して敷設された新道であり、

本来の地形は現状とはかなり異なるもの

だったと思われる。また東側は低地に降

る急斜面である。調査では、対象地のほぼ中央部に 1.5m四方の調査区を設定し、地表下 1.2mま で

人力で掘削・精査 したが、すべて盛土層であり、遺物 。遺構は検出されなかつた (図 52)。

田辺遺跡 2005-2次調査

・調査対象地  国分本町6-1863-1/他 7筆の各一部

・調査期間   2005年 穆月 2日

・調査面積   1,00ポ /451.22だ

。調査担当者  石田成年

対象地は丘陵地の東面中腹にある。現状は宅地で、店舗

付き住宅の建て替えに伴 う調査である。対象地の南を国道

25号線が走る。田辺から北に延びる丘陵を越えるため、開

削して東西方向に貫いている。

対象地の中央寄りに調査区 (lm四方)を設定し、人力

により現地表下 50cmまで掘削した。表土直下はすべて盛土

であった。遺構、遺物とも認められなかつた。

‐
        0           5コ a

―
図52 調査区位置図
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図53 調査区位置図
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田辺遺跡 2005-3次調査

・調査対象地  田辺 1-1106-3

・調査期間   2005年 2月 28日

・調査面積   2.25だ/196.72ポ

・調査担当者  桑野一幸

調査地は田辺遺跡のほぼ中央部に位置

している。調査地のすぐ北側には、現在

は初吉大明神が祀られて鳥居が林立して

いるが、かつては古墳時代後期 ?の横穴

式石室墳 (おいなり古墳)が築かれてい

た。また東側 100m程の場所には、白鳳

時代に創建された田辺廃寺の中心伽藍の

跡を見ることができる。

調査地は標高 40m程を測る。南から北

に向けて弓状に延びる国分台地脊梁部の

平坦地西縁部にあたり、調査地から西側

は、台地西側を流れる原川が形成した沖積低地

に向けて緩や力ヽ こ降る斜面になっている。

調査では、対象地の南西隅に 1.5m四方の調

査区を設定し、すべて人力で掘削 。精査した (

図 54)。 調査区の地層の堆積は、 1層 (黒灰色

土)、 2層 (灰色土)、 3層 (黄灰色粘上、地

山)であり、地歳から 0。 3～0.4mの深さで地

山が検出された (図 55)。

調査区南半部では、 3層上面で上坑が検出さ

れた。直径 lm程と推定される2段掘 りの円形

土坑で、深さは 50 cm程 と浅い。土坑の底には円

礫・角礫が 25 cn4の厚さで充填されており、わ

ず力Wこ湧水が確認された。おそらく近 。現代の

水溜のような施設であろう (図 55)。

その他、遺物・遺構は検出されなかった。

0        1m

図55 調査区土層略図、平面図

図54 調査区位置図

1.黒灰色土
2.灰色土
3,茶灰色土
4円礫、角礫
5.黄灰色粘土

(地 山)
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ふりがな
所収遺跡名

かワかな

所在地

コー ド 緯度 lHヒ緯)

経度 (東経)

調査期間
調査向榎

(∬ )

調査原因
市町村 遺跡番号

新
う

本郷ヨ丁目 27221
HG

2004-1

34°  35′  29″

135°  36′  51〃

H17.3.4

H17.3.4
9.00 工場建物

やまのい
山ノ井

やまのい
山ノ井町

27221
YI

2004-1
H16.7.30

H16,7.30
個人住宅

やまのい
山ノ井町

27221
YI

2005-1
H17.1.26

H17.1.26
個人住宅

おおがた
大県

ひらの
平野2丁 目

27221
OG

2004-2
34・  35ア  33″

135°  37′  53″

H16.8.20

H16.8.20
美術教室

おおがた
大県4丁 目

27221
OG

2005-1

349 35ア  23″

135°  38′  3〃

H17.1.21

H17.1.22
社務所

たいへいじ
太平寺

たいへいじ
太平寺2丁 目

27221
TG

2004-1

34°  34/ 53″

135°  37′  56″

H15.5,25

H16.6.4
72.00 個人住宅

たいへいじ
太平寺2丁 目

27221
TG

2004-2
34°  34′  53〃

135°  37′  54″

H16.8.26

H16.8.26
2.25 個人住宅

箕苛2肖:らと柊字
じ

たいへいじ
太平寺2丁 目

27221
TGT

2004-1

34°  34′  58〃

135°  37′  54″

「116.8.2

H16.8.6
肩史跡

確認調査
たいへいじ
太平寺2丁 目

27221
TGT

2004-2
34°  34′  56″

135°  37′  55″

H16.12.17

H16.12,17
2.25 整骨院

楚
う

箔 許 27221
AD

2005-1

34°  34′  52″

135°  37′  56″

H17.328
H17.3.28

資材置場

鎚騨
じ

鍋 詐 27221
ADT

2004-1

34°  34′  47″

135°  37′  52″

H16.12.7

H16.12,9
個人住宅

たまてやま
玉手山

えんみよう
円明町

2722ユ
TY

2004-3
34°  33′  37″

135°  37′  30″

H16.11.5

H16.11.5
共同住宅

たまて
玉手町

27221
Ｙ

４．

Ｔ

００

34°  38′  58〃

135°  37′  45″

H16.1213

H16.1213
宅地造成

綿 27221
TY

2005-1

34°  34′  0″

135°  37′  52〃

H172,7

H172.7
宅地造成

イまらやま
原山 騨 幹目 27221

HY
2005-1

34°  33′  35〃

135°  38′  6″
=117.3.7
H17.3,7

個人住宅

眸醜

たなべ

田辺 2丁 目
27221

TB
2004-2

〆
ザ

ぱ
認

プ
ば

H16.7.26

H16.7.27
130,00 宅地造成

たなベ
田辺1丁 目

27221
TB

2004-3
34°  33′  37″

135°  38′  22″

H16.10.28

H16.10.28
共同住宅

たなベ
田辺 2丁 目

27221
TB

2004-4
が
プ

∬
∬

ｒ
ば

H1611,16

H1611.16
84.00 宅地造成

こくぶほんまち
国府本町6丁 目

27221
TB

2004-5
34ψ  33′  56〃

135°  38′  31〃

H16.11.24

H16.11.24
分譲住宅

こくぶほんまち
国府本町6丁 目

27221
TB

2004-6
34・  33/ 55″

135°  38′  31″

H16.11.24

H16.11.24
分譲住宅

たなベ

田辺2丁 目
27221

TB
2004-7

34ψ  33ア  25″

135°  38′  39〃

H16.12.14

H16.12.14
宅地造成

たなべ
田辺 1丁 目

27221
ＴＢ

００４．

34。  33ア  35″

135°  38′  28″

H16.12.22

H16.12.22
2.25 個人住宅

こくぶほんまち
国府本町7丁 目

27221
TB

2005-1

34ψ  33′  53〃

135°  38′  32〃

H17.1.11

H17.1,11
2.25 個人住宅

晉痛寡霊諸丁目 27221
Ｂ

５
．

Ｔ

００

34ψ  33ア  54″

135°  38′  32″

H17.2.2

卜117.2.2
宅地造成

たなべ

田辺1丁 目
27221

TB
2005-3

Ｖ
ノ

留
∬

ｒ
ば

H17.2.28

H17.2.28
2,25 個人住宅



所収遺跡名 種別 主な時代 主な通構 主な遺物 特記事項

本郷 集落 なし なし

山ノ井
集落 古墳 なし 土師器、須恵器

集落 古墳 なし 土師器、須恵器

大県
集落 なし なし

社 寺 中世 なし 土師器 神社境内

太平寺 集落 奈良 建物群 土師器、須恵器

集落 なし なし

太平寺廃寺
社寺 奈良 なし 土師器、瓦

社寺 なし なし

安堂 集落 なし なし

安堂廃寺 社寺 奈良、近世 なし 瓦、陶磁器

玉手山

集落 なし なし

集落 なし なし

集 落 なし なし

原 山 集落 奈 良 なし 瓦

田 辺

集落 なし なし

集落 古墳 なし 土師器、須恵器

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし

集落 なし なし
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図版1 山ノ丼遺跡2004-1

調査地全景 (南東から)

鞠磯

2 調査区掘削状況 (南から)



図版2 山ノ井遺跡2005-1

調査区北壁土層

2 調査区東壁土層
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図版3 大県遺跡2005-1
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1 調査区北壁土層

2 調査区掘削状況 (西から)



図版4 大県遺跡2005-1

1 須恵器、土師器、瓦器

2 土師器小皿



図版5 大平寺遺跡2004-1

調査地全景 (東から) 調査前

:||― ||■ ■ ■ ■ ―|■ ||||― ■ |||||

2 調査地全景 (東から)



図版6 大平寺遺跡2004-1
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図版フ 大平寺遺跡2004-1

♯

¨

1 建物 1・ 2、 ピット群、溝 (西から)

4

鞘♭

■|■
溝 (東から)2 建物 1・ 2、 ピット群、



図版8 大平寺遺跡2004-1

1 土師器鉢、杯、鋼

2 須恵器杯、短頚壺の蓋



図版9 大平寺遺跡2004-2

1 調査地全景 (南西から)

2 調査区西壁土層



図版10 大平寺廃寺2004-1

1 調査地全景 (南西から)

2 調査地全景 (南西から)



図版11 大平寺廃寺2004-1

1 調査区東壁土層



図版12 大平寺廃寺2004-1

1 土師器杯 (1)

3 平瓦 (5)

2 軒丸瓦 (2)

平瓦 (14)

5 平瓦 (10) 6 平瓦 (12)
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図版13 大平寺廃寺2004-2

調査区東壁土層

綿 中麟
`「

撫 「
醤 1爾

調査区北壁土層



図版14 安堂廃寺2004-1

1 調査地全景 (南東から)

2 A区北壁土層



図版15 安堂廃寺2004-1

l B区調査状況 (南から)

2 B区東壁土層



図版16 安堂廃寺2004-1

1 平瓦 (7)

平瓦 (16)

2 平瓦 (1)

3 平瓦 (6) 4 平瓦 (15)

6 平瓦 (12)

平瓦 (18) 平瓦 (20)



図版17 玉手山遺跡2004-3

鸞警禅筆轟|||ヾ

1 調査地全景 (南 から)

ギ幣 鶯

鰯

2 1区南壁土層



図版18 玉手山遺跡2004-4

調査地全景 (北東から)

調査地全景 (南東から)



図版19 玉手山遺跡2005-1

舟
蕪

∝
調査区断面 (南東から)



図販20 田辺遺跡2004-2

調査地から北への遠望

2 1～ 4区 を望む (北東から)
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図版21 田辺遺跡2004-2

1 3区全景 (南 から)

鮎

ごゞ勢艶穏虚11i

鶴韓
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全景 (東から)

生襲



調査地全景 (南東から)

2 B区南壁土層



図版23 田辺遺跡2004-4

1 調査地から玉手山古墳群を望む

2 調査地全景 (北から)



図版24 田辺遺跡2004-5、 6

1 2004-5 調査地全景 (南東から)

:

調査地全景 (南東から)
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図版25 田辺遺跡2004-7

1 調査地全景 (北から)

2 2区南壁土層
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図版26 田辺遺跡2004-8
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2 調査区北壁土層
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1 2005-1 調査区北壁土層

2 2005-2 調査区断面 (東から)
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