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第41図　03017−７区　遺構平面図

第３節　弥生時代前期の遺構
今回の調査では02020−３区で縄文時代晩期の遺構は確認されているが、これに続く弥生時代

前期の土器は出土していない。しかし、出土木材の炭素14年代測定や他の遺構との相対関係から、

弥生時代前期と考えられる河道を検出した。

NR11（第41、42図）

03017−７区で河川の左岸肩を確認した川で、幅が広く２区〜６区はすべて河道内の中に入っ
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第42図　03017−７区　NR11土層断面図

第43図　02020−２区　弥生時代前期の遺構（河川）平面図

ていた。次回報告になるが、08年度調査で左岸肩を確認し、河道は西から北に大きく弧を描く様

に湾曲し、１区で再び左岸肩が現れることがわかった。この河川はさらに02020−２区でも左岸

肩が確認されており、北から北西に緩く蛇行していることがわかった。

河道の深さや堆積土は場所によって異なっているが、ここでは03017−７区の断面図を掲げて

おく。表土、耕作土を除去すると１の灰色〜灰褐色粘質土であるが、この層の上面で現条里地割

りに対応する杭列が観察される。

この灰褐色土は0.1 〜 0.2mの厚さで、土師器

や須恵器の小片を含んでいる。地山と同じ高さ

まで堆積が進む前に流路が変わり、北方向に緩

く傾斜していたと考えている。

この下は、灰褐色土、にぶい黄褐色土、にぶ

い黄橙色土となっているが、肩口に近い層では

縄文時代晩期の土器片が出土している。器表面

の摩耗は少ないが細片ばかりである。上層は砂

礫の含有が少ないので、流路が変わり湿地に近

い環境下で堆積したものか。下層はシルトや砂

礫層のブロックで、比較的緩やかな流れの下で

堆積したのであろう。

22、23は砂礫層で西北に盛り上がっていた。

この砂礫層は地山の灰黄色土の下に延びてお

り、縄文時代中期以前に段丘面を流れていた河

川の堆積物と考えられる。

02020−２区では南東側から北西側に緩く湾

曲しており、調査区内では肩部しか検出できな

かったが、褐灰色土の堆積が確認されている。
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第44図　SZ01 〜 SZ06（S=1/500）

第４節　弥生時代
調査区中央で１条の川が検出され、東南端で大規模な溝と方形周溝墓、西北端で小規模な溝を

検出した。方形周溝墓は、確実なものが３基、可能性のあるものが３基、合計６基を認定し、確

実なものから番号をつけた。遺構検出面の高さは、東南部でT.P.+18.7ｍ、西北部でT.P.+17.3ｍ

を測る。方形周溝墓は調査範囲の東南部で検出したため、検出面の高さはT.P.+18.6 〜 18.7ｍで

ある。

NR11は東南から調査区に流れ込み、緩やかに蛇行しながら西北方向へ流れる川である。今回

報告範囲の大半をしめている。検出川幅は10ｍを測り、実際には15〜20ｍを超えると考えられる。

調査範囲の東北から方形周溝墓群の北側を通って西へ流れ、北方向へ蛇行し、02020−１区から

北方向に伸び調査区外に出て行く。埋土中から弥生土器、最上層からは土師器片が出土した。

SD02は方形周溝墓群の東、調査区の中央近くを西南から東北方向に横断する幅約２ｍの溝で

ある。この溝から東は、構造物の基礎工事のため大きく掘りこまれていて、遺構の有無は不明だ

が、周りの状況から遺構は希薄とみられる。

SD03は東端部を東南から西北方向へ延びる幅約３〜４ｍの溝である。位置と方向からNR11に

合流するものと考えられる。埋土最上層で土師器片が少量出土したのみで、他に遺物は出土しな

かった。調査区の東、道路を隔てた以前の調査で検出された古墳時代後期の大溝に繋がると考え

られる。

SZ01は最も北西に位置している方形周溝墓である。長軸11.2ｍ、短軸8.6ｍ、形状は隅丸長方

形で溝は一部未調査であるが、全周していると考えられる。長軸はN45 E゚を指す。東北溝幅1.5ｍ、

東南溝幅0.9ｍ、西南溝幅0.6ｍ、西北溝幅0.7ｍを測り、長軸溝外端長は13.4ｍ、短軸溝外端長は

10.3ｍとなる。中央部で短軸に平行した主体部を１基検出した。
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第45図　SZ01、SZ02（S=1/200）

　第46図　SZ01−ST01 平・断面図（1/20）

ST01は隅丸長方形を呈する主体部である。東

北溝から約４ｍ、東南溝から約２ｍの点が主体

部の中心である。長軸はN45ﾟWを指し、方形

周溝墓の短辺にほぼ並行している。墓壙は長さ

1.96ｍ、幅0.75ｍ以上の隅丸方形を呈し、深さ

は５〜 10cm残存する。木質は一切なく、木棺

の痕跡のみを確認した。底板は長さ1.74ｍ以上、

幅0.51ｍ以上の長方形を呈すると考えられ、厚さ２〜４cmをはかる。北東の側板は長さ1.75ｍ、

厚さ３〜５cm、北西の小口板は長さ0.35ｍ以上、厚さ４cm、南東の小口板は、長さ0.37ｍ以上、

厚さ６〜７cmを測る。西南の側板は撹乱により滅失している。構造は底板の上に側板と小口板

が乗るもので、側板が小口板をはさんで固定している。副葬品はなく、人骨も残っていなかった。

遺物は溝の中から多量に検出された。SZ01に伴うことが明確な土器は東北・西北溝から出土

した土器である。西北溝からは1001 〜 1010（第47・48図）が出土した。1001、1002は短頚の広

口壺。ともに口縁部に２孔１対の紐孔を穿つ。1002は肩〜体部にハケメの上から縦方向の流水文

のタタキ目をのこす。1003は壺の胴部である。胴部は丸く膨らむが口頚部と底部が失われており、

くわしい器形は不明である。外面の胴部上半はハケ調整、下半はケズリ調整であり、内面はナデ
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第47図　SZ01 西北溝出土遺物１（S=1/4）

であると思われるが、工具のあたったような痕跡も確認できた。残存器高12.8cmを測る。焼成

は良好で胎土は蜜ながら１ｍｍ程度の砂粒を10%含む。色調は外面が7.5YR7/4にぶい橙色、内面

が7.5YR5/1褐灰色、断面は7.5YR8/4浅黄橙色で、残存率は３%である。1004は甕である。胴部

から底部が遺存しないため器形は詳細には不明であるが、口径から考えると比較的大型の甕とな

ろう。胴部からゆるやかに屈曲して口縁部へとつながる。口縁端部は上部につまみあげる。口縁

端面に１条のごく弱い凹線文をめぐらす。口縁部下はヨコナデ、胴部はハケメでしあげ、内面は

ナデで仕上げているようである。復元口径は34.0cm、残存器高は18.7cmで残存率は３％である。

焼成は良好で胎土は蜜、色調は内外面・断面のいずれも5YR7/6にぶい橙色である。1005は壺で

ある。胴部からやや外傾気味に頚部がたちあがりそのまま外販して口縁部に続く。口縁部は斜め

に端面をもつ。内外面ともに器壁の摩滅が著しく、細かい調整は不明であるがわずかに外面にハ
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第48図　SZ01 西北溝出土遺物２（S=1/4）

ケと思われる痕跡が、内面ではナデ調整が観察できた。復元口径10.8cm、残存器高は7.8cmを測

る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が5YR8/4淡橙色、内面が7.5YR8/3浅黄橙色、断面が

5YR7/1明褐灰色である。遺存状態はわるく、残存率は３％である。1006は壺の底部である。外

面は底部まで丁寧なヘラミガキを施す。復元底径2.4cmと非常に小さく、ミニチュア土器の可能

性がある。残存器高2.0cmを測る。焼成は良好、胎土は蜜で、色調は外面が7.5YR8/2灰白色、内面・

断面が7.5YR8/1灰白色である。残存率は５％である。

1007は台付鉢である。ハの字にひらく底部から筒状の脚部に続き、杯部はやや深い鉢状を呈し

て、全体としてはワイングラス状を呈する。口縁部はやや外側にひらいて、端部は丸くおさめ

る。外面の口縁部直下に、ヨコナデで調整した後、２段の刺突文を細かくめぐらす。２段の間は

施文後に横方向のヘラミガキをする。杯部から底部までは丁寧なヘラミガキを行い、底部の端部

はヨコナデで仕上げる。内面は、杯部は細かいハケもしくはナデで調整していると思われるが、
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第49図　SZ01 東北溝出土遺物１（S=1/4）
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第50図　SZ01 東北溝出土遺物２（S=1/4）

第51図　SZ01 東北溝遺物出土状況（S=1/20）

器壁の剥離のために詳細は不明であ

る。杯部の底部は粘土を充填してい

るが、杯部の調整は丁寧で、脚部内

面側からの観察によって知ることが

出来る。脚部内面もナデ調整であろ

う。口径7.45cm、底径6.1cm、器高

10.3cmを測る。焼成は良好で胎土は

蜜、色調は外面2.5YR5/8明赤褐色、

内面は2.5YR5/6明赤褐色、断面は

5YR2/1黒褐色。ほぼ完存している土器である。1008は壺である。胴中央部が強く張り、垂直に

伸びる頚部は外反して口縁部へと続く。口縁端部つまみあげ、端面にごく弱い２条の沈線をめぐ

らす。外面は口縁部下はヨコナデで仕上げ、頚部から胴部上半にかけてはハケのあとナデで調整

しているように観察できた。胴部中央には横方向のヘラミガキ、底部付近はナデで仕上げている。

内面は口縁部はナデ調整だが、胴部はハケもしくはナデで仕上げている。残存器高は17.7cm、底

径6.15cm、推定器高は27.7cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が5YR7/4にぶい橙
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第52図　SZ01 東南溝・SZ02 西北溝
遺物出土状況１（S=1/20）

第53図　SZ01 東南溝・SZ02 西北溝遺物出土状況２

色、内面が5YR8/3淡橙色、断面が5YR8/2灰白

色である。残存率は20％である。1009は壺で

ある。胴部が強く張り、太い頚部は外反して口

縁部へと続く。口縁端部は粘土を貼り上下に広

げ、端面に櫛描直線文を施す。頚部から胴部上

反にかけては櫛描直線文を６条施し胴部中央か

ら胴下半にかけては丁寧なヘラミガキを施す。

口縁部内面はナデ調整であるようだが、ヘラミ

ガキをしている可能性もある。頚部から胴部に

かけては縦方向のナデであり、外面の櫛描文と

対応する位置に弱い横方向のくぼみが走る。復

元口径22.6cm、残存器高は28.1cmを測る。焼

成は良好、胎土は密で、色調は内外面・断面の

いずれも7.5YR8/2灰白色である。底部は欠損

するが口縁部は完存しており、残存率は50％で

ある。1010は壺である。球形の胴部に外反す

る頚部が取り付きが、口縁

部へと続く。口縁端部は粘

土を貼り折り曲げて分厚く

しあげる。外面は胴上半の

一部でハケメが観察できる

が、なでて消していると思

われる。胴中央はヘラミガ

キを施し、下半はナデで仕

上げる。内面はあらいハケ

メ仕上げである。復元口径

20.2cm、底径７cm、推定

器高は31.3cmを測る。焼

成は良好、胎土は密で、色

調は外面が5YR8/3淡橙色、

内 面 が7.5YR8/1灰 白 色、

断面が5YR7/6橙色である。

破片は多いが遺物の遺存状

況は悪く、残存率は50%程
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第54図　SZ01 東南溝・SZ02 西南溝遺物出土状況（S=1/20）

度になろう。

東北溝からは1011 〜 1023（第49・50図）が出土した。1011は壺である。胴部から口縁部にか

けて遺存する。あまりはらない胴部から太い頚部にかけてゆるやかにつながり、擬口縁上に粘土

を貼り付けて受口状の口縁部を作り出す。口縁端部は左右に張り出して上面を広く作り、口縁部

外面には２条の廉状文を施す。頚部から胴部にかけては２条で１組の廉状文を施す。頚部で４組

が確認できたが、胴部については器壁の残りが悪くはっきりしない。ただ、直線文もしくは廉状

文の痕跡が認められるほか、胴の最大径付近では波状文も確認できた。復元口径30.2cm、胴部

最大径34.8cm、残存器高は36.8cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が5YR7/6橙色、

内面が5YR8/4淡橙色、断面が7.5YR8/3浅黄橙色である。残存率は20%である。1012は壺である。

頚部の一部と口縁部が遺存するだけであるが、焼成や胎土から同一固体であると認識できた。口

縁部は受口状を呈し、口縁端部は内側に張り出して上面を広く作る。口縁部外面には弱いながら

４条の凹線を施す。口縁部の内面には荒いハケメが認められる。頚部と胴部の境界付近に刺突文

が認められた。復元口径31.8cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が5YR8/4淡橙色、

内面が7.5YR8/2灰白色、断面が7.5YR6/1褐灰色である。残存率は３%である。1013は壺である。

胴部下半に最大径があり、太い頚部はまっすぐ立ち上がった後外反して口縁部へと続く。口縁端

部は上下に広げる。外面は口縁部から頚部までがナデ調整、胴部上半が縦方向のミガキ調整で、

胴最大径付近は横方向のミガキ調整である。さらに胴部の下部にはタタキが観察でき、底部付近

はケズリ調整が施されている。文様はない。内面は口縁部から頚部はナデ、胴部はハケ調整であ
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第55図　SZ01 東南溝・SZ02 西北溝出土遺物（S=1/4）
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る。口径19.15cm、低径7.0cm、器高は28.5cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は内外面・

断面のいずれも7.5YR8/3浅黄橙色。ほぼ完存しており、残存率は95％である。胴部下半と口縁

部のかえりの部分に二次被熱による煤の付着が認められた。1014は壺である。胴部中央付近に最

大径があり、太い頚部はまっすぐ立ち上がった後外反して口縁部へと続く。口縁端部は上下に

広げる。外面は器壁の荒れが著しく観察は困難であるが、頚部にはハケメかと思われる痕跡が、

胴部にはミガキかと思われる痕跡が認められた。内面はナデの上にハケメが認められる。口径

18.9cm、低径8.3cm、器高は29.2cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面と断面が7.5YR7/3

にぶい橙色、内面が7.5YR4/1褐灰色である。残存率は40％である。1015は壺である。遺存状態

が悪く、口縁部・頚部・胴部はそれぞれ接合しなかったが、出土位置や胎土などから同一固体と

判断した。胴部中央付近に最大径があり、頚部で細くすぼまってから大きく外反して口縁部へと

続く。口縁端部は上につまみあげる。外面は頚部にはハケメのあとヨコナデしたかと思われる痕

跡が認められ、胴部上半と下半には縦方向の、胴部中央には横方向のヘラミガキはわずかに観察

できたが、器壁の表面ののこりは悪い。内面はナデで仕上げる。復元口径15.4cm、低径6.6cm、

推定器高は23.7cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、残存率は30％である。胴部下半に煤の付着

が認められた。1016は壺である。球状の胴部からまっすぐに短く頚部がたちあがり、斜め上方に

広がって口縁部へと続く。口縁部はつまみ上げて端面をつくり、端面には１条の沈線をめぐらす。

外面は器壁の摩滅が著しく、細かい調整は不明である。内面には胴部付近にわずかにハケメが観

察できた。口径10.5cm、胴部最大径15.2cm、残存器高は13.7cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、

色調は外面が5YR7/4にぶい橙色、内面が5YR7/2明褐灰色、断面が7.5YR8/3浅黄橙色を呈する。

残存率は20％である。1017は脚付壺であるが、口縁部と脚部を欠損する。胴は算盤球状に強く膨

らむ。器壁が著しく荒れており、調整はほとんど観察できないが、外面にはミガキと思われる痕

跡が認められ、内面はナデ調整である。胴部最大径12cm、残存器高は9.2cmを測る。焼成は良好、

胎土は密で、色調は外面と断面が7.5YR8/3浅黄橙色、内面が7.5YR8/1灰白色である。残存率は

20%である。1018は高杯である。大きくひらく杯部に筒状の脚部が続き、底部はハの字状に広が

る。杯部の口縁端部は斜め方向に平たく端面を持ち、口縁直下には１条の沈線をめぐらす。外面

の調整はヘラミガキを施す。杯部内面は口縁部付近はヨコナデで、そのほかはヘラミガキのよう

にも観察できるが、器壁の荒れが著しく、図化はしえない。脚部の筒状部分の内面には絞り痕が

観察できるが、指の届く範囲は丁寧にナデて、その痕跡を消している。またハの字状にひらく部

分はナデで調整を行っているが、何らかの工具が横方向に当たっている様子も観察できる。復元

口径24.6cm、底径13.1cm、器高18.4cmを測る。焼成は良好で胎土は蜜、色調は内外面・断面と

もに5YR8/4淡橙色、残存率は75%である。1019は高杯である。小さい伏せた碗状の底部は緩や

かに脚部につながり、碗状の杯部へと続く。杯部の口縁端部は丸くおさめ、口縁直下には１条の

沈線をめぐらす。外面の調整は、口縁部直下は横方向、杯部から底部までは縦方向のヘラミガキ

で、脚部にはケズリで面を整えている部分も見られる。杯部内面は、口縁部はヨコナデで、その
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ほかは横方向、底の付近は縦方向のヘラミガキである。口径14.5cm、底径7.1cm、器高10.85cm

を測る。焼成は良好で胎土は蜜、色調は内外面・断面ともに7.5YR8/4浅黄橙色、残存率は80%で

ある。1020は壺である。胴部中央よりやや上方が最も膨らむ胴部をもち、ごく短くたちあがる頚

部からほぼ水平にひらく口縁部へと続く。口縁端部をつまみあげて端面をつくり、３条の沈線を

めぐらす。外面の口縁部直下はヨコナデ、胴部上半はハケメ、胴部下半はミガキ調整であるが一

部にケズリ調整の痕跡も認められる。口径30.4cm、低径9.4cm、器高は40.5cmを測る。焼成は良

好、胎土は密で、色調は内外面・断面のいずれも7.5YR8/1 灰白色である。残存率は50%である。

底部を円形に打ち欠いている。1021は甕である。胴の中央付近よりもやや上がもっとも膨らみ、

口縁端部は丸くおさめる。全体に器壁の荒れが著しく、外面は調整を観察し得ない。内面はハケ

調整がわずかに観察できた。復元口径は14.0cm、底径は6.0 cm、器高は19.6cmで、残存率は50％

である。焼成は良好で胎土は蜜、色調は外面が5YR7/6橙色、内面と断面が7.5YR8/2灰白色である。

煤の付着は認められない。

東南溝はSZ02と溝を共有することからどちらに伴うか不明なものもあるが、1024 〜 1029（第

55図）を検出した。1024は壺である。頚部は口縁部へ向かって外反し、口縁端部は上下につまん

でやや広く平坦面つくるが施文はしない。頚部はハケ調整、胴部はタタキ整形である。内面は指

頭圧痕が残る。復元口径16.2cm、残存器高は12.2cm。焼成は良好、胎土は密で、色調は内外面・

断面ともに7.5YR7/6橙色で、残存率は20%である。1025は壺の胴部である。残存器高16.6cm、復

元した胴部最大径は24.4cmを測る。胴部に簾状文と波状文を順に２条ずつ施す。胴部下半外面

にはミガキを施し、内面にはハケメを認める。残存率は20％。焼成は良好で胎土は蜜、色調は外

面が5YR7/6橙色、内面が10YR7/6褐灰色、断面が7.5YR7/3にぶい橙色である。1026は甕である。

胴の中央部がもっとも膨らみ、口縁端部は上方へややつまみ上げる。外面は口縁部はヨコナデ、

胴部は中央部までハケメ、下半部はケズリのようにも見えるが、外面の剥落が著しく不明である。

内面はハケメで仕上げる。口径は17.1cm、底径は6.8cm、器高は28.2cmで、残存率は60％である。

焼成は良好で胎土は蜜、色調は外面が7.5YR7/4にぶい橙色、内面が7.5YR8/4浅黄橙色、断面が

7.5YR7/2明褐灰色である。二次被熱の痕跡が顕著で、胴下半と口縁端部とそのかえりの部分に

煤の付着が認められ、胴下半は赤変している。1027は壺である。胴上半部と下半部は接合しなかっ

たが、胎土や焼成から同一固体と判断した。胴部最大径付近は残存しないが、あまり張らないラ

グビーボール状の胴部を持つものと推定できる。胴部から頚部が短く立ち上がり、やがてひらい

て口縁部へと続く。口縁端部はつまみあげて端面をつくる。端面にはごく弱い凹線を施すように

も見えるが周回しない。外面は頚部まで強いヨコナデであって、その下にハケメの痕跡が認めら

れる。肩部から胴部にかけてはハケメ、胴下半部はケズリである。内面は口縁部から頚部はヨコ

ナデ、頚部から胴部下半にかけてはハケメである。復元口径17.82cm、底径は7.95cm、推定器高

は約32cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が7.5YR8/3浅黄橙色、内面がN8/0灰白

色、断面が10YR8/2灰白色である。残存率は約20％である。1028は甕である。胴の中央よりやや
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第56図　SZ02 東北溝遺物出土状況（S=1/20）

上方がもっとも膨らみ、口縁端部は粘土を貼り、上下に広げている。端面に平坦面を持ち、３条

の非常に弱い凹線を施す。口縁部内面の一部で横方向のハケメを観察できたが、遺存状態がすこ

ぶる悪く、周回するかどうかは不明である。内面はハケ調整で、胴部と口縁部の境界はヨコナデ

である。外面の胴下半はケズリ、胴上半はハケメである。口径は26.7cm、底径は10.3cm、器高

は50.35cmで、残存率は60％である。焼成は良好で胎土は蜜、色調は内外面・断面共に7.5YR8/8

黄橙色である。胴下半に煤の付着が認められる。1029は甕である。胴の中央よりやや上方がもっ

とも膨らみ、口縁端部は上方へややつまみ上げる。端面に一条の弱い凹線文を施す。外面は口縁

部はヨコナデ、胴部は中央部までハケメ、下半部はケズリで仕上げ、胴中央に簾状文状の刺突文

を施す。内面はハケメで仕上げる。口径は17.6cm、底径は7.7cm、復元器高は29.1cmで、残存率

は60％である。焼成は良好で胎土は蜜、色調は外面が5YR7/4にぶい橙色、内面が2.5Y8/2灰白色、

断面が2.5Y6/1黄灰色である。胴下半に煤の付着が認められる。

共有する溝は３層からなり、第３層は最初に掘削した周溝の埋土、第２層は２回目に掘削した

周溝の埋土、第１層が３回目に掘削した周溝の埋土と考えられる。このうち、第３層の堀形は

SZ02の墳丘部分に沿って屈曲していることから、SZ02の周溝である可能性が高い。この第３層

が埋没した後、第２層に相当する周溝が掘削されるが、これもSZ02の墳丘に取り付くように掘

削されており、SZ02の周溝と考えられる。第１層は第２層埋没後に掘削されており、このとき

の掘削はSZ01の造営に伴うものと考えられる。つまり、SZ02の方がSZ01よりも先に造営された

と考えられる。またほとんどの土器は第１層から出土し、第２層、第３層は遺物がほとんど含ま

れない。共有周溝から出土する土器はSZ01造営以降のものと考えられる。ただ、SZ01が造営さ

れたときにSZ02が機能していなかったと断定はできないので、SZ02とSZ01の共有周溝から出土

する土器はいずれの周溝墓にともなうものか特定は出来ない。
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第57図　SZ02−ST02 平・断面図（S=1/20）

SZ02は長軸9.7ｍ、  

短軸7.4ｍ、長方形で

溝が全周している方形

周溝墓である。長軸

はN55ﾟEを指す。東北

溝幅1.0ｍ、東南溝幅

1.2ｍ、西南溝幅0.7ｍ、

西北溝幅1.5ｍ、長軸

溝外端長11.2ｍ、短軸

溝外端長 10.1ｍを測

る。西北溝をSZ01の

東南溝と共有している

が、西南溝がSZ01の

西南溝よりも約1.5m

東北にずれている。北

部で短軸に平行した主

体部を検出。ST02は

隅丸長方形を呈する主

体部である。西北溝か

ら約２ｍ、東北溝から

約1.5ｍの点が主体部

の中心である。主軸

はN45°Wを指す。長

軸2.24ｍ、短軸1.12ｍ、

深さは0.1ｍ残存する。

底板は長さ1.8ｍ、幅0.8ｍの長方形で、厚さ３〜５cmをはかる。北東の側板は長さ1.8ｍ以上、厚

さ５〜７cm、南西の側板は長さ1.6ｍ以上、厚さ５〜 10cm、北西の小口板は長さ0.65ｍ、厚さ５

〜６cm、南東の小口板は、長さ0.51ｍ以上、厚さ６cmを測る。構造は底板の上に側板と小口板

が乗るもので、側板が小口板をはさんで固定している。副葬品はなく、人骨も残っていなかった。

ST02の中からは遺物が出土しなかった。

遺物は溝の中から多量に検出された。SZ02に伴うことが明確な土器は東北・西南溝から出土

した土器である。

東北溝からは1030 〜 1036（第58図）を検出した。1030は壺である。強く張る球状の胴部から

外反する頚部が伸び、口縁端部は上下に広げて端面を作る。外面は頚部から胴部にかけてハケメ
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第58図　SZ02 東北溝出土遺物（S=1/4）
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第59図　SZ02 東南溝・SZ03 西北溝出土遺物（S=1/4）

で、胴下部の底部付近にミガキが認められる。内面は頚部はナデ、胴部はハケメが認められる。

口径16.6cm、底径は6.7cm、器高は28cmを測る。焼成は良好、胎土は密で、色調は外面が7.5YR7/4 

灰白色、内面が7.5YR7/1明褐灰色、断面が7.5YR7/4にぶい橙色、残存率は約80％である。口縁

部の一部を意図的に打ち欠き、胴部下半と口縁端部下半に二次被熱の痕跡を認める。1031は壺で

ある。頚部は口縁部へ向かって外反し、口縁端部は若干上につまみ上げ、平坦な面を持つ。口縁
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第60図　SZ02 西南溝出土遺物（S=1/4）

部の４ヵ所にそれぞれ２孔の焼成前穿孔を施す。頚

部はヨコナデ調整、胴部は肩部までミガキ調整であ

る。内面は口縁部内面に丁寧な横方向のミガキを施

す。口径16.8cm、残存器高は14.1cm。焼成は良好、

胎土は密で、色調は外面が5YR7/6橙色、内面・断

面が10YR5/1褐灰色を呈する。残存率は20%である

が、口縁部から肩部にかけてはほぼ完存する。1032

は甕である。胴の中央付近よりもやや上部がもっと

も膨らみ、口縁端部は上下に広げる。口縁端面に凹

線文状のくぼみが認められるが、不明瞭で一周しな

い。内面の下部はハケ調整で、胴部と口縁部の境界

はユビオサエで仕上げている。外面胴下半はケズリ

の痕跡があるが、上半はタタキがそのまま残る。復

元口径は19.2cm、底径は7.0 cm、器高は27.8cmで残

存率は60％である。焼成は良好だが胎土はやや粗く、

色調は内外面・断面共に10YR8/3浅黄橙色である。

1033は壺である。あまり張らないラグビーボール状

の胴部にとりつく頚部は短く立ち上がりやがてひら

いて口縁部へと続く。口縁端部は粘土を貼り上下に

広げる。外面は口縁部直下までハケメが認められ、

胴下半部はケズリである。内面は口縁部はヨコナデ、

頚部から胴部上半にかけてはハケメで、底部付近は

ナデ仕上げとなる。口径21.2cm、底径は8.7cm、推定器高は41.1cmを測る。焼成は良好、胎土は

密で、色調は外面が5YR8/3淡橙色、内面・断面が10YR8/1灰白色である。残存率は約30％である。

1034は甕である。口径に対して器高が低く寸詰まりで、全体としてひずみが大きい。胴の中央付

近よりもやや上部がもっとも膨らみ、短く屈曲する口縁部へとつながる。口縁端部は上部につま

みあげる。口縁端面に３条のごく弱い凹線文が回り、端面下端には刻み目を施す。内面はあらい

ケズリで、胴部と口縁部の境界はユビオサエで仕上げている。外面胴下半はケズリ、上半はハケ

メで、ハケメは口縁部直下までおよぶ。復元口径は31.9cm、底径は9.3cm、器高は34.7cmで残存

率は75％である。焼成は良好で胎土は蜜、色調は外面と断面が10YR8/1灰白色、内面が5YR8/4

淡橙色である。二次被熱の痕跡があり、胴下半に煤が付着する。1034は横倒しになった状態で

検出され、旧耕土の下面のレベルで半裁された状態になっていた。このことから、水田の造営の

際に半裁されたものと考えられた。しかし胴部内から、凹面を上方に向け、重なった状態になっ

ている土器破片を検出し、これら破片は、半裁された上半部分の破片であることが判明した。こ
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第61図　SZ03、SZ04、 SZ05、SZ06（S=1/200）

うした埋没状況は自然に起こったとは考えにくく、水田を造成する際に上半が破壊され、その破

片を整理して埋められたものと考えるのが自然であろう。1035は甕である。口縁部から肩部の一

部が残存するのみで器形は明らかでない。口縁部は胴部から短く外反し、口縁端部に平坦面つく

る。外面は粗いハケメ、内面は細かいハケメで仕上げる。復元口径は9.9cm、残存器高は5.95cm

で、残存率は５％である。焼成は良好で胎土は蜜、色調は外面と断面が7.5YR8/3浅黄橙色で、

内面5YR7/6橙色である。残存率は２%である。1036は高杯で、脚部は欠損する。杯部は緩やか

に内湾してたちあがり、口縁端部は丸くおさめる。外面の口縁部下に一条の沈線をめぐらす。遺

存状況が悪く、調整はほとんど観察できないが、外面の一部にミガキと思われる痕跡が認められ

る。復元口径15cm、残存器高は5.4cmで残存率は10％。焼成は良好で胎土は蜜、色調は内外面が

5YR7/6橙色、断面は7.5YR8/1灰白色である。

西南溝からは1042、1043（第60図）を検出した。1042は壺である。胴部中央がまるくふくらみ、

頚部は口縁部へ向かって外反し、口縁端部は上につまんで口縁端部に平坦面つくる。外面は頚部

はハケ調整、胴部下半はミガキを施す。内面にはごくわずかハケメが観察できたが、指頭圧痕が

残るのみである。復元口径17.6cm、底部径7.2cm、推定器高28cmを測る。焼成は良好、胎土は密

で、直径１ｍｍ以下の砂粒を１％含む。色調は外面が5YR7/6橙色、内面が7.5YR8/4浅黄橙色で、

残存率は40%である。胴部下半と口縁端部のかえりの部分に二次被熱の痕跡を認める。1043は甕

である。胴の中央付近がもっとも膨らみ、口縁

端部は上にややつまみ上げ、端面に平坦面を持

つ。内面はあらいハケ調整で、胴部と口縁部の

境界は強いヨコナデで仕上げている。外面胴下

半はケズリの痕跡があるが、上半はタタキが薄

く残る。復元口径は14.0cm、底径は9.8cm、推

定器高は約20cmで、残存率は40％である。焼

成は良好で胎土は蜜、色調は内外面・断面共に

10YR8/2灰白色である。胴部下半と口縁端部下

端に煤の付着が認められる。

SZ03は長軸10.6ｍ、短軸5.9ｍを測る方形周

溝墓である。形状は長方形であるが、周溝は、

東北溝がなく他の３面に存在しており、全周し

ていない。長軸がN60ﾟEを指す。東南溝幅0.7

ｍ、西南溝幅0.7ｍ、西北溝幅0.9ｍ、長軸溝外

端長11.3ｍ、短軸溝外端長7.5ｍ、遺物は西北溝、

東南溝から多量に出土したが、西北溝はSZ02
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第63図　SZ04 西北溝遺物出土状況（S=1/20）

第62図　SZ03 西北溝遺物出土状況（S=1/20）
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第64図　SZ03 西北溝出土遺物（S=1/4）

の東南溝と、東南溝はSZ05の西北溝と共有しているため、明確に分離できていない状況である。

西北溝から出土した土器は1037 〜 1041（第59図）、1061・1062（第64図）である。1037は短頚の

広口壺である。球形の胴部から開いて立ち上がる頚部に水平近くまで外反する口縁部をつくる。

口縁端部は下に拡張し、強くヨコナデする。体部は摩耗が進んでいるが、無文で、ハケメが微

かに観察される。底部に黒斑がある。口径18.3cm、器高34.5cmを測る。胎土は灰黄色を呈する。

1038は壺である。短く立ち上がる頚部から水平近くまで外反する口縁部をつくる。口縁端部は上

下に拡張させ、ヨコナデしている。体部はなで肩で、最大径は胴部中央よりやや上にある。底部

はヘラケズリ、胴肩部はハケメ、体部内面はハケメで調整する。底部を穿孔する。口径15.8cm、

器高29.5cmを測る。1039は短頚の広口壺である。なで肩の胴部に外湾して立ち上がる口頚部を

つくる。口縁端部は上下に拡張させてわずかに外傾する面をつくる。胴部はタタキの後ハケで調

整する。内面は板ナデである。口径19cmを測る。胎土はにぶい黄橙色を呈する。1040は広口壺

である。球形の胴部に短く立ち上がる頚部から外反する口縁部をつくる。口縁端部を上につまみ

上げ、外傾する面をつくる。体部は摩耗しているが、無文で底部にヘラケズリが観察される。口

縁部と肩部に黒斑が残る。口径16.1cm、器高32.4cmを測る。胎土はにぶい橙色から灰黄褐色を

呈する。1041は甕である。胴部、底部から腹部に水平や右下がりのタタキ目が残る。底径5.2cm、

器高は約28cmを測る。胎土は黄灰色〜橙色を呈する。1061は無文の水差しである。1062は短頚

の広口壺。器壁は摩滅している。強く外反させた口縁端部を上に摘み上げている。

東南溝から出土した土器は1044 〜 1060（第66 〜 68図）である。約３ｍの範囲に壷・甕・高杯・

台付鉢・水差など16点が横倒しになった状態で検出されており、溝に投棄された状態ではない。

周溝墓自体が耕土直下で検出されており、墳丘の存在を考えて墳丘上から落下したことも考えら

れるが、その場合も土器の多くが口縁を一方向に揃って倒れこんだ状況からも考えにくい。この

ことから周溝内に土器を立ち並べた後、倒れたあるいは倒した状態で埋没したと推定される。土

器の埋没底面の高さに違いが認められる。同一地点で土器が上下していることから、土器を樹立

した行為が２度あったと推定することが可能である。これらの諸点を踏まえて土器埋没までの過



− 112 −

第65図　SZ03・04 東南溝、SZ05 西北溝遺物出土状況（S=1/40）
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第66図　SZ03・04 東南溝、SZ05 西北溝出土遺物１（S=1/4）
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第67図　SZ03・04 東南溝、SZ05 西北溝出土遺物２（S=1/4）
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第68図　SZ03・04 東南溝、SZ05 西北溝出土遺物３（S=1/4）

程を復元すると、①周溝内に大型壷（1050）・壷（1051・1052）・高杯（1057・1058）・台付鉢（1059）・

水差（1056）・甕（1053・1054・1055）の10点を樹立して何らかの祭祀的行為を行った。②時間

的経過の後、周溝内が一定程度埋没してから、再び大型壷（1044）・壷（1045 〜 1047）・甕（1048・

1049）の６点を樹立して何らかの祭祀的行為を行った。その後、同様の行為が行われたかは分か

らない。他に周溝墓内で埋葬主体など関連する遺構は確認できなかった。ただし、中央付近で

ブロック土を含んだ広がりが認められた。墓坑の可能性も考えられるが、明確にできなかった。

1044は受口口縁の壺である。球形の胴部に、やや開いて立ち上がる頚部から外反する口縁端部を

内弯気味に上下に拡張する。口縁端部は縦描きの直線文と簾状文、頚部は９条の櫛描き直線文、

肩部から胴部は櫛描簾状文５条と７条の直線文を巡らせ、最下段に簾状文を１条施している。底

部はヘラミガキ、内面はハケメである。口径23cm、器高52.8cmを測る。1045は短頸の広口壺で

ある。算盤玉状に膨らむ胴部から外反して立ち上がる頚部に口縁端部は下方に拡張させる。口縁

部外面は簾状文の上に円形浮文を貼り付ける。口縁端部内面に櫛描列点文、頚部から胴部は櫛描

の簾状文を５条巡らせているが、摩耗が進み観察が困難である。肩部にも円形浮文を１帯簾状文

の上に貼り付けている。底部に穿孔がある。口径16cm、器高31cmを測る。1046は広口壺である。

胴部中央で「く」字形に膨らむ胴部に、弱い締まりの頸部から外弯気味に立ち上がる口頚部をつ

くる。口縁端部は上下に拡張させる。口縁端部外面に１条、頚部から胴部に５条の簾状文を描く。

外面は摩耗が進み調整は観察できない。胴部に大きな黒斑がある。底部内面はハケメ、胴部内面

はナデで仕上げる。口径19.7cm、器高27.3cmを測る。1047は広口壺である。球形の胴部に開い

て立ち上がる頚部から水平近くまで外反させる口頚部をつくる。口縁端部は上下に拡張し、４条
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の凹線文を施す。頚部から胴部は、波状文と４条の簾状文を巡らせる。器壁は底部付近にヘラミ

ガキが観察されるが、全体に摩耗している。底部に穿孔がある。口径21.5cm、器高32.2cmを測る。

胎土は黄褐色で他地域の土器である。1048は甕である。胴部上半で膨らむ胴部に、「く」字形に

外反する口縁の端部を摘み上げてヨコナデする。器壁は摩耗が進み、調整を観察できない。胴部

に穿孔がある。口径13.4cm、21.4cmを測る。1049は甕である。やや膨らむ胴部から短く立ち上

がり水平近くまで外反する口縁をつくる。口縁端部は上下に拡張させる。口頚部はヨコナデ、口

径17.6cm、器高31cmを測る。1050は壺である。外傾して立ち上がる頚部から受け口口縁をつく

る。口縁部外面に櫛描の列点文を２条巡らせる。頚部は３条の波状文と、頚部から肩部に３条

の簾状文を描く。胴部に大きな黒斑、底部近くに穿孔がある。口径27.4cm、器高61.8cmを測る。

1051は短頚の広口壺である。球形の胴部から開いて立ち上がる頚部に外反する口縁をつくる。口

縁端部は上下にわずかに拡張している。体部は摩耗が進んでいるが、無文で、胴部上半にハケメ

が観察できる。口径16.8cm、器高26.7cmを測る。胎土は橙色である。1052は無文の広口壺である。

球形に近い胴部から短く立ち上がる頚部を外反させる口縁をつくる。口縁端部をわずかに上につ

まみ上げ、外傾する面をつくる。器壁は摩耗が進んでいるが、底部外面にヘラケズリが観察でき

る。内面は炭化物が付着する。底部に穿孔がある。口径11.6cm、器高25.2cmを測る。胎土は黄

灰色からにぶい橙色を呈する。1053は甕である。胴部上半に最大径をもつ。口縁部を欠く。胴部

上半はハケメ、胴から底部はヘラケズリが観察できる。内面は摩耗している。残存高17.5cmを測

る。1054は甕である。緩やかに膨らむ胴部に短く立ち上がる頚部を外反させて口縁をつくる。口

縁端部をわずかに肥厚させている。胴部外面に大きな黒斑がある。内面はハケメで仕上げる。口

径13.8cm、器高18.4cmを測る。胎土は浅黄色を呈する。1055は甕である。わずかに膨らむ胴部

に「く」字形に外反する口縁端部を摘み上げてヨコナデして仕上げる。器壁は全体に摩滅し、調

整は観察できない。口径13.4cm、器高21.5cmを測る。胎土はにぶい橙色。1056は台付き水差し

である。底部付近で大きく張り出す胴部をもつ。開いて立ち上がる口頚部に櫛描の細かい列点文

を３段、胴部は摩滅し、模様を復元できない。把手に刺突文を付ける。脚部は「ハ」字形に広が

り透かし孔と裾端部に綾杉文を施す。口径7.8cm、器高18.2cmを測る。 外面はにぶい褐色を呈す

る。1057は高坏である。椀形の杯部に筒状の脚部から「ハ」字形に開く裾部を持つ。内外面とも

摩耗が進んでいるが、杯部外面にヘラミガキを微かに確認できる。口縁部に黒斑がある。脚部内

面は絞り痕が残る。裾端部をわずかに折り曲げ、面をつくる。口径22.6cm、器高16.1cmを測る。

胎土は橙色から黄橙色を呈する。1058は高坏である。椀型の杯部に内弯気味に開く脚部をつくる

高坏。裾端部は内傾し、接地面は小さい。脚部上端に杯接合時の刺突痕が残る。口径14.2cm、器

高12.3cmを測る。胎土はにぶい橙色を呈する。1059は台付鉢である。「ハ」字形に開く脚部を持つ。

脚端部はわずかに内弯させている。脚は２段の透かし孔と、下端近くに２条の沈線文を巡らせる。

杯部は摩耗が進み、模様や調整を観察できない。口径23.5cm、器高17.0cmを測る。1060は台付

鉢である。口縁部外面に２条の廉状文、脚部は３段の透し孔を開ける。
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SZ04はSZ03の西北溝が埋まった後SZ02東南溝部分を掘り直して西北溝として造り直した方形

周溝墓である。溝の位置を変更していることから異なる方形周溝墓と認識し、SZ04とした。長

軸の考え方をどうするかで長さが相当に変化する。西北溝がSZ03より短くなっていることから

東南溝の長さを長軸とした。その場合は長軸9.1ｍ、短軸7.0ｍの長方形となるが。周溝は東北溝

がなく、全周していない。長軸がN60ﾟEをさす。東南溝幅1.0ｍ、西南溝幅0.7ｍ、西北溝幅0.6ｍ

を測る。長軸溝外端長9.8ｍ、短軸溝外端長8.6ｍとなる。長軸溝外端長をSZ03の東北端までとす

ると11.3ｍを測る。SZ03の西北溝が埋まった部分で主体部を１基検出。ST03は隅丸長方形を呈す

る土壙である。西北溝から約１ｍ、東北溝から約３ｍの点が主体部の中心である。主軸はN35ﾟE

を指す。長軸1.3ｍ、短軸0.6ｍを測る。木棺痕跡はなく、人骨等の検出も無かったため、主体部

かどうかは不明であるが、土壙の位置形状から主体部として報告する。遺物はSZ03で説明した

とおり西北溝、東南溝から多量に出土したが、西北溝はSZ02の東南溝と、東南溝はSZ05の西北

溝と共有しているため、明確に分離できていない状況である。

SZ05は長軸3.3ｍ、短軸3.2ｍを測るほぼ正方形の方形周溝墓である。溝は東北溝が明確ではな

く、２ヵ所で途切れる。西北溝はSZ03・04の東南溝と共有している。長軸がN35ﾟWを指す。東

北溝幅1.0ｍ、東南溝幅0.5ｍ、西南溝幅1.0ｍ、西北溝幅0.8ｍ、長軸溝外端長4.6ｍ、短軸溝外端

長5.2ｍを測る。中央から僅かに西北方向にずれたところで主体部を検出した。ST04は長軸1.7

ｍ、短軸0.7ｍを測る長方形の土壙である。周溝簿の長軸と平行し、長軸がN35ﾟWを指す。木棺

等の痕跡は確認できず、人骨等の検出も無かったため、主体部かどうかは不明であるが、位置

と形状から主体部とした。遺物は西北溝から多量に出土したが、西北溝はSZ03の東南溝と共有

しているため、明確に分離できていない状況である。南溝からは1063（第70図）を１点出土した。

1063は甕である。「く」字形に外反する口縁部をつくる。口縁端部は丸く仕上げる。体部は主に

水平方向のタタキ目である。

SZ06は長軸10.4ｍ、短軸検出長4.0ｍを測る方形周溝墓である。長軸がN50ﾟWを指す。西南部

が調査区域外にのびるため本来の長軸等は不明であるが、検出部分からのみ長軸を決めている。

溝は西南溝が不明であり、東北溝と東南溝・西北溝の一部を検出した。東北溝幅1.0ｍ、東南溝幅0.5

ｍ、西南溝幅1.0ｍ、長軸溝外端長4.6ｍ、短軸溝外端長5.2ｍを測る。他の方形周溝墓よりも溝幅

が広く、規模も大きいようであるが、全体の規模は不明である。主体部は検出しなかった。東南

溝からは1064 〜 1065（第70図）の土器を出土した。1064は広口壺である。内傾気味に立ち上が

る頚部から水平近くまで外反させる口縁を持つ。口縁端部はわずかに上下に拡張させる。器壁は

全体に摩耗が進み、調整は観察できない。口径14cmを測る。1065は高坏である。椀形の杯部か

ら水平近くまで伸びる口縁端部を垂下させるもの。口縁部内面の突帯は内傾する。脚部は外弯気

味に緩やかに広がり、端部はわずかに肥厚させる。杯部は内外面ともヘラミガキ、脚部は摩耗し

ているが、内面はヘラケズリである。口径27.7cm、器高22.2cmを測る。胎土はにぶい橙色である。

方形周溝墓出土遺物以外にも02020調査で1068 〜 1073（第70図）、03017調査で1066・1067（第
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第69図　SZ06 東南溝遺物出土状況
（S=1/20）

70図）の土器が出土した。

６基の方形周溝墓は溝を共有して築造されているのであるが、同時に造られたものではな

く、順次造られたものである。方形周溝墓の配置から考えると、６基の中ではSZ03が最も古く、

SZ02が西側にSZ03の西北溝を共有して造られる。次にSZ01がSZ02の西北溝を共有して、築造し

ていくことがわかる。SZ03、SZ02、SZ01と順に築造していくのであるが、これらの方形周溝墓

の東から北側にNR11の川が流れているため、川の蛇行に沿って数ｍづつ西に、さらに長軸を約

５・10度と西へ振りながら築造されている。その間にSZ06も築造される。そのため、SZ01の次

の方形周溝墓はSZ03を造り直すことにより、SZ04とする。その後、SZ04とSZ06の一部を利用し

ながら、SZ05が築造されたと考えるのが適当であろうと思われる。SZ03とSZ04を同じ墓と考え

てもよいのであるが、ST03がSZ03の西北溝が埋まった後に掘削されていること、SZ04の西北溝

がST03の外側をまわること等から単純に溝を清掃して、利用したのではなく、別の墓として造

り替えたと考えた。

SZ01東南溝・SZ02西北溝、SZ02東南溝・SZ03・04西北溝、SZ03・04東南溝・SZ05西北溝は

それぞれ溝を共有することから、出土遺物がどの方形周溝墓に伴うのか明確にできていないので

出土状況等から以下のように考えた。

SZ01東南溝・SZ02西北溝の遺物は1024 〜 1029の６点である。溝の中央部分からSZ02寄りに

出土しており、SZ01に近いところにはない。共有する部分の溝の形状は、SZ01の東南溝南端部

よりも幅が約0.5ｍ広くなっている。SZ02の西南溝から続くようにSZ01を抉っている。築造順序

でも述べたようにSZ02が先にSZ01が後に築造されたのである。SZ02の西北溝の外端部を埋めて

SZ01が築造されたのである。それはNR11があったために、築造場所にゆとりがなかったためと

考えられる。築造順序の逆は考えにくい状況である。となると共有する溝の中から出土した遺

物は最下層からではなく、中・上層からであることか

ら、SZ01に伴う遺物と考えるのが適当であろう。ただ、

第52図の1025・1027、第53図の1024・1029は溝の中央

部分であるとするとSZ01に伴う遺物であろう。第53

図の1028は溝の中央部分と考えると溝幅が広くなるた

め、1026はSZ02の肩部に近いため、SZ02の遺物と考

えてもよいのかもしれない。

SZ02東南溝・SZ03・04西北溝出土遺物は基本的に

はそれぞれの溝から出土している。第62図の右の遺物

（第64図　1061・1062）はSZ03の西北溝内出土遺物と

考えてよい。第62図の左の一群はSZ02の東南溝の上

にあるが、SZ03・02の溝が埋まってから、掘りなお

されたSZ04の溝の上に掘り残した状態で検出してい
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第70図　SZ05、SZ06、02020調査−１・２・３区、03017調査出土遺物（S=1/4）
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第71図　周溝埋土断面（S=1/4）

る。調査で任意に掘残した部分に遺物があることから、SZ02の東南溝内よりもSZ04の西北溝内

出土と考えたほうが適当であろう。第63図の遺物は掘削しなおされたSZ04の西北溝内にある。

この部分の遺物はSZ04の遺物と考えるのが適当であろう。

SZ03・04東南溝・SZ05西北溝出土遺物は第66 〜 68図の17点であるが、第68図の1060は他の16

点からは離れた位置での出土である。大きく２層に分けられ、大型壷１点・壷２点・高杯２点・

台付鉢１点・水差１点・甕３点の10点が下層から出土した。上層から大型壷１点・壷３点・甕２

点、少し離れた地点で台付鉢１点を出土した。下層から出土した10点の内甕（1053）１点が上層

出土大型壷（1044）の下から出土しており、位置的にSZ05の溝とは考えにくい。残りの９点は

位置的にはSZ05の溝内と考えられなくもないが、甕（1053）と同一層からの出土であることから、

SZ03もしくはSZ04に伴う遺物と考えるのが適当であろう。下層では大型壷・壷・甕・高杯・台

付鉢・水差、上層は高杯・水差は欠落しているが大型壷・壷・甕・台付鉢の主だった機種が揃っ

て供献されている。下層の土器の組み合わせが弥生時代中期後半の府中遺跡での葬送儀礼に伴っ

て供献された物の種類と量を明らかにしてくれることになるのかもしれない。

（伊藤文彦・亀島重則・藤澤眞依）
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第73図　06017−１区　古墳時代の遺構平面図

第５節　弥生時代後期から古墳時代の遺構と遺物
中近世の生活面から0.2 〜 0.3ｍ下がった、06区ではT.P.17.5ｍ、02020−１区、２区ではや

や低く12.3ｍ、00173−１区では17.8ｍ前後の面で弥生時代後期から古墳時代の遺構が検出さ

れる。02020−１区、２区では弥生時代前期頃の河道の上に遺構が形成されるため、やや低

くなっているが03017−１区では周囲よりやや高くなった砂混り土の上で遺構が見つかったため、

02020−２区に比べるとレベルが高くなったのであろう。

06017−１区（第73 〜 75図）

中世〜近世初頭の遺構面を掘削し除去したT.P.17.5ｍ付近で４基の遺構を確認したため、遺構

面として認識した。当遺構面は調査区の北東側から南西側に向けて低くなる地形である。

当遺構面のベースは灰色砂礫層と灰黄褐色砂質シルト層からなる。灰色砂礫層は06017−１区

北側（第73図の灰色部分）に厚さ0.3 〜 0.4ｍほど堆積しており、かつての自然流路であろう。そ

れより南側では砂が多く混ざり、層の厚さも減じる。この砂礫層を覆うように灰黄褐色砂質シル

トが堆積し、遺構が掘削されていた。

SD06、SD07は調査区北東部で検出された遺構で、SD06はその形状から北流する溝と思われる。

SD07は西側肩部のみが検出されただけであり、全容は不明である。深さは両方とも約0.2ｍであっ
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第75図　06017−１区
砂礫層出土土器実測図

第74図　06017−１区　SD06、SD07平面図・断面図

た。SD07は土層観察から幅1.7m以上の遺構であったことがわかる。埋土はともに砂礫層であり、

SD07から土器体部の小片が出土した。

SD08、SD37は調査区南側で検出された２条の溝である。SD08は南東から北西方向に検出され

た長さ８ｍ幅１ｍ深さ0.2ｍの溝である。SD32はやや湾曲する南北方向の溝で、検出された長さ

約4.5ｍ幅0.8ｍ深さ0.1ｍである。その北

端は残りが悪く断定できないが、SD08

と重複しているように観察された。

両遺構の埋土はいずれも黄褐色の砂礫

混じり土あるいはシルトで、SD08より

土器の小片が出土したが、時期は特定で

きない。

これら遺構埋土より出土した遺物から

直接時期を知ることは難しいが、灰色砂

礫層の底付近より小型丸底土器（第75図

1082）が出土している。

また、06017−２区でも同時期と思わ

れる灰色砂礫層と灰黄褐色砂質シルト層

を確認している。06017−２区では灰黄

褐色砂質シルト層から古墳時代中期後半

と思われる須恵器が出土しており、その

成果から当遺構面の上限を古墳時代後期

頃としておく。

02020−１区（第76、77図）

この調査区では耕土を除去し、黄灰色土を約0.3

〜 0.4ｍ掘り下げた面、南東でT.P.17.5ｍ、約45ｍ離

れた西端でT.P.17.25ｍを測る砂質土上面で、弥生時

代後期から古墳時代の土器を含む河道や溝、土坑を

検出した。

SK11は調査区の西端で検出した歪な土坑である。

西側が調査区外に延びているが、大きさは南北1.4

ｍ、東1.15ｍ以上、深さは0.2ｍを測る。弥生時代後期末から古墳時代はじめ頃の土器片が出土

している。

SD12は調査区西部で南北に流路を持つ自然流路で、幅は南端で５ｍ、北端で約８ｍ、深さは
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第76図　02020−１区　弥生時代後期から古墳時代の遺構平面図

約１ｍを測る。埋土は

上層が灰色シルト、下

層が黒褐色シルト、最

下層は青灰色粘土であ

る。上層埋土から弥生

時代後期末から古墳時

代前期頃の土器が出土

しているが、小破片の

みで、図化できるもの

は無かった。

SD13は調査区南部、

X=−167813ｍ付近で

検出した幅0.4ｍ、深

さ約0.08ｍを測る溝で

ある。この調査区は３

分割して調査を行った

が、南西端の長さ12ｍ

の範囲のみで確認でき

た。それ以西では削平

されたのか、浅くなっ

て消滅したのか遺構を

確認できなかった。

埋土からサヌカイト

片が出土した。

SD14はSD13の北側

で検出した東西方向の

河道である。幅5.9ｍ、

深さ0.2ｍを測る。西

側は浅くなり、SD12

に合流する。埋土は灰

黄褐色砂礫、褐灰色砂

礫などで、洪水により

短期間で埋没した河道

であろう。土器小片が
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第77図　02020−１区　弥生時代後期から古墳時代の遺構平面図・断面図

出土しているが、時期は特定できない。

SK15は西北端近くで検出した土坑で、南側は調査区外に広がる。大きさは0.4ｍ×0.4ｍ以上、

深さ0.2ｍを測る。SK16はSK15の北側で検出した丸みを持った三角形の土坑で、大きさは0.65ｍ

×0.65ｍ、深さ0.3ｍを測る。埋土は褐灰色粘質シルトである。SK17は調査区中央の北よりにあ

る楕円形土坑で、長径0.7ｍ，短径0.5ｍ、深さ0.1ｍを測る。SK18は調査区中央南西側にある土坑

で、南側は調査区外に広がっているが、1.6ｍ×0.7ｍ以上、深さ0.1ｍを測る。SK19は調査区の南

部、X=−167809ｍ付近で検出した土坑で、西南は河道により切られているが、規模は0.85ｍ×0.7

ｍ以上、深さ0.2ｍを測る。埋土は黄灰色砂質土と灰色砂質土の２層に別れる。 
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第78図　02020−２区　弥生時代後期から古墳時代の遺構平面図

SP20はSD13埋没後に掘られた長径0.85ｍ、短径0.4ｍの楕円形土坑で、深さは0.05ｍを測る。

埋土は黄灰色土である。SK21はSD14の西側で検出した小土坑で、 SD22を切って掘られている。

長径0.45ｍ，短径0.4ｍ、深さ0.25ｍを測る。埋土は褐灰色土ある。     

SD22はSD14から西に走る幅1.0 〜 1.2ｍの溝で、約５ｍで途切れる。深さは0.2ｍを測る。

この面で検出し

た遺構から弥生時

代後期末頃から古

墳時代後期頃まで

の土器が出土して

いるが、小片のみ

で、時期を絞れな

い。

ここでは弥生時

代後期から古墳時

代後期と幅を持た

せて報告しておく。

02020−２区

（第78図〉

02020−１区と

幅約４ｍの里道を

挟んで東南側の調

査区である。旧耕

作土、床土の下に

薄く黄灰色土が堆

積するが、この下

面、T.P.17.8ｍ 付

近で弥生時代後期

から古墳時代の遺

構を検出した。

SD07は 調 査 区

北東側を弧を描く

ように掘られた溝

で、幅1.0ｍ、深さ
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第80図　03017−２区　SD01、SD03断面図

第79図　02020−２区　SK02、SK08、SK30、SD07平面図・断面図

0.15ｍを測る。埋土は褐灰色シルト〜粘質土である。03017−１区との関係から、弥生時代後期か

ら古墳時代前期の遺構と考える。

SK08はSK20の北２ｍにあるほぼ円形の土坑で、直径0.8ｍ、深さ0.15ｍを測る。埋土は褐灰色

シルト質粘土である。SK30は調査区南東部、X=−67837ｍ、Y=−52955ｍで検出した長径1.0ｍ、

短径0.5ｍ、深さ0.08ｍを測る楕円形の土坑で、埋土は灰白色粘質シルトである。遺物は出土しな

かった。

03017−１〜 3 区の遺構（第82図）

03017調査では、03017−１区でT.P.18.2ｍ前後の堆積する耕土を除去すると須恵器や土師器の

小片を含む黄橙色〜灰黄色砂礫層や褐灰色砂質土〜シルト層が約0.2ｍの厚さで観察されるが、

この土を除去した面で弥生時代後期から古墳時代前期の細かく砕かれた土器を多く含む灰褐色砂

混粘質土が堆積している。土器は脆弱で土壌と変わらない固さだったので、注意深く徐々に掘り

下げて行く過程で、周囲より灰色粘土が多く堆積した溝が観察された。また、この遺構が途切れ

た北側約２ｍの所で、弥生時代後期の土坑を検出した。

また、03017−２、３区では旧耕土、褐灰色粘土を除去した灰色粘土（NR11の埋土）の上面で

溝SD01の続きが観察できた。

SD01（第80図）は３区北西端の北東端、X=−167860、Y=−52920から北北西方向に走る溝で、

１区中央で西に屈曲し浅くなっている。溝の

幅は北東端で0.85ｍ、１区で1.25ｍ、深さは0.3

ｍを測る。埋土は暗灰色溝の上層に弥生時代

後期末から古墳時代前期頃の土器が出土した

が、非常に脆弱で硬さが土壌と変わず、また、
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第82図　03017−１〜３区　平面図

第81図　03017−１区　SK29平面図･断面図

意図的に砕いて投棄されたのか、良好な破片

は殆ど無かった。

SD03は06017−２〜３区で検出した幅0.3ｍ、

深さ0.05ｍを測る小溝である。３区から始ま

り、１区では検出面を下げすぎたのか、確認

することはできなかった。遺物は出土してい

ない。短い溝であるが、この付近の条里地割

りと同方向で、中世遺構の可能性もある。

SK29は１区の後述するSD01が途切れた北

約２ｍの砂質土上で検出した円形を呈する

土坑である。SD01は調査区北部Y=−52927

ｍ付近で掘形を追いかけられなくなるが、後

期の土器片は幅３〜４ｍの範囲内で帯状に

散らばっていた。SK29はこの土器廃棄帯の

下層で検出した。遺構の輪郭を把握するのが

遅れ、上層断面を残すことはできなかった。

土坑の平面形はわずかに楕円形で、長径0.95

ｍ、短径0.90ｍ、深さは0.15ｍを測る。下層

埋土は主に砂混りの灰褐色粘土で、掘削断面

は浅い椀状である。

出土土器
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第83図　03017−１区　SK29出土土器実測図

1074 〜 1077は甕。1074は全形が分かるもので、最大径は体部上半にあり、やや窄まる頸部か

ら外反する口縁部をつくり、口縁端部は丸く収める。外面のタタキは底部と上半部の２分割で施

している。1075は外反する口縁端部に垂直の面をつくる。1077は肩部近くに最大径を持つもので、

短く外反する口縁の端部は僅かに外傾する面をつくる。1076は体部中央に最大径を持つもの。口

縁端部は丸く収める。

1078 〜 1081は高坏。1078は平らな杯部で、口縁部は開いて立ち上がり、端部は外反して丸く

収める。1079脚裾部は欠失している。杯部は椀状で、緩く外反して立ち上がる口縁部をつける。

1080は脚部で、タタキ目で成形するものは珍しい。1081は脚部で、屈折して広がり、端部を丸く

収める。２段に透かしを穿つ。

1082は小型壷。体部は球形で、底部に指頭痕が残る。頸部より上は欠失している。

1083、1084は斜めに開く体部をもつ鉢で、底部は指オサエでつくる。1084は螺旋状のタタキで

成形する。

02020−３区（付図３）

02020−３区は耕作土を除去したT.P.18.7ｍ前後の面で、縄文時代から中世の各時代の遺構が検

出される。
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第84図　02020−３区　SD09、NR02断面図

NR02は古墳時代の河道で、幅約4ｍ、深さ1.8ｍを測る。埋土は砂礫やシルト、粘土層で、上

層から土師器片が出土している。府道を挟んだ東側で1984年度に実施した調査でもこの河道が検

出されており、北東側の肩は調査区外であったが、幅６ｍ以上、深さ1.5ｍ前後で、上層埋土か

ら古墳時代中期頃の韓式土器や土師器、須恵器が出土している。

SD09は方形周溝墓SZ05の東南約６ｍで検出した溝である。SZ05から南東に延びる溝が方形墓

の周溝であれば、周溝墓より新しくなる。溝の幅は南西端で1.8ｍ、北東端で3.2ｍ、深さ0.8ｍを

測る。埋土は上層が主に砂質土、下層が灰オリーブ色〜灰白色砂礫である。
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第85図　06017−１区　SD01、SK02、SD03平面図（S=1/80）・断面図（S=/50）

第６節　中近世の遺構
今回の調査では、表土、旧耕土、床土を除去した高さで遺構が検出される。

06017−１区　中世後半〜近世初頭の遺構面（第85 〜 87図）

近現代の盛土層を除去したT.P.+17.8ｍ付近で遺構が４基確認された。

SD01は調査区西端で検出され、撹乱により破壊されている。長さ約5.8ｍ、深さ約0.3ｍ、検出幅1.3

ｍである。埋土は暗褐色砂礫混じりのシルトで、少量の土器片が出土した。

SK02はSK01の東側で検出された不定形の浅い遺構である。長軸は3.5ｍ、短軸は約２ｍ、深さ

0.1mである。埋土は黒褐色の砂礫土である。

SD03は調査区の南で検出された溝状遺構で、幅１〜２ｍ、深さ0.15ｍ、長さ４ｍである。埋土

は暗褐色砂礫混じりシルトであり、遺構底のレベルは南西が低く北東が高い。

SK04は、調査区西側で検出された長軸0.4ｍの土坑で、そこから人頭台の石が出土した。礎石

とも考えたが、周囲で遺構が検出できなかったため、性格は断定できない。

SK36は調査区東側で検出された、長径8.0ｍ短径4.0ｍ深さ0.2mの土坑状の遺構である。埋土は

２層に区分され、上層が暗褐色の粘質シルト、下層が黄褐色のシルトであった。
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第87図　06017−１区　SK36平面図･断面図

第88図　03017−７区　SK13、SK14平面図・断面図

第86図　06017−１区　SK04平面図･断面図

検出した遺構は埋土が互いに酷似しており廃絶時期が近いと考える。また、埋土より少量の遺

物が出土しているが、時期を決定できない。遺構面ベース土から陶磁器片や近世に属する土器類

が出土していることから、中世後半から近世初頭にかけての遺構面と考える。

03017−７区（第88図）

耕土を除去したT.P.19.0ｍ前後で弥生時代から中近世までの遺構を検出した。弥生時代と中近

世の遺構は埋土が異なるので峻別できる。

SK13は７区南端で検出した。方形に近い歪

な土坑で長辺0.9ｍ、短辺0.7ｍ、深さ0.25ｍを測

る。埋土は灰黄色土や黄灰褐色土で、上層から

瓦器や土師器片が出土している。SK14はSK13

の３ｍ東にある土坑で、長径1.2ｍ、短径0.55ｍ、

深さ0.2ｍを測る。埋土は灰黄色土、灰黄褐色

土で遺物は出土していない。

SKで13で瓦器が出土し、SK14も埋土が近似

していることからら中世の遺構と判断した。
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第７節　各地区出土の石器
土屋　みづほ　

石器は、加工痕、使用痕の明瞭なものを中心に、18点を図化した。法量、石材、色調、出土位

置については、観察表に記した（表４）。図化したもののほか、サヌカイトのRF、剥片が出土し

ている。

１〜６は打製石鏃である。１は完形、基部は外側にやや湾曲する形状である。基部の調整剥離

が最後に施されている。２は完形、凹基無茎で、基部の抉りは浅い。調整剥離は粗く、剥離順序

も一定しない。３は先端部と基部両端をわずかに欠損する。凹基無茎で、基部の抉りは深く、脚

部端は丸みを帯びる形状である。基部の調整剥離が最後に施されている。４は基部の一端を欠損

する。凹基無茎で、基部の抉りは浅い。調整剥離は粗い。５は先端部と基部の一端を欠損する。

凹基無茎で、基部の抉りはやや浅い。調整剥離はやや粗く、主剥離面が残存する。基部の調整剥

離が最後に施されている。６は完形、凹基無茎で、基部の抉りは浅い。平面形は左右やや非対称

で、側縁は鋸歯状となる。調整剥離の順序はあまり一定しないが、基部の調整剥離が最後に施さ

れている。

７、８はスクレイパーである。７は一端を欠損する。側面に自然面が残存し、素材剥片の打面

も自然面である。調整剥離は背面から腹面、腹面から背面の順に施されている。刃縁に微細剥離

がみとめられ、使用によるものである可能性が考えられる。８は完形で、主に腹面から背面に調

整剥離が施されている。自然面が大きく残存し、素材剥片の打面も自然面である。

９、10は打製石錐である。９は頭部を欠損する。摩滅痕などの使用痕は確認できず、形状から

は石鏃の可能性も考えられる。しかし、出土層から所属時期と考えられる縄文時代中期末には大

阪府内で有茎石鏃の出土例がほとんどないことから、ここでは錐として報告する。10は先端部を

欠損する。調整剥離は粗く、頭部に自然面を残す。先端部の一部に摩滅痕のような痕跡が確認で

きるが、不明瞭である。

11は一端を欠損する。円礫素材である。一方の面が大きく窪み、椀状を呈する。窪みの内側は、

全体にざらついており、加工痕跡は不明瞭である。また、幅1.0 〜 1.5mmの溝状の痕跡が、特に

最深部付近に顕著にみとめられ、使用痕と考えられる。窪みの周縁には擦痕がみとめられ、成形

時の研磨痕と考えられる。もう一方の面は、部分的に擦痕がみとめられる。手持ちあるいは置い

て使用した際の使用痕であろう。側面は黒化しており、被熱によるものと考えられる。以上の使

用痕からは、窪み内に対象物を入れ、スル、ツブスなどの作業を行ったものであることが想定で

きる。一方、窪みが非常に深く椀状となる点は、縄文時代の一般的な石皿にはあまりみられない

特徴といえよう。類例として、縄文時代後期の資料であるが、長野県北村遺跡出土のもの（町田

1993　図版141−28）が挙げられる。窪みの断面形がV字状である点は異なっているが、窪みの

深い形状、法量は類似しており、管見では数少ない類例である。この深い窪みが、加工により形

成されたものであるかについては、窪みの周縁については研磨痕がみとめられるものの、内部の
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第89図　出土石器実測図１

明瞭な加工痕は確認できない。仮に、自然現象により窪みのある形状をもつ素材を利用したと

するなら、ポットホールが候補として挙げられる。ポットホールが遺跡から出土した例として、

近畿地方では、和歌山県かつらぎ町丁の町・妙寺遺跡出土資料、奈良県五條市上島野遺跡採集資

料などが挙げられる。丁の町・妙寺遺跡の資料は、縄文時代後期初頭、中津式期の大型の土坑か

ら出土したものである。石材は、やや軟質であるが、府中遺跡出土資料と同様、頁岩・ホルンフェ

ルス系の石材を用いており、色調、粒度にも共通点がみとめられる。また、椀状ではないものの、

片面が大きく窪む点、窪み内に敲打痕などの加工痕がみとめられない点でも類似する。奈良県五

條市上島野遺跡の資料は採集品であり、詳細な時期は不明である。「異形研磨石製品」として報

告されているが、写真、図面からは同じく未加工、未使用のポットホールの可能性が高い。府中

遺跡出土の11についても、このような、自然現象によるポットホールの形状を活かし、石器とし

て利用した可能性が考えられる。

12、13は凹石である。12は完形、円礫素材である。両面とも中央部が凹み、擦痕、敲打痕がみ

とめられる。敲打痕は中心付近ほど集中してみとめられ、右面に比べ左面に特に顕著である。ま

た、敲打痕はいずれも擦痕を切っており、スル用途で用いた後に、タタク用途で使用したものと

考えられる。また、側縁にも部分的に敲打痕がみとめられるようであるが、不明瞭である。13は、

円礫素材である。両面とも中央部が凹み、擦痕、敲打痕がみとめられる。敲打痕は中心付近ほど

集中してみとめられる。また、敲打痕はいずれも擦痕を切っており、スル用途で用いた後に、タ

タク用途で使用したものと考えられる。側面にも部分的に敲打痕がみとめられる。
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第90図　出土石器実測図２
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14〜 16は、敲石である。14は、一端を欠損し、亜角礫素材である。片面に敲打痕がみとめられる。

一部が黒化しており、被熱によるものと思われる。15は、一端を欠損する。風化が激しく不明瞭

であるが、細長い形状の円礫素材であると考えられる。片面の一部に敲打痕がみとめられる。も

う一方の面も中央部が面状となっており磨石としても使用した可能性が考えられるが、風化も激

しく、擦痕は確認できない。16は、一端を欠損し、円礫素材である。片面に敲打痕がみとめられ

る。もう一方の面も中央部がやや滑らかとなっており、擦痕は不明瞭であるが、磨石としても使

用された可能性がある。

17は砥石である。砥面１面のみが残存する。左側面の一部に自然面がみとめられることから、

剥離はしているものの、左側面は本来の形状をほぼ保っている可能性がある。擦痕は一方向で、

砥面は平坦面を呈し湾曲しない。置砥であろう。18は石皿である。両面と左側面が残存し、円礫

素材である。左面は擦痕が顕著で、断面形は縦、横とも大きく湾曲する。右面は、部分的に滑ら

かになるが、擦痕はわずかにみとめられるのみで、断面形も湾曲しない。

以上の石器の所属時期については、出土層位、遺構から、５、７、９、12 〜 14、17は、縄文

時代中期末に、３は縄文時代後期に、10、11は、縄文時代晩期に位置づけられる。１、４、８、

16、18については、弥生時代中期後半の遺構から出土しているが、小形の打製石鏃１、４などは、

縄文時代のものと考えられる。出土遺構の周辺、下層からは縄文時代の遺構、遺物もみられるこ

とから、縄文時代の遺物も混入している可能性が高い。
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第92図  02020−１区　北壁断面図および採取位置

第91図　調査区の配置および試料採取地点

１．分析試料の数量

分析試料は、大阪府教育委員会により採取・保管されて

いたものである。各調査区の析処理数量と分析試料数量を

表５に示す。

２．分析試料について

２−１．調査区の配置および試料採取地点

第91図に調査区の配置及び試料採取地点を示す。

２−２．試料の採取層準

以下に示す平面図、土層図は、調査担当者提供図を加筆したものである。また、次項の土層図

の説明は、調査担当者が記したものをそのまま使用している。   

（１）第02020−１区北壁

第92図に試料採取地近辺の土層図を示す。⑤、⑧、⑪、⑬〜⑱が試料採取位置である。

（２）　第02020−２区北壁
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第93図　02020−２区　北壁断面図および採取位置

第94図　02020−３区　南壁⑴ 断面図および採取位置

第95図　02020−３区　南壁 ⑵ 断面図および採取位置

第96図　第02020−３区　南壁 ⑶ 断面図および採取位置

第93図に試料採取地点の土

層図を示す。

③〜⑩が試料採取位置で

ある。

（３）第02020−３区南壁

第94図に試料採取地近辺の

土層図を示す。試料は、弥

生時代中期の方形周溝墓 （溝

１）の埋土⑥である。試料採

取層準（第６層）の他、１、４、

５層の記載があった。

（４）第02020−３区南壁⑵

第95図に試料採取地点の土

層図を示す。①〜⑤が試料採

取位置である。

（５）第02020−３区南壁⑶ および採取位置

第96図に試料採取地点の、

土層図を示す。⑦が採取位置

で、縄文時代晩期の土坑の埋

土である。

試料採取層準（７層）のみ

地層の記載があった。
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３．花粉分析方法

（１）原理

粘土層などの堆積物や遺跡の土壌には、動物性もしくは植物性の微小な化石（＝微化石）が含

まれており、それらを物理・化学的処理によって抽出し、顕微鏡で化石の種類や数を検定し、種々

の目的にそった調査を行う方法が微化石分析であって、花粉分析はそのひとつである。

堆積物に含まれる花粉化石は、その堆積当時陸上に生育した樹木や草が生産した花粉が、水系

や大気系を経由して堆積物粒子とともに埋積したものである。

陸上に生育する樹木や草、つまり、“植生”は気候の変化や時代とともに変化し、その変化が

堆積物中の花粉化石の構成や量の変化として反映する。

従って、花粉構成や消長データは地層の識別や対比、古植生の復元に利用することができる。

（２）分析処理方法

①分析試料

分析に供する試料は、シルト又は粘土で、その量は10 〜 200ｇ（湿潤重量）である。試料は花

粉化石の形状を保持するため湿潤状態のまま使用する。

分析に供する試料の採取間隔は、堆積層の状態と目的によって数センチメートルから数メート

ルと異なるが、遺跡調査の場合は、一般に遺物に基づく土層区分に対応した採取間隔をとること

が多い。

②分析処理

分析処理の手順は第97 図に示す分析フローの通りである。１ミクロン振動マイクロフィルター

を使用することによって、粒径処理を確実にするとともに、処理過程の再現性を高めている。

分析処理に要する薬品・器具設備の概要は以下の通りである。

　１）処理薬品　　　：水酸化カリウム、硫酸、フッ化水素、塩化亜鉛、他

　２）処理器具、設備：遠心分離器、振動マイクロフィルター、他一般分析器具

③顕微鏡による検定・計数

抽出した花粉化石はグリセリンゼリーと混合してスライドグラス上に滴下し、カバーグラスを

かけて封入してプレパラートとする。各試料につき２〜３枚のプレパラートを作成する。プレパ

ラートを顕微鏡により400─1000倍率で観察し、メカニカルステージによる帯分析で、通常木本

花粉で100個から250個の検定、計数を行い、同時に出現する草本花粉の検定、計数も行う。

（３）解析法

花粉分析の解析は以下の手順で進める。

　１）各花粉種類の出現率（パーセント表示）計算と花粉ダイアグラムの作成

　２）各地点における花粉消長パターンの読み取りと花粉帯分帯

　３）地層対比や古植生・古気候の復元



− 143 −

第97図　花粉分析処理フロー

４．花粉分析結果

（１）花粉化石の含有状況

24試料の花粉分析を行った結果、すべての試料から花粉化石を検出できたが、いくつかの試料

では統計処理に充分な量の木本花粉化石を検出できなかった。

（２）検出された花粉化石の種類

検出された花粉化石は表６に示す53種類であった。この他、胞子化石が検出されている。また、

以下に示すような種類が各試料で特徴的に検出できた。

①　卓越木本花粉

　　マツ属（複維管束亜属）、コウヤマキ属、スギ属、アカガシ亜属

②　卓越草本花粉（栽培の可能性のあるものを除く）

　　カヤツリグサ科、イネ科（40ﾐｸﾛﾝ未満）、ヨモギ属

③　栽培植物（栽培の可能性のあるものを含む）

　　イネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）



− 144 −



− 145 −

第98図　イネ科花粉の粒径比較（中村、1974）

（３）イネ科の細分について

イネ科花粉を粒径から、40ﾐｸﾛﾝ以上と40ﾐｸﾛﾝ未満に区分した。

稲作が行われる前の自然堆積物では、イネ科（40ﾐｸﾛﾝ未満）花粉が高率となることはあるが、

イネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉が高率となることはほとんどない。これに対し、稲作が広範に行わ

れ出したと考えられる弥生時代以降においては、自然堆積物でもイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉が

高率となることが多くなる。さらに、稲作遺構での分析結果では、ほとんどの場合イネ科（40ﾐ

ｸﾛﾝ以上）花粉はイネ属（Oriza）を含んでいるが、すべてイネ属であるわけではない。

これらの状況証拠と事実から、弥生時代以降に高率で検出されるイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉

について、すべてがイネ属に由来するわけではないが、その多くはイネ属に由来すると推測さ

れる。

（４）花粉分析結果

花粉分析結果を下記の花粉ダイアグラムと花粉化石組成表に示す。花粉ダイアグラムでは計数

した木本花粉を基数にし、各々の木本花粉、草本花粉について百分率で表した。また、右端の花

粉総合ダイアグラムでは木本花粉を針葉樹花粉、広葉樹花粉に細分し、これらに草本花粉、胞子

の総数を加えたものを基数として、それぞれの分類群毎に累積百分率として示した。

また、花粉化石の含有量のが少ないため木本花粉の検出量が少なく、統計処理に耐えられない

試料については、検出できた種類を「＊」で示した。
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第102図　第02020−３区南壁 ⑵ の花粉ダイアグラム
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５．考察

５−１　花粉分帯

花粉組成の特徴から以下のように地域花粉分帯を設定した（木本花粉の検出量が少なく、統計

処理に耐えられない試料については、花粉分帯の対象から除いた。）。以下に各花粉帯の特徴を示

す。また、本文中では花粉組成の変遷を明らかにするために、下位から上位に向けて記載し、試

料№も下位から上位に向けて記した。

（1）Ⅱ帯（１区試料№15）

アカガシ亜属が卓越する。胞子の割合が高く、草本花粉の割合が低い。

（2）Ⅰ帯（１区試料№18、11、８、５、２区試料№10 〜３）

アカガシ亜属が卓越傾向にあり、マツ属（複維管束亜属）、コウヤマキ属、スギ属などの温帯

針葉樹種が伴う。また、上部では草本花粉の割合が高くなる。特にイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）が高

率となる。

このことから、イネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）が高率になる上部をａ亜帯（１区試料№11、８、５、

２区試料№８〜３）、低率である下部をｂ亜帯（１区試料№18、２区試料№10、９）とした。

５−２　花粉化石含有量の少ない原因について

花粉化石の含有量の少ない原因について、通常は以下のようなことが考えられている。

１．堆積速度が速いため、堆積物中に花粉化石が含まれない。

２．花粉化石の平均的な粒径（数〜 100μ）と堆積物の粒度が著しく異なり、堆積物中に花粉

化石が含まれない。

３．土壌生成作用にともなう堆積物で、堆積速度がきわめて遅く、堆積した花粉化石が紫外線

により消滅した。

４．花粉化石が本来含まれていたが、堆積後の化学変化により花粉化石が消滅した。

５．有機物に極めて富む堆積物で花粉以外の有機物も多く、処理の過程で花粉化石が回収でき

なかった。

今回の分析試料の多くは砂質であり、粒径が花粉化石に比べて大きかったことが、花粉化石含

有量の少なかった主原因と考えられる。また、堆積物の粒径が粗く堆積速度が速かったために花

粉化石が含まれなかった可能性、花粉粒の花粉膜が薄くなり、同定不能の個体が多かったことか

ら、土壌化に伴う紫外線による劣化を受けた可能性なども原因の一つと考えられる。

５−３　古環境推定

花粉帯毎に、遺跡周辺の古植生を中心とした古環境を推定する。

出土遺物との関係から、Ⅱ帯が縄文時代後期、Ⅰ帯が古墳時代前期頃の植生を示すと考えられ

る。

（１）Ⅱ帯期（縄文時代後期）

①既知の結果との比較
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大阪府南部地域（大和川以南）の遺跡では、縄文時代後期以前を対象とした花粉分析がほとん

どされていない。このような中で、大和川以南に立地する西大井遺跡では、渡辺（1995）により

縄文時代後期の連続した試料が分析されており、代表的な資料ととらえることが可能である。

渡辺（1995）で報告された花粉組成は、今回同様にアカガシ亜属花粉の卓越で特徴づけられて

おり、スギ属などの温帯針葉樹種、コナラ亜属などの落葉広葉樹種を付随している。

②森林植生

背後に迫る泉北丘陵から金剛・葛城山地にかけてはカシ類が広く分布していたと考えられる。

現在の潜在植生から推定すると、シイノキ属─マテバシイ属やクスノキ科の花粉は検出されてい

ないが、これらの樹木を伴って照葉樹林を形成していたと考えられる。わずかに検出できたコナ

ラ亜属やクマシデ属─アサダ属は、泉北丘陵に小規模遷移林（二次林）を形成していた可能性が

ある。スギ属は同時に検出される針葉樹種と共に金剛・葛城山地で温帯針葉樹林を形成していた、

あるいは広葉樹とともに暖温帯針広混淆林を形成していた可能性がある。

（２）Ⅰ帯期（古墳時代前期頃）

①既知の結果との比較

縄文時代に比べ、古墳時代の花粉分析資料は飛躍的に多くなる傾向がある。このような中で、

渡辺・古谷（1997）を対象とした陶邑北部での分析結果は、弥生時代から現代にいたる周辺のい

くつかの遺跡の分析結果をまとめたものであり、代表的な資料ととらえることができる。

渡辺・古谷（1997）で得られた古墳時代における花粉組成の特徴は、地点毎に大きく異なる傾

向にある。人間活動の形跡が豊富な遺跡（地点）ではマツ属（複維管束亜属）花粉の出現率が高く、

アカガシ亜属やスギ属他の温帯針葉樹花粉の出現率が低い傾向にある。一方、人間活動の形跡に

乏しい遺跡ではマツ属（複維管束亜属）花粉の出現率は低く、アカガシ亜属花粉が卓越し、スギ

属他の温帯針葉樹種花粉を伴う傾向にある。今回の分析結果では、マツ属（複維管束亜属）の花

粉出現率は低く、アカガシ亜属花粉、温帯針葉樹種花粉が高率を示す傾向にあった。人間活動を

示唆するイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉はｂ亜帯では低いものの、ａ亜帯では高率を示す傾向にあっ

た。これらのことは、陶邑での開発が窯業のための森林破壊に直接結びついたのに対し、府中遺

跡では水田開発が森林破壊に直接結びつかなかったためと考えられる。

②遺跡周辺の古植生

イネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉が高率を示すのは、古墳時代前期の堆積物であるａ亜帯以降である。

一方古墳時代前期以前の堆積物であるｂ亜帯ではイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉は低率であり、弥

生時代中期の方形周溝墓の周溝埋土からもイネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉はほとんど検出されてい

ない。したがって、遺跡近辺で水田耕作が行われたのは、弥生時代中期から古墳時代前期の間で

あったと考えられる。

また、イネ科（40ﾐｸﾛﾝ以上）花粉の出現率は高いものの、ヨモギ属などの乾燥地に生育する

傾向が強い植物の花粉も高率で出現している。このことから試料採取層準が耕作土であったとは
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言い難い状況である。あるいは何らかの理由で生産性が低い、あるいは短期間で放棄されるよう

な状況であった可能性も指摘できる。

③森林植生

Ⅱ帯からⅠ帯への花粉組成の変化は、いわゆる「弥生の小海退」に伴う気候の冷涼化に起因す

ると考えられる。従って、この冷涼化に伴い、温帯針葉樹林あるいは照葉樹林に混淆していた温

帯針葉樹は拡大していったと考えられる。

一方、Ⅰ帯下部から上位でのアカガシ亜属の増加、温帯針葉樹種の減少傾向は、その後の温暖

化に起因すると考えられる。これに伴い古墳時代前期には温帯針葉樹林あるいは照葉樹林に混淆

していた温帯針葉樹林は縮小していったと考えられる。

古墳時代以降は、人為による植生破壊に起因した花粉組成の変化が顕著になる時期であり、自

然現象に基づく花粉組成変遷が認められなくなる時期でもある。したがって、今回得られた花粉

組成の変化が予想通り温暖化に起因するとすれば大変貴重な現象であり、今後類例を求めていく

必要があろう。

６．まとめ

府中遺跡で花粉分析を行い、以下のことを考察した。

（１）花粉分析結果から、Ⅰ、Ⅱ帯の２花粉帯を設定した。さらにⅠ帯をａ、ｂ亜帯に細分した。

（２）花粉分析結果をもとに、縄文時代以降の遺跡周辺の古環境を推定した。特筆すべき点は

以下の事柄である。

①　遺跡周辺で水田耕作が行われたのは、Ⅰ帯期ａ亜帯（古墳時代以降）以降であろう。

②　古墳時代前期以降、遺跡近辺で水田耕作が行われた可能性があるが、雑草の生い茂る生産性

の低い田であったか、短期間で放棄されるような状況であった可能性も指摘できる。

③　水田開発と森林の開発は一致せず、古墳時代前期以降に温暖化傾向が認められた。今後、類

例を求めていく必要があろう。
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第103図　02020調査　花粉化石写真
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第104図　02020調査　花粉化石検出状況写真
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第５章　まとめ

本書は平成14年度（02020調査）から平成18年度（06017調査）までの調査成果をまとめた。

平成19年度以降の調査も追って報告する予定であり、ここでは簡単にまとめておく。

和泉地域でも縄文時代の遺物が出土する遺跡は徐々に増加しており、早期から中期前半までの

遺物が出土した遺跡としては南東約３キロに所在する池田寺遺跡や山間部に立地する仏並遺跡、

堺市の小阪遺跡、太平寺遺跡、平井遺跡などをあげられるが、この時期の遺構は報告されていな

いようである。

中期後半になると、先の仏並遺跡や小阪遺跡のほか、大津川（槇尾川）左岸側に岸和田市の軽

部池西遺跡や春木八幡山遺跡で遺物が出土し、仏並遺跡や四ッ池遺跡、泉南の淡輪遺跡、向出遺

跡では竪穴住居跡の検出が報告されてきた。

これまでにも府中遺跡や隣接する板原遺跡、要池遺跡で中期末から後期の土器が出土してい

る。板原遺跡では溝状の遺構も確認されていたが、今回06017−１区で中期末頃の土器集積遺構

（SU51）や屋外炉と推定される遺構（SX10）を検出した。次回の報告になるが、SU51の東約30

ｍ地点で貯蔵穴を検出しており、中期末の遺物も多数出土している。

当遺跡におけるこれまでの調査では縄文時代晩期や弥生時代から中近世までの遺構が旧耕土を

除去した高さ付近で検出されることから、この面より下層を調査することは殆ど無かったようで

ある。また、縄文時代後期以前は弥生時代以後に比べて大地への働きかけが少なく、有機物排出

等による土壌変化も小さいため、緊急調査では弥生時代の面で調査を終え、下層を調査対象とし

なかったためであろう。時間をかけた調査が望まれる。

また、03020−３区では縄文時代後期末と晩期の土坑を検出している。06017−１区とは約220

ｍ離れており、約1000年の時間差があるが、大阪湾の海岸線から2 〜 3kmの標高17ｍの安定した

台地を生活の場として集落を営んでいた集団を想像させる。

弥生時代では、前期頃の河道（NR11）と中期の方形周溝墓群（SZ01 〜 SZ05）を検出した。

NR11は遺物をほとんど含まないが、下層埋土から出土した流木の14Ｃ年代測定で、2420BP

と3000BPの値を得ている。600年の差は大きいが、縄文時代晩期から弥生時代前期初頭頃

の河道と考えて間違いないであろう。この河道は完全に埋積せず、弥生時代中期には周囲

よりやや低くなっていたが、花粉分析から水田には適さなかったようである。調査地の北

約150ｍ北で和泉市教育委員会が行った調査でも弥生時代前期以前の埋没河川が確認されている。

府中遺跡や池上曽根遺跡が立地する標高15 〜 30ｍの低位段丘面では多数の埋没河川が確認され

ており、生活に欠かせない伏流水（湧水）や制御しやすい小河川沿いを選んで集落を営なんだの

であろう。

弥生時代中期では東南端で６基の方形周溝墓（SZ01 〜 06）を検出した。すぐ北に埋没河川が

あり、この地形に規制されてSZ03築造後軸を少しずつずらして築造されたことが明らかになっ
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た。方形周溝墓は北西から南東に溝を共有して並んでいるが、SZ04はSZ02の南東溝が埋没後に

溝を掘り直して築造されたもので、追葬のためにSZ03を拡大したのであろう。このことから、

６基の方形周溝墓は溝を共有することから一家族の墓、もしくは同一家系など強いつながりを持

つ複数世帯の墓地と理解して良いのではないか。

府中遺跡では、0202−３区と道路を挟んで東南の1984、1986年度調査で、中期の竪穴住居跡５

基と弥生時代後期の住居跡２基、周溝墓（方形と円形）が５基検出されているが、５基周溝墓の

うち３基は約10ｍ間隔を開けて造営され、２基は溝を共有するが、周溝埋積土から前後関係が認

められている。また、NR11が土器の廃棄場所にされているように府中遺跡では後期から古墳時

代に入っても集落の継続性が認められる。池上曽根遺跡が中期には多重濠と大規模建物を有し，

拠点集落として肥大化していたものが、弥生時代後期に急速に衰退するのと対比するとどこにそ

の差があったのか、府中遺跡は環濠が確認されておらず、中期、後期の集落規模が判然としない

ので単純に比較できないが、それぞれの遺跡での今後の調査を待って改めて検討したい。

槇尾川右岸側の条里地割りでは、調査地は和泉国府推定地の１町南東になるが、古代や中近世

の遺構は殆ど検出されない。予てから指摘されているように、室町時代になると和泉国の守護所

が堺に移った後、熊野街道沿いの街道街に縮小するなかで、周囲より高かった国衙跡は西北への

傾斜する自然地形を緩和し、耕作地化するため削り取られたのであろうか。




