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例 仁コ

1．本書は、兵庫県出石郡出石町袴狭字谷外、字内田、字下坂、字衛下、字国分寺、字大坪、字深田、
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字保石原に所在する袴狭遺跡、および嶋字法安寺に所在する嶋遺跡の発掘調査報告書である。

2．遺跡の発掘調査は、小野川放水路事業に伴い、建設省豊岡工事事務所の委託を受け、兵庫県教育委

員会が実施した。

3．各年度の発掘調査および整理作業体制は、第1章に別途記す。

4．図版1の地形図は、国土地理院発行1：50，000地形図「出石」「城崎」、および1：25，000

地形図「出石」「江原」「豊岡」「須田」を使用している。
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い、編集は鈴木敬二が担当した。出土した木簡についての考察は第5章に掲載したが、この章の分析、

考察および原稿執筆は、奈良国立文化財研究所　渡辺晃宏先生に依頼した。その他、各々の文責は目

次に示すとおりである。

6．発掘調査時の遷構の実測は、内田1区の一部の平面図を除き調査担当職員が行った。内田1区の第

3・5遺構面のみ、航空写真測量を実施したが、その縮尺は1：20である。

7．内田1区では国土座標を使用した。使用した方位は国土座標第Ⅴ系を基準にし、方位は座標北を指

す。他の地区については方位は磁北を指す。

8．写真図版に用いた写真のうち、遺構写真は各調査担当者が撮影した。航空写真については、各調査

区の調査終了後等にヘリコプターにより撮影した。
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第1章　調査の経過

第1節　全体の経過

1．調査にいたる経過

今回報告する袴狭遺跡発掘調査は、建設省豊岡工事事務所が計画した「小野川放水路事業」に伴って

実施したものである。当事業に伴う埋蔵文化財発掘調査は、主として「砂入遺跡」「袴狭遺跡」「大佐川

遺跡」にて実施したが、既刊の「砂入遺跡」に引き続き、本報告書では「袴狭遺跡」の報告を行うもの

である。

袴狭遺跡は、兵庫県出石郡出石町の北部に位置し、当地を流れる袴狭川流域に立地する。袴狭川は円

山川の支流である出石川に注ぐ小河川である。この袴狭川は、平素は水深が浅く流れも緩やかな小川で

ある。春先の雪解け水が流れる頃にはやや水かさが増し、ちょっとした迫力ある流れを呈するが、それ

以外の季節には穏やかな流れが、メダカやドジョウ、タナゴといった小さな生命を育んでいた。ところ

がひとたび豪雨にみまわれると、袴狭川と同じく出石川の支流である入佐川、さらに円山川の支流であ

る小野川とともに、付近一帯の水田を覆い尽くすほどの、大きな洪水の被害をもたらしている。特に平
かみよし

成2年、西日本一帯を襲った台風19号は、出石郡北部、旧神美村の豊かな穀倉地帯を一晩のうちに水

没させてしまうほどであった。

このような水害を解決するため、建設省は「小野川放水路事業」を計画した。その概要は小野川と袴

狭川をバイパス状の放水路でつなぎ、小野川の水を直接出石川に放流すると同時に、放水路に阻まれた

流れをサイフォンを通じて小野川下流の六方川に排水することにより、急激に増水した河川から水流が

田にあふれ出るのを防ごうというものである。

用地買収等を開始した昭和62年（1987年）、兵庫県教育委員会社会教育・文化財課は、建設省

豊岡工事事務所と協議を行ったうえで、事業地内の埋蔵文化財の第1次確認調査を実施した。この調査

は出石町教育委員会と合同で実施した。以下は袴狭遺跡が発見された確認調査から、官街的な性格が明

らかになった全面調査に至るまで、おもな調査の経過を簡略にまとめたものである。なお嶋遺跡の調査

経過については、第2節「平成元・2年度の調査」の中で記述する。

2．第1次確認調査

○調査期間：昭和62年11月4日～6日

○調査主体：兵庫県教育委員会社会教育文化財課

○調査担当者：（主任）西口圭介

第1次確認調査は昭和62年（1987年）11月4日から同年11月6日に実施された。建設省が

計画する小野川放水路事業によるものである。出石町北部の口小野、袴狭、田多地、虫生の各地区で試

掘調査を行った結果、小野川流域で人形・斎串などの木製品が大量に出土した。また袴狭川下流の坪井

地区および大佐川下流において水田跡に伴うと考えられる杭列が検出されたほか、木製品が出土した。

その結果、兵庫県教育委員会は、小野川流域は「砂入遺跡」として全面調査が必要と判断した。また袴

狭川と入佐川の下流域は、それぞれ「坪井遺跡（当時）」「入佐川遺跡」とし、ともに2次確認調査が必

要であると判断した。袴狭川上流および大佐川上流はこの時点では確認調査を実施できず、後の機会に

実施することになった。
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3．第2次確認調査（旧坪井遺跡＝袴狭遺跡深田地区）

○調査期間：昭和63年12月21日～平成元年3月16日 ○調査面積：1501．2Iが

○調査主体：兵庫県教育委員会社会教育文化財課

○調査担当者：（主任）西口圭介／（技術職員）久保弘幸

第1次確認調査の結果を受けて、昭和63年（1988年）12月21日から翌年3月16日にかけ

て坪井地区の第2次確認調査を実施した。坪井遺跡とはこの報告書の中で深田3区、4区、5区と呼ん

でいる箇所を指している。従前より袴狭川の入佐川との合流地点付近は「坪井遺跡」として周知されて

いた場所であるが、今回の一連の調査において、袴狭川上流で新規に発見された袴狭遺跡の範囲に含ま

れることが判明した。このことから坪井遺跡は、整理作業の段階から袴狭遺跡のなかの「深田地区」と

称することにした。深田地区の確認調査においては、試掘トレンチの中から、人形、馬形、斎串といっ

た木製祭祀具や木簡が出土したことから、その付近に官衛関連遺跡が存在することが予想された。また

水田畦畔と木製農耕具等を含む包含層を検出した。

4．は場整備に伴う確認調査（調査主体＝出石町教委）

昭和63年（1988年）10月11日から翌年2月14日にかけて、小野川と袴狭川にはさまれた

袴狭地区の水田において、出石町教育委員会が、ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財確認調査を実施した。

調査範囲は内田地区から国分寺地区のほぼ真北で、ほ場整備範囲の南東側約1／3にあたる。袴狭川に

から100mほど北側に、現河道と平行に設定したトレンチでは、多量の木製祭祀具が奈良～平安時代

の須恵器や木簡とともに出土したことは、このような遺物を用いた祭祀の場が近隣に存在することを予

想させるものであった。この際出土した木簡のなかには「皇后宮税」といった皇后官職の財源に関する

ものや、「延暦16年」という年号の書かれた付け札が存在することから、存在する遺跡がやはり官街的

な性格を持っていることが考えられた。ちなみに後者の木簡には「石釆郷」といった出石郡以外の郡の

地名が判読できるものである。この確認調査の結果を受けて、確認調査区に位置が接する国分寺1区で

全面調査を実施することとなったほか、内田地区、谷外地区、下坂地区において確認調査を実施するこ

ととなった。

5．ほ場整備に伴う第2次確認調査（調査主体＝出石町教委）

平成元年（1989年）9月21日から同年12月5日、出石町教育委員会によって実施された第2

次確認調査は、前回の調査の西隣にあたる袴狭川下流側が調査対象となった。袴狭川下流域においては

木製祭祀具と同時に、田下駄などの木製農具を含む遺物包含層を検出した。

6．第2次確認調査（内田地区、谷外地区、下坂地区、国分寺地区）

出石町教育委員会が2度にわたって実施したほ場整備に伴う確認調査の結果、袴狭川流域において、

旧坪井遺跡より上流にも官街的性格を持つ遺構が存在する可能性が高まってきた。この結果をうけて、

平成2年（1990年）10月22日から同年11月27日の間、小野川放水路事業地の最も上流にあ

たる谷外地区、国分寺地区等の確認調査を実施した。この結果、柱痕など掘立柱建物の痕跡を検出した

ほか、銘尾や銅印や墨書土器「秦磐」が出土するなど、官街の一部と考えられる遺構を、袴狭遺跡群に

おいて初めて確認した。

7Ⅰ国分寺1区全面調査

上記の確認調査と平行して実施した。この調査では旧河道を検出し、その中から木製祭祀具（人形、

馬形、刀形、舟形、斎串など）のほか、木簡などが出土した。
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8．国分寺2区、深田2区全面調査

平成3年（1991年）6月14日から同年11月15日にかけて実施した。平成2年（1990年）

10月の国分寺地区他の確認調査に基づき国分寺2区の全面調査を実施した。また昭和63年（198

8年）12月の深田地区（旧坪井遺跡）2次確認調査の結果に基づき深田2区の全面調査を実施した。

国分寺2区では杭列を伴う水田跡を2両検出した。上層は10世紀、下層は9世紀のものと考えられる。

深田2区でも同様の水田跡を検出した。

9．大坪1・2区確認調査

上記の発掘調査に平行して実施した調査である。平成元年（1989年）9月に町教育委員会が実施

した、ほ場整備に伴う第2次確認調査の結果に基づき、当該地域の埋蔵文化財の有無を確認する調査を

実施した。その結果、祭祀具や木簡など木製品を含む包含層を検出した。

10．大坪1区全面調査

上記の調査の結果に基づき、平成3年（1991年）12月14日から翌年2月6日の間に全面調査

を実施した。その結果平安時代前期の水田跡を2面検出した。上層水田の検出時に「禁制」と記された

延喜六年の木簡が出土した。この他に木製祭祀具、田下駄・鍬などの農具、食器・容器などの生活用具

が出土した。

11．衛下地区全面調査

昭和63年（1988年）10月に町教育委員会が実施したほ場整備に基づく確認調査の結果を受け

て、平成5年（1992年）1月6日から3月11日の間に全面調査を実施した。その結果、奈良時代

から室町時代までの5面の水田面を検出した。

12．下坂地区3次確認調査

平成2年（1990年）10月に実施した下坂地区の確認調査結果に基づき、平成5年（1993年）

1月6日から同年3月11日、同地区の第2次確認調査を実施した。この結果、室町時代の建物跡（整

地土層と礎石）の存在を確認した。

13．深田1区、下坂地区全面調査

平成5年（1993年）6月15日から翌年1月26日まで実施した。深田1区は、昭和63年（1

988年）12月の深田地区（旧坪井遺跡）2次確認調査の結果に基づき、また下坂地区は前年度の下

坂地区2次確認調査の結果に基づき、6月15日から8月24日まで実施した。深田1区では弥生時代

後期から奈良時代までの水田跡3面を検出したが、最も下層で、サケ・シカ・カツオが措かれた箱形木

製品が出土した。下坂地区では室町時代の建物跡（整地土層と礎石）を検出した。建物は3間×3間の

礎石建物で、仏堂（三間堂）と考えられる。遺物では茶笑、折敷、下駄などの他、野位牌なども出土し

た。

14．内田1区、谷外地区、大坪2区全面調査

平成6年（1994年）6月21日から翌年3月16日にかけて実施した。谷外地区および内田1区

は、平成2年（1990年）10月の確認調査結果に基づき、全面調査を実施した。

谷外地区では平安時代の旧河道を検出し、その中から祭祀具などの木製品などが出土した。

内田1区では、弥生時代から奈良・平安時代を経て室町時代に至る7面の遺構面を検出した。このう

ち奈良、平安時代の遺構面からは礎石建物および掘立柱建物群を検出し、各遺構面で土師器・や須恵器と

いった土器のほか、緑粕および灰寒由などの陶器・類、下駄・木皿・曲物などの木製品が出土した。土器に
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は墨書土器が多く含まれるが、その内容は「秦」と判読できるものが多く含まれる。また第3遺構面を

中心に、官人が用いた帯の装飾に用いた石帯および帯金具が出土した。大坪2区では、井堰を伴う水田

跡と旧河道を検出した。旧河道からは多量の木製祭祀具が出土した。

15．内田2区確認調査、全面調査

内田2区は、内田1区の北側に隣接し、袴狭川現河道の中に位置する。袴狭川の床掘り工に先駆けて

流路内における埋蔵文化財の保存状況の確認を行った。全面調査は同年11月28日から30日に実施

した。その結果、明瞭な遺構は検出されなかったものの、少量の土器および木製品が出土した。

第2節　平成元・2年度の調査

1．平成元年度の調査

（1）平成元年度の調査①（深田3区・立会調査）

○調査期間：平成元年12月26日（火）～平成元年12月27日（水）

○調査面積：48m？

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主任）渡辺　昇　（技術職員）久保弘幸

○調査補助員・室内作業員など：玉岡祐子　谷口千代子　米揮実江子　井上由美　橋本純子　川見玲子

昭和62年度の確認調査によって、遺構・遺物が確認されなかった地点であるが、本体工事中に木製

祭祀具の出土があったので，掘削に並行して立会い調査を実施したものである。

小野川ショートカット事業のショートカット部分中央に位置している。東から西に流れる小河道があ

ったようで、そこから遺物が出土している。工事に影響しない最大限の時間を戴いて最小限の調査を行

った。木製祭祀具が主で、僅かに農具・建築材が出土している。

（2）平成元年度の調査②（嶋遺跡・確認調査）

○調査期間：平成元年12月20日（水）～平成元年12月28日（木）　○調査面積：420m？

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主任）渡辺　昇　（技術職員）久保弘幸

○調査補助員・室内作業員など：玉岡祐子　谷口千代子　米澤実江子　井上由美　橋本純子　川見玲子

小野川放水路事業に伴う調査は、小野川・袴狭川の拡幅部分とショートカット部分が対象となってい

た。しかし、対象地域が非常に水はけの悪い低湿地であることから、それ以外にも工事の計画がなされ

ていた。その1つのショートカット部分西側一帯の水量調節をするための内水路が計画されており、そ

の部分の確認調査を実施することとなった。調査地は水位の高い水田で、現状では車が通れないことか

ら、仮説道を設置したのち確認調査を行った。確認調査は機械掘削を中心に壁面の観察を行うことを主

体とした。確認トレンチは5×12mのトレンチを7箇所設定した。

調査の結果、明確な遺構は確認されなかったものの、中央部分の自然堆積層が広がっている地域（3

～5トレンチ）があり、そこは土器が数点出土しているだけである。南北両端からは遺物が出土してい

る。特に北側の地点からは弥生時代後期から古墳時代前期の遺物がやや纏まって出土している。また、

南側では出土遺物総量は少ないものの木簡が1点出土していることが注目される。
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2．平成2年度の調査

平成2年度の調査は昭和62年度から調査が厳寒期になって調査に支障を与えていたことを考慮して

はじめて気候の良い秋季に実施された。この年度の調査は砂入遺跡の全面調査と対岸部分（後の砂入遺

跡ⅣとⅣ・Ⅴ間）の確認調査、袴狭遺跡の全面調査（国分寺1区）と確認調査、口小野地区の確認調

査・カヤガ谷遺跡とカヤガ谷横穴の確認調査を実施した。秋季の一連の作業はこれだけであるが、それ

以外に夏と晩秋に嶋遺跡の立ち会い調査を、冬に小野川右岸の立ち会い調査を、そして初春にカヤガ谷

横穴の全面調査を行っている。以下、本報告関連部分のみの経過を略記する。

（1）平成2年度の調査（丑（嶋遺跡・立会調査）

○調査期間：平成2年6月22日（火）～平成2年6月30日（水）　○調査面積：761㌦

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（技術職員）山上雅弘　（研修員）三原慎吾

平成元年度の嶋遺跡の確認調査の結果、2次内水路計画部分の南北地点については遺構は確認されな

かったものの、北側では弥生～古墳時代の遺物包含層が確認され、南側では木簡が出土していることか

ら、立会い調査が必要とされていた。そのため、本体工事に合わせて今回工事掘削する部分の立会い調

査を実施したものである。本体工事の機械掘削に際して立会い調査を行ったものである。遺物採集とと

もに断面の確認に努めた調査を行った。

コ

J

（2）平成2年度の調査（診（内田地区他・確認調査）

○調査期間：平成2年10月22日（月）～平成2年10月29日（月）

平成2年11月14日（水）～平成2年11月27日（水）

○調査面積：540m？

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主任）渡辺　昇　（技術職員）相原正民

○調査補助員・室内作業員など：谷口千代子　米樺実江子　井上由美　永田由紀

昭和63年度の袴狭川拡幅部分の確認調査は、入佐川との合流点から袴狭川の下流地域を対象として

行われた。周知の弥生時代の遺跡である坪井遺跡の範囲に近い形で調査が行われている。平成2年度の

確認調査は昭和63年度の確認調査の上流部分（今回報告の谷外地区から国分寺地区）を対象として確

認調査を実施した。

また、当該地域の工事に伴って、小野川・袴狭川に挟まれた水田について土地改良事業（圃場整備）

が計画されていた。土地改良事業に伴う調査は、出石町教育委員会によって行われており、その成果も

考慮して確認調査を実施した。確認調査に続いて調査を実施した国分寺1区は、隣接地で出石町教育委

員会による調査で皇后職の木簡などが出土していることと調査対象幅が狭いことから、全面調査の必要

性が考えられていた。そのような地点は、確認調査の対象から外している。ただ、遺跡の広がりを把握

している地点でも、全面調査の基礎資料（土量算出などの）がない地点は確認調査を行っている。袴狭

川の上流域の谷外地区の一部については，工事対象面積が狭く重機の立ち入りができないことから、今

回は確認調査を実施していない。

確認調査は、機械掘削を主として行った。片側の断面を精査して遺構の有無を確認するとともに堆積
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状況を観察することとした。その結果によって、人力により平面的な精査を行ったり、他の壁面の精査

を行った。基本的には5×20mのトレンチを設定したが、部分的に長さは変化している。実情に合わ

せて5m幅で長さは変わっている。

（3）平成2年度の調査③（嶋遺跡・立会い調査）

○調査期間：平成2年11月27日（火）～平成2年12月6日（木）　　○調査面積：540m？

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主任）渡辺　昇

昨年度確認調査を実施した嶋遺跡の本工事に伴う立ち会い調査である。今回は北側の古墳時代前期を

中心とする部分を除いて工事対象部分の立会いを砂入遺跡全面調査と平行して実施した。低湿地である

ことから、工事用の道路を敷設し、排水路を掘削し水の養生をしたのち、掘り下げを行った。その結果

確認調査で遺物が出土しなかった中央部分は北西から南東にかけての大きな洪水堆積層が広がっている

ことが明らかとなった。

（4）平成2年度の調査④（国分寺1区・全面調査）

○調査期間：平成2年10月22日（火）～平成元年11月27日（水）　○調査面積：761が

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主任）渡辺　昇　（技術職員）相原正民

○調査補助員・室内作業員など：谷口千代子　米澤実江子　井上由美　永田由紀　川見玲子

藤原まゆみ

国分寺1区の全面調査は、平成2年度の砂入遺跡確認調査・砂入遺跡全面調査・袴狭遺跡確認調査の

後に行った。河川改修の幅の狭い部分で、今回調査した延長160mのうち、最大幅で10mを測り，

最小幅は3mを下回る狭さであった。その上、当遺跡群の堆積土が砂であることから、壁面は大きな法

面をつけた安全勾配が必要であることから、遺構面まで達していないところも僅かにある。国分寺1区

は北側の土地改良に伴う出石町教育委員会の調査で木簡や祭祀遺物などが出土していることから、当初

から全面調査が必要とされていた地点である。

調査は他の地区同様に上層を機械によって掘り下げた後に人力によって掘り下げた。ただ、調査対象

地が狭長であることから、東西に2分割して調査を行った。排土の問題から一時に全面下げると効率が

悪いと判断したことによる。最終段階（下層）では同一面となっており、全体の写真を撮影している。

調査は気候の良い秋季に行われた。過去3年間が冬季の1～3月を中心に調査に当たっており、雪や

時雨などに悩まされたことの反省に立つものであった。しかし、出土遺物が木器主体の遺跡であること

から、乾燥が進み今までの調査ペースとは大きな変化を余儀なくされた。そのため、今まで以上に作業

効率を上げざるを得なかった。その結果写真で済ました出土状況の部分も生じた。
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第3節　平成3・4年度の調査

1．平成3年度の調査

小野川放水路事業の本格化にともなって、通年の調査体制による対応が開始された。施工の主力が小

野川から袴狭川へと移り、一部残されていた未確認調査部分の確認調査と、3地点の全面調査が実施さ

れた。年間通算の全面調査面積は6，713m？、確認調査面積は400m戸である。

（1）確認調査

袴狭川中流の左岸ならびに国分寺2区の西側で実施した。調査は、長方形の試掘溝（トレンチ）を配

し、堆積状況や遺物の出土を確認することによって行なった。現地の地形等を考慮して、それぞれの規

模ならびに深度は異なっている。いずれも重機による掘削の後、人力による掘削・周壁整形で埋蔵文化

財の有無を確認した。

袴狭川中流の左岸は、今回報告する下坂地区の西、此隅山から西へ伸びる丘陵の裾にあたる。3本の

トレンチを設定して掘削を行ったが、表土直下付近で黄褐色の地山が検出されており明確な遺構は検出

されなかった。現在の地形は、近年に丘陵を削り出して形成されたと考えられ、遺構の存在は確認でき

なかった。

一方、国分寺2区の西側では、3本のトレンチいずれからも、木製品を包含する層の存在が明らかと

なった。遺物には木製祭祀具のほか、「納米　四斗□…」と記された木簡（T41）が出土した。この地点

は後日、大坪1区・2区として全面調査を実施している。

（2）国分寺2区

○調査期間：平成3年6月14日～平成3年9月9日　○調査面積：2，812m？

○調査主体：兵庫県教育委員会　埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（技術職員）相原正民

袴狭川の中流・右岸に設定した。川を挟んで対岸は、此隅山から連なる丘陵にあたる。調査前は、盆

地に広がる水田の南端をなしていた。隣接する調査区は、東に国分寺1区・西に大坪1区がある。

調査区は東向きの片羽矢印に似た形態をなす。築堤予定部分から、現河道の堤防直下までを調査の対

象範囲とした。調査のための掘削深度が深いうえに、砂層中心の軟弱な地盤であることから、周壁に4

5度の安全勾配を持たせて掘り下げた。このため調査区の下端では面積が小さくなる。

周辺に残土置き場が確保できなかったため、3カ所に分割して調査を実施した。掘削は東から順次進

め、調査の完了した地区へ掘削残土を廻送して埋め戻しを行った。表土から深さ約1mまでを重機掘削

で除去し、遺物の包含が確認された段階で、人力掘削に切り替えて調査を進めた。

堆積は基本的に平行で、下層において乱れが生じる以外に各所での層序は共通する。遺物包含層はい

くつかあるが、上面で遺構が検出されたのは2面であった。同時期の遺構が広がるのは水田を検出した

第2遺構面で、第し1遺構面は砂層が入り乱れ、安定した遺構面とはいいがたい。

第1遺構面は、第14～15～16層の上面にあたる。第2遺構面の下層を部分的に断ち割ったとこ

ろ、溝の存在を認めたため、第2遺構面を形成する9・10層を除去して遺構面の追及を行った。途中、

無遺物の堆積層を挟んで、溝を4条検出した。溝には護岸を施しているものもある。溝のほかに明瞭な

遺構は検出できなかった。

第2遺構面は東部がシルト質の第9層、西部が砂層とシルトの細かいラミネーションをなす第10層

の上面にあたる。上面からは溝と方形の区画を呈する水田畦畔が検出された。
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第2遺構面の上層には、土器・木製品を含む堆積が4層ある。このうち第7層は水田土壌と考えられ

るため第2水田面とし、他の3層については包含層として報告する。

なお、最下層の第16層以下は、調査の最終段階で部分的に掘り下げを行ない、状況を確認した。以

下1mにわたって、植物遺体（ピート）を大量に含む堆積が続き、遺物は確認できなかった。

（3）深田2区

○調査期間：平成3年10月2日～平成3年11月15日　○調査面積：2，110が

○調査主体：兵庫県教育委員会　埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（技術職員）相原正民

袴狭川の下流に位置する。他の調査区と異なり、小野川と袴狭川をつなぐショートカット水路の合流

点にある。丘陵に挟まれた盆地の喉部分にあたり、周囲は一面の水田であった。北側には距離をおいて

嶋遺跡が、南には合流点から東に向けて、袴狭Ⅶ区がある。

調査区は南北方向の長方形をなす。調査開始段階で既に築堤が行われており、遺構面までは4mを超

える深度となった。調査区が予想以上の深度となることから、周壁には45度の安全勾配を持たせ、途

中で小段を設けるなど、崩落防止に配慮して調査を進めた。このため上面での調査面積よりも遺構面の

実調査面積は小さい。

調査は現地表面から深さ約4～4．5mまでを重機掘削、遺物の包含が確認された第5層で人力掘削に

切り替え、約0．5m掘削した。

築堤の土庄によって、上層の堆積は大きく波打っていた。下層になれば圧力による湾曲は少なくなる

が、軟弱な堆積ということもあって、影響は掘削した最下層にまで及んでいる。調査の対象とした第1

層（灰褐色シルト）以下は、シル下層と砂層が入り乱れ、同一層として把握した堆積も部分的な変質が

多いなど、安定した堆積は少ない。遺物が確認されたのは第3層および第5層であった。第5層はマン

ガンの集積が顕著で、ブロック状に灰白色細砂が認められる状況から、水田土壌層と判断して遺構検出

を行った。遺構は溝4条で、水田に伴う明確な遺構は検出できなかったが、層中から農具を中心とする

遺物が出土した。

（4）大坪1区

○調査期間：平成3年12月14日～平成4年2月6日　○調査面積：1，791Iが

○調査主体：兵庫県教育委員会　埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（技術職員）相原正民

袴狭川の中流・右岸に位置する。対岸は丘陵の尾根が南に張り出し、影響で袴狭川もわずかに南へ屈

曲する。調査区はその屈曲部分にあたり、東に国分寺2区・西に大坪2区が存在する。

調査区は東西方向の長方形で、南に弓なりとなる。南辺は現河道の堤防直下に達し、崩落防止のため

周壁に45度の安全勾配を持たせて掘り下げた。

現地表面から約1mまでを重機で掘削し、続いて人力掘削に切り替えて、遺物ならびに遺構の検出を

進めた。最終的な調査区の深度は、現地表面から1．5～2m付近まで達する。さらに一部を深く掘り下

げて、以下の堆積を確認した。

平行で安定した層もあるが、数層が入り乱れる堆積も少なくない。遺物を包含する堆積のうち、上面

で遺構が検出された面は3つあった。

東半部に堆積する第12層上面で杭列を検出したが、杭の遺存状況が悪く層も不安定なことから、遺
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構面とは認識しなかった。第6層・第5層はそれぞれ水田土壌層で、いずれも上面において畦畔を検出

した。第5層上層（第2水田面）は洪水の影響によって遺存状況は悪いが、第6層上層（第1水田面）

では区画の一部が明瞭に遺存する。

また遺構を検出した層以外では、第7層・第4層・第3層・第2層から遺物の出土があった。第4層

は第2水田面を覆う洪水砂、第7層は第1水田面の下層にあたり、植物遺体を含む最下層（第8層）の

上に堆積する。

なお、第8層以下の堆積については、さらに1m弱掘り下げた結果、第8層と同質の植物遺体を含む

無遺物層と、灰褐色の砂礫が積み重なっていた。砂礫層からも遺物の存在は認められなかった。

2．平成4年度の調査

この年度の小野川放水路事業にともなう発掘調査は入佐川遺跡が中心で、袴狭川周辺では衛下地区の

全面調査と、全面調査を要する範囲が不明確であった下坂地区および丘陵部分の確認調査を行った。

（1）確認調査

此隅山城から西側へのびる丘陵の北斜面と、下坂地区で実施した。調査は、長方形の試掘溝（トレン

チ）を配し、堆積状況や遺物の出土を確認することによって行なった。現地の地形等を考慮して、それ

ぞれの規模ならびに深度は異なっている。いずれも重機による掘削の後、人力による掘削・周壁整形で

埋蔵文化財の有無を確認した。

丘陵部分では一部の斜面において、段状遺構・墓墳・溝などを検出し、弥生時代末から古墳時代初頭

の墳墓であることがわかった。上流では斜面に隣接する水田部分で、奈良時代から平安時代にかけて存

続した旧河道を確認した。

下坂地区では、平成2年度に実施された確認調査で埋蔵文化財の存在が明らかとなった297m？につ

いて調査を実施したが、奈良～平安時代の包含層の上層から中世の遺構面が確認され、トレンチによる

第2次確認調査を行なった。その結果、新たに中世の遺構面が広がることが明らかとなり、後日改めて

周辺部分の全面調査を実施することにした。

（2）衛下地区

○調査期間：平成5年1月6日～平成5年3月11日　○調査面積：1，683㌦

○調査主体：兵庫県教育委員会　埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　村上泰樹（技術職員）相原正民

袴狭川の中流・右岸に設定した。対岸正面は此隅山丘陵の鞍部で、宮内方面に通じる峠道がある。隣

接する調査区はなく、東の内田2区と対岸の内田1区、西の国分寺1区と対岸の下坂地区のいずれも、

わずかながら距離を置いて存在する。

調査区は東西に長大な三角形で、東端が鋭角点にあたる。調査区の南壁は県道口小野庄境線に接して

設定した。掘削深度が深いことから、周壁の崩落防止に配慮して、45度の安全勾配を持たせて調査区

を設定・掘削した。

周辺に残土置き場が確保できなかったため、南北に分割して掘削を実施した。調査区の西半を先行し、

東側の掘削残土を廻送して埋め戻しつつ調査した。表土から深さ約1mまで重機掘削を行ない、遺物の

包含が確認された段階で、人力掘削に切り替えて調査を進めた。

河道の影響を大きく受けて、断絶・消失する堆積が多い。遺物の含まれる堆積は9層で、水田土壌層

と洪水砂に分けられる。両者はサンドウィッチ上に相互に重なって検出された。水田土壌層は5枚確認
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したが、畦畔を検出できたのは20層（第1水田面）・14層（第3水田面）・12層（第2水田面）

であった。それぞれの面は上面に堆積する洪水砂の影響によって畦畔などが流出し、遺構検出は困難な

状況であった。また第16層と8層は畦畔などは流失していたが、いずれも水田面と考えられることか

ら、第2水田面、第5水田面と呼称した。

包含層はいずれも水田面の上に堆積する洪水砂であり、木製品を中心に遺物が出土した。

第4節　平成5年度の調査①（深田1区）

○調査期間：平成5年6月15日～平成6年1月26日　○調査面積：8，657扉

○調査主体：兵庫県教員委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（主任）西口圭介　（技術職員）藤田淳　鈴木敬二

（研修員）岡　昌秀

○調査補助員・室内作業員など：青谷典宏　松尾伸也　山下亮　長谷川英子　竹中美由紀　北村地佳子

中瀬俊子

深田1区は流域最下流部に位置する調査区である。袴狭川は約200m下流で入佐川と合流した後、

出石川に流れ込む。調査区は小野川と袴狭川をショートカットで繋ぐ放水路との合流部分を起点に、上

流（東）へ220mまで、南北13m～47mの範囲である。しかし、調査の安全上、壁面に傾斜をも

たせたため、平面的に遺構を調査しえた範囲は下層ほど狭く、最大でも幅40mに満たない。

調査区内の地区割りは、図版62に示すように、北辺の20m内側に東西方向の主軸を設け、下流側

（西側）より10m間隔で1区～21区に分けた。さらに主軸線を境に南北に二分し、北1区、南2区と

いうように呼び分け、遺物を取り上げた。

残土置場を調査区内で確保するため、調査区を1～8区、9区～15区、16区～21区の3工区に

分割した。調査は下流側の工区から開始し、残土の仮置きと埋戻しを行いながら、順次、上流側の工区

へと調査を進めた。それぞれの工区では最終遺構面において空中写真撮影を実施した。

昭和63年度の第1次確認調査の結果にもとづいて、表土から約1mまでの堆積土は重機で除去した。

その後、すべて人力で約1m掘り下げ、標高2．8～2．5mほどの深度まで達した。その間に弥生時代末

～奈良時代の3両の遺構面を検出した。人力掘削の際には、小地区の境に土層観察用の畦を設け、その

脇に幅約50cmのトレンチを予め掘削し、外周の側溝と合わせて、土層の堆積状況を確認しながら掘り

進めた。

3面の遺構面は遺構や土層の堆積状況、出土遺物からすべて水田と判断し、調査中は上位から順に第

1水田面～第3水田面と呼んだ。本報告では第1遺構面～第3遺構面と呼び改める。

第1遺構面には調査区東半を中心に洪水砂が広く被覆し、遺構面の検出は比較的容易であった。第2、

第3遺構面では顕著な洪水砂の堆積は認められず、上位の層と類似していたり、特徴のある間層を挟ま

ない場所では、遺構面の認定は困難であった。第1遺構面であっても洪水砂が及んでいない範囲では同

様で、そのような場所では、周囲の状況に合わせて掘削の深さを確定した。こうした状況から、分層し

て取り上げた遺物にも、上下の層の混乱が生じているかもしれない。

また、10・11区北と19・20区南では土層観察用の畦に大きくうねって摺曲したような堆積状

況が認められた（図版63）。これは以前の調査時に、残土をこの周辺に高く積み上げたために起こった

現象で、地盤が軟弱なため、残土の直下は重みよって陥没し、周囲の地層が隆起したものであろう。同
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様な現象は下坂地区の調査の際にも見られた。こうした部分では、地形の起伏にそって掘削することは

困難であったので、堆積状況に係わらず、周辺の掘削深度に合わせることとした。

検出された遺構などの実測は、縮尺1／100の平板実測を基本とし、遺構や出土遺物の状況に応じて、

縮尺1／20の平面実測を行った。杭列や大型部材の出土状況は1／100で、護岸施設や田下駄の一括出土状

況などは1β0で図化した。

なお、平成5年度は深田1区のほか、下坂地区、砂入遺跡Ⅴ区、大佐川遺跡Ⅱ区、大谷墳墓群（A～

D地点）の全面調査を実施した。

第5節　平成5年度の調査②（下坂地区）

○調査期間：平成5年6月15日～平成5年8月24日　○調査面積：816正

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（主任）西口圭介　（技術職員）藤田　淳　鈴木敬二

（研修員）岡　昌秀

○調査補助員・室内作業員など：長谷川英子　竹中美由紀　北村地佳子　中瀬俊子
こぬすみやま

下坂地区は袴狭地区の南東隅に位置している。調査地点は此隅山の麓を西へ流れる袴狭川の左岸側、

袴狭大橋から約100m下流に位置する。この場所は、袴狭地区から宮内地区へと抜けてゆく県道町分

久美浜線（下坂の切り通し）をはさんで此隅山城から西へ延びる尾根の北の山裾に設定した調査区であ

る。所在地は出石郡出石町袴狭字下坂328－1である。

今回調査を実施した下坂地区は、平成2年度に確認調査を実施した際、多量の奈良・平安時代の木製

品が出土しており、平成4年度に2次確認及び一部全面調査を実施した地区である。

平成4年度の調査では、上層に戦国時代、下層に奈良・平安時代の遺構・遺物を検出している。

前年度の調査結果をもとに、戦国時代の遺構面と奈良・平安時代の包含層の大きく上下2層の調査を

実施することとした。この内上層の戦国時代の包含層に至るまでの旧耕土・洪水砂層等についてはパワ

ーショベルを使用して掘削し、以下については人力による掘削・精査を実施することとした。また、最

終的には戦国時代の遺構が地下保存される事となったため、奈良・平安時代の包含層については調査区

の四周を巡らせた側溝の掘削による断面精査を主体とした調査以外に調査は実施しなかった。

検出された礎石建物及整地層は建設省と協議の結果、地下保存することとした。このため下層の本格

的な調査は実施せず、調査区北西部壁面付近の一部の調査を実施するに留めた。

第6節　平成6－7年度の調査

1．概要

袴狭川改修範囲のうちでもっとも上流に位置する、谷外地区と内田1区の調査を行った。谷外、内田

の両調査区は、中世の守護大名、山名氏の居城である此隅山城の北側に位置し、此隅山城と袴狭川には

さまれた狭い平野部分にあたる。

袴狭遺跡の調査は、前年の平成5年度（1993年）まで内田地区の下流域にあたる衛下、国分寺、

大坪、深田の各調査区を調査してきた。これらの調査区では人形、馬形、斎串などの木製祭祀具や、田

下駄などの農具こそ多く出土しているものの、遺構に関しては流路や水路などを検出したにすぎず、こ

れらの祭祀具を川に流す祭祀を行った祭祀の場備税はさらに上流に存在する可能性があった。この
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ような状況の中、袴狭遺跡第2次確認調査の際、内田地区に設定したトレンチで柱穴や柱痕が検出され

たほか、銅印や木簡などが出土したため、その時点で内田地区に何らかの官街関連遺構が存在する可能

性が高まった。こうした一連の確認調査の結果等に基づき、谷外地区および内田1区の全面調査を、平

成6年（1994年）6月21日から平成7年（1995年）3月16日にかけて実施した。また同時

に大坪2区の調査も実施した。

2．平成6年度の調査

○調査期間：平成6年6月21日～平成7年3月16日

○調査面積：（谷外・内田地区）3，574正、（大坪2区）2，950m？

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂（技術職員）中村　弘　鈴木敬二　（事務職員）服部寛

（研修員）岡　昌秀

○調査補助員・室内作業員など：長谷川英子　北村地佳子　中瀬俊子

谷外地区では3両の水田と、それらの下層に平安時代の旧河道を検出した。旧河道の中で、人形、馬

形、斎串などの木製祭祀具等が出土した。

内田1区では、弥生時代から奈良・平安時代を経て室町時代に至る7面の遺構面を検出した。上層か

ら下層に向かって順に第1～7遺構面とした。

第7遺構面とは、具体的には調査区東端でわずかに検出した地山上の遺構群を指す。弥生時代Ⅳ期の

土坑を検出し、その中から器台が出土した。

第6遺構面では8世紀代の旧河道を、調査区の東西の両端部で検出した。

第5遺構面では8世紀代の掘立柱建物を7棟検出した。遺構検出時に木製祭祀具がまとまって出土し

ている。

第4・3・2遺構面は9～10世紀の遺構面である。各遺構面で土師器や須恵器といった土器のほか、

緑粕陶器および灰粕陶器などの陶器類、木製祭祀具を含め、下駄・木皿・曲物などの木製品などが出土

した。出土した土器には墨書土器が多く含まれている。第4遺構面では掘立柱建物を5棟検出した。こ

の建物は2間×4間の総柱である。

第3遺構面では、掘立柱建物7棟を確認した。掘立柱建物の柱痕の遺存状況は極めて良好であった。

これらの建物を取り囲むように配置された溝も検出した。

第2遺構面では3棟の礎石建物を検出した。この遺構面においても、建物を取り囲むように配置され

た溝を検出した。これらの溝は板材の護岸が設置されていた。第4・3遺構面で検出した建物はすべて

掘立柱建物であるが、第2遺構面の建物はすべて礎石建物である。第4・3遺構面の土器には墨書土器

が多く含まれるが、その内容は「秦」と判読できるものが多く含まれる。また第3遺構面を中心に、官

人が用いた帯の装飾に用いられた石帯および銅製の帯金具が出土した。

第1遺構面は中世後期の遺構面である。東西方向に伸びる溝を検出した。その中から瓦質のすり鉢や

陶磁器類が出土した。これらの遺物は南隣にそびえる此隅山城との関係を窺わせるものである。

一方、下流の大坪2区では弥生時代中期から平安時代前期（10世紀）にいたる6両の遺構面を検出

し、それぞれの遺構面で水田遺構あるいは流路を検出した。第6遺構面は弥生時代中期から古墳時代に

かけての遺構面であるが、溝の中で井堰を2箇所検出した。また、第1・2遺構面は平安時代前期の9

～10世紀の遺構面であるが、それぞれの面で水田遺構に伴う遺構面を検出し、それらの構内から人形、
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鳥形、舟形、斎串などの木製祭祀具がまとまって出土した。

3．平成7年度の調査

○調査期間：平成7年11月28日～平成7年11月30日

○調査面積：400Iが

○調査主体：兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

○調査担当者：（主査）大平　茂　（技術職員）深江英憲

内田1区の北側には袴狭川の現河道が流れている。この河川も改修の対象となるため、発掘調査を実

施し、内田2区とした。なお従前、現河道の河床は調査の対象とはしていなかったが、今年度について

は、隣接する内田1区にて掘立柱建物などの遺構を高い密度で検出することができたため、特に現河床

についても調査を行うこととした。調査は渇水期を選んで実施したものの、出水が移しいため、土層観

察と遺物の取り上げを行うにとどまった。

第7節　整理作業

1．概要

袴狭遺跡から出土した遺物には、土器、木器、金属器、石製品があり、土器は281入りコンテナで

230箱、これに対して木器・は1615箱にも換算される膨大な量がある。この他に金属器は56点、

石製品は85点出土している。

その整理作業の開始は平成3年度に遡る。平成3年度～平成7年度までの5カ年間は砂入・袴狭遺跡

整理事業として委託契約を結び、砂入遺跡を主としながら調査が終了した地区の袴狭遺跡の整理作業も

わずかながら進行させた。

小野川放水路事業関連の発掘調査が終了し、砂入遺跡の整理作業も終盤を迎えた平成8年度以降は、

同事業関連の整理作業を遺跡ごとに区分して委託契約を行うこととした。また、調査の終了によって、

出土遺物量が確定したことから、平成8年度以降の整理作業工程の見直しを行った。それをもとに建設

省近畿建設局豊岡工事事務所と協議を行い、木器保存処理を含めて袴狭遺跡に関しては平成13年度に

作業を終了させ、小野川放水路事業関連全体の整理作業の最終年度は平成14年度とすることになった。

2．年度ごとの進行状況

平成3年度は第1、第2次確認調査と国分寺1区出土土器の水洗～接合・補強までを実施した。

平成4年度～平成6年度までは国分寺1区・2区出土木器を中心に、分類や台帳作成、実測を行い、

遺物写真撮影も実施した。この頃はまだ木器台帳も整備途中で、完形度の高い祭祀具から優先して実測

を行った。しかし、国分寺1区だけでもそれが数百点にものぼるため、木器の台帳を完成させ実測遺物

を十分に吟味することが急務であった。また、金属器の保存処理も一部実施した。

平成7年度は木器台帳の基礎となる35mmカメラによるメモ写真の撮影をほぼ完了させ、撮影後の未

処理木器は扱いと保管の便をはかるためチューブ式ビニール袋に1点づつ水漬けパックした。木器の実

測も本格的に開始し始めた。

平成8年度からは平成4年度以降中断していた土器の整理作業が再開された。木器の保存処理も、前

年度までは砂入遺跡を中心に外部委託していたが、本年度からは袴狭遺跡が本格化し、木簡類を優先し

て処理した。

平成9年度にはすべての前年度から継続した作業が行われた。また、残っていた金属器の保存処理も
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完了させた。

平成10年度中にはすべての実測作業が終了した。木器の実測は4年以上の長期間を費やしたが、よ

うやく、終了を迎えることができた。本年は長さ2mを越える大型木器の実測も行ったが、その際には

4×5判で撮影した写真を実物の1β～1！6の縮尺に紙焼きしたものを活用した。土器では復元と写真撮影

も終えた。

平成11年度には遺構図・遺物実測図のトレース以降の作業が中心となり、写真も含めたレイアウト、

編集作業を経て本報告書の刊行を迎えた。

3．整理作業担当者

各年度における整理作業を担当した職員と整理技術嘱託員などは以下のとおりである。

【平成3年度】

○整理担当職員：（技術職員）篠宮正

○整理技術嘱託員：（図化補助技術員）西原美知代　光揮鈴子　伊藤ミネ子　川上啓子　衣笠雅美　長

谷川洋子　（日々雇用職員）家光和子

【平成4年度】

○整理担当職員：（主任）山下史郎　村上賢治＜木器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）広戸紀子　（日々雇用職員）宮沢昭世

【平成5年度】

○整理担当職員：（主任）村上賢治＜木器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）広戸紀子　（図化技術員）宮沢昭世　（日々雇用職員）中山春子

茅原加寿代

【平成6年度】

○整理担当職員：（主任）中川渉　（主査）加古千恵子＜金属器保存処理担当＞（主任）藤田浮く木

器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）広戸紀子　（企画技術員）尾崎比佐子　（図化技術員）和田寿佐子

宮沢昭世　喜多山好子　（図化補助技術員）中山春子　（日々雇用職員）茅原加寿代　黒田智香　村上

京子

【平成7年度】

○整理担当職員：（主任）藤田浮く木器保存処理担当兼務＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）広戸紀子　（企画技術員）赤松千鶴（図化技術員）木村淑子　茨

木恵美子　前田千栄子　西野淳子　飯田章子　川上緑　船木昌美　宮沢昭世　高嶋美和　竹内泰子

（図化補助技術員）臼井昌代　（日々雇用職員）黒田智香　山口潤子　山口幸恵　西谷佐織　高田めぐみ

菓子ふさ恵　位上篤子

【平成8年度】

○整理担当職員：（主任）藤田浮く木器保存処理担当兼務＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）広戸紀子　酒井喜美子　（企画技術員）赤松千鶴　本窪田英子　香

川フジ子（図化技術員）萩原聡美　中西睦子　鈴木まき子　横山キクエ　臼井昌代　（図化補助技術

員）西谷佐織　小野潤子　高田めぐみ　小林俊子　渡辺二三代　（日々雇用職員）松本嘉子　宮野正子

中村正子　清水いずみ　尾鷲都美子　奥野保子　奥野政子
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【平成9年度】

○整理担当職員：（主査）森内秀造　（技術職員）中村弘　（主査）加古千恵子＜金属器保存処理担

当＞　藤田浮く木器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）伴悦子　小川美奈　尾崎比佐子　（企画技術員）横山麻子　和田寿

佐子　多賀直子（図化技術員）川上緑　船木昌美　山本京子　田中菓　（図化補助技術員）高田めぐみ

松本嘉子　前川悦子　小林俊子　渡辺二三代

【平成10年度】

○整理担当職員：（主査）村上賢治　（技術職員）中村弘＜木器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）伴悦子　（企画技術員）横山麻子　多賀直子（図化技術員）島田留

里　西野淳子　川上緑　船木昌美　山本京子　高田めぐみ　位上篤子　（図化補助技術員）小林俊子

渡辺二三代　（日々雇用職員）遠藤利恵　津田友子　板東明子　三好綾子

【平成11年度】

○整理担当職員：（技術職員）長濱誠司　（主任）中村　弘＜木器保存処理担当＞

○整理技術嘱託員：（主任技術員）伴悦子　古谷章子　増田麻子　（企画技術員）前山三枝子　香川フ

ジ子　多賀直子　（図化技術員）石野照代　西野淳子　飯田章子　船木昌美　川上緑　佐伯純子　喜多

山好子　山本京子　萩原聡美　高田めぐみ　宮野正子　小林俊子　渡辺二三代　紋小路公子　遠藤利恵

（図化補助技術員）又江立子　津田友子　岡井とし子　（日々雇用職員）岡田祥子　秋枝泉　梶岡洋子

梶川華代　津野有里　蓬来洋子

4．木器の保存処理

袴狭遺跡出土の木器は総容量約45，000のこのぼる膨大な量である。整理作業では原則として

「甲（製品）」と「乙（加工材）」に大別し、「甲」はすべて1点ごとの登録No．を与えた後、35mmカメラ

でカラー写真を撮影し台帳とした。「甲」の総数12776点、代表的な遺物では木簡44点、人形88

9点、馬形1229点、斎串2409点（註1）、舟形60点、田下駄とその枠部材1164点、曲物類57

7点がある。（註2）

これらの木器の保存処理は甲のすべてを処理する方針で計画を立て、砂入遺跡に引き続いて平成8年

度から開始した。

平成8年度は木簡や祭祀具など小型木器で報告書に掲載するものを中心に、財団法人元興寺文化財研

究所に保存処理を委託した。同研究所への委託は平成11年度まで継続して行っており、遺物に応じて

PEG含浸処理法、真空凍結乾燥処理法、アルコール・キシレン樹脂法、脂肪酸エステル処理法を選択

し、年間数百点が保存処理されている。また、袴狭遺跡では建築部材など大型木器にも見るべきものが

ある。これらは平成9年度以降、毎年数点ずつ（株）吉田生物研究所へ高級アルコール法による保存処

理を委託している。

さらに外部委託で処理しきれない分を当事務所で対応するため、平成9年度～平成14年度までのリ

ース契約で処理容量10001のPEG含浸処理装置2基を設置した。既存の2基のPEG含浸処理装

置も活用しながら、年間1000点以上の保存処理を行っている。

なお、袴狭遺跡出土の木器の中で、最も特筆すべき線刻画のある箱形木製品は、平成7年度の「全国

巡回発掘調査速報展，95」（主催　文化庁）への出品が決定された。そのため、整理契約とは別に、平

成7年4月～6月に（株）東都文化財保存研究所で真空凍結乾燥処理を行い、展示に間に合わせた。そ
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の際、今後予想される展示貸出に対応できるよう複製品を作成した。複製品は出石町教育委員会でも作

成している。

註1）祭祝具はタイプの判明するものの数である。

註2）木器の点数は登録もれなどが若干あるため、実際の点数とは多少の誤差がある。

表1整理作業工程表

平成 3 平成 4 平成 5 平成 6 平成 7 平成 8 平成 9 平成10 平成11

土

器

水　　　 洗 ○ ○

ネーミング ○ ○ ○

接合 ・補強 ○ ○ 0 ．

実　　　 測 ○

復　　　 元 ○

木

器

台 帳 作 成 △ △ ○

実　　　 測 △ △ △ ○ ・○ ○ ○

写　 真　 撮　 影 △ △ ○ ○ ○ ○ ○

ト　レ　ー　 ス ○ ○

レイ　ア ウ ト ○

木器保存処理 ○ ○ ○ ○

金属器保存処理 ○ ○
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第2章　確認調査

第1節　第2次確認調査（坪井遺跡）の概要

昭和63年度の調査は、前年度に実施した、小野川放水路建設工事対象地の広範囲に実施した立ち会

い調査を補完する2次確認調査である。

2次確認調査対象範囲は、前年度の調査において、木製品を主とした遺物の出土や杭列の存在が確認

された部分である。昭和62年10月4日～6日、小野川放水路計画工事部分を重機によって立ち会い

調査したところ、小野川添いの砂入遺跡とともに袴狭川沿いの調査地点においても杭・加工材等の出土

をみた。遺物の出土した地点に近接する袴狭川と入佐川の合流地点周辺は過去に多量の弥生土器が採取

されており、坪井遺跡として周知されてきた地点である。第1次確認調査を実施した昭和62年度時点

では袴狭遺跡の存在は認識されておらず、このため袴狭遺跡ではなく、坪井遺跡確認調査として2次調

査を実施することとなった。

しかし、平成元年度以降の袴狭遺跡調査の進捗に伴い、当該地もまた、袴狭遺跡に含まれる一連の遺

跡であることが明らかとなったため、官街遺跡・祭祀遺跡・水田跡遺跡の調査に際しては『袴狭遺跡』

に統一し、坪井遺跡の名称は使用しないこととした。因みに、『坪井』は袴狭地区側ではなく、尾根をへ

だてた、入佐川側にその字名があり、その点からも不都合な遺跡名である。

調査対象範囲は小野川と袴狭川を繋ぐ水路（ショートカット部分）の水路が袴狭川に合流する部分を起

点に上流側に延長約260m、幅約50m、及び、合流点を起点にショートカット部分の一部である。

袴狭川の更に上流については用地買収等の関係により、昭和63年度時点では確認調査は実施されて

いなかった。また、ショートカット部分の大半については前年度の調査において、遺跡が存在しないと

の報告がなされていたため、2次確認調査を実施することがなかった。ショートカット部分の比較的広

い範囲に広義の袴狭遺跡（砂入遺跡を含む）が広がることは以後の調査において徐々に明らかとなっていっ

たため、このことは後に禍根を残す事となった。

調査は11箇所のトレンチと1箇所の試掘坑を設定しておこなった。トレンチは40m間隔に1本

（幅6m）を原則とし、遺構の状況によってトレンチを増設した。各トレンチは調査区を横断する形で設

定し、15m～50mの規模のものを設定した。

掘削は耕土から包含層直上までをパワーショベルによって行い、以下を人力掘削としているが、遺

構・土層の状況によっては再度パワーショベルを使用し、採掘を行った。その結果、各トレンチ・試掘

坑において遺構・遺物を検出した。

1．概要

調査対象範囲は小野川と袴狭川を繋ぐ水路（ショートカット部分）の水路が袴狭川に合流する部分を

起点に袴狭川の上流側（右岸川）に延長約260m、幅約50m、及び、合流点を起点にしたショート

カット部分の一部である。調査前の現況は圃場整備後の水田であり、標高5m前後を測る地点である。

調査は11箇所のトレンチ（トレンチ1～10・トレンチ12）と1箇所の試掘坑（トレンチ11）

を設定しておこなった。トレンチは40m間隔に1本（幅6m）を原則とし、遺構の状況によってトレ

ンチを増設した。各トレンチは調査区を横断する形で設定し、15m～50mの規模のものを設定した。

調査の結果、各トレンチ・試掘坑において遺構・遺物を検出しており、確認調査対象範囲はすべて全

面調査の対象範囲となった。このため、個々のトレンチの様相・土層の堆積状況・遺構の詳細について
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はここでは割愛する。全面調査結果を参照されたい。

調査結果は以下のとおりである。

A．祭祀遺物を濃厚に含む包含層を確認した。－トレンチ5・6・7・8・9・10・12

B．祭祀遺物・木簡を含む包含層を確認した。－トレンチ1・2・3・4

C．祭祀遺物を含む流路を確認した。－トレンチ6・8・9・12

D．祭祀遺物・木簡を含む包含層下に砂をかぶる水田址を確認した。－トレンチ8・9

E．Dの下層に砂をかぶる水田址を確認した。－トレンチ1・3・5

F．Dの下層に砂をかぶらない水田址を確認した。多量の木製農耕具・構造材を伴う。

－トレンチ1・2・3・4・6・10・11

G．Fと同一層で溝・杭列・性格不明の木組みを検出した。－トレンチ3

H．縄文海進に伴うと考えられる貝層を検出した。－トレンチ11

各トレンチの土層堆積状況からは、洪水砂の供給を繰り返した氾濫原が古墳時代前期以降徐々に安定し、

湿田化してゆく様が読みとれた。

大きくは下層の水田遺構・下層の水田遺構を被覆する洪水砂・上層の水田遺構・上層の水田遺構を被

覆する洪水砂（祭祀遺物を含む）・祭祀遺物・木簡を含む水田土壌・腐植土層・中世水田土壌・近世の

厚い洪水砂・現代の水田耕作土の順で堆積している。

祭祀遷物・木簡を含む包含層（A・B）は租密はあるが調査区全域に存在することが確認できた。

D～Gに述べた洪水砂は、トレンチ9・トレンチ1・トレンチ3の北半部・トレンチ5・トレンチ

8・トレンチ6・トレンチ12・トレンチ7では水田遺構が祭祀遺物を含む洪水砂によって埋没してお

り、調査区の北側に旧袴狭川が存在し、調査区北半を中心に幾度か洪水砂を供給したことが判明した。

調査区全域において形成された数時期に及ぶ厚い水田土壌中からは、木簡・履・木製祭祀具・田下

駄・梯子・木包丁・建築部材等の多量の木器が出土した。木器は、使用中に放棄したと考えられる田下

駄や杭、一部の人為的に集積した状況を示す加工材を除いては何れも洪水によって流されてきたと考え

られ、流路の肩部に漂着した状況で検出されるものが多い。この木器を含む水田土壌の大半は平安時代

のものと考えられ、同時期の杭列・畦畔を伴う水田跡の他、木製祭祀遺物・加工材等を多量に含む溝を

検出した。また、溝・水田跡の一部は洪水砂によって埋没しており、数時期に分けることが可能である

と判断された。

2．遺物

遺物のうち、土器については確認調査においても弥生時代中期～近世にいたる土器が出土しているが、

全面調査において紹介される遺物と大差なく、ここでは触れない。木製品についても、特徴的なものに

ついて25点について述べておく。また、25点以外に木簡2点・墨書のある曲物がある。

Wl～W3はトレンチ1より出土した。Wlはトレンチ1の北半部洪水砂直上に堆積する暗灰茶色砂

まじりシルトより出土している。用途不明木製品である。W2はトレンチ1の南端の腐植土中より出土

した。農具・工具等の柄頭もしくは木錘（砂入遺跡藤田分類B類）等の用途が考えられる。W3はトレ

ンチ1の北半部洪水砂直上に堆積する暗灰茶色砂まじりシルトより出土している。紡績具のかせかけ

（舞羽）である。

W4～W6はトレンチ2より出土した。W4は台形に加工した板材の上辺に楔状の薄板を打ち込んだ

もので、脚部として使用されたと推測される。W5は台状枠付き田下駄の部材（枠歯）である。藤田分
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類のC類に属する。W6は用途不明木製品である。一方の短辺を半円形に加工し、他短辺には溝状の彫

り込みと方形の穿孔を施す。加工材の再利用品と考えられる。W7はトレンチ4下層の暗褐色腐植土よ

り出土している。一方の端を方形の柄頭とし、他端は欠損しているが、広がりをもちはじめており、残

存状況から推して槽やスコップ状の端部をもつものと考えられる。基部には3個の孔を穿っている。

W8～W14はトレンチ5より出土した。W8～W12は斎串である。何れも上層水田面を被覆する洪水

砂中より出土した。W8は藤田分類のD類に属するもので、薄板の両端を斜めに切り落とし、平行四辺

形の形状をとるものである。切り掛けは上下端にそれぞれ1箇所づつ行っている。W9～W12は藤田分

類のD類に属するもので、薄板の両端を斜めに切り落とし、台形の形状をもつものである。W9～Wll

には一端（図では上端としている。）に多数の切り掛けを施している。W9では12本以上、WlOでは2

9本、Wllでは20本を数える。これに対してW12には切り掛けは見受けられない。W13は砲弾形の平

面形の中央に長径5．5cm・短径5．0cmの孔をあけた板材である。丸く加工された辺以外には桜皮の

綴じ紐が残存しており、方形の曲物の底板を再利用したものと考えられる。W14は丸太材の一端を加工

し、臍としている。側面は平坦に仕上げられ、一部に浅い彫り込みが見られる。

W15～W17はトレンチ9より出土した。W15は人形である。藤田分類のC類に属するものが、頚部の

切り欠きは2段に行われている。手の切り掛けは左右一本づつ確認できるが、全体に遺存状態が悪く当

初の状態は不明である。W16は舟形であろう。W17は把手である。全体に軽く弓なりの反りをみせる。

W18～W20はトレンチ10より出土した。W18はW17と同じ形状をもつ把手である。W19・W20は酷

似した形状をもつ部材である。W20は中央部に方形の孔を穿ち、両端には臍孔を切り、木釘の痕跡が残

る。W19はW20と同様の部材の中央の孔に別の材を組み、更に楔を打ち込んでいる。W19・W20は近接

して出土しており、組み合わさって使用した可能性も高い。

W21・W22及びW26はトレンチ12より出土した。W21は木製穂摘具である。最下層の砂層より出土

している。W22は膝柄股鍬である。鍬先・基部は欠損している。上層水田に被覆する洪水砂の直上より

出土した。W26は2箇所の臍孔と1カ所の穿孔をもつ大型の部材である。建築部材の可能性が高いが、

用途は不明である。

W23～W25はトレンチ3より出土した大型木製品である。何れも下層水田土壌中より出土している。

W23は一端を半円形に加工している。建築部材と考えられるが用途は不明である。W24は梯子である。

ステップが3段遺存している。幅20．5cm・ステップの間隔は約33cmを測る。W25は板材である。

第2節　第2次確認調査の概要

第2次確認調査は、袴狭川の上流部分を対象とし、9本のトレンチを設定して調査を行った。袴狭川

の上流から1・2・・・とナンバーを与えている。今回報告の名称に合わせると、1・2トレンチが谷

外地区、3～6トレンチが内田地区、7トレンチが下坂地区、8トレンチが国分寺地区2区、9トレン

チが大坪地区1区に相当する。

1トレンチ

最も上流に設定したトレンチで、工事対象面積も狭くなっており、トレンチの長さも8mと短くなっ

ている。上坂橋に近い地点で南東部分に耕地が広がっており、第1次但馬国府の推定地の1つとなって

いる。袴狭川の流れに直交方向に設定している。他のトレンチも設定の方向は同様である。

約2．2m掘り下げて確認調査を行った。その結果、南端で律令期祭祀遺物を包含する溝（旧河道）を
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確認した。ただ、東壁には認められず、トレンチ内で北側に曲がっており現在の堤防下に延びている。

出土遺物の量は多い方ではなく、斎串と馬形が出土している。他にその下の砂層から奈良時代前期の須

恵器（968）も出土している。968は著しく歪んでおり口径はやや不正確であるが、復原径で12．35cm、

復原した高さで3．7cmを測る。外面には焼成時に付着した粘土が付いている。胎土は砂粒を僅かに含む

が良好である。上層には中世の遺物（967）が含まれている。967は土師器小皿で全体をユビ成形で作り

内面は1方向からのナデで調整している。口径8．2cm、器高1．9cmを測る。

2トレンチ

1トレンチの西側40mに設定した5×10mのトレンチである。約2．3m下げて、主に西壁を精査

して確認した。地表下約0．6mのところで水田面とその畦畔を検出している。出土遺物がないことから、

時期は確定できないが中世の水田かと思われる。さらに約1．0m下で溝（旧河道）を確認しており、律

令期の祭祀遺物を包合している。溝（旧河道）の幅は一定でなく、現在の河道と平行ではなく蛇行して

いる。トレンチ内では西側が広く東に向かって狭くなるとともに北側へ曲がっている。1トレンチで検

出した遺構と繋がるものと思われる。港内からは斎串（W473）と馬形・田下駄・建築材が出土している。

斎串（W473）は斎串Dに分類されている台形斎串で長さ9．1cm、幅1．1cm、厚さ0．7cmを測る。3か

所の切り欠きを有する。構内上面から溝外にかけての部分で土器も数点出土している。図化したのは須

恵器杯（969）と土師器竃の鍔部分（970）であるが、須恵器杯・嚢と土師器片も見られた。969は口綾部

で半分残っている破片で、復原径13．6cm、底径9．5cm、器高3．4cmを測る。底部は回転へラ切りの

後不定方向のナデで仕上げている。高台は端部に丸みを持つもので外方へ開いている。体部は直線的に

外方へ延びており、口緑端部は尖りぎみに丸く納める。970は竃の向かって左側面の鍔の部分である。残

存長14．9cmを測る。鍔は外側に開いているが、大きくは屈曲しない。他に時代の遡る古墳時代前期の

磨滅した土師器の破片がある程度出土している。

さらに下層の砂層からは遺構は確認されていないが、遺物が出土している。古墳時代の土師器と思わ

れるが、上層ほど磨滅していない。ミニチュアと思われる小型壷（971）もあり、プロポーションは弥生

時代前期のものに似るが、ミニチュアであることから時期は古墳時代に一応しておく。手づくねの土器

よりは整形を加えており、丁寧な作りである。復原径4．6cm、底径3．8cm、器高6．95cmを測る。最

大腹径は口径より大きく器高中央部で6．1cmある。内面はヘラ状工具による成形を施し、口緑部のみヨ

コナデで仕上げている。外面はユビ成形ののち部分的に細かいパケ整形（10本／cm）を施し、ヨコナ

デ・ナデで仕上げている。

3トレンチ

2トレンチとは此隅山から北側に張り出した現在墓地となっている丘陵によって離れている。内田の

位置は小字が示すように狭小な隔絶した谷部になっている。西側も下坂峠に続く丘陵によって隔離して

いる。内田の地区には4本のトレンチを設定したが、その東端のトレンチである。トレンチの規模は

5×12mである。

地表下約1．8mまで調査した。約0．6m下（標高8．3m）で水田面を確認している。その段階の平

面的な調査で小畦畔も検出している。南側は谷部からの影響で水田面が完全には残っていない。この面

より上は水田土壌である。

水田面の下約0．3m下で北半は岩盤である花崗岩となる。約4mの長さで地山を削り出しており、意

図的に平坦面を形成したようである。この面が内田地区の遺構面になるものと思われる。南側は谷地形
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で遺構面を作るために整地がなされたようで、灰色シルトや地山客土で埋められている。この面から掘

り込まれたピットも1基確認している。径40cmを測る。整地層には遺物は少量で土師器の小片のみで

あった。1・2トレンチで検出された律令期の祭祀遺物を包含する溝は確認されていない。整地層から

漆器台脚（W4掲）が出土している。1辺の脚部で端部は欠失している。2か所に組み合わされた部品が

残っている。残存長25．8cm、幅3．4cm、厚さ0．7cmを測る。

地山の直上の層に弥生時代中期の土器が含まれている。北側では平坦面を作る際に削平されたようで

あるが、南側では残っている。濃密な包含層ではないが、丘陵部に中期後半の時期の遺跡が存在する可

能性が考えられる。

4トレンチ

3トレンチの西側35mに設定した同規模のトレンチである。遺構面は3両確認した。水田面の上の

堆積土中に新しい時期の旧河道も検出している。上の面の遺構は水田面で、3トレンチと同じレベルで

確認されている。水田面と小畦畔以外に杭を伴った大畦畔を確認している。ほぼ南北にトレンチ内に延

びており、袴狭川と直交方向になる。大畦畔の規模は、上部で幅0．5～0．6m、下部0．95～1．05

mを測る。黒灰色砂礫土を使用して硬く締めている。上層は土壌化しており、長期間使用されていたこ

とが窺われる。大畦畔両側には水田土壌である灰褐色シルトが広がっている。大畦畔上面で土錘（973～

985）が集中して出土している。綱の錘としていた可能性が高いと思われる。13点の土錘は長さ3．7

～5．0cm、幅1．6～2．6cm、重さ90～23．6g（978は破片のため除いている）と多少差はあるも

のの比較的均一的なものである。細かくみると（984）のように中央が算盤玉状に広がっているものや

（9拘）のようにやや小型なものも含まれる。

次の遺構面は約0．2m下に存在する。比較的硬く締まった層で、整地面と考えられる。3トレンチで

検出した整地層に繋がる同一面であろう。上面は土壌化しており、この面から土器と銅印が出土してい

る。図化した土器は須恵器皿（972）で復原径13．8cm、底径9．0cm、器高2．1cmを測る。体部の稜線

は明瞭ではない。底部は僅かに凹凸はあるものの比較的平滑で、甘い稜を持って体部に続く。体部は外

方へ湾曲しながら延びており、端部は丸ぐ納めている。底部は回転へラ切りののち1方向のナデを施し

ている。銅印は、苔紐有孔式のもので郭部の一部を欠くがほぼ完存である。高さ31mmで、紐の幅は1

9mmを測り基部に3条の沈線（刻線）が見られる。基部は短めで5．2mmあり、苔紐はやや大きめである。

沈線より先に縦方向の筋状の細い線が認められる。製作時の痕跡であろうか。孔は中央からややずれて

いる。印面は方形で、上面に『上』字が刻み込まれている。当然、印面と紐は平行である。印面の大き

ノ

t

．

n

－　　．

1

N o．
長 さ

cm

幅 （径 ） cm 厚 さ

cm

重 さ

g
N o．

長 さ

cm

幅 （径 ） cm 厚 さ

cm

重 さ

g最 大 最 小 最 大 最小

973 3．7 1．9 1．7 0．6 9．0 下 部 欠 98 0 4．9 2．35 2．15 0．5 2 1．2 下 部 欠

9掲 3．7 1．6 1．2 0．4 5 9．6 98 1 5．0 1．9 1．8 5 0．6 10．8

97 5 4．15 1．8 5 1．85 0．4 5 13．6 98 2 4．5 2．3 2．2 0．4 18．8

976 4．8 1．9 1．65 0．35 14．6 98 3 4．2 5 2．1 2．05 0．4 5 16．8

97 7 4．55 2．1 1．9 0．9 13．4 98 4 4．6 5 2．6 2．4 5 0．5 23．6

978 3．4 1．9 1．9 0．6 9．5 上 下 欠 98 5 2．3 2．3 2．2 0．5 17．2

97 9 4．8 2．15 2．1 0．5 18．2 9 96 2．15 2．1 5 2．0 0．5 1 7．4

表2　　4トレンチ出土土錘計測表　（996は表採）
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さは上から時計回りに30．5・33・31．5・32mmである。印面の断面は台形で、その高さは9mmを

測る。輪郭は細い郭を有し、印顆は陽刻である。文字は当初『福』と呼んで報告していたが、平川南氏

の教示により『私』であることが明らかになった。会田富康『日本古印新致』に酷似した印があること

と、「私」の場合蒙書体でツクリ部分が逆もあることから『私』としたものである。ここで訂正し、ご教

示戴きました平川南氏に感謝致したい。

第2面は3トレンチから続く明瞭な遺構面であり、特殊な遺物も出土したことから遺構面の保持を図

り、全体の掘り下げは行わず、全面調査に委ねることとした。ただ、下層の遺構の存在の有無は把握す

る必要があることから、南側2mについてのみ掘り下げを行った。その結果、律令期の祭祀遺物を包含

する溝（旧河道）を確認した。第2両より0．5～0．6m下の標高6．9～7．0mで検出している。出土

遺物は刀形と斎串がある。W479は特殊刀形であるが明確な削りかけはない。全長43．3cmを測り、側

面に2か所の挟り込みを入れる。W480は斎串Eで右辺に8か所、左辺に7か所の切り込みを入れる。頭

部は圭頭で残存長36．4cmを測る。切り掛けは右で2臥左で3回以上行っている。

他に1点（996）表採で土錘を採集している。

5トレンチ

4トレンチのさらに西側35mのところに設定した、12mと3・4トレンチと同じ長さのトレンチ

である。上層の遺構面は水田土壌は確認したものの、トレンチ内では畦畔などの遺構は検出できなかっ

た。包含層から中世までの遺物が出土している。奈良～平安時代の須恵器片と東播系の控鉢の破片など

が出土している。新しい時期の旧河道も確認している。

0　　　　　　　　　　　　100
1，l l l l i

第2次確認調査　出土遺物
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その下の律令期の遺構は、このトレンチではさらに細かく2両に分けることができた。どちらも整地

層で、その埋土である炭混じりの黒色有機質土層やピート層から多量の遺物が出土している。この面で

の明確な遺構はなかったが、下の面では柱が遺存していた。大型の柱で面取りをした多角形の柱で、最

大径27cmを測るものである。大型建物になる可能性が高い。遺構面や包含層からの出土遺物は須恵

器・土師器と石帯（銘尾）である。図化した土器は7点である。986は須恵器杯蓋でつまみ部（天井部）

を欠いている。復原径16．4cm、残存高1．6cmを測る。ロクロナデで仕上げている。口緑部はつまみ上

げて折り曲げるようにして作っている。外面は灰色の自然粕がかかっている。胎土には砂粒を含んでい

る。987は須恵器杯身で復原径13．0cm、器高2．35cmを測る。底部は回転へラ切りののち不定方向の

ナデで調整している。体部はロクロナデで整形している。口緑端部は丸く仕上げている。やや歪みがあ

る。988も須恵器杯身で復原径12．9cm、器高2．25cmを測る。底面が平坦でなく丸みを持ち、体部に

続く稜線部が突出するという特殊な形態をしている。体部は直線的に外へ開き端部は丸く納める。底部

はロクロケズリののちナデで仕上げる。989は須恵器皿で復原径13．9cm、器高2．05cmを測る。特に

口綾部は厚手である。多少歪みがあり、口緑端部は僅かに外反している。990は土師器杯で復原径11．

7cm、底径7．35cm、器高3．55cmを測る。底面は平坦で粘土紐が明瞭に看取できる。体部は直線的

に外方に延び口緑端部は尖りぎみでやや外反する。991も土師器杯で復原径11．8cm、器高3．7cmを測

る。底面は丸みを持っており、安定性に欠ける。体部は直線的に外方に延びている。口緑端部は丸く納

めている。胎土も比較的赦密で、赤色顔料を塗布している。前頁に載せている墨書土器も同一面から出

土している。須恵器杯身で底部外面に墨書が見られる。『秦磐』と記されており人名ではと考えている。

体部から上を欠いている。底径9．0cm、器高3．55cmを測る。石製の帯具はベルト先端の銘尾の完形品

である。長さ7．4cm、幅4．6cm、厚さ0．9cmを測る大型品である。滑石製である。

さらに下層の律令期の祭祀を行った溝などの遺構については、第2面の遺構が確認されたことから、

掘り下げを行っていない。

6トレンチ

5トレンチのさらに西側約45mのところ、西側は下坂から下ってくる県道町分久美浜線が通る内田

の水田部の西側に設定したトレンチである。上層の遺構はやはり水田土壌は確認されたものの、水田の

遺構は検出されなかった。

下層の遺構についても4・5トレンチとは状況が変化している。4トレンチでは硬く締まった整地層

であったが、6トレンチになると土層は同じものの軟質になっている。湧水が激しいことも関連するか

もしれないが、地盤は軟弱になっている。明確な遺構は検出していないが、整地層や遺構面上から5ト

レンチ同様多くの遺物が出土している。須恵器・土師器と木器・木簡が出土している。須恵器は皿（993）

で、復原径13．85cm、底径10．9cm、器高1．6cmを測る。底部は回転へラ切りののち1方向のナデ

で仕上げている。体部は直線的ながら緩やかに屈曲しており、口緑端部はつまみ上げており、内面に沈

線状の凹みがみられる。土師器も皿（992）で、復原径12．7cm、底径7．15cm、器高2．4cmを測る。

底部糸切りののちナデで仕上げている。ナデ仕上げののちに小さな高台を付加している。底部が丸いこ

とと高台が小さいことから安定は悪くなっている。底部から口緑部へ直線的に延びており、端部は丸く

尖らせている。口緑部は歪んでおり、全体に不安定なことから、歪んだ結果の形態なのであろうか。木

器は2点図化しているが、他にも斎串などが出土している。W475は不明形代である。薄い板材で、切り

込みなどは見られない。W476は残存長34．7cmとやや大型だが、田下駄の方形枠横桟ではないかと思
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われる。中央に4．1×2．2cmの隅円方形の穿孔がある。孔結合による組み合わせの部材である。木簡は

1点出土している。2行記されており、下は折れて残っていない。右行には「□福□」、左行には「人里

□」と3字ずつ記されている。里名が記された木簡である。

5トレンチ同様下層の遺構の確認は行っていない。

7トレンチ

下坂峠を下った西側の谷部に設定した20mの長さのトレンチである。県道町分久美浜線との取り付

く部分で道路改良とも関連のある地点である。今回確認調査を実施したなかで最も湧水の激しい地点で、

湿地化しており重機の立ち入りも不安を感じた。（全面調査時に上層が横滑り現象を起こした。）

南側5mは0．6m下げたところで岩盤が出ている。水田開発による水田拡張部分であろう。この面で

精査したが、水田土壌が広がっているものの遺構は検出できなかった。そこから北側の下層には植物遺

体が厚く残存している層が広がっており、多量の木器が堆積していた。律令期の祭祀具も馬形・斎串な

ど出土しているが、多種多様の容器類が目についた。曲物・挽物の各タイプがある。注目されるのは柱

に「鬼」（Tl）と記されたものである。出土量が多いことから、全掘せず2mの長さだけ掘り下げた。

土器も数点出土している。図化したのは土師器杯底部（994）だけである。底部のみ完存しており、糸切

りによって切り離している。底径は6．2cm、残存高は1．7cmである。W477は大型人形の半分残ったも

のである。時期的には新しい要素の人形である。W477は容器であるが、身か蓋か判然としない。無頸壷

の蓋かもしれない。W482は容器の槽で木釘が見られる。

8トレンチ

国分寺地区1地区の全面調査地点の西側に設定した10mの長さのトレンチである。右岸の工事対象

地が広がったところである。約2．2m掘り下げて確認調査を行ったが、洪水層が主で遺構は確認されな

かった。祭祀に使用された溝はもっと南側に位置するのであろうか。出土遺物の量も少ない。図化した

のは須恵器平瓶（995）で、復原径13．95cm、残存高は6．6cmを測り、外面に自然粕を被っている。

W483は建築材である。孔を施して結合する部材である。大型の建築材で孔は整などで加工している。

9トレンチ

旧坪井遺跡との接点近くに設定した12mの長さのトレンチである。8トレンチ同様に洪水砂が広く

堆積していた。同じ洪水層でも遺物は多く含んでいる。馬形・斎串の祭祀遺物と建築材などが出土して

いる。土壌化した遺構面はないが、トレンチ南東隅で大規模なしがらみを確認した。建築材を転用した

ものも含まれる。主軸方向は南北ではなく、やや東に振っている。河道の方向に則しているようである。

図化した木器は馬形（W484）と有頭棒（W481）である。W481は残存長61．5cmでさらに延びる大型品

であることから、紡織具とは思われない。W4鋸は頭部を欠いているが、4本脚の体部に脚を突き刺すタ

イプの裸馬である。残存長20．5cmの大型品である。
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第3章　全面調査の概要と遺構

第1節　谷外地区

1．調査の概要

谷外地区は袴狭川上流域南岸の出石町袴狭字谷外に所在する。中世山城であった此隅山（子盗山、標

高140．2m）の北山麓に位置する。北限を袴狭川とする。

谷外地区は今回の調査対象範囲の最東端に位置する。此隅山の南から北へ張り出す尾根を挟んで西側

に内田地区と画する。検出した遺構面は4両である。上から、第1遺構面～第4遺構面とする。第1遺

構面～第3遺構面で水田と溝を、第4遺構面で旧河道を検出した。

2．基本層序（図版6）

土層の堆積は東から西へ緩やかに傾斜する。

土層の堆積は21層からなるが、基本的な層序として、上層から順にI層～Ⅴ層の5層に分けること

ができる。I層上面が現地表面、Ⅱ層～Ⅴ層上面がそれぞれ第1遺構面～第4遺構面に対応する。

I層上面が現地表面である。調査前まで水田として利用されていた。

Ⅱ層上面が第1遺構面である。上層との間に中世から近世の遺物を包合し、上面で畦畔が検出された。

当該期に水田として利用されていた層である。上層との間に洪水による堆積が2層認められる。

Ⅲ層上面が第2遺構面である。上層との間に平安時代の遺物を包合し、上面で畦畔と溝が検出された。

当該期に水田として利用されていた層である。調査区東端でⅢ層の上面を覆う洪水砂が認められる。

Ⅳ層上面が第3遺構面である。上層との間に平安時代の遺物を包含し、上面で畦畔が検出された。当

該期に水田として利用されていた層である。Ⅳ層の上面を覆う洪水砂が部分的に認められる。

Ⅴ層上面が第4遺構面である。上層との間に奈良時代から平安時代前半の遺物を包含し、上面で旧河

道が検出された。

3．第4遺構面（図版7・写真図版2）

第4遺構面で、旧河道を1条検出した。旧河道（SR401）は調査区東端で北西一南東方向に縦断

し、調査区中央から西端へ東西方向に横断する。旧河道の検出長は、計約44mを測る。幅は調査区東

端で約6m、中央で9m前後、西端で約3mを測る。断面は緩やかなU字形を呈し、深度は検出面から

最大0．6mを測る。埋土は淡褐色の細砂から細礫で、遺物を多量に包含する。洪水により一度に埋没し

たような様相を呈する。

調査区西端の南岸では矢板と杭による護岸が認められる。杭は約1m間隔に打ち込まれている。矢板

には、幅約20cm、長さ2．5m以上の板材を用いる。杭は径10cm前後で、残存長は最大2mを測る。

4．第3遺構面（図版7・写真図版3）

第3遺構面で、畦畔を3条検出した。いずれも調査区東半で検出した。調査区中央で検出した畦畔は

北東一南西方向（N21．8～300　E）を、東端で検出したものはほぼ南北方向（Nl O．40W）を示

す。畦畔の断面形は台形を里し、上幅で0．2～0．6m、下幅で0．6～1．4m、高さ0．1m前後を測る。

畦畔は土を盛り上げただけのもので、矢板・杭の補強は認められない。

調査区全域に人の足跡が認められる。足跡の大きさは20～24cm前後で、不特定の方向に多数検出

された。歩幅や歩行方向などを復元するに至っていない。調査区の制約で、水田一筆の面積を復元する

に至っていない。
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5Ⅰ第2遺構面（図版7・写真図版4）

第2遺構面で、畦畔4条と溝3条を検出した。いずれも調査区東半で検出した。畦畔は北西一南東方

向（N57．9～67．80W）のものとほぼ南北方向（NlO．50W）のものの2種類が認められる。

畦畔の断面形は台形を呈し、上幅で0．6～1．2m、下幅で1．2～1．6m、高さ0．1m前後を測る。畦

畔は土を盛り上げただけのもので、矢板・杭の補強は認められない。溝は畦畔に伴うもので、幅0．8～

1．6m、深さ0．1～0．2mを測る。調査区の制約で、水田一筆の面積を復元するに至っていない。

61第1遺構面（図版7・写真図版5）

第1遺構面で、畦畔を1条検出した。畦畔は調査区中央を南北に縦断する。方位はN80　Eを示す。

畦畔の断面形は台形を呈し、上幅で1．2m、下幅で2．4m、高さは最大0．2mを測る。畦畔は土を盛

り上げただけのもので、矢板・杭の補強は認められない。調査区の制約で、水田一筆の面積を復元する

に至っていない。

7．小結

第1遺構面～第4遺構面の4面の遺構面を検出した。

第1遺構面で、中世の畦畔1条検出した。

第2遺構面で、平安時代の畦畔4条と溝3条を検出した。

第3遺構面で、平安時代の畦畔3条検出した。

第4遺構面で、奈良時代から平安時代前半の旧河道1条検出した。この旧河道は、調査区すぐ北側を

東西に流れる袴狭川の旧流路である可能性が高いものと考えられる。

第4遺構面の旧河道からは、奈良時代から平安時代前半の遺物が多量に出土した。中には、木簡、木

製祭祀具（人形・馬形・斎串）、硯など官衛的な性格を持つ遺物が含まれる。谷外地区の東側上流に官街

的な施設の存在が推定される。

第2節　内田1区

1．調査の概要

内田1区は袴狭川上流域南岸の出石町袴狭字内田に所在する。中世山城であった此隅山（子盗山、標

高140．2m）北山麓の南から北へ派生する尾根の支尾根間に挟まれた谷地形に位置する。北限を袴狭

川とする。

調査時に検出した遺構面は5両であった。しかし、本報告では同一遺構面で検出したものの、時期差

が大きく、また混乱のおそれがある遺構面を再度整理して7面に分けて報告する。具体的には、調査時

の第0遺構面を第1遺構面・第7遺構面、第1遺構面を第2遺構面、第1－2遺構面を第3遺構面、第

1－3遺構面を第4遺構面、第2遺構面を第5遺構面・第6遺構面とする。

2．基本層序（図版8）

調査地は、南から北へ派生する尾根の支尾根間に挟まれた谷地形に立地し、調査区両端では現地表下

約1mで地山に達する。土層の堆積は、調査区両端の地山間の谷を埋没させた後、東から西へ緩やかに

傾斜しながら堆積しているように観察される。

土層の堆積は19層からなるが、基本的な層序として上層から順にI層～Ⅵ層の6層に分けることが

できる。I層上面が現地表面、Ⅱ層上面が第1遺構面と第7遺構面、Ⅲ層～Ⅴ層上面が第2遺構面～第

4遺構面、Ⅵ層上面が第5遺構面と第6遺構面にそれぞれ対応する。
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I層上面が現地表面である。調査前まで水田として利用されていた。

Ⅱ層上面が第1遺構面と第7遺構面である。上層との間に室町時代から近世の遺物を包含し、上面で

室町時代の溝が検出される。上層との間に洪水による堆積が1層認められる。

なお、調査区東端においてI層除去後に地山に達し、地山上から土坑が検出された。土坑は弥生時代

中期後半のもので、Ⅱ層上面で検出した室町時代の溝との時期差があまりにも大きい。よって、地山面

を便宜上第7遺構面として、本報告では第1遺構面と分割して報告する。

Ⅲ層上面が第2遺構面である。上層との間に平安時代前半から中頃の遺物を包含し、上面で礎石建物

と溝が検出される。当該期に居住域として利用されていた層である。

なお、Ⅲ層上面で柱を検出できるが、Ⅲ層は土壌化が著しく、柱の掘り方を検出することができなか

った。そのため、Ⅲ層を除去したⅣ層上面で柱の掘り方を検出した。したがって、Ⅳ層上面で検出した

遺構の中に、Ⅲ層上面の遺構も含まれる。

Ⅳ層上面が第3遺構面である。上層との間に平安時代前半の遺物を包含し、上面で掘立柱建物、井戸、

溝などが検出される。当該期に居住域として利用されていた層である。

Ⅴ層上面が第4遺構面である。上層との間に平安時代前半の遺物を包含し、上面で掘立柱建物、溝な

どが検出される。当該期に居住域として利用されていた層である。

Ⅴ層は調査区西半においてのみ確認できる。下層のⅥ層が調査区中央から西へ大きく傾斜している。

そのⅥ層の傾斜と調査区西端の地山間の落ち込みを埋没させるようにⅤ層は堆積する。

Ⅵ層上面が第5遺構面と第6遺構面である。上層との間に奈良時代の遺物を包含し、上面で掘立柱建

物、溝などが検出される。当該期に居住域として利用されていた層である。

なお、Ⅵ層上面で調査区両端の地山に沿うように旧河道が検出される。旧河道の埋土は、Ⅵ層上面で

検出される遺構に切られており、明らかに前後関係が認められる。旧河道理土は奈良時代の遺物を包含

し、出土遺物にも若干時期差が認められる。よって、本報告では旧河道を第6遺構面の遺構として第5

遺構面と分割して報告する。

3H　第7遺構面（図版10・写真図版6）

第7遺構面で、土坑5基を検出した。

土坑（SK701～705）は調査区東端の地山上で検出された。SK705から弥生時代中期の土

器が一括で出土している。SK701～704から遺物は全く出土していないが、SK705と同様の

埋土であることから、同時期のものと考えられる。

4．第6遺構面（図版10・写真図版7～9）

第6遺構面で、旧河道を2条検出した。

東側旧河道は調査区東端を北東から南西へ縦断する。西側旧河道は調査区西端の南東から北西へ縦断

する。調査区両端に張り出す地山に沿うように検出され、同一の旧河道である可能性が高いものと考え

られる。

5．第5遺構面（図版10・11・12・写真図版7・8）

第5遺構面で、掘立柱建物7棟、溝4条、柱穴約100基を検出した。

第5遺構面は暗褐色細砂～細礫混じりシルトをベースとする遺構面である。
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掘立柱建物（SB501～507）

SB501（図版19・写真図版10）

調査区西半北端で検出した掘立柱建物である。SB503　と西に、SB502　と南に近接する。桁行

4間（10．3m）×梁行2間（4．2m）の東片庇付き側柱建物である。主軸はN2．20　Eの東西棟で

ある。柱の掘り方は1m前後の円形である。SD503より新しい。

SB502（図版20・写真図版10）

調査区西半南端で検出した掘立柱建物である。SB501と北に、SB503　と西に近接する。桁行

1間（2．45m）以上×梁行2間（4．9m）の側柱建物である。主軸はNl．80　Eの南北棟であると

考えられる。柱の掘り方は1m前後の円形である。

SB503（図版19・写真図版10・12）

調査区西半で検出した掘立柱建物である。SB501・502と東に近接する。桁行3間（7．4m）

以上×梁行2間（4．5m）の側柱建物である。主軸はN2．80　Eの南北棟である。柱の掘り方は1．0

～1．8mの円形で、規模が大きい。柱穴には柱が4本残っていた。柱は直径30cm前後、残存長60～

80cmである。

SB504（図版20・写真図版11・12）

調査区中央西よりで検出した掘立柱建物である。SB503と東に近接する。桁行4間（7．0m）×

梁行2間（3．8m）の西片庇付き側柱建物である。主軸はN4．50　Eの東西棟である。柱の掘り方は

0．6～1．0mの円形である。柱穴には柱が5本残っていた。柱は直径30cm前後、残存長は最長で1

mである。

SB505（図版20・写真図版11）

調査区中央北端で検出した掘立柱建物である。SB506と西に近接する。桁行4間（8．7m）×梁

行1間（1．9m）以上の側柱建物である。主軸はN2．10　Eの東西棟である。柱の掘り方は1m前後

である。

SB506（図版21・写真図版11・12）

調査区中央北端で検出した掘立柱建物である。SB505と東に、SB507　と南に近接する。桁行

3間（5．8m）×梁行1間（1．7m）以上の庇付総柱建物である。主軸はNl．20　Eの東西棟である

と考えられる。柱の掘り方は1m前後である。柱穴には柱が8本残っていた。柱は直径30cm前後、残

存長は最長で0．6mである。柱穴に掘り直しが認められ、建て替えが行われたものと考えられる。建て

替えの際、旧の建物の柱を抜き取らず、新たに柱を据えたものと思われる。

SB507（図版21）

調査区中央南端で検出した掘立柱建物である。SB506　と北に近接する。桁行1間（2．6m）以

上×梁行2間（3．9m）の側柱建物である。主軸はN2．40　Eの南北棟であると考えられる。柱の掘り

方は1m前後である。

溝（SD501～504）

溝はいずれも素掘りで、柱穴に切られている。溝の埋没後に建物が建てられたものと考えられ、建物

と時期差が認められる。

6．第4遺構面（図版9・13・写真図版13）

第4遺構面で、掘立柱建物3棟、溝2条、柱穴約110基を検出した。
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第4遺構面は調査区西半に広がる暗褐色細礫混じりシルトをはずしたところで検出した遺構面である。

したがって、遺構は調査区西半のみで確認できる。

掘立柱建物（SB401～403）

SB401（図版22）

調査区中央北端で検出した掘立柱建物である。SB403と東に近接する。西・南辺にSD401・

402が巡る。桁行3間（6．65m）×梁行1間（1．7m）以上の側柱建物である。主軸はN3．90

Eの東西棟である。柱の掘り方は1m前後である。

SB402（図版22）

調査区中央南端で検出した掘立柱建物である。SB403と北に近接する。桁行1間（1．6m）以

上×梁行2間（4．65m）の側柱建物である。主軸はN3．00　Eの南北棟であると考えられる。柱の掘

り方は1m前後の不整形な円形である。

SB403（図版22）

調査区中央北端で検出した掘立柱建物である。SB401と西に、SB402　と南に近接する。桁行

3間（5．35m）×梁行1間（3．6m）の側柱建物である。主軸はNO．50Wの東西棟である。柱の

掘り方は1m前後である。

溝（SD401～402）

調査区中央北端で検出した素掘りの溝である。SB401の西・南辺を巡る。SB401の雨落ち溝

と考える。

7．第3遺構面（図版9・14～16・写真図版14）

第3遺構面で、掘立柱建物7棟、井戸2基、溝23条、鍛冶関連土坑8基、道路状遺構1条、柱穴約

150基を検出した。

第3遺構面は黒褐色細礫混じりシルトをはずした暗褐色細礫混じりシルトをベースとする遺構面であ

る。固くしまった黒褐色細礫混じりシルトは土器の細片を多量に包含しており、建物を造成する上での

整地層である可能性が考えられる。前述のように、第2遺構面で検出できない柱の掘り方を当面で検出

したため、厳密には第3遺構面とした掘立柱建物の中に第2遺構面と同時期の建物も含まれる。

掘立柱建物（SB301～307）

SB301（図版23・写真図版15）

調査区中央やや東で検出した掘立柱建物である。SD302の南に近接し、方位を同じくする。桁行

4間（9．1m）×梁行2間（4．45m）の側柱建物である。主軸はN3．00　Eの東西棟である。柱の

掘り方は1m前後で、楕円形のものが多い。

SB302（図版23）

調査区中央南端で検出した掘立柱建物である。SB304・307と西に、SB303とSD303

を挟んで北に近接する。桁行5間（9．9m）×梁行1間（2．3m）以上の側柱建物である。主軸はN
ナ

1．60　Eの東西棟である。柱の掘り方は1m前後で、楕円形のものが多い。

SB307と近接し、主軸を同じくすることから、同時期の建物か、あるいは同じ建物（桁行9間

（17．8m）×梁行1間（2．3m）以上）になる可能性も考えられる。

SB303（図版24・写真図版15・18）

調査区中央北端で検出した掘立柱建物である。SB302・304・307と南に近接する。桁行2

－29－



間（3．75m）以上×梁行2間（4．5m）の側柱建物である。主軸はN3．40Wの南北棟であると考

えられる。柱の掘り方は1m前後の円形である。

SB304（図版24・写真図版15）

調査区中央で検出した掘立柱建物である。SB302・303と東に近接する。桁行4間（8．0

m）×梁行2間（4．6m）の側柱建物である。主軸はNO．80　Eの東西棟である。柱穴には柱が5本残

っていた。柱は直径30～40cm、残存長50～80cmで、いずれも六～八角に面取りしている。

SB307と重複し、SD303より新しい。

SB305（図版24）

調査区東半南端で検出した掘立柱建物である。SD301・307に囲まれ、方位を同じくする。桁

行1間（1．2m）以上×梁行2間（3．05m）の側柱建物である。主軸はN5．00　Eの南北棟である

と考えられる。柱の掘り方は0．6m前後の円形である。

SB306（図版25）

調査区西半南端で検出した掘立柱建物である。桁行3間（7．8m）×梁行2間（5．7m）以上の総柱

建物である。主軸はN12．00　Eの東西棟であると考えられる。柱の掘り方は1m前後で、楕円形のも

のと円形のものがある。SD313より新しい。

SB307（図版25・写真図版15）

調査区中央南端で検出した掘立柱建物である。SB302・303と東に近接する。桁行3間（6．1

m）×梁行1間（2．6m）の側柱建物である。主軸はN1．90　Eの東西棟である。柱の掘り方は1m前

後である。SB302と近接する。主軸を同じくし、同時期の建物か、あるいは同じ建物になる可能性

も考えられる。SB304と重複する。

井戸（SE301・302）（図版27・写真図版16）

S E301

調査区東半北端で検出した。SD302とSD307の交点の南西に位置する。平面形は直径70～

80cmの長楕円形を呈する。深さは25cmを測る。水溜めに曲物を据える。曲物は直径約34～38cm、

高さ30cmを測る。SE301からは斎串（W331）が正位で検出されている。

S E302

調査区東半中央で検出した。SD302の東に位置する。平面形は87～99cmの長楕円形を呈する。

深さは25cmを測る。水溜めに曲物を据える。曲物は直径45～66cm、高さ20cmを測る。

溝（SD301～323）（写真図版18）

溝には素掘りのものと矢板・杭で護岸したものがある。護岸した溝（SD304、306、307、

311、313、317）はいずれも南北溝である。護岸には長さ3～4m、幅0．1～0．2m、厚さ1

cm前後の板材を用いる。矢板は約1m間隔に打ち込んだ杭で支える。

溝の大半は東西溝あるいは南北溝である。建物に伴う雨落ち溝になるものと考えられる。具体的には、

SD301とSB305、SD302とSB301、SD303とSB305が対応するものと考える。

東西溝、南北溝にならないもの（SD314～316）は、道路状遺構（SF301）の側溝である。

中央溝群・東側溝群

調査区の中央と東側で東西・南北方向の溝群を検出した。溝の埋土は暗褐色土で切り合いは確認でき

なかった。幅0．3～0．5m、深さ0．1m前後を測る。鋤溝の可能性も考えられるが、性格は不明であ
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る。

鍛冶関連遺構群（SK30l～307・SD319）（図版28・写真図版18）

調査区中央やや西よりで鍛冶に関連すると考えられる遺構を検出した。検出した遺構に粘土を固く敷

き詰めた土坑（SK301、302、304）と炭が多量に混じる土坑および溝（SK303、305

～307、SD319）がある。

SK301、302は皿状に掘り窪めた中に粘土を埋め戻している。また、SK305は皿状に掘り

窪めた中に拳大の礫を据えている。鍛冶炉の地下構造である可能性が考えられる。また、炭が多量に混

じるSK303、304、306、307とSD319も何らかの鍛冶関連施設であると考えられる。

ただし、いずれの遺構にも焼土面や焼土塊は認められない。しかし、周辺から鉄淳や鯖の羽口が出土

しており、また南接する町教育委員会の調査地で鍛冶炉が検出されていることから、一連の鍛冶関連施

設になる可能性が高いものと思われる。

道路状遺構（S F301）（写真図版17）

調査区西端で検出した。調査区南から南東一北西方向に伸びた後、調査区中央で南北方向に向きを変

える。検出長は長さ約18mを測る。路面幅は屈曲点以北で約2．4m、屈曲点以南で約1．0m、基底部

の幅はそれぞれ約2．9mと約1．5mを測る。北東側の法面は板材を網代に打ち込み補強している。板材

は残存長約0．3m、幅0．1～0．2m、厚さ1cm前後のものが大半である。南西側の法面には認められ

ない。南西側には素掘りの側溝（SD314、315）を持つ。SD314とSD315の間は通路状

に掘り残す。

道路状遺構は盛土により造成されている。盛土は最大0．4mである。盛土内には長さ約3～4mの板

材を路肩付近に埋め込んでいる。

8．第2遺構面（図版9・17・18・写真図版19）

第2遺構面で、礎石建物3棟、溝1条を検出した。

第2遺構面は黒褐色細礫混じりシルトをベースとする遺構面である。固くしまった黒褐色細礫混じり

シルト上で礎石建物を検出した。また、このベース上で柱を確認できるが、柱の掘り方を検出すること

ができなかった。そのため、黒褐色細礫混じりシルトをはずした暗褐色細礫混じりシルト上で柱の掘り

方を検出した。したがって、厳密には第3遺構面とした掘立柱建物の中に第2遺構面と同時期の建物も

含まれる。

礎石建物（SB201～203）

SB201（図版26・写真図版19）

調査区中央北端で検出した礎石建物である。桁行3間（6．2m）×梁行1間（2．0m）以上の総柱建

物である。主軸はN5．50　Eの東西棟である。礎石には0．5m前後の偏平な石を用いる。

SB202（図版26）

調査区中央やや東よりで検出した礎石建物である。桁行3間（7．05m）×梁行2間（3．7m）の側

柱建物である。主軸はN2．10　Eの東西棟である。礎石には0．5m前後の偏平な石を用いる。

SB203（図版26・写真図版19・20）

調査区中央西よりで検出した礎石建物である。SD201と南に近接する。桁行3間（8．55m）×

梁行2間（4．5m）の側柱建物である。主軸はNlO．00　Eの東西棟である。建物の北・西辺では礎石

間に先端を尖らせた板を壁状に打ち込む。板の幅は0．3m、残存長最大0．4m、厚さ1cm前後である。
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溝（SD201）（写真図版20）

調査地西半で検出した矢板と杭で護岸する溝である。検出長約26m、幅0．5m前後の東西溝である。

矢板の残存する箇所で深度は約0．3mを測る。溝は東端で東西方向から南北方向へほぼ90度L字に屈

曲する。L字のコーナー部分も矢板と杭で護岸する。コーナーから西に5m付近で閉塞板が見られるが、

性格は不明である。

SB203のすぐ北側に接し、同じ方位を示すことから、同時期に機能したものと考えられる。SD

313を破壊して作られる。

9．第1遺構面（図版9・写真図版21）

第1遺構面で、溝を1条検出した。

溝（SDl Ol）

調査区を東西方向に縦断するように検出した素掘り溝である。検出長は約170m、幅1．5m前後、

最大深度約0．3mを測る。溝の断面はU字形を呈し、埋土は主に褐色の砂礫層である。洪水により一度

に埋没したような様相を呈する。

10．小結

第1遺構面～第7遺構面の7両の遺構面を検出した。

第1遺構面で、室町時代の溝を検出した。

此隅山城と同時期に溝として機能しており、下坂地区で検出された三間堂とともに此隅山城の城館の

北限を示す遺構である可能性が考えられる。

第2遺構面で、平安時代前半から中頃の礎石建物と溝を検出した。

礎石総柱建物（SB201）は調査地に南接する町教育委員会の調査でも4棟確認されている。規模

はいずれも桁行3間×梁行3間で、SB201も同様の規模に復元できる。礎石総柱建物は倉庫と考え

られる。「L　西二行一倉□収納［］」の記載がある出土木簡（T13）からも倉庫の存在が窺われる。

板壁状の建物（SB203）については性格が判然としない。南接する町教育委員会の調査では、礎

石総柱建物を間仕切りする板壁が検出されている。

第3遺構面で、平安時代前半の掘立柱建物、井戸、溝、鍛冶関連土坑、道路状遺構、柱穴などを検出した。

第3遺構面で、第2遺構面で柱は確認出来るが掘り方を検出できない掘立柱建物を検出した。したが

って、第3遺構面に上面の遺構が含まれることは前述した。

建物・溝の方位や切り合いを検討することで、第3遺構面から第2遺構面の遺構の抽出を試みた。し

かし、両遺構面の建物・溝の方位はNO．8～5．50　Eの範囲におさまり、方位から明確な時期差を読

み取ることはできなかった。また、切り合い関係を認めることは可能だが、第2遺構面と確実に断定で

きる遺構はなかった。

現時点では、第3遺構面で検出した掘立柱建物は第2遺構面の遺構も含むが、基本的には礎石建物に

先行する建物であると考えたい。

道路状遺構は、南接する町教育委員会の調査でも検出されている。町教育委員会の調査分を含めると、

合計約48m検出されたことになる。道路状遺構は、全体として南東一北西方向を向き、調査区西端で

検出される尾根に沿うように構築されている。

第4遺構面で、平安時代前半の掘立柱建物、溝、柱穴などを検出した。

調査区西半でのみ確認できる。上面の第2遺構面・第3遺構面の建物・溝と方位を同じくし、遺物の
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時期差もさほど認められない。

第5遺構面で、奈良時代の掘立柱建物、溝、柱穴などを検出した。

調査区西半は西へ傾斜しており、掘立柱建物は調査区東半の比較的平坦な面においてのみ確認できる。

掘立柱建物と溝に時期差が認められる。当該期から居住域として内田地区は利用され始める。

第6遺構面で、奈良時代の旧河道を検出した。

調査区すぐ北を東西に流れる袴狭川の旧流路である可能性が高いものと考えられる。

第7遺構面で、弥生時代中期後半の土坑を検出した。

検出した遺構は、調査区東端の尾根筋の地山上にのみ確認できる。調査区外の尾根上には同時期の遺

構が広がるものと考えられる。

内田地区の特徴として、官衛的性格を有する地区であることが挙げられる。祭祀遺跡として位置付け

られる袴狭遺跡の中でも特徴的な地区である。

遺構では、第2遺構面から第5遺構面で検出される計画的に配された建物群や溝などが特筆される。

遺物では、腰帯装飾品、銭貨、銅印、施粕陶器、硯、墨書土器、木簡、木製祭祀具、鉄淳、靖羽口など

が特筆される。南接する町教育委員会の調査では、唐鏡、鐙、琵琶など特殊な遺物も出土している。

上記の遺構・遺物から、内田地区は何らかの官街遺跡であることは確実であろう。現時点で考えられ

る最も可能性の高いものとして、「出石郡衛」関連施設が挙げられる。

内田地区全体を町教育委員会の調査成果を合わせて概観すると、平安時代前半（9世紀代）には、地

区の西半に礎石総柱建物の倉庫群と道路状遺構が、中央には庇付き建物を含む建物群が、東側では池状

遺構と建物群が復元される（図版29）。

内田地区の施設には「政庁」のような中心施設となる大型建物が認められない点、鍛冶施設など工房

が付属する点、また「厨」「厩」などの墨書土器が出土する点などから、「館」のような施設が想定される。

表3　内田1区　建物跡一覧表

建 物 構造 種類 方向 規模 （間） 規模 （m ） 面積 （扉） 柱 間 （m ）

S B 2 0 1 礎石建 物 総柱 N 5．50　E 3 × （1 ） 6．20×（2．00） （12．40） 2．07×2．00

S B 2 02 礎石建 物 側柱 N 2．10　E 3 ×2 7．05×3．70 2 6．09 2．35×1．85

S B 2 03 礎 石建物 側柱 N lO．00　E 3 ×2 8．55×4．50 3 8．48 2．85 ×2．25

S B 3 0 1 掘立柱 建物 側柱 N 3．00　E 4 ×2 9．10×4．45 4 0．50 2．28 ×2．23

S B 3 02 掘立柱 建物 側柱 N l．60　E 5 × （1 ） 9．90× （2．30） （22．77） 1．98 ×2．30

S B 3 03 掘立柱建物 側柱 N 3．40　W （2 ） ×2 （3．75）×4．50 （16．88） 1．88 ×2．25

S B 3 04 掘立柱建物 側柱 N O．80　E 4 ×2 8．00 ×4．60 3 6．80 2．00 ×2．30

S B 30 5 掘立柱建物 側柱 N 5．00　E （1 ） ×2 （1．20）×3．05 （3．66） 1．20 ×1．53

S B 30 6 掘立柱建物 総柱 N 12．00　E 3 × （2 ） 7．80 ×（5．70） （44．46） 2．60 ×2．85

S B 30 7 掘立柱建物 側柱 N 1．90　E 3 × 1 6．10 ×2．60 15．86 2．03 ×2．60

S B 4 0 1 掘立柱建物 側柱 N 3．90　E 3 × （1 ） 6．65 ×（1．70） （11．31） 2．21×1．70

S B 40 2 掘立柱建物 側柱 N 3．00　E （1 ） × 2 （1．60）×4．65 （7．4） 1．60 ×2．33

S B 40 3 掘畢柱建物 側柱 N O．50　W 3 × 1 5．35 ×3．60 19．26 1．78 ×3．60

S B 50 1 掘立柱建物 側柱 N 2．20　E 4 × 2 1 0．30 ×4．20 43．26 2．58 ×2．10

S B 50 2 掘立柱建物 側柱 N l．80　E （1 ） × 2 （2．45）×4．90 （12．01） 2．45×2．45

S B 50 3 掘立柱建物 側柱 N 2．80　E （3 ） × 2 （7．40）×4．50 （33．30） 2．47×2．25

S B 50 4 掘立柱建物 側柱 N 4．50　E 4 × 2 7．00 ×3．80 2 6．60 1．75×1．90

S B 50 5 掘立柱建物 側柱 N 2．1O　E 4 × （1 ） 8．70 ×（1．90） （16．53） 2．18 ×1．90

S B 50 6 掘立柱建物 総柱 N 1．20　E 3 × （1 ） 5．80 ×（1．70） （12．07） 1．93 ×1．70

S B 50 7 掘立柱建物 側柱 N 2．40　E （1 ） × 2 （2．60）×3．90 （10．14） 2．60×1．95

※（）内は現存債。

※方向は桁行・梁行方向に関係なく座標北に近い方位を示す。

※規模・柱間は桁行×梁行を表す。
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第3節　内田2区

律令期の官街関連遺構および遺物を検出した内田1区の北側に隣接し、袴狭川の現河川内に位置する。

この地区の調査は、袴狭遺跡群の十年近くにもおよぶ期間の最終年度である平成7年（1995年）度

に実施した。それ以前、小野川放水路事業に関しては現河道下と堤防下の発掘調査は実施してこなかっ

た。しかし、前年に調査を行った内田1区の遺構の重要性を考慮した結果、建設省と協議のうえ、当該

地区の調査を実施した。

遺跡の基本土層は以下のとおりである。

第1層　暗黄褐色＋オリーブ灰色租砂

第2層　明灰色シルト質極細砂（水田土壌）

第3層　暗灰色シルト混じり租砂

第4層　暗灰色シルト混じり租砂

第5層　暗オリーブ灰色＋暗黄灰色シルト混じり租砂

第6層　黒色シルト質極細砂

第7層　明黄灰色＋明オリーブ灰色租砂

第8層　暗灰色シルト混じり租砂

第8層は、内田1区第3遺構面を構成する整地層とみられ、よくしまった砂層であるが、掘立柱建物

跡や柱穴など、明瞭な遺構は検出されなかった。その上層の第7層には、少量の土師器、須恵器および

木製品が認められた。この結果、内田1区で検出した建物群は、現河道の下部にあたる、内田2区まで

は広がらないことを確認した。

第4節　衛下地区

1．調査の概要

袴狭川の中流右岸にあたる。東約300mには内田2区と対岸の内田1区、西側250mに国分寺1

区、南西80mには下坂地区がある。発掘調査時は、袴狭Ⅴ／B－4と仮称して調査をすすめた。平成

2年度の確認調査によって埋蔵文化財の存在が明らかとなり、平成4年度に全面調査を実施した。

衛下地区では、奈良時代から中世にかけて継続的に営まれた水田を確認した。いずれも土壌層の上面

を礫混じりの洪水砂が厚く覆い、廃絶と生成を繰り返していた状況が窺える。

調査区内の堆積は全部で21層を数える。現地形と同じく東から西への緩やかな傾斜が認められる。

河道の影響によって堆積の断絶が認められた。

遺構として把握したのは五つの水田面で、堆積の下から上へ第1・第2…第5水田面として記述する。

また、水田面上に堆積する砂層のうち、遺物の存在が認められたものを包含層とした。第20層が第1

水田面、第16層が第2水田面、第14層が第3水田面、第12層が第2水田面、第8層が第5水田面

となる。また水田土壌層の上面に堆積する層のうち、遺物の出土があった第19層・第15層・第11

層・第8層を包含層として取り扱った。

水田面については以下の記述に譲り、包含層の状況についてまとめる。

〇第1包含層（第19層）：第1水田面の直上で検出された。土師器（886・889）・須恵器（887・888）

が出土した。

〇第2包含層（第15層）：第2水田面の上に堆積する。層中からは須恵器（902～908）が出土した。
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〇第3包含層（第11層）：第3水田面の上で検出された。他の包含層と異なり、シルトが主体をなす。

須恵器（922）・土師器（923）、下駄（W392・W393）・人形（W397）・鳥形（W398・W399）・独楽

（W400）・椀（W401）・不明木製品（W402）が出土した。

〇第4包含層（第8層）：第4包含層の上に堆積している。下駄（W395・W396）・部材（W417）など

の木器が出土した。

2．遺構

第1水田面

最も下層に存在する。水田土壌層は、調査区の東半部中央付近においてのみ検出された。西半部では

淡褐色砂礫が全面に広がり、また調査区の東端付近でも土壌層は検出できなかった。土壌層は調査区の

中央から東部の部分において島状に遣存する。

一辺4～5m前後の小区画の水田が確認された。個々の畔畦は遺存状態が悪く、不明な点もあるが、

正方形と長方形が混在している。

田面は直上に堆積する第19層：褐色礫混じり租砂の影響による起伏が顕著で、水田造営当時の状況

は検出できなかった。土壌層中において、土器・木器が検出された。土器は須恵器の杯（8糾・885）、木

器では人形（W373・W375）・馬形（W375）・斎串（W376）・天秤棒（W377）などがある。

水田の営まれていた時期は、出土土器から8世紀中頃と考えられる。

（1）畦01（図版32）

○形状・規模：7つの区画を形成した状態で検出された。個々の畔畦は方形をなし、直線に通る東西の

畦畔によって3段に分けられる。各段ごとに区画の状況を述べる。

最も西段は4区画を数える。水田はいずれも正方形を指向し、北へ徐々に大きくなる。検出した区画

のなかでは、最も良好に遺存した。個々の規模は西から順に、南北軸が3m・2．7m・3m・3m、東

西軸が3．5m・3．7m・4m・5．3mで、面積は10．5rd・9．9Irf・12．OI迂・15．9rrfをそれぞれ

測る。

中段では2区画を検出した。中央は区画がないが、流出したと考えられる。南側の区画は南北軸の長

方形で、軸の規模は南北5．8m・東西3．5、面積は20．3正を測る。3．5mの間隔をあけて、北側の

区画は南西隅の付近のみ遺存している。畦畔も基部付近が検出できたに過ぎず、全長は大半が流出して

いる両辺は2m、東辺が3．5mであった。

東段では中央の1区画のみ検出できた。東西軸の長方形で、東西軸が7．6m・南北軸3．3m、面積2

5．08汀fであった。周囲は段差状に区画が遺存するだけで、畦畔の形をとどめていたのは北辺だけであ

った。さらに東側5mで畦畔の痕跡と見られる段差が確認できたが、畦畔そのものは完全に消失してい

る。この付近から調査区の東端にかけては、土壌層そのものが検出できない状態にあった。

個々の畦畔のうち、区画の西を限るものは幅広く1．7m、最大高0．3mを測る。区画を限る性格と考

えられる。南北方向に直線でのびる。検出した長さは10．5mであった。区画を形成する畔畦の幅は、

田面の規模や部位、遺存状況によって異なるが、0．5m前後であった。隆起部分は流出し、基部のみを

検出したところが多い。本来の断面はカマボコ形と考えられる。

○構造・出土遺物：規模の大きい西端の畦畔を含め、周囲の土を盛り上げただけの構築で、畦畔内部か

ら芯となる施設は認められなかった。畦畔内部ならびに表面から、遺物は出土しなかった。
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第2水田面

水田土壌層は、調査区の東半部に分布する。上層は洪水砂礫と考えられる第15層：灰褐色中～小礫

混じり租砂が20cmの厚さで堆積しており、洪水によって畦畔や水田に関連する施設は消失したと考え

られる。田面の上面では、洪水によってできた起伏が認められるものの、畔畦は検出できなかった。

土壌層中には、土器・木器が含まれている。出土した遺物のうち、図化できたものは土器が須恵器

（890～899）・土師器（900・901）、木器が木製祭祀具（W403～W410）・下駄（W393）などである。

出土遺物の示す年代感には、第1水田面と大きな違いがない。洪水による第1水田面の廃絶後、直ち

に造営されたと考えられる。

第3水田面

水田土壌層は、調査区の西端付近を除く全面で確認された。西端付近には淡褐色礫層が堆積し、土壌

層は消失している。

調査区のやや東寄りで南北方向に走る畦畔（畦畔02）と、東端で「L」字状に屈曲した大きな畦畔

（畦03）を確認した。田面は東から西へと緩やかに傾斜を持つ。

土壌層の上面は、第11層：黒褐色礫混じりシルトが堆積する。円礫が含まれ、早い流れによって形

成された様子も見て取れるが、畦畔を押し流すほど強いものではない。

遺物は、水田面直上および土壌層中から土器・木器が出土した。これらの年代感から、水田は8世紀

末～9世紀初頭に営まれたと考えられる。

（1）畦02（図版32）

○調査区内の位置：中央からやや東寄りに位置する。南北に一直線でのびる。

○形状・規模：全長は15．6m、幅はほぼ一定だが、最大幅は南端部で1．95mをそれぞれ測る。全体

に隆起は明瞭で、断面は逆台形に近い。高さは中央で0．15mであった。

○構造・出土遺物：畦畔を形成する土壌は、田面の土壌と変わらず、構築に関する施設も見られなかっ

た。周囲の土を盛り上げただけの簡便な構造であろう。検出した範囲においては、連接する畦畔や水口

などの施設も認められなかった。畦畔に伴う遺物も出土していない。

（2）畦03（図版32）

○規模・形状：南北部分の全長は10．5m、屈曲した東西方向は15．2mであった。最大幅は3．3m、

中央部分で極端に幅を減じ、1．1mをそれぞれ測る。隆起は明瞭で最大高は0．20m、断面は逆台形を

なす。

○構造・出土遺物：畦02と同様、土壌層と同質の土のみで構成されている。内部に心材などは認めら

れず、周囲の土を盛り上げることで畦畔を構築する。畦畔の東辺中央にあるくびれ部は、水口にあたる

と考えられる。このくびれ部からは、須恵器杯（909）ならびに土錘（910）が出土した。

北側で連接する畦畔は認められなかったが、南側の屈曲は田面の隅部分と考えられる。畦02とは平

行に位置し、中間に畦畔が認められないことから、1つの田面を形成する可能性が高い。

第4水田面

土壌層は調査区の西半部を中心に分布する。畦畔は4本検出した。南北方向に3本（畦04・畦0

5・畦07）、さらに東西へ分岐する1本（畦06）がある。

上層には第9層：淡灰褐色礫混じり租砂が厚く堆積し、田面にも大きく影響している。検出段階にお

いて、北から南への傾斜が認められたが、洪水の影響で生じた可能性が高い。畦畔も上面は削平を受け
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＿†

ていたが、ある程度の隆起は検出することできた。

田面において、木沓（W394）・馬形（W406）が検出された。土壌層にも土器や木器が含まれるが、

遺物量は少ない。図化できたのは須恵器（924・925）、木器では人形（W403・W404）・馬形（W405・

W407・W408・W409）・斎串（W410）鳥形？（W411）がある。

出土遺物の年代感から、水田の造営時期は9世紀前半と考えられる。

（1）畦04（図版33）

○調査区内の位置：西端で検出された。南北に流れる溝の両肩にあたる。溝は幅が2．2m、断面は箱形

で、検出面からの深さ0．6mを測る。水田に伴う用水路と考えられるが、調査区内で検出した部位はわ

ずかなため、全容を判断するには限界がある。

○形状・規模：畦畔は堤防状に溝の両肩で検出された。西肩は最大幅1．52m、最大高0．15m、断面

は扇平な三角形を呈する。東肩は最大幅1．20m、最大高0．20m、断面は逆台形であった。溝に沿っ

て設けられていると推定できるが、一部を調査したに過ぎず、不明な点が多い。

○構造・出土遺物：東西ともに褐色シル下層のみで構成される。田面の土壌と同質だが、よく叩き締め

られており、強度を高めるための配慮が窺えた。内部から遺物ならびに芯となる施設は検出できなかっ

た。

（2）畦05（図版33）

○調査区内の位置：西半部の中央で検出された。南西から北東へ直線でのびる。幅は一定であった。

○形状・規模：検出した全長は12．6m、幅はほぼ一定で1．4m、最大高は0．2mをそれぞれ測る。

○構造・出土遺物：断面はカマボコ形で、隆起は明瞭であった。水口などを想定させる部位は認められ

ない。茶褐色シルトを堅固に叩き締めて構築する。灰褐色の中～租砂がブロック状に認められ、構築に

際しての混和剤として用いられた可能性がある。畦畔内から遺物の出土はない。また検出した範囲にお

いて、連接する畦畔は認められなかった。

（3）畦06（図版33）

○調査区内の位置：ほぼ中央部に位置する。南北方向の畦07から分岐、南1mで西側へとのびる。途

中消失し、西端部分の状況はわからない。

○形状・規模：検出した全長は13．9m、最大幅は消失部分の手前で2．1mを測る。上部は大きく削平

を受け、大半は基部のみの遺存であった。隆起がよく残る部分での高さは0．10mである。

○構造・出土遺物：淡茶褐色シルト質細砂を盛り上げただけで、内包する芯材などは認められなかった。

畦07とは直角に連接し、方形の田面をなす。畦畔に伴う出土遺物はなかった。

（4）畦07（図版33）

○調査区内の位置：中央からやや東寄りで検出された。南北方向へのびるが、畦06の分岐点以北で東

側へ屈曲する。北端部分は消失する。

○形状・規模：全長は13．5m、幅はわずかに乱れが生じるが、おおむね1．8mを測る。隆起が最も明

瞭な個所は畦06との分岐部分で、0．17mであった。断面は逆台形をなすが、上面が削平を受けてい

るため、本来の形状をとどめていない。

○構造・出土遺物：淡茶褐色シルト～シルト質細砂のみで堆積を形成する。内部に芯となる構造物は認

められず、端に土を積み上げただけと考えられる。他の畦畔に比較して叩き締めは緩い。

南端部分で西側へ直角にのびる畦06を分かつが、北および東側で畦畔は認められなかった。
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第5水田面

調査区のほぼ全面で検出された。上層は洪水による堆積と考えられる。

畦畔は明瞭に検出できなかった。上面には細かい凹凸が点在し、畦畔または畝の痕跡を想定したが、

遺存状態が極めて悪く洪水の影響によって形成された可能性を払拭できなかった。

土壌層中からは土器・木器が出土した。土器は下層からの混入品と考えられるもの（926～928）のほ

か、須恵器の片口鉢（929）や土錘（930）、図化し得なかったが中国製磁器の破片などがある。木器は舟

形（W412）・付札（W413）・曲物（W414～W416）などが出土した。出土遺物の混交は著しく、最も

新しい年代を示す遺物から、中世に営まれたものであろう。

3．まとめ

衛下地区では、奈良時代から中世にかけて継続的に営まれた水田を検出した。南東には建物群を検出

した内田1区があり、川を挟むものの同一地形に立地する衛下地区では、建物群または関連の遺構が続

くことも予想された。しかし今回の調査で当地区には建物群はのびず、建物群が存在していた平安時代

には当地区は水田化していたことが判明した。

水田面の上層に必ずといってよいほど厚い砂礫の堆積が認められ、河川の氾濫によって廃絶した様子

がはっきり窺えた。そして、その上に繰り返し積み重ねられた水田土壌層が、当時の人々による田畑へ

の強い執着を現している。

第5節　下坂地区

1．概要

下坂地区（袴狭Ⅵ区）は袴狭地区の南東隅に位置している。調査地点は此隅山の麓を西へ流れる袴狭

川の左岸側、袴狭大橋から約100m下流に位置する。この場所は、袴狭地区から宮内地区へと抜けて

ゆく県道町分久美浜線（下坂の切り通し）をはさんで此隅山城から県道を挟んで西へ延びる尾根の北の

山裾に位置している。調査区の設定された地点は下坂の切り通しを挟んで此隅山が袋状に大きく摸んだ

部分であり、南北約250m・東西約200mの袋状の地形となってもともとは湿地化していた部分で

ある。今回の調査地点は袋状の地形の北西隅に位置している。調査区は南北最大長約38m・東西最大

幅25mの平行四辺形を呈しており、調査面積は816扉である。

〔上層の調査〕

調査の結果、2箇所の整地層（整地層A・B）と整地層A上に建てられた礎石建物及び建物の四周を巡

る溝を検出した。

整地層Aは谷間を埋め立てた大規模な地業で一辺約12mの方形に整地されている。厚さは平均約5

0cm、厚い所では1mを超える規模である。礎石は整地面上に径40cm前後の偏平な石を14個検出し

ている。各礎石は約1．95mの間隔で据えられており、その礎石の配置具合からみて、建物は3間×3

間（5．85mX5．85m）の規模をもつ仏堂一三間堂であったと考えられる。また、建物の時期は16

世紀後半～末にかけてのものであるが、整地層に挟みこまれた炭層・火災面の観察から三間堂は少なく

とも4度は火災で焼け落ち、建て替えが行われたことが判明した。また、整地層の断ち割りを行った所、

創建当初の建物及び整地層は規模が小さく1間×1間の一間堂であったことが判明した。

遺物では宋銭・茶笑・木簡・野位牌・独楽・折敷・人形・櫛・漆椀・箸・下駄・黄瀬戸皿・土師器小

皿に加え歯（奥歯）が1点出土している。また、卒塔婆には『新物政道祐禅門之霊』等の文言が記され
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ている。

整地層Bは調査区の南半において検出したが、時期・正確等は不明である。

〔下層の調査〕

奈良・平安時代の祭祀遺物及び須恵器が出土している。また、壁面精査に際して側溝部より、両側に

板材を杭留めし、内側に整地土をいれた幅1mの回廊状の遺構が検出されており、注目される。

2．土層

下坂地区の土層については、特徴的な層序は平成4年度の2次確認調査においてとられた東西方向の

土層断面実測図によく現れているため、詳細は平成4年度の調査概要に譲る事とする。

調査地点の調査前現況は水田であり、標高は7．5m前後を測っている。調査区の旧地形を形造る骨格

となっているものは調査区背後にある山裾と袴狭川へ向かって開く谷地形である。山裾の地山（黄色土）

は標高7m前後で調査区の南西側に出現するが、直ぐに谷部となって調査区内では急激に落ち込み調査

区の東半では標高5m以下の深度へと潜っている。この谷地形による傾斜は以後も解消されず、上層の

遺構面においても東西方向に約1m・南北方向に約0．5mの傾斜を残している。深く潜った地山の上に

は厚く湿地性の腐植土・洪水堆積物が堆積しており、腐植土層の中位には後に述べる下層遺構（整地層）

とその上層には人形・馬形・斎串を含んだ黒褐色細砂混じり腐植質シルト（17）層が堆積している。

腐植土層の上位には、標高7m前後に地山土を厚く盛って上層の遺構が造られている（5）層。腐植土

の最上層は上層の遺構面を覆う灰褐色シルト混砂（11）層・褐色腐植土（12）層である。特に（1

2）層は多量の戦国時代の遺物を含んでいる。戦国期の土壌層が遺構の廃絶した後に水田土壌化した層

である。

腐植土層（11）層・（12）層の上には厚く洪水砂が堆積している。洪水砂は袴狭川から供給された

ものと考えられ、調査区の東半を中心に厚く堆積している。（10）層には江戸時代の備前焼措鉢・（9）

層には19世紀代の出石焼片が多く混入しており、江戸時代後期の洪水に起因した可能性が高い層であ

る。

腐植土層（11）層・（12）層と（10）層・（9）層間には、調査区の壁面では検出されていな

いが、調査区内では部分的に黄褐色土の整地層が検出されている。この整地層は後述するが、溝SDO

l・02の区画に伴うと考えられるもので、上下層の年代観から江戸時代前期～中期のものと考えられ

るものである。

（10）層・（9）層より上層については更に盛り土が施され、調査前の水田へと続いていく。

3，遺構

前述したように、遺構は上層の戦国時代の遺構と下層の奈良～平安時代の遺構に大別できる。上層の

遺構は整地層A・Bに伴うものがあり、主に整地面Aに遺構が集中している。

〔整地層A〕

整地層Aは湿地堆積土上に、仏堂を構築するために山土を方形に盛上げたもので、残存規模で一辺約

12mの方形を測り、地形の傾斜に伴い山裾側に薄く、谷側に厚く整地を行っている。調査の結果、整

地層は4度以上行っていることが判明し、遺構面としては、5面（I～Ⅴ期）を析出することが可能で

あった。しかし、整地は湿地上に行われたため、湿地堆積物が厚く地盤が軟弱な谷側（東側）に向け

徐々に大きく沈下・傾斜していった様である。この傾斜により、5両の遺構面は均一には残っておらず、

何れも沈下した東半部が良く土壌化し、整地層は西半部に良く遺存した状態となっている。即ち、西半
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部では5面に分離が可能であったが、東半部では、第5両・第4～3面・第2・1面の分離にとどまっ

た。

〔第5面（I期）の遺構（図版38）〕

I期の遺構は整地層の断ち割り調査によって断面において確認している。7カ所のサブトレンチによ

って、幅約1．4m～2．0m、深さ約20cmの溝（SDlO）が整地面上に方形に巡ることを確認した。

SDlOは溝の内法で東西約6．7m・南北約5．7mを測り、外法では東西約10．1m・南北約8．1

mを測る。長軸を磁北から約65度西に振る隅丸長方形の区画である。溝が掘り込まれた整地層は、断

面観察から推して、Ⅱ期以降の整地範囲とほぼ変わらない規模をもっていたと考えられる。

区画内には断面からは柱穴は確認できなかったが、区画の規模からは1間×1間の規模の建物が推測

される。I期の遺構に伴う出土遺物はない。

〔第3・4面（Ⅱ期・Ⅲ期）の遺構（図版37）〕

Ⅱ期・Ⅲ期の遺構は、今回の調査で検出した主たる遺構である。I期から続く整地層上に更に盛り土

を行い、整地範囲の外側と内側にそれぞれ方形の溝を巡らし、内側に建物（三間堂）を建てている。

Ⅱ期・Ⅲ期（第3・4面）の遺構はほぼ同一面で検出しており、溝・ピットの切り合い、若干の炭層

や薄い整地土の被覆によって時期差が判別できるに止まる。

Ⅱ期の遺構はⅢ期の遺構と重複しており明確ではない。SDO7・SDO8及び整地面上の幾つかの

ピットがⅡ期の遺構にあたると考えられる。

SD07は整地層Aの北辺と西辺において検出している。北辺では検出長約6．1m・幅約1．1m・深

さ5cmを測る。西辺の溝の残りは悪く、幅約1．7m・深さ25cmを測る。南辺ではSDOl及び江戸時

代の洪水砂によって削平を受けた可能性が高く、検出されていない。東辺では地形の関係から掘削され

ていなかった可能性がある。

SD08は整地層A上を方形に巡る溝である。Ⅲ期においても掘削し直され使用されるため規模は不

明であるが、幅1m以上・深さ10cm以上の規模が推測される。

Ⅱ期に伴うピットの言草細は不明であるが、礎石Hと重なり合うピット（礎石HのⅡ期での据え付け痕

と考えられる。）や三間堂南西隅の礎石据え付け痕が重複する部分はⅡ期のものと考えられる。

Ⅲ期の遺構はSDO8・SDO3・SDO9及び礎石建物があげられる。

礎石建物は整地面上に径40cm前後の偏平な礎石を15個検出している。この内、礎石A～K・M・

Nは約1．95mの間隔で据えられており、そのうちの礎石Iは玄武岩の礎石であるが、柱あたりの部分

には一辺約10cmの田字の線刻がある。

南西隅の礎石据え付け痕を含めたその礎石の配置具合からみて、長軸を磁北から約65度西に振る3

間×3間（5．85mX5．85m）の規模の建物が復元できる。その平面プランから、礎石D・E・

H・Iが四天柱に相当する仏堂一三間堂であったと考えられる。仏堂は四天柱の礎石の内、東側の礎石

H・Iに小さい玄武岩を使用していることから、礎石H・Iは束柱の礎石であった可能性が高く、安置

された仏像が東面していたものと考えられる。

出土遺物は礎石Dの西側の整地面上より形代・土師器皿が、礎石Eの北側より木簡・くり物容器・土

師器皿が纏まって出土している。

SD08はⅡ期から続く三間堂を巡る雨落ち溝である。SD08は溝の内法で東西約7．8m・南北約

6．9mを測り、外法では東西約11．0m・南北約9．9mを測る。深さは約15cmである。長軸を磁北
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から約65度西に振る隅丸長方形の区画である。SDO8内からは茶笑・人形の脚が出土している。

SDO3・SD09は整地層を巡る溝である。SDO3・SD09は同一の溝と考えられるが切れ切

れに検出されているため、別々の番号を振った。SD03は整地層の南辺で検出長約4．9m・幅0．5

m・深さ12cmを測る。SD09は整地層の南辺で検出長約3．6m・幅1．1m・深さ15cmを測る。S

DO3・SD09は東辺では地形の関係から掘削されず、コの字に巡っていた可能性もある。

〔第2両（Ⅳ期）の遺構（図版34・38・40）〕

Ⅳ期の遺構は整地層Aの西半部を中心に検出している。これは、前述した様に整地層が東へ向かって

傾斜していることが影響している。

Ⅳ期の遺構はSKO2・SD06があげられるが、Ⅲ期の礎石はⅣ期の遺構面上に顔を出しており、

礎石建物が復旧されていた可能性が高い。

SK02はSD08を埋めた上から掘られた土壌である。上面に第2面に被覆する炭層・Ⅴ期の整地

層が若干被覆している。不整な砲弾形の平面形をもつ浅い皿状の土壌で全長3．8m・幅1．9m前後・深

さ35cmを測る。土壌底近くからは『新物政道祐禅門之霊』等の文言が記された卒塔婆（野位牌）、中

層からは折敷・瀬戸焼皿・独楽が出土している。土墳墓の可能性がある。

SD06は整地層の北辺と西辺において検出している。四周やコの字に巡っていたか否かについては

不明であるが、第1面の溝の状況から四周に巡っていた可能性も高い。幅1m前後、深さ25cmを測る。

東西方向の溝は軸を磁北から約37度東に振る。

〔第1両（Ⅴ期）の遺構（図版34・40）〕

Ⅴ期の遺構はSKOl・SDOl・SD02があげられるが、Ⅳ期と同様に礎石建物が復旧されてい

た可能性も考えられる。

Ⅴ期の整地層はⅡ期から徐々に拡張してきた整地層を更に西・北・東方向に拡張したもので、SDO

l・SD02によって長方形に区画される。SDOl・SD02は同一の溝と考えられるが切れ切れに

検出されているため別々の番号を振った。溝の規模はSDOlにおいて幅約2．0m・深さ約15cmを測

り、長方形の区画は2本の溝の内法で東西約14m前後・南北18m前後を測り、外法では東西約16

m以上・南北約20mと推測される。長軸を磁北から約35度東に振る隅丸長方形の区画である。

SKOlは第1面整地層上より掘り込まれた不整な台形の土壌である。全長約3．2m・短辺約1．3

m・長辺2．8m・深さ25cmを測る。土境内より土師器皿片（941）が出土している。

〔整地層B（図版34）〕

整地層Bは整地層Aの南側に位置しているナスビ形の形状の整地である。整地層の厚さは20cm前後

と薄く、且つ複数次にわたって整地された痕跡も見受けられない。規模は東西全長15m以上・南北幅

6．5m以上である。整地中央には東西方向に畦畔状の高まりが帯となっているが、後世の水田耕作の際

に畦として削り残されたものである可能性が高い。

整地層上・整地土中からの遺物の出土はなく、整地層Aのどの時期に対応するかは不明である。

第6節　国分寺1区

国分寺1区は、調査面積761I正と小面積の全面調査地区である。以前の出石町教育委員会の発掘調査に

よって木簡をはじめ多数の遺物が出土した地点の隣接地であることから、確認調査を行わずに全面調査

とした。また、調査地は幅が狭く長い部分を対象としている。最も狭いところで2m余りしかなく、法
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面を付けると遺構面まで達しない部分も存在する。調査延長は128mを測り、最大幅でも11mしかない狭

長な調査地である。

大きく分けて2面の遺構を調査している。上層遺構の上は暗褐色～暗灰褐色の中砂の洪水砂である。

この層は中に同色の租砂を間層に含み、1時期の堆積でないことが明らかである。幾度となく洪水に合

っていることが明白である。この層内にピット状の落ち込みが数基見られる。近世以降のものと思われ

る。現在の水田面の下にも多少の落ち込みが存在している。

上層の遺構はSDOlとSFOl・SF02である。SDOlは旧河道で、長期間に渡って祭祀の場として利

用されていた部分であろうと考えている。ただ、幾度となく洪水に見舞われることによって河道を変え

ている。理論上は調査区内を貫いているはずであるが、全体的に平面的に確認しているわけではない。

後世の洪水によっても削平を受けている。祭祀を行っている時期も水田として利用されていた時期にも

洪水の被害がある。砂地であることから、なおさら肩部などは削平されている。明瞭に検出出来た部分

のみ図化している。川の上流部と下流部で確認していることから、当然調査区内を多少はずれても、流

れは繋がっているはずである。SDOlを明瞭に検出しているのは、中央部分である。この部分だけ両岸

を確認している。幅4．2mを測るが、新しい時期の幅で、遡った時期は幅を広げており、南側は現在の堤

防下に延びている。深いとこ，ろで、深さ2．2mを測る。平均でも1．5m前後の深さがあり、比較的安定した

時期もあったようである。やや長い期間存続していることからも、遺構としての祭祀用の溝と考えるよ

りは、旧河道と考える方が妥当であろうと思われる。長期間存続しているが、常に洪水とは背中合わせ

で、底面に滞水状態の土層は全く認められず、底面の形状も平坦でなく、起伏を持った形状である。直

線でなく、蛇行している。遺物はこの遺構から最も多く出土している。砂入遺跡同様に湾曲部や、肩部

がやや挟り込まれた淀み状の部分に多く遺物が検出されている。出土状況は、余り単位としてのまとま

りを持たない。砂入遺跡のように人形だけを10数個廃棄した状態や同一タイプの斎串が纏められている

などの明らかな状況は示していない。部分的に斎串Aが集中しているなどの傾向がある程度である。祭

祀用の溝と祭祀用に利用した河道との違いであろうか。溝からオーバーフローした状況で出土した遺物

の中に興味深い木簡がある。1点は鬼の絵を措いた木簡（T36）で絵の下に2行の文字が記されている。

最初の行は『里中家日大』で次の行は『其口時屋入　』とある。下端まで残っていないのがl苦しまれ

るが数字続いているようである。鬼の絵とセットとなる常套句となるのであろうか。もう1点の木簡

（T37）と『如件』とあり祭祀的ではなく、役所的な木簡である。出石町教育委員会調査の皇后官職

関係の木簡と隣接して同じ層からたぶん出土していそうであることからも、関連の施設が近くにあった

ことが予測される。出土遺物の内容も砂入遺跡と比べると農具（特に田下駄）や容器類が多く見られ、

多少性格の違いを感じさせる。

SFOlはSDOlの上に築かれた遺構である。北東～南西方向に緩やかに湾曲している遺構で，道状の

ものである。幅は1．6～2．4mと一定ではなく、部分的に後世の洪水による削平を受けている。土を硬く叩

き締めた道である。叩き締めた部分の厚さは約0．3mを測る。また、北西の僅かに湾曲した部分に台形状

に杭列が打たれている。突出部を造り出す意図があったかもしれない。遺物はほとんど出土しておらず、

時期を決定することが困難である。SDOlの新しい時期の幅を狭めた状態で、SFOlを肩部として溝が

存在する状態である。祭祀用の道と考えているが、時期が明確でない。袴狭遺跡群で律令期（的）祭祀を

行わなくなる11世紀後半より時期的に新しくなるならば、生活用の道や水田の大畦畔と考えた方が良い

かもしれない。ただ、杭列はこの場合何になるのであろうか。
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調査区東側では、SDOlに沿うように杭列が認められる。SF02と呼称した遺構である。間の部分に

土嚢状のものを入れた痕跡が一部で確認されているが、全体では確認していない。後の削平によって杭

列のみが明確に残された状況で調査されている。北側部分で東西方向に確認されており、比較的直線的

に延びている。調査区内では16．5mの長さを確認している。東西ともに調査区北壁の方へ続いている。

杭の間隔は一定ではない。杭の大きさもバラツキが多少ある。径10cmに満たないものが大半で、一部

15cmのやや径の大きな杭が使用されている。杭列に租乗を敷けば、砂入遺跡の上層遺構のSFOlに似

たものになる。時期的にはこの遺構の方が古く、まだ木材を敷くことはなかったのかもしれない。この

杭列に沿うように、また一部杭に引っかかるような状況で遺物が出土している。祭祀遺物がほとんどで、

その出土状況や遺物内容は砂入遺跡の下層の道状遺構（SFO3）と祭祀に利用された溝（SD18）に類

している。この遺構だけが、斎串・人形を纏めて流した状況を呈している。この道を利用してSDOlに

祭祀遺物を流したようである。

下層の遺構は溝だけである。ただ、その上の包含層からは3点の木簡が出土している。溝はSD02で、

上層の遺構との時間差は少ないかもしれない。SDOlの古い段階に比べると浅いもので、深さは15cm

前後である。SDOl下層とSDO2上層は同じ時期に流れていたかもしれない。SDO2下層のみ時期的に

古くなるものである。出土遺物量は多いとは言えず、時期的にも砂入遺跡下層よりは新しくなるようで

ある。ただ、出土状況は砂入遺跡のSD18の下層に似ている。底面にぎっしりと詰まった状況の部分は

類似している。農具や容器を保有していることも共通している。印象としては馬形の出土量がやや多い

ような感じがする。

第7節　国分寺2区

1⊥　調査の概要

袴狭川の中流に位置し、東に国分寺1区・西に大坪1区がある。発掘調査時の仮称地区名は、袴狭

Ⅲ／B－3であった。同地区は隣接の圃場における出石町教育委員会の調査成果、ならびに平成2年度

実施の確認調査で埋蔵文化財の存在が明らかとなった。全面調査は平成3年度に実施した。

調査区内において確認した堆積は全部で16層ある。シル下層と砂層が交互あるいは入り乱れて、河

川の沖積作用が形成に大きな影響を与えたことがわかる。

遺構面として認識したのは2面で、下層の第1遺構面は第14～15～16層の上面にあたる。砂層

とシル下層が入り混って、安定した遺構面とは言えないが、第2遺構面の水田土壌層（第1水田面）を

掘削し終えた段階で溝が数条検出できたことから、遺構検出を行った。遺構は溝4条で、SDOl・0

3・04・02と呼称する。いずれも時期は前後し、同時に存在したものではない。続いて、東部が第

9層・西部が第10層の上面において遺構を検出した。これが第2遺構面では溝（SDO5）・水田畦

畔が検出された。畦畔は方形に直交あるいは平行に位置し、部分的な流出はあるものの、整然とした区

画を有する水田の存在を把握することができた。なお、第2遺構面の上面で検出された水田関連の遺構

を第1水田面と総称し、遺構面全体を指す場合は第2遺構面として記述する。

遺物を含む堆積のうち、第7層は水田土壌層の特徴が明瞭であったが、上に堆積する第4層（第2包

含層）の影響から瞳畔は遺存していなかった。層の性格を勘案して第2水田面として報告する。他に遺

物の包含が確認された堆積は、第3・4・8層であった。堆積の深いものから、順に第1～第3包含層

と呼称する。以下、個々の状況と出土遺物について触れる。
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〇第1包含層（第8層）：第2遺構面の直上に堆積し、部分的に第2遺構面にも深く入りこむ。円礫を

大量に含むことから、洪水によって形成されたと考えられる。出土遺物は土器（1024・1030・1036・

1037・1039・1040）、木器（W999～WlO21）で、幅広い時期の遺物が混在する。

〇第2包含層（第4層）：第2水田面の上面で検出した。礫混じりの砂層で、洪水によって形成された

堆積である。内部からは土器（1034・1042・1043）のほか、木器（WlO47～WlO77・WlO92～WlO96・W

lO98～W1129）が多く含まれている。洪水砂による2次的な堆積ではあるが、出土した祭祀具の特徴は

第2水田面と明らかに異なる。特に人形・斎串は、極端に小型化したと大型化した形態混在しているこ

とから、祭祀具の変質が現れている。

〇第3包含層（第3層）：調査区の西部分に偏在する。含まれる遺物は遺存状況が悪いうえ、土器

（1028）・木器（WlO78～WlO糾・WlO97）ともにわずかであった。

なお、掘削した最下層の第16層は、植物遺体（ピート）を大量に含む無遺物層である。さらに下層

については部分的に深掘りで堆積状況を確認したが、明瞭な遺構・遺物の存在は確認できなかった。

2．遺構

溝

第1遺構面で4条、第2遺構面で1条を検出した。SDO2・03は両側に杭列や板材で護岸を行っ

ている。

（1）SDOl（図版46）

○調査区内の位置：第1遺構面の東部で検出された。南東から北西へ直線でのびる。

○形状・規模：検出した全長は13．4mで、全体の極一部を調査したにすぎない。溝の幅はほぼ一定で、

中央付近では4．6mを測る。断面形は薄い皿形・深さは0．13mである。溝底は若干の凹凸があるが、

極端な傾斜は認められなかった。

○埋土：2層で構成される。東肩部分に茶褐色シルト混じりの中～細砂を認めたほかは、灰褐色礫混じ

り租砂が堆積する。

○出土遺物：埋土に含まれている遺物は少なく、木器で中央の底面で出土した琴（WlO87）があるにす

ぎない。また土器の出土はなかった。

（2）SDO2（図版46）

○調査区内の位置：第1遺構面の西端部分で検出された。南東から北西へのびる。

○形状・規模：全長16．4mで、真申から南寄りが最大幅をなす。幅は4．6m、断面はⅤ字に近いが最

深部は東に偏る。底面は若干の凹凸を持ち、南東に向けて緩やかに傾斜する。検出面からの深さは0．3

6mであった。

○護岸：溝の両肩付近で杭列を検出した。東側は溝の東天端に沿って2列に杭を打ちこむ。西側は川の

流れに沿って点在、既に失われたものも多い。南周壁付近では、3列の杭間に据え置かれた板材が、河

道の西側肩において検出された。いずれも護岸の目的で設置されたものであろう。

川の南部においても杭群があるが、この性格は明らかにできなかった。

○埋土：4層が堆積する。最深部から東肩部において灰褐色礫混じりの租砂が認められた。西半部は細

砂とシルト混じりの細砂が堆積、比較的穏やかな流れによって形成されたものであろう。

○出土遺物：いずれも埋土中から検出した。木器では木製祭祀具（W852～W886・WlO90～WlO91）の

占める割合が高く、農具類（W887～W895）は小規模なものが多い。一方、土器で図化できたものは1
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点（1029）にとどまった。

（3）SDO3（図版46）

○調査区内の位置：第1遺構面の中央で検出した。北壁から南西へのび、南壁付近で南へ向きを変える。

○形状・規模：全長43．6mで、溝の最大幅は4．1mを測る。断面はU字形、南半部が0．41mで最

も深い。底面は凹凸が激しいが、検出面はほぼ一定であった。

○護岸：両肩に沿って、杭が点在する。いずれも根元部分のわずかな遺存で、本来は両岸に打たれてい

た大半が消失したものであろう。また西岸の南壁付近と中央部では杭列によって支持された板材を検出

した。いずれも2枚の板を直列させ、南壁付近は8．2m・中央部は3．1mにわたって並べる。川の方向

に沿っていることから、護岸の意図で設置されたと考えられる。

○埋土：4層で構成される。底部付近に堆積する灰白色租砂を除いて、シルト混じりの細砂が埋土の中

心をなす。

○出土遺物：遺物はすべて溝底から浮いた状態で検出された。土器（1026・1035・1041）の量は少なく、

木器では（W896～W920）斎串が多く見られた。

（4）SDO4（図版46）

○調査区内の位置：第1遺構面の西部中央に位置する。ほぼ直線で南北にのびる。

○形状・規模：全長23．4m、幅はほぼ一定で2．0mを測る。断面は浅いU字形、最深部は中央やや北

寄りで、0．13mであった。底面には小さい凹凸が数多く認められた。

○埋土：淡褐色中～細砂のみで構成される。

○出土遺物：すべて埋土中から出土し、溝底で検出したものはない。土器は摩滅化・細片化したものが

ほとんどで、図化できたのはわずかに2点（1032・1038）であった。また木器（W921～W948）は祭祀

具の占める割合が高い。

（5）SDO5（図版47）

○調査区内の位置：第2遺構面の南西部に位置する。東西方向にのびるが、東部の途中で消失する。

○形状・規模：検出した全長は9．8m、最大幅・最深部は周壁付近で、1．8m・0．2mをそれぞれ測

る。断面は弓状であった。底面は消失部分から西に向かって深度を増す。

○埋土：上下2層で構成される。上部は茶褐色シルト質細砂、底部付近では灰褐色中砂と茶褐色シルト

が互層をなす。

○出土遺物：出土は認められかった。

第1水田面

土壌層は調査区のほぼ全面で遺存する。畦畔は部分的に流失するが、調査区を貫く形で東西方向に3

条、その畦畔から北側に5条・南側に1条検出した。いずれも方形区画をなし、1つの区画は10～1

2mと20mの2種が認められた。これらはいずれも直交して、等間隔に方形をなす点が注目される。

畦畔の堆積は周囲の田面と同じ黒褐色シルトを積み上げていたが、畦04のみ砂層とシルトを相互に積

み上げて構築している。

田面は部分によって凹凸があり、上層の堆積による影響を色濃くとどめる。流失によって、平面で検

出できなかった畦畔も少なくない。

水田面の直上や土壌層中からは、かなりまとまって木製祭祀具（W949～W976）が出土しているほか、

農具・容器などの木器（W977～W998）がある。土器（1020・1023・1025・1027・1031・1033）の示す年
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代は、多岐にわたるが、9世紀のものが中心を占める。

（1）畔01（図版47）

○調査区内の位置：検出された畦畔のうち、最も東部にある。南側は上部のほとんどを失い、基底部が

わずかに残るにすぎない。

○形状・規模：南北方向に直線でのび、全長は6．3mを測る。隆起が遺存するのは北壁付近で、最大幅

1．2m・高さ0．07mであった。断面は扇平な弓形をなすが、削平によって当初の形態からは著しく改

変されている。

○構造・出土遺物：南端で畦02と連接する。畦畔内部からの出土遺物はない。

（2）畔02（図版47）

○調査区内の位置：東西方向に直線でのびる。東周壁にから4．2mで1．6mにわたる断絶があり、続い

て18．1mのびて消失する。途中の断絶は、後世の削平によって生じたのであろう。

○形状・規模：断面は不整の台形を呈するが、大きく改変を受けており、旧状をとどめていない。田面

からの高さは0．08mである。

○構造・出土遺物：北側に2本の畦畔を分岐する。東端から7．5mに畦01が、さらに12．1mで畦0

2がある。出土遺物は見られない。

（3）畔03（図版47）

○調査区内の位置：北東部に位置する。南北方向に直線でのびる。

○形状・規模：全長3．8m、最大幅は0．8mを測る。上部は全体に削平を受け、断面は逆台形に近い。

田面からの高さ0．08mであった。

○構造・出土遺物：南端で畦03と連接する。内部からの出土遺物はない。

（4）畔04（図版47）

○調査区内の位置：調査区の中央東寄りにおいて検出された。直線で東西にのび、両端を流失する。東

端から5．2mで畦05が直交する。

○形状・規模：全長は7．5m・最大幅1．9mであった。断面は逆台形をなし、田面からの高さは0．1

1mを測る。

○構造・出土遺物：田面の基底部に礫の混じる租砂を敷き、上に黒褐色のシルトを載せる。北部にはわ

ずかに礫混じりのシルトが遺存しており、質の異なる砂を交互に積み重ねて構築していた。なお、段差

で検出された茶褐色のシル吊ま、夕帽甫装の可能性も指摘できる。

遺存する隆起はわずかだが、他の畦畔に比べて幅が広く、丁寧な構築などから、大畦畔としての機能

を有していたものであろう。

畦畔の東西端は消失するが、直線の延長上には畦02・08があり、本来は同一の畦畔と考えられる。

（5）畔05（図版47）

○調査区内の位置：中央東寄りに位置し、南北方向に直線でのびる。途中で畦05と直交して十字路を

なすが、南部は途中で消失する。

○形状・規模：全長14．8m、北壁から4．3mで畦04と交差する。幅は畦04を挟んで大きな違いは

なく、1．8mであった。最も良好に隆起が遺存する箇所は北壁付近で、田面から0．08mを測る。

○構造・出土遺物：畦畔内の堆積は畦04と異なり、黒褐色シルトを盛り上げて構築する。畦畔付近に

おいて出土した遺物はなかった。
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（6）畔06（図版47）

○調査区内の位置：西部の北壁寄りで検出した。

○形状・規模：大きく削平を受けて、基底部だけがわずかに遺存する。検出した段階で隆起はほとんど

認められず、水田面に残る洪水砂の遺存によって確認したにすぎない。検出した全長は2．7m・幅1．6

mである。

○構造・出土遺物：周辺の畦畔はほとんど流失していることから、連接する畦畔は確認できなかった。

また確実に伴う出土遺物も存在しない。

（7）畔07（図版47）

○調査区内の位置：西部において検出した。南北へ直線でのびる。

○形状・規模：全長は4．2m、幅はほぼ一定で1．0mを測る。田面からの高さ0．1mと隆起は遺存す

るものの、断面は逆台形で上部の多くは削平を受けている。

○構造・出土遺物：南端で畦08と連接する。畦畔内部から出土遺物は認められなかった。

（8）畔08（図版47）

○調査区内の位置：東西方向にのびるが、東端は調査区の中央東寄りで消失する。

○形状・規模：全長51．1mで、東端から27．0mの部分で北に屈曲を見せる。屈曲部からさらに南へ

7．4mで幅1．0mの断絶部分が認められる。周辺の隆起は比較的明瞭なことから、水口部分に該当する

箇所であろう。なお畦畔の断面はカマボコ形をなす。

○構造・出土遺物：北側に畦07を分岐するが、他に連接する畦畔は見られなかった。畦畔の内部およ

び表面から検出した遺物はない。

（9）その他

畦畔の痕跡と見られる隆起が、北壁土層断面の2個所で確認されている。畦05と06の中間に位置

し、間隔は北から順に9．5m・11．5m・10．3mを測る。畦05・06間には3つの区画が存在し

たのであろう。

第2水田面

土壌層は調査区の西部に存在する。上層の第4層は礫混じりの租砂で、幅厚なことから激しい洪水に

よる堆積を思わせる。畦畔はすべて流失し、遺存していない。

出土遺物は木器（WlO22～WlO46・WlO88・WlO89）が中心で、木製祭祀具と農具・容器類が混在す

る。土器（1021・1022・1044）は遺存状態が悪く、図化できた遺物もわずかである。出土遺物から10

世紀代を中心に営まれたと考えられる。

3．まとめ

国分寺2区では、2つの遺構面と1つの水田土壌層・3つの包含層を調査した。検出した遺構は前者

が港、後者が水田畦畔で、いずれも洪水による影響が大きい。

後者の水田は南北方向を指向する方形の区画で、当時の条里が一部あらわれた可能性もある。

第8節　大坪1区

1．調査の概要

袴狭川の右岸に位置し、東に国分寺2区、西に大坪2区がある。平成3年度の確認調査によって埋蔵

文化財の存在が明らかとなり、引き続き同年度に全面調査を実施した。発掘調査の袴狭Ⅳ／B－2地区
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に該当する。

遺構は2枚の水田面で、下の堆積を第1水田面・上を第2水田面と呼称する。第6層が第1水田面、

第5層が第2水田面にあたる。両者の間に洪水砂などの堆積は認められなかった。第2水田面は上部に

洪水砂と見られる礫混じり租砂が堆積し、畦畔・水田土壌層ともに遺存状況は悪い。

水田面以外で、遺物が出土した第7層・第4層・第3層・第2層を包含層として取り扱った。以下、

包含層の状況についてまとめる。

〇第1包含層（第7層）：第1水田面の直上で検出された。層中からは土師器（1052・1054・1056）が

出土した。

〇第2包含層（第4層）：第2水田面の上に堆積する。層中には円礫が数多く含まれていた。土器

（1047・1050）は少ないが、木器（W1161～W1173）は比較的多く含まれる。

特筆すべきものとして、禁制木簡（T39）がある。砂層から3枚に破損した状態で検出された。層中

の底面近くに埋没し、関連する部材は出土しなかった。

〇第3包含層（第3層）：第3水田面の上で検出された。他の包含層と異なり、シルトが主体をなす。

層中から出土した土器は、磨滅化して図化できなかった。木器は人形（W1176）、斎串（W1175）、下駄

（Wll掲）がある。

〇第4包含層（第2層）：第4包含層の上に堆積する。出土遺物には、祭祀具（W1177・W1184）・容

器（W1185）などの木器がある。

2．遺構

第1水田面

調査区の南東部分を除く全面で、土壌層を検出した。南東部分ではSDOlによって畦畔・土壌層が

消失している。上面では8本の畦畔を確認した。検出面は北から南へ傾斜を持ち、畦畔の遺春も北側が

おおむね良い。田面の上部がSDOlによって削平された結果、生じた傾斜である。

上面ならびに土壌層中から土器・木器が出土した。土器は極めて少なく、図化できた土師器（1053・

1055・1057）のほか、細片化した須恵器もわずかに出土している。木器は馬形などの木製祭祀具（W

1123～W1127）・田下駄などの農具・部材類（W1128～W1139）がある。

土器の出土量が少なく、時期決定の手がかりにかける。堆積状況や隣接する遺構との関連から、8世

紀末～9世紀前半を造営の中心と考えたい。

（1）畔01（図版50）

○調査区内の位置：調査区の北東部で検出された。北壁沿いに東西方向でのびる。

○形状・規模：全長は22．0m、幅はほぼ一定で1．7mを測る。隆起も明瞭で、田面からの高さ0．2

8mであった。断面は逆台形を呈する。

○堆積と構造：畦畔内の土壌は黒褐色シルト質細砂で、砂質は強いが田面と同質である。内部に芯材は

認められず、周囲の土を積み上げただけの単純な構造だが、構築に際して叩き締めをおこなっている。

畦畔の内部および表面から出土した遺物はない。

西端部分では畦02と直交しているが、他に連接する畦畔は認められかった。

（2）畔02（図版50）

○調査区内の位置：中央からやや南寄りで検出された。南北方向に直線でのびる。

○形状・規模：全長17．2m、幅は1．8mをそれぞれ測る。南に向かって隆起がわずかとなり、南端部
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では上部のほとんどを流失している。畦01との連接部分付近が良好に遺存し、田面からの高さは0．2

8mであった。良好な遺存部位における断面は逆台形をなす。

○堆積と構造：畦畔は黒褐色シルト質細砂で構築され、内部に芯材は認められなかった。北端部分では

畦01が東に分岐、続いて1m南では畦03が西へ分岐する。畦01とは同じ規模であったが、畦03

とは幅、高さに差が認められる。

（3）畔03（図版50）

○調査区内の位置：中央からやや北寄りの北壁沿いにある。直線で東西にのびるが、大半は調査区外で、

調査した部位はわずかであった。

○形状・規模：検出できた全長は5．6m・幅1．0mであった。全体に隆起は明瞭で、遺存する最大高は

畦02との連接部分で0．20mを測る。断面はカマボコ形であった。

○堆積と構造：畦畔は内部に芯などを用いず、暗茶褐色シルト質細砂を盛り上げただけで構築する。畦

畔内から遺物は出土しなかった。東端は畦02に連接する。連接部分で両者の上面には10cm弱の比高

差が生じている。畦畔02と直交するほかに連接は確認できなかったが、西に16m離れた畦04を加

えて田面の区画を形成すると考えられる。

（4）畔04（図版50）

○調査区内の位置：中央からやや西寄りで検出した。直線で南北方向にのびる。

○形状・規模：南部で大きく上部の削平を受け、北壁から7．1mの地点で完全に消失する。幅は検出し

た範囲においてはほぼ一定で0．8m、最大高は北壁付近で0．10mであった。断面は扇平な三角形に近

く、上部の消失が顕著に窺える。

○堆積と構造：土壌は黒褐色シルトで、内部から芯となる施設ならびに遺物は検出できなかった。連接

する畦畔は検出できなかったが、畦03や05と田面の区画をなす。

（5）畔05（図版50）

○調査区内の位置：調査区の西部に位置する。確認トレンチによって半分以上が消失しているため、全

容は明らかでないが、直線で南北方向にのびると考えられる。

○形状・規模：東辺は畦08との分岐点付近を除いて、確認トレンチによって消失する。幅は1．0m・

田面からの高さ0．13m、長さは西辺の遺存部分で4．4mであった。分岐点の断面は逆台形をなす。全

体に削平を受け、遺存状態は良くない。

○堆積と構造：畦畔は田面と同質の黒褐色シルトで構成される。周囲の土を盛り上げて構築し、内部か

ら芯となる施設や遺物は見られなかった。畦04や06とは平行で、畦08とともに一区画をなす。

（6）畔06（図版50）

○調査区内の位置：西部において検出した。南北に直線でのびる。

○形状・規模：畦08から北へ分岐し、全長4．4mを測る。幅はほぼ一定で0．9m、最も隆起が遺存す

る中央部分で高さ0．18mであった。断面はカマボコ形に近い。

○堆積と構造：埋土は黒褐色シルトだけで、田面の土を盛り上げて構築している。内部に芯となる施設

や遺物の存在は確認できない。畦05・07とほぼ平行に並び、畦08と直交する。方形の区画を持つ

田面の南部分にあたる。

（7）畔07（図版50）

○調査区内の位置：北西隅部分で検出した。調査区内で検出した部分はわずかだが、畦06と同じく南
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北方向に直線でのびる。

○形状・規模：全長4．4mを測る。幅はほぼ一定で0．9m、隆起は明瞭で高さ0．20mであった。断

面は逆台形を呈する。

○堆積と構造：黒褐色シルトを盛り上げて構築する。内部において、芯となる施設や遺物の存在は確認

できなかった。畦08と連接、東側の畦06と合わせて方形の区画を形成する。

（8）畔08（図版50）

○形状・規模：北辺の全長は23．6m、東は確認トレンチで消失する。トレンチ以北はSDOlと交錯

し、検出できなかった。田面からの高さは部位によって異なるが、最も良好に遺存した畦07の交差点

付近で、0．14mを測る。

○調査区内の位置：調査区の西部で検出された。北西隅から南東にのびる。南側では土壌層の上面が削

平されることから、隆起部分が消失し、北辺の基部だけが遺存したのであろう。

○堆積と構造：段差の周辺は田面と同質の土壌が検出されていることから、他の畦畔と同様、田面の土

を盛り上げただけの構築と見られる。

交差点を検出した畦畔は3本で、検出した東から畦05、西へ8．5mの間隔で畦06、さらに西へ1

0．6m畦07が存在する。いずれも全容はわからないが、区画の南端部分にあたる。なお、南側では関

連する畦畔を検出することはできなかった。

第2水田面

土壌層は断絶が著しく、調査区の全面には遺存していない。北西部は比較的良好に遺存するが、他の

部分では上層の第4層：灰褐色中～租砂が深く入り込み、土壌層の大半が消失している。検出した畦畔

も、ほとんど隆起が認められない。

2本が平行に走る畦09、屈曲する畦10が中央部から東寄り、畦11・12が西部で検出された。

他に北壁の西部において、土層断面に畦畔状の隆起を2箇所確認したが、平面では検出できなかった。

水田面の直上から出土した遣物はかった。図化できた須恵器（1046・1049）、木器（W1140～W1160）

のいずれも、土壌層の掘り下げ中に出土した。

（1）畔09（図版49）

○調査区内の位置：中央からやや東寄りで検出された。北西方向に直線でのびる。

○形状・規模：2本の畦畔が1．5mの間隔で平行にのびる。東側は全長17．8m・幅1．0m、西側は

全長17．7m・幅0．8mをそれぞれ測る。田面からの高さは、南部の最も良好に遺存する部分が0．1

0m、北壁は基部付近が道春するに過ぎない。畦畔の内側は溝状に深くならず、田面と同じ高さであっ

た。

○堆積と構造：畦畔内の堆積は田面と同質の淡茶褐色シルト質細砂であった。連接した畦畔は認められ

ず、内部からの出土遺物もない。

（2）畔10（図版49）

○調査区内の位置：中央の南壁付近に位置する。L字に屈曲を見せ、北端をSD02に切られ消失する。

○形状・規模：南壁から多少西寄りに2．2m北上し、北東へ屈曲する。3．0mより先はSD02で切ら

れ、さらに東側は消失している。幅はほぼ一定で0．9m、上部の大半が流出し、田面からの高さは0．0

5mとわずかであった。

○堆積と構造：畦畔内は茶褐色シルト質細砂が堆積する。遺物などは認められなかった。
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（3）畔11（図版49）

○調査区内の位置：西部に位置する。南壁から北東方向へ、畦12に向かってのびる。北端は消失する。

○形状・規模：全長3．9m・幅0．6mを測る。上部の大半が流失し、隆起はほとんど認められなかった。

○堆積と構造：田面と同質の土壌が検出されたことから、周囲の土を盛り上げただけの構築であろう。

畦12とは連接すると考えられるが、消失により明らかではない。

（4）畔12（図版49）

○調査区内の位置：西部に位置する。西壁から北西方向へのび、北端部分で消失する。

○形状・規模：全長17．7m・幅0．9mで、隆起部分のほとんどが消失している。田面からの高さは極

めてわずかで、基底部の痕跡を検出したに過ぎない。

○堆積と構造：検出した基底部は田面と同じ土壌であった。出土遺物はない。畦11との連接部分は検

出できなかった。

溝

（1）SDOl（図版50）

○調査区内の位置：南端隅4分の1を占める。第1水田面の上層で検出したが、SDOlは水田の土壌

層を分断しており、SDOlの周辺では連続すると思われる畦畔が消失している。

調査区内で検出されたのは北肩部分で、S字の湾曲を措く。南肩は西部の南壁周辺でわずかに検出し

たに過ぎず、全容は明らかではない。

○形状・規模：肩部は中心に向かって傾斜するが、側面・底面ともに凹凸が著しい。最大深度は0．5m

であった。

○埋土：淡灰褐色礫混じり中～租砂で構成される。含まれる円礫は拳大が多く、堆積の中層以上にも多

く含まれることから、早い流れで一気に形成された特徴が強い。

○出土遺物：層中からは木器・土器が出土した。いずれも砂層の影響を受け、表面が荒れている。図化

できたものは、土器では須恵器（1045・1048）・土師器（1051）、木器は木製祭祀具（WlllO～W1114）

のほか、農具・容器類（W1115～W1122）などがある。

複数時期の遺物が混交するが、第1水田面より後出し、第2水田面には及ばないことから、平安時代

の前半に形成されたと考えられる。

（2）SDO2（図版49）

○調査区内の位置：第2水田面上面で検出された。調査区南壁のほぼ中央から、北西方向に円弧を措い

てのびる。南壁付近で畦10を切っている。北端は調査区の中央部で確認トレンチと交差するが、トレ

ンチ以西は消失する。

○形状・規模：消失部分までの全長は15．4m、幅は1．9m、最深部は南壁付近で0．7mを測る。

○埋土・出土遺物：灰褐色中砂が堆積する。底面は凹凸が激しく、安定しない。埋土から遺物は出土し

なかった。水田と同一面で検出したが、方向が畦畔とは一致せず、水田との関連は薄い。砂層が単独で

薄く堆積する状況から、第2水田面より後出する遺構であろう。

杭列

調査区の東部に分布する第12層：淡灰褐色租～中砂の上面において、直線に並ぶ杭列が検出された。

杭列は調査区の東部だけで検出された。

杭列は5つのまとまりを持つ。南東一北西方向に直線でのびる列は3本（杭列01～03）あり、4

－51－



J

m前後の間隔を保ちながら平行に走る。杭列03の南でハの字にのびる列が1本（杭列04）、さらに調

査区の北壁付近で方形に杭の密集する部分が1箇所（杭列05）認められた。

全長は、杭列01が12．0m・杭列02が18．0m・杭列03が10．0m・杭列04が6．0mをそ

れぞれ測る。杭列05は5m四方に3列のまとまりを持って密集する。

杭列01～03は0．2～0．5m間隔で直列するのに対し、杭列05は2・3本が1mの幅で並列

する。いずれも掘り方を持たず、片側を尖らせた杭を直接打ちこむ。杭の基部は第6層に達するも地中

部分はわずかで、大半が露出していた。杭頭の向きはばらばらだったが、本来はまっすぐ打たれたので

あろう。

杭列を検出した第12層の上面で遺構検出を試みたが、他の部材などは検出できなかった。また、杭

列と確実に共伴する遺物も出土していない。

杭列の性格については、杭列が直線・方形などの規則性を持つことに注目したい。対象となる水路な

どが検出されていないことや、等間隔に平行で設けられている点から、畔畦の芯材として打ちこまれた

可能性がある。検出した段階で畦畔の存在を窺わせる状況は認められなかったが、検出した第12層は

洪水による堆積であり、洪水または後世の削平による消失が想定される。杭の地中部分が極端に短いこ

とも、かなり上層から打ちこまれた証左となろう。

共伴する遺物は見られないため時期は不明だが、杭の検出状況から第2水田面に近いと考える。

3．まとめ

隣接する地区と同様、大坪1区でも大量の木製祭祀具および農具が出土したが、いずれも水田土壌層

ならびに洪水砂層中からの出土で、遺構に共伴する遺物は少ない。第2包含層から出土した木簡（T39）

は原位置からは遊離しているが、延喜六（906）年の銘を持ち、土地のやり取りを窺わせる内容も興

味深い。

また、当地区において検出した遺構は2面の水田と杭列で、水田は8世紀末～9世紀にかけて営まれ

たと考えられる。

第9節　大坪2区

1．概要

大坪2区は、袴狭川と入佐川の交わる地点から200mほど袴狭川の上流側に位置し、今回調査した

地区全体の中で、やや下流側に位置している。尾根に沿って平地に設定された調査区で、長さ約110

m、幅約20mで、調査面積は約2，950I正を測る。

遺構面は、灰色から暗灰色のシル下層である水田に、租砂から極細砂が間に挟まることにより把糎で

きたもので、第1遺構面から第6遺構面までの6つが確認できた。しかし、砂層が挟まっている部分で

は明確に上下の層が識別できるものの、それがない部分では上下の層が識別できていない箇所もある。

また、第3遺構面は調査区西側の部分的にのみ認められ、第5遺構面では遺構は確認できず、面の把

糎にとどまった。

遺物の取り上げについては、下層から順に第6遺構面、第6遺構面上層、第5遺構面、第5遺構面上

層‥・とした。土層確認と排水のために開けた側溝から出土した遺物については、第6遺構面側溝、

第5遺構面側溝・‥としており、第6遺構面側溝はおよそ第6両遺構上層から第6遺構面、第5遺構

面側溝はおよそ第5遺構面上層、第5遺構面・‥に対応する。
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年代については、土器の出土が少ないため明らかにLがたい。あえて可能性を挙げるのなら、木製祭

祀具（形代）の有無から、第4遺構面より上層が奈良時代以降、下層がそれ以前に大きく分けることが

できる。さらに、数少ない土器をあえて考慮するならば、慨ね第6遺構面が弥生中期後半～古墳時代、

第5遺構面が古墳時代、第4遺構面が古墳～奈良時代、第1～3遺構面が奈良～平安時代に対応するも

のと考えられる。

遺構は水田とそれに伴う溝、杭列、畦畔、井堰がある。

2．土層

最上層の盛土以外はほとんどが水田土壌で、シルトから極細砂を基本としており、その間に部分的に

租砂から細砂が認められる程度である。これら砂層は、下層においては比較的厚く堆積しているのに対

し、上層では薄く堆積している。また、上層下層を問わず、溝は砂層によって一気に埋没している。

現在の地形は全体的に東側から西側にかけて緩やかに傾斜しており、その傾斜は最下層においても同

様に認められる。

3．遺構と遺物の出土状況

第6遺構面

遺構面の土層により、水田として利用されていたと考えられるが、それを直接的に示す遺構は確認で

きなかった。遺構は溝4条、井堰2基が検出された。また、特に規則性はないが、遺構面からは大型の

板材がSD604の周辺から出土している（図版53の黒塗り）。

SD601は調査区の両壁、すなわち尾根に平行するような状態で検出された。長さは確認できるも

ので約46m、幅約3．9m、深さ約20cmを測る。埋土は租砂～極細砂からなり、間にシルトが挟まる。

SD604との切り合い関係は、d－d一の断面において、SD601の埋土が確認できるものの、それは最

上層の状態であり、同時に存在していた可能性も考えられる。

SD602は調査区の西よりで検出された。ほぼ東西の方向を向き、直線的に延びている。長さは確

認できるもので約30m、幅約1．3m、深さ約18cmを測る。埋土はシルトから租砂の1層からなる。

SD603を切っている。

SD603は調査区の東側でやや北よりで検出された。大きく蛇行しているが、全体に東西方向を向

いている。長さは確認できるもので約40m、幅約3m、深さ約20cmを測り、浅い。SD602に切

られている。SD604とは切り合い関係が認められず、同時に存在したものと考えられる。

SD604は調査区の東隅から北壁中央に緩やかに湾曲する溝で、長さは確認できるもので約70m、

幅約6m、深さ約90cmを測り、比較的深い。SD601に切られているが、同時に存在した可能性も

考えられる。埋土は大量の砂がラミナ状に堆積している。調査区の北壁付近に井堰1、井堰2の2基の

井堰が築かれている。

井堰l（図版54）はSD604に築かれた合掌型の堰で、長さ約8m、幅約1m、高さは溝底より

上に0．8m、地中の部分も含めると1．5mを測る。溝の肩から現存する堰の上部まではほぼ同じ高さで

ある。基本的な構造は、最下層に盛土（図版54の第6層）、杭、横木、さらに前面で検出された植物遺

体からなる。堰全体の平面形は、流れに対して直交する方向に築かれており、ゆるい弧を措いている。

杭は、やや下流側（北西側）に向かって傾斜するものと、その後方（下流側）から前方（上流側）に

向かって斜めに打ち込まれたものの2方向が認められる。これらの杭は直径5～10cm、長さ80～1

00cm程度の大きさで、主に広葉樹が使用されており、ほとんど隙間なく打ち込まれていた。これらの
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杭の背後には横木が置かれていた。横木は長さ約420cm、幅約20cmの大きさから、長さ約60cm幅

約10cmの大きさまであるが、西側の一部を除いて基本的には1列であった。横木はまず上流側と下流

側の両側に1m間隔に杭を打つことにより仮留めされ、その後、上流側に打ち込まれた斜め方向の杭に

より押さえられている。いわゆる合掌型の堰であるといえるが、横木の数が少なく、杭が密に打ち込ま

れていたことから、基本的には杭により水を堰きとめようとしたことが窺える。そして、堰の西側半分

の前面には、杭に直交する方向に植物遺体が検出された。これにより、水の漏れを防いだものと考えら

れる。

さて、この井堰による潅漑能力であるが、現存する部分から推定すると約80cmの水位を上昇させる

ことができる。これにより、もっとも井堰に近い溝であるSD603に水をまわすことが可能となる。

付近から土器1058、1060が出土した。

井堰2（図版55）はSD604に築かれた合掌型の堰で、井堰1より上流側（南東側）に位置する。

長さ約3．4m、幅約0．7m、高さは溝底より上に約40cm、地中の部分も含めると約90cmを測る。溝

の肩から現存する堰の上部までは約20cmである。構造は下流側に傾いた杭と、横木、杭前面の植物遺

体からなる。

杭はやや疎らに打ち込まれ、直径5～8cm、長さ50～80cmの樹皮をもつ材と、幅約10cm、厚さ

約8cm、長さ約120cm程度の角材があるが、井堰1に比べて角材が多い。横木は長さ約2．5m、幅約

20cm、厚さ約10cmで、断面形が半円形を呈する1木のみ認められた。杭の下流側に置かれているが、

現状では杭の頭付近の高さにあり、横木の下にもラミナ状の堆積が認められることから、本来の位置を

示していないのか、あるいは築かれた当初からは存在せず、後に置かれたものである可能性も考えられ

る。

また、井堰2は溝全体を覆うほどの規模はなく、また、構造も井堰1のような合掌型になっていない

ことから、補助的なものであったと考えられる。よって、井堰2の北側には北西方向に延びる溝が位置

するものの、それに配水させる目的があったのかは明らかでない。

第5遺構面

遺構面のみ確認できたが、遺構は検出されなかった。層の状態から水田であったと考えられる。

第4遺構面

遺構面の土層、および検出された畦畔により、水田として利用されていたと考えられる。遺構は部分

的に検出された畦畔のみで、ほかに大型の板材が散在していた。これらの中には畦畔の芯として利用さ

れていたものも含まれるかもしれない（図版56の黒塗り）。

畦畔は調査区の西端付近で一部のみ検出された。長さ約9．5m、幅約1．5m、高さ約15cmを測り、

ほぼ東西方向を向いている。畦畔には芯材あるいは補強材が認められる。芯材には梯子であるW1455を

はじめとする建築部材の転用材も利用されている。この梯子には、長方形の穴が穿たれており、そこに

杭を打ち込むことによって固定している。さらに側面にも板材を打ち込み、固定させている。この梯子

の東側には、畦畔の両側面に横方向に板を当て、それを外側から板状の杭で固定し、畦畔を補強してい

る部分も認められた。

この畦畔から約20m東側には、大型部材が東西の方向でまとまって出土しており、この畦畔の続き

である可能性も考えられる。
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第3遺構面

遺構は調査区の西端でのみ確認でき、溝5条、畦畔が検出された。また、大型の板材が調査区東側か

ら出土している（図版57の黒塗り）。

SD301は調査区の西側で検出され、幅約2．4m、深さ約27cmを測る。ほぼ東西方向を向き、直

線的に延びる溝であるが、東端付近でSD302と枝分かれする。SD303はSD302との間に切

りあい関係があるが、当初はSD301と同時に存在していた可能性もある。溝の両側には畦畔が認め

られる。

SD302はSD301から枝分かれしている溝で、幅約1．2m、深さ約15cmを測る。北東方向に

延びているが、不定形で湾曲している。SD301からオーバーフローした砂の通り道であっただけの

可能性も考えられる。

SD303はSD301に平行する溝で、幅約1．8m、深さ約20cmを測る。当初はSD301と同

時に存在し、埋没したあとにSD301からSD302にかけて砂が堆積したと考えられる。

SD304はSD301の西端で検出された。西側に向かって徐々に広がっており、砂のオーバーフ

ローによって削られただけのものと考えられる。

SD305は調査区の西端で検出された。幅約1．5m、深さ約25cmを測る。埋土は租砂からなる。

畦畔は調査区西端でのみ検出された。SD301の両側には幅約50cmの畦畔があり、その中央付近

からそれぞれ南北方向へ対称的に5m程さらに延びている。

第2遺構面

遺構は調査区西端で検出された溝と、それに伴う杭列および畦畔のみである。

SD201は幅約1．9m、深さ約40cmを測り、ほぼ東西方向を向く。この溝以前に存在した第3遺構

面のSD301とほぼ同じ位置である。溝の両側には護岸用と思われる杭列が検出された。特に北側に

おいて密に打ち込まれている。南側には溝の肩に畦畔が検出された。

畦畔はSD201の南側の肩に位置し、幅約50cm、高さ約5cmを測る。東端付近には水口状に畦畔

のとぎれる箇所がある。畦畔からは木製祭祀具を中心とした木製品が多量に出土しているが、畦畔上だ

けでなく畦畔内部にも含まれることから、本来この状態で置かれたのではなく、溝底をさらいながら畦

畔を築く時に偶然混入されたものと考えられる。若干土器が含まれるものの、ほとんどが木製祭祀具で、

ほかに曲物、火鐙板などがある。

第1遺構面

遺構は調査区の西側半分で検出された溝2条と杭列のみである。

SD101は幅約2．7m、深さ約50cmを測り、ほぼ東西方向を向く。この溝以前に存在した第3面

遺構面のSD301、第2遺構面のSD201とほぼ同じ位置である。溝の両側には護岸用と思われる

杭列が検出された。特に北側のSDl O2付近については密に打ち込まれている。

SD102は幅約2m、深さ約30cmを測り、南北方向を向いている。南端でSD201に交わって

いる。

杭列は調査区中央付近と調査区南隅で検出された。いずれも直径5cm程度の細い杭である。調査区中

央付近の杭列は若干の幅を持ちながらも南北方向に直線的に延びており、畦畔に伴う補強としての意味

を持つ杭列と考えられる。調査区南隅の杭列は密に打ち込まれている。調査区の限界のためその性格は

明らかでないが、周辺に溝や砂層が認められないことから、これらについても畦畔に伴うものであると
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考えられる。

第10節　深田1区

1．層序

深田1区にみられる土層の堆積は、深田の名が示すように、湿地性の堆積物を基本とする。北壁断面

図（図版62）に示すように41の堆積物に分かれ、詳細に検討すればさらに細分も可能である。これ

を、検出した遺構面に則して8単位にまとめて基本層序とする。ただし、次章や図版キャプションでは〔〕

内に示した呼称を用いる。

I層（1～7）：現耕土とその直下の盛土などで、18区以東では近世以降の洪水砂（3～5）の堆

積がある。無遺物層であるためすべて重機で除去した。

Ⅱ層〔ピート層〕（8～11）：未分解の植物遺体を大量に含み、検出直後は黄褐色を呈する。植物遺

体は葦のようなイネ科植物と考えられるものである。40を除いて、各層に含まれる腐植物は肉眼的に

は同様のものと考えられる。Ⅲ層との境付近で少量の木器が出土したが、掘削はすべて重機で行った。

Ⅲ層〔第1遺構面上層シル下層〕（12）：腐植物を多く含むシル下層で調査区全域に分布する。1～

3区あたりまでは遺物も少なく重機で除去したが、4区以東は木器が多く、下部は人力で掘削した。

Ⅳ層〔第1洪水砂層〕（13～25）：袴狭川の氾濫によって供給された租砂を中心とする洪水性堆積

物である。Ⅴ層上面で検出された溝を中心に、12区以東では広範囲に盛り上がって分布している（写

真図版66）。調査ではⅢ層とⅤ層を区分する鍵層としての役割を果たした。木器の出土も多い。

Ⅴ層〔第1遺構面ベース層〕（26～29）：腐植物を多く含むシル下層で、上面が『第1遺構面』で

ある。最上部の26・27はⅢ層と類似するため、Ⅳ層の分布しない範囲では両者の区別は非常に困難

であった。下部に未分解の植物遺体を多く含む薄層（28・29）が分布する範囲がある。木器を多く

含む。

Ⅵ層〔第2遺構面ベース層〕（33～34）：33は腐植物の少ない灰色シルトを主体とする層で、上

面が『第2遺構面』である。Ⅴ層とは一部を除いて層相が異なることと、28・29が鍵層としての役

割を果たしたことから比較的容易に識別できた。1～8区では下部に未分解の植物遺体を多く含む黒褐

色の薄層（34）が分布する。木器を多く含む。

Ⅶ層〔第3遺構面ベース層〕（40）：腐植した樹木の枝を多量に含む褐色のシル下層である。上面が

『第3遺構面』で、この面まで平面的な調査を行った。樹木の枝は含水率は高いものの、樹木の形状は保

っている。土壌中にそのようなものがあまりに多く含まれていることから、水田としてはかなり生産性

が低いものであろう。調査区東半ほど層相がⅥ層と類似する場所が多く、識別が困難なことがあった。

少量の木器を含む。

Ⅷ層（41）：灰白色のシル下層で、Ⅶ層とは漸移的に層相が変化する。無遺物層である。

次に、Ⅶ層上面の微地形は東西方向では下流側の2～5区あたりが最も高い。これより上流側に向か

って次第に高度を下げ、12、13区あたりが最も低くなるが、再び、上流に向かって高度を上げる。

南北方向では1～10区までは顕著な差は無いが、12区より上流側では袴狭川に近い南側がより高い。

Ⅵ層上面、Ⅴ層上面でも傾向は同じであるが、次第に高低差が少なくなり平坦化が進んでゆく様子が

うかがえる。
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2．各遺構面の概要

既述のように深田1区では3面の遺構面を平面的に調査した。3面とも土層、遺構、出土遺物から水

田と考えられるが、各地で調査されている水田のように土盛りの畦畔あるいは手畦のような遺構は一部

を除いて認められなかった。畦畔と考えられる遺構は、杭列であったり、長い材を敷き並べたようなも

のであり、一般的な水田とはかなりイメージが異なる。

第3遺構面（図版64）では溝11条（SD301～SD311）と畦畔を検出した。溝は調査区を斜

めに横断して、南東から北西の方向へ走行するものが多い。このうちSD301、SD302、SD3

06の3条は比較的方向が似通っている。お互いの間隔はSD301とSD302の間が約30m、S

D302とSD306の間が約60m、ほぼ2倍である。しかし、厳密には規則的と言い切れない。ま

た、畦畔の方向と一致するものはSD307の1条だけである。

第2遺構面（図版66）では溝9条（SD201～SD209）と1列の杭（杭列201）、木組み畦

畔を検出した。溝は調査区を斜めに横断して、南東から北西の方向へ走行するものが多いが、SD20

6だけはこれらと直交する。溝のうちSD201とSD204は第3遺構面のSD301とSD306

の位置を踏襲する。断面観察ではSD302と同じ位置にも溝が存在する（図版62北壁断面図中32）。

しかし、第2遺構面ベース層の33と極めて類似した層（31）によって埋没した後、木組み畦畔が設

けられていて、平面的には検出しえなかった。他の溝は第3遺構面の溝の位置とは無関係である。

第1遺構面（図版68）では溝6条（SDl Ol～SDl O6）と杭列が2列（杭列101・杭列1

02）、畦畔板材列などを検出した。12区以東では溝を中心に洪水砂が調査区のほぼ全域を広く被覆す

る。溝は調査区を斜めに横断して、南東から北西の方向へ走行するSDl Ol～SD103と、調査区

の主軸にほぼ並行して東から西へ走行するSDl O4～SD106がある。このうちSD102、SD

103は第3遺構面のSD301、SD306と同じ位置を流れる。

以上の各遺構面の時期は、出土遺物の検討から、第3遺構面が弥生時代後期を中心とする時期、第2

遺構面が古墳時代～飛鳥時代まで、第1遺構面が奈良時代を中心とする時期、そして第1洪水砂層（Ⅳ

層）と第1遺構面上層シル下層（Ⅲ層）が奈良時代末～平安時代前期までと考えることができる。

3．第3遺構面の遺構

SD301（図版64）

幅2．2～3．2m、深さ40～55cm、調査区内での延長は25mである。南東から北西の方向へ直線

的に走行する。第3遺構面の溝の中で最も深く、明確に掘り込まれている。埋土は2層に分かれ、とも

に極細砂混じりのシル下層であるが、下層には第3遺構面ベース層（40）から流れ込んだと思われる

腐植した木片を多く含む。

SD302（図版64）

幅1．5～2．1m、深さ25～35cm、調査区内での延長は約42mである。走行方向はSD301に

近いが僅かに南に振る。調査区南壁際ではSD304が合流している。埋土は3層に分かれ、腐植物混

じり砂の薄層を挟んで灰黄色砂層が堆積している。

SD303（図版64）

幅推定0．65m、深さ15cm前後、調査区内での延長は約29mである。調査区の主軸方向に直交す

る小さな溝で、SD302と交差し、調査区北壁ではSD308とぶつかるが、相互の前後関係は不明

である。埋土は2層に分かれ、上層は明灰色シル下層、下層には薄く黒色腐植土が堆積している。
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SD304（図版65）

幅1m前後、深さ10～20cm、調査区内での延長は約53mである。東から西の方向へ蛇行気味に

走行し、SD302に合流する。また、途中からSD305が分岐する。埋土は腐植土である。12区

南では大型の板材などが溝周辺に散乱し、杭も不規則に打ち込まれていた。溝底からは透かし彫り板

（W1470）が出土している。

SD305（図版65）

幅約1m、深さ10～15cm、延長は14mである。SD304から約450の角度をもって分岐し

て真っ直ぐ延びるが、調査区の中ほどで途切れる。埋土は腐植土である。

SD306（図版64）

幅1．0～2．4m、深さ5～10cm、調査区内での延長は約43mである。走行方向はSD301に近

いが、緩やかに蛇行している。調査区中程ではSD307が合流する。埋土は腐植質シルトである。

SD307（図版64）

幅0．5～0．8m、深さ10cm前後、調査区内での延長は約20mである。走行方向は調査区の主軸に

直交気味である。調査区中程でSD306に合流する。埋土は腐植質シルトである。

SD308（図版64）

幅0．6～0．9m、深さ5cm未満、調査区内での延長は26mである。SD302に切られ、東に振れ

て直線的に延びる。埋土は腐植質シルトである。

SD309（図版64）

幅0．8～1．0m、深さ15cm前後、延長は16mである。SD310から約650の角度をもって西

に分岐し、直線的に延びた後、調査区中ほどで途切れる。埋土は腐植質シルトである。

SD310（図版64）

幅1．0～2．2m、深さ15～35cm、調査区内での延長は約32mである。走行方向は調査区の主軸

にほぼ直交し、蛇行気味に北流する。途中でSD309とSD311が分岐する。埋土は腐植質シルト

である。

SD311（図版64）

幅約1m、深さ5cm前後、延長は4mである。SD310から約500の角度をもって北東に分岐し、

短く延びてすぐに途切れる。埋土は腐植質シルトである。

畦　畔（図版65）

1区のみで検出された。東西方向と南北方向の畦畔が、1区中央付近で直交する。土を寄せ集めたい

わゆる手畦で、深田1区ではこのような畦畔は他に無い。遺構面の精査を行った際には、わずかな土色

や土質の違いとして、畦畔を識別した。しかし、高さは5cmに満たず、調査区の壁面でもはっきりとし

た隆起として畦畔を確認することはできなかった。その評価には他の調査区の状況もふまえて慎重に望

む必要がある。

4．第2遺構面の遺構

SD201（図版66）

幅2m～3m、深さ40cm前後、調査区内での延長は約26mである。第3遺構面のSD301の位

置を忠実に踏襲し、南東から北西の方向へほぼ直線的に走行する。第2遺構面の溝の中で最も深く、明

確に掘り込まれている。溝の底部は砂によって埋積され、上部は砂と腐植土が薄く交互に堆積している。
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SD202・SD205（図版66）

本来は一連の溝と思われるが、トレンチを境に部分的に検出できなかったところがあるので別個の名

称を与えた。調査区内に突如出現するが、おそらく、SD204から分岐したものであろう。一本の溝

として、幅1．0～1．5m、深さ20cm前後、延長は約28mである。南東から北西の方向へ蛇行して走

行する。埋土は腐植質シルトである。

SD204（図版66）

幅1．4～2．5m、深さ25cm前後、調査区内での延長は約44mである。第3遺構面のSD306の

位置を忠実に踏襲し、蛇行気味に南東から北西の方向へ走行する。埋土は腐植質シルトで、底部には未

分解の腐植土の薄層がある。

SD203（図版66）

幅1．3～2．2m、深さ10～20cm、調査区内での延長は約30mである。SD204と約4mの間

をおいてほぼ平行に走行するが、調査区中程で途切れる。埋土は腐植質シルトである。

SD206（図版66）

幅0．6～1．3m、深さ10～20cm、調査区内での延長は約23mである。調査区中ほどから始まり、

SD203に直交気味に合流すると考えられる。埋土は腐植質シルトである。

SD207～SD209（図版66）

いずれも東端の21区で検出された部分的な溝である。互いに近接するが一繋がりの溝ではない。幅

1．0～1．5m、深さ20cm前後で、埋土は腐植質シルトである。

杭列201（図版67）

6区南で検出された。調査区に斜交して19本の杭が約8mにわたって並ぶ。杭列が止まる調査区の

中ほどあたりから方向を変えて木組み畦畔が設けられる。杭はすべて針葉樹で、丸杭と角杭がある。丸

杭は南側を、角杭は北側を占める。角杭は柱や建築部材などの廃材を割って杭としたものである。

木組み畦畔（図版67）

6区北で検出された。杭列201とは約1300　の角度で接し、約26mにわたって緩く弧を措いて

延びる。水田面に数10cm～1m程の間隔で1列の杭を打ち、これに細長い材を絡ませて2、3段ほど

積み上げる。用材は1辺数cmほどの細長い針葉樹角材で、板材は使用されない。

この他、第2遺構面では細長い板材が比較的集中して出土した所が10区南、18区北など数カ所で

確認された（図版67）が、散漫で規則性に乏しいため遺構とは認識しなかった。また、8～11区で

は杭の打ち込みも比較的多かったが、規則性は認められなかった。

5．第1遺構面の遺構

SDl Ol（図版69）

幅約5m、深さ約20cm、調査区内での延長は約18mである。調査区西端を南東から北西の方向へ

緩く弧を措いて走行する。最上部東側のシルトの薄層を除いては、砂礫を主体とする層が何層かに分か

れて堆積している。溝の中や肩部分には所々に杭が打たれている。

SD102（図版69）

北壁付近での幅1．5～2．0m、深さ25～35cm、第3遺構面のSD301と同じ位置を流れるが、

中央付近より南東側では東肩が歪に広がって浅くなり、次第に溝の輪郭が不明瞭となる。溝の埋土は砂

層を主体とする。中央部西肩には9mほどにわたって、30本ほどの杭と矢板を2列に打ち込み、それ
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に長さ1～2m、幅10cmほどの薄板を横に立てかけた護岸施設を設けている。板はそれぞれの列ごと

に、両側を杭で挟み込み倒れないように図られている。その西側には浅い皿状の窪みが広がっている。

SD103（図版70）

幅1．3～2．8m、深さ45～60cm、調査区内での延長は約24mである。第3遺構面のSD306、

第2遺構面のSD204と同じ位置を、蛇行気味に南東から北西の方向へ走行する。埋土は砂で溝の両

肩よりも高く盛り上がって堆積し、その上を第1洪水砂（Ⅳ層）が覆う。溝の西肩には杭や矢板を打っ

てそれに細い枝を絡ませた護岸施設がある。護岸施設は南東側から約16m続いて一度途切れ、再び約

6．5m続く。残存状態は北側の6．5m分のほうが良く、南側の16m分は絡ませた材がばらけてしまっ

たり、流出してしまっている所が多い。

SD104（図版70）

幅0．7m～5．0m、深さ15cm以下の浅い流れで、調査区内での延長は29mである。15区北の東

端より、溝としての輪郭が明瞭となり、緩く蛇行して西流した後、SD103に合流する。トレンチを

挟んだ東側では、はっきりとした輪郭は見当たらなかった。埋土は砂であり、第1洪水砂が地盤を刻ん

で流れた跡のようなものかもしれない。

SD105（図版72）

幅2．0m～3．5m、深さ約25cm、調査区内での延長は24mである。18区北の東端より、溝とし

ての輪郭が明瞭となり、蛇行気味に西流して北壁の外へ延びる。あるいはSD104が再び調査区内に

姿を現したのかもしれない。トレンチを挟んだ東側では、はっきりとした輪郭は見当たらなかった。埋

土は砂で、溝の両肩よりも高く盛り上がってレンズ状に堆積している。

SD106（図版72）

幅1m前後、深さ25～60cm、調査区東壁から中央に向けて西流する。途中、第1洪水砂の堆積に

よって分断されるが、17区～16区では再び一本の細い溝として姿を現す。15区以西では、再度、

第1洪水砂の堆積で行方がわからなくなってしまう。全体を本来はつながった1本の溝と考えて、調査

区内での延長は67mとなるが、途中、杭列102と交差することになる。両者の前後関係については

明らかにしえなかった。溝の埋土は砂で、溝の両肩よりも高く盛り上がってレンズ状に堆積している。

杭列101（図版67）

11区南で検出された。調査区に斜交して南壁際から中央まで、74本の杭や矢板が約23mにわた

って緩く弧を措いて並ぶ。杭頂部は腐植していたが、遺構面から20～60cmほど上に頭を出していた。

杭の用材は杭列201の角杭と同様である。南壁際から5mほど北では、長さ約3m、幅約60cmの板

が杭列に直交′して横に立ち（写真図版70）、周辺には細長い板が数本散乱していた。横に立った板は非

常に大きく、偶然に杭に引っ掛かったとは考えにくい。畦畔の一つと考えておきたい。

杭列102（図版72）

18区で検出された。調査区に斜交して南壁際から西に振れながら北壁付近まで、計170本の杭が

緩く蛇行して並ぶ。すべて連続するわけではなく、南壁際から約10m北へ延びて4mほど途切れる。

その後は1mほど短く途切れる所があるが、ほぼ連続して約21m延びる。杭頂部は腐植していたが、

遺構面から数十cmほど頭を出していた。すべて針葉樹で、用材は杭列201の角杭と同様である。

畦畔板材列（図版69）

SD102の北側肩から、これと直交するような方向に延びる。幅約1m、調査区内での延長約10
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m、調査区北壁にもぐり込みさらに北へ続いている。長さ1～3m、幅20cmほどの薄板を両脇に並べ、

その間には細い枝を置いている。板は杭で固定されず、単に敷き並べてられているに過ぎない。残存状

態の良い北半では、枝のレベルが両脇の材よりも約10cm高く（写真図版68）、土盛の畦畔の上に枝を、

斜面部分に材を置いて補強を図ったものと考えられる。しかし断面観察では土の違いとして明確な畦畔

の隆起を認めることはできなかった。

この例ほど規則性はないが、類似する細長い板のまとまりが、各所で認められる。

9区南では、杭列101の西側約15mに、板材が十数本、南北の方向に長軸を向けて散在し、周辺

には杭を若干打ち込まれている（図版71）。

16区では、杭列201の西側に、棒状材や板材が南北方向に25mほど並んでいる。まとまりは弱

く、ばらけた様な状況であるが、板の長軸は同じような方向を向いており、杭列とはSD104の手前

で近接している（図版72）。

19・20区北ではSD106の北側に、SD106から斜めに分岐するように北壁に向かって棒状

材や板材が並ぶ（図版71）。

遺構面上の田下駄一括出土（図版69）

田下駄の出土は調査区全域で見られるが、7区南と8区北では、遺構面上で田下駄足板や枠部材が一

括して出土した。

Aは同一個体の台状枠歯2枚（W1510・W1511）と別個体の枠歯1枚（W1512）、C類一体型田下駄

（W1792）、A類4孔式田下駄、B類田下駄などが一括して2m四方ほどの範囲から出土している。

Bは中程で折れた方形枠（W1517～W1521）がほぼ部材の位置関係を保って、他の木器（W1523）な

どと一緒に出土している。

6Ⅰ小　結

深田1区で検出された弥生時代末～奈良時代前半の3両の遺構面は、溝を中心に杭列、木組み畦畔、

畦畔板材列などを伴い、水田と考えられるものである。出土遺物は大半が木器で、製品の中では田下駄

とその枠部材が最も多数を占める。堆積物は腐植物を多く含む軟弱なシル下層で、水田土壌としては不

良な湿田であることが田下駄の多出する要因であろう。

溝はいずれも袴狭川本流から分岐したものと考えられるが、すべての面でほぼ同じ位置を流れるもの

と、異なる位置を流れるものがある。前者にはSD301・SD201・SD102とSD306・S

D204・SD103が相当する。互いの間隔は約90mであり、方向は比較的近似している。この一

連の溝のうち、東側のSD306・SD204・SD103は調査区の中で微地形的に最も低い位置を

流れる。その方向は微地形によって決定づけられていると考えられ、他の方向が似通った溝も同様であ

ろう。ただ、同一遺構面であっても方向が異なる溝も多数あり、すべてが人為的に掘削されたものとは

考えにくい。また、方向の不一致は杭列などに関しても同様であり、水田といっても規則正しく区画さ

れたものではない。したがって、深田1区における水田遺構は律令期の第3遺構面においても微地形の

制約を受けた不規則な区画であり、条里型地割りとは異なるものと言えよう。

第11節　深田2区

1．調査の概要

小野川から蛇行するショートカット部分の付根部分にあたり、他の調査区とは異なって南北に長い。
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南東には深田1区、北側150mに嶋遺跡がある。発掘調査時は、袴狭Ⅲ／B－1と仮称している。

ショートカット放水路の合流点左岸一帯については、昭和63年度の確認調査で遺物の存在が明らか

となった。また放水路事業と前後して実施された、出石町教育委員会による圃場整備に伴う確認調査で

も、遺構・遺物の存在が確認されている。以上の状況をふまえ、平成3年度に全面調査を実施した。

調査区内の堆積について再度要約すると、ショートカットの築堤工事に伴う盛土に次いで、19層の

堆積を確認した。シル下層と砂層が交互あるいは入り乱れて堆積し、形成には沖積作用を強く感じさせ

る状況であった。

各堆積層のうち、第3層：茶褐色シルト、第5層：暗茶褐色シルトにおいて遺物の包含が認められた

が、遺物の大半は第5層からの出土である。第5層はマンガンの集積が顕著で、水田土壌層の特徴が窺

えた。ただし上面は洪水の影響を顕著に受けており、畦畔などは確認できなかった。

遺構として検出できたのは東西方向の溝4条で、人為によって形成された確証は得られなかった。

2．遺構

水田土壌層

水田土壌の特徴を持つ堆積がいくつか認められたが、ここでは遺物を包含する第5層について、状況

を述べる。

直上で厚く堆積する第4層は、褐色のシルトが部分的に混じるものの、中心は円礫を多く含むシルト

質細砂である。第5層の上面は小さな起伏が多く、第4層が深く及んでいる箇所があるなど、上層から

の影響が顕著であった。

水田に伴う畦畔や護岸施設などは、上面・層中においても検出できなかった。層には木器、特に農

具・部材の包含が顕著で、大半の遺物がこの層から出土している。

組み合わせ三角形の側板を組み合わせた田下駄（W1908・W1909）は、2足が並んで出土しており、

水田の中に脱ぎ捨てられて埋没した、と思わせる状況であった。このほか田舟（W1915・W1916）など

の大型農具もこの層からの出土である。このほか建築部材の一部と思われる木器も出土したが、欠損す

るものが多く、全容が把振できるような遺存状態ではなかった。

上面の第4層は洪水によって一気に堆積したと考えられ、第5層の水田に関連する畦畔等は流出・失

われた可能性が高い。ただし第5層そのものは、比較的安定した時期に形成されたものと考えられる。

溝

（1）SDOl：（図版73）

○調査区内の位置：調査区の北部で検出された。南9．5mにSD04が存在する。層位的には最も上層

にあり、溝の中では最も新しい。切り合い関係を持つ遺構はない。流路は調査区の短辺を貫き、北側へ

緩やかに弧を措く。検出された範囲において溝の幅は均一であった。

○形状・規模：断面は整美な皿形を呈する。全容のごく一部を検出したにすぎないが、調査区内におけ

る規模は全長13．0m、幅は検出した中央で2．5mを測る。溝底の傾斜などから、南西方向への流れが

考えられる。底面は平坦で、傾斜も緩やかであった。北肩に沿って、木杭を6本検出した。溝の方向と

平行に打ちこまれており、護岸等の意図を持って設置されたものであろう。

○埋土：検出した上面から5層が堆積する。底から北肩部分にかけては、灰褐色細砂と茶褐色シルトの

ラミナが認められた。続いて南肩には灰褐色シルト質細砂、中央には灰褐色中～租砂が堆積し、いずれ

も礫を大量に含む。方向を変えながら、数回早い流れがあったと考えられる。上層には灰褐色礫混じり
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シルト・暗灰褐色中～租砂が検出されたが、粒径は小さく埋没の最終段階で堆積したものであろう。

○出土遺物：港内からは木器数点と摩滅した土器片が出土した。木器も砂礫の影響を受け、遺存状態は

極めて悪い。図化できたのは、木製祭祀具の人形2点（W1894・W1895）であった。

（2）SDO2：（図版73）

○調査区内の位置：調査区のほぼ中央で検出された。ほぼ直線だが、検出した東端部分で二股に分かれ

て、南岸が北側へ大きく張り出す。

北側には同方向に流れるSD03があり、北側に分岐した流れは溝底においてSD03の南肩部分を

切る。調査区の短辺を南東から北西方向に貫く。

○形状・規模：断面は、合流部分が逆台形、分岐後がそれぞれⅤ字形を呈する。検出した部分での全長

は5．4m、溝の幅は合流部分である東壁付近で6．4m、分岐部分の南北は中央部分でそれぞれ2．8

m・2．4mを測る。周囲の地形などから、流路の方向は北東と考えられる。底面は凹凸が激しい。

○埋土：3層によって構成される。いずれも砂層で、拳～人頭大の円礫も含まれていた。溝の底部で検

出された灰褐色礫混じりシルトは、分岐後の南側流路で顕著に認められる。灰褐色礫混じりシルトは局

部的な堆積で、流路の肩部分をえぐるように検出された。最も上層で厚い堆積の淡褐色礫混じり租砂は、

握り拳大の円礫を大量に含む。遺物はすべてこの層から検出した。

○出土遺物：土師器の嚢（1116・1117）のほか、木器の大半は部材などの残欠で、図化できたものは竪

杵（W1914）だけであった。

（3）SDO3：（図版73）

○調査区内の位置：調査区の中央部からわずかに北寄りに位置し、南側にはSD02が重なりを持ちな

がら存在する。両肩の半分近くがSD02に切られ、上部を消失する。平面は直線、溝幅もほぼ一定で

あった。

○形状・規模：断面は整美なU字形を呈する。検出した全長は11．2m、溝の幅中央部分で1．8mを測

る。溝底が北東方向への緩やかな傾斜をなすことから、流路方向は南西から北東と推定できる。底面は

平坦で、凹凸は少なかった。

○埋土：埋土は淡灰白色シルト～礫混じりシルト質細砂のみで構成される。シルトは層の間にブロック

状で認められ、堆積の底部において顕著だった。

○護岸状施設：両岸において、杭列と部材を検出した。南北で異なる状況を見せている。

溝の南岸では13本の木杭が認められた。南肩にそって、河道の方向と平行に並ぶ。掘り方を持たず、

片側を尖らせて直接打ちこまれていた。垂直に打たれたものが多いが、SD02と切り合う部分では、

河道の内側へ倒れこむ形で検出された。杭は自然木を利用したもので、杭の間隔は0．5m前後を測る。

杭列以外の部材などは検出できなかった。

溝の北岸では、部材が幅2．0mの範囲にまとまって検出された。杭・丸太材・板材によって構成され

る。杭は12本検出し、河道と平行に直線で並ぶものと、板材の周りを囲むように打ちこまれたものが

ある。板材・丸太材は中央から西側に集中する。丸太材は4本あり、うち3本は流路の方向と平行、1

本は直交に横たえる。板材は幅40～60cmを測る長方形の板で、2枚を重ねて2．8mの長さで並べて

いる。検出段階では板が露出していたが、本来は板の上にも土を載せていたと思われる。

施設の性格について、南肩では杭列のみが遺存することから、護岸等の目的で設置された可能性が高

い。一方、北側の施設は材の分布が流路への強い意識を示しているとは考えがたく、単なる護岸とは異
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なった性格が考えられる。検出した木器の分布状況から、丸太材は畔畦の芯・板材は沈み込みを防止す

る意図が窺え、杭はそれらを固定する目的で打ちこまれたと想定できる。つまり、北岸にそって設けら

れた大畔畦、または護岸をかねた小径の痕跡と考えられる。

○出土遺物：港内から出土した遺物は少なく、図化できたものは田下駄（W1913）のみであった。遺構

の切り合いや堆積状況からSB03よりも先行することは確実だが、出土遺物からは時期を特定するこ

とが困難である。ただし流路の安定化に対する意図がある点は、他の溝と異なった特徴であり、さらに

平面が直線的なため、水田に関連する水路の可能性も指摘しておきたい。

（4）SDO4：（図版73）

○調査区内の位置：調査区の北部で検出された。切り合う遺構はなく、北9．5mの地点にSDOlが、

南18．2mの地点にSDO2・03がある。北東から南西へ直線的にのびる。検出した範囲において、

平面の乱れは認められない。

○形状・規模：調査区内で検出した全長は9．0m、溝幅は中央部分で2．1mを測る。断面は緩やかなU

字形。検出した底面は両端から中央へ深度を増すが、本来の流れは他と同様に南西方向へ流れていたと

考えられる。底面は緩やかに起伏を持つ。

○埋土：埋土は2層に大別でき、下層は黄褐色租砂・上層は暗茶褐色礫混じりシルトが堆積する。また

溝の南肩では部分的に褐色シルトを検出した。溝の中からは土師器の嚢（1118）1点と、自然木が数点

検出された。堆積状況からも、検出した溝で最も先行するといえよう。

3Ⅰまとめ

深田2区の調査では出土した祭祀具が6点と、袴狭遺跡の調査区にあって祭祀遺物が極端に少ない。

調査区は出石川に近く、祭祀の行われた場所から遠ざかっていることが顕著に現れた結果といえる。か

わって主要な遺構となるのは水田で、この調査区においても袴狭川流域に広がっていた水田の一端を調

査することができた。調査では数枚の水田土壌層を確認したが、畦畔の遺存する面はなかった。厚い洪

水砂によって覆われている状況から、廃絶と水田化を繰り返していたことがわかる。調査では、遺物の

包含が確認された層についてのみ対象としたが、農具が主流を占める状況は祭祀遺跡とは違った、袴狭

遺跡の一面を現わしている。

このほか4条の溝を検出した。共伴する出土遺物が少なく、厳密な時期決定は困難だが、堆積状況や

切り合いなどから、SDO4→SDO3→SDO2→SDOlの順で形成されたと考えられる。明らか

に人為的に造られたとはいえず、自然形成された可能性も高い。護岸などの施設が遺存していたものは

SDOl・03で、特にSD03では流れを安定させようとする強い意識がある。切り合って後出する

SD02は流路の方向が一致するが、平面が不安定で礫・砂層が一気に堆積した状態であった。流路の

安定を図る努力を続けていたSD03が、洪水に起因して形成されたSD02で一気に廃絶された可能

性もあり、自然の脅威が端的に現れたといえるかもしれない。

第12節　深田3区

全面調査ではなく、工事中の不時発見に伴い急速遺跡の最小面積を調査したものである。工事中に確

認したことから、周辺の状況も確実に復元できるような良好な状況ではなかった。

周辺には洪水堆積物が広く堆積しており、今回調査した部分だけ一時期の短期間の旧河道が流れてい

たものと推測される。調査した地点は租砂は見られず、シルト質の土を主体とするもので、大きな水の
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動きの少ない滞水状態の部分であったと思われる。その中に僅かの間河道が流れ、律令期祭祀遺物が堆

積したものである。

祭祀遺物は砂入遺跡のようにまとまったものはなく、祭祀行為を行った原位置とは思われないことは

当然で、さらに流されたとしてもある程度の距離があるものと思われる。他の遺跡に比べると磨滅した

ものが多く、斎串でも小片が多かった。出土状況の方向性も認められなかった。

第13節　嶋遺跡

嶋遺跡は小野川放水路の西側に位置する遺跡で工事に先立つ確認調査ではじめて知られるようになっ

た遺跡である。確認調査結果から、工事計画地の南北両側に遺構は確認できなかったものの、遺物包含

層が広がっていることから、何らかの調査が必要となっていた。そのため、事前に発掘調査をするので

はなく、本体工事の掘削時に立ち会い調査を行うこととなった。本体工事に合わせて前後2回に分けて

調査を行った。

南側では確認調査で木簡が1点出土し、斎串などの木器も数点出土している。立ち会い調査では須恵

器・土師器を数点採集されたに止まった。堆積物は洪水性の土層でシル下層もあるが、花崗岩の風化し

た租砂を主体とする砂層が広がっていた。平行堆積の部分が多く、調査時も湧水が激しく工事にも支障

を与えた状況であった。木簡が出土したのは、この洪水砂層の上面でピート層と租砂の間から出土して

いる。同じ部分からは他に遺物は出土していない。

北側の確認調査では、弥生時代後期から古墳時代はじめの遺物と律令期の遺物が確認された。南側に

比べるとトレンチ断面の堆積状況は変化があり、旧河道が流れ込んでいたり、洪水による土層の変化が

多く見られた。主に砂層から古式土師器は出土しており、その上面（約30～50cm上）のシル下層と

砂層の間から律令期の遺物は出土している。祭祀具は斎串だけで、形代は確認していない。田下駄や建

築材も同一面から出土しているが、下層から出土した木器も幾つかある。ただ、時期を決定することは

困難で、一応木器は同時期と考えておく。
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第4章　出土遣物

本章では、出土した木簡、土器、木器、金属器、石器について記述する。木簡については、谷外地区

以下の各地区で出土したものをまとめて本章の冒頭で記述する。出土した木簡が袴狭遺跡の性格付けに

大きな影響を与えると考えられることから、その重要性を考慮したものである。これに対し土器および

木器についてはその数量が膨大であるため、出土した各地区ごとに分割・整理して記述する。なお木器

については、器種名は原則として、奈良国立文化財研究所篇『木器集成図録　近畿古代篇』（1985年）

を参考とした。また器種ごとに型式分類の作業が既に行われているが、これについては、同じく出石町

内に所在する砂入遺跡の調査報告書を参照していただきたい（註）。なお帯金具などの金属器や、石帯な

どの石器については、本章末尾の15・16節にそれぞれ記述した。

（註）木器の型式分類で、砂入遺跡とは別に本報告で特に細分したものには次のようなものがある。

斎串ではA類と同じ形態で、切掛けを施さないものがあり、AO類として区別した。木錘は円柱材の中

央を細くしたものをA類、半裁した丸材の一側線に穴を穿ったものをB類とした。木皿はA類（平底）、

B類（高台付き）、C類（疑高台付き）に細分した。

「‾′
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第1節　木簡（図版74－79）

ここでは木に墨で文字を記したものすべてを木簡として扱う。したがって、人形や曲物などに文字を

記したようなものも含む。しかしT14だけは、その後の検討で、人形の顔の一部であろうと判断された

ため木簡からは除外する。袴狭遺跡出土木簡の点数は44点ということになる。

これらの大部分は「木簡研究」各号で紹介済みであるが、本報告にあたって、奈良国立文化財研究所

の渡辺晃宏氏に当事務所の赤外線テレビカメラシステムを使用して1点ごとに再検討していただいた。

その際には木簡の大部分は保存処理を終えていたが、出土直後よりも墨の残存状況は悪くなっているも

のが多かった。安易にパック法を用いて水漬け保管したことが最大の要因ではないかと思うが、保存処

理中に墨が流出したものもある。再検討に当たっては出土直後の赤外線プリント、処理前の遺物写真な

ども参考にしながら行った。その結果、「木簡研究」の報告とは釈文に相違が生じているものがある。

図版に示した実測図には表面の傷みや破損は表現していない。大半の木簡の実測と写真撮影は保存処

理前に行ったが、すでに出土当初よりも墨が不鮮明になっているものが多かった。

以下では確認調査出土に続いて全面調査出土の木簡を上流の地区から順に記述するが、釈文は実測図

の脇に示し、その検討は渡辺氏の論考（第5章）があるので、ここでは出土状況、表面の加工、残存状

況などについてふれることとする。出土遺構や法量、「木簡研究」での報告番号などについては表4に一

覧を示す。

1．第1次確認調査出土の木簡（T4～T8）

T4・T5は6トレンチ北端の近世の洪水砂層中から、T6は1トレンチの平安時代の水田土壌層上

半から、T4・T5は10トレンチの平安時代の浅い流路肩部から出土している。それぞれ、深田1区

全面調査における、I層中の洪水砂層（3）、第1遺構面ベース層、SDlOlに相当すると考えられる。

T4は釘結合曲物の側板で、図では木釘孔を措き漏らしている。内面には縦平行線のケビキが多数あ

る。墨書は外面にみられるが、墨は薄く不鮮明である。

T5は樺皮結合曲物である。T4と径が等しく、身と蓋の関係になるのであろう。底板と側板は離れ
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てしまっている。底板の内面中央には丸く焼け焦げた跡があり、細かい擦傷が多数見られる。側板は端

部まで遺存しており、内面には縦平行線のケビキが入る。墨書は外面にあり、墨は薄いが比較的良く残

る。また、写真では見えないが、水鳥が2羽措かれているのも確認している。

T6は上部に切欠きをもつ完形品である。墨は残らず、わずかに墨の跡が隆起するに過ぎない。

T7も墨は残っておらず、2行にわたってわずかに墨の跡が隆起するに過ぎない。両端と右辺上部を

欠損する。

T8は禁制木簡で下半を欠損する。これも前2点と同じく墨は残っていない。下方の中央付近には径

約3mmの小孔が縦に並んでいるが、虫喰いの孔のように思われる。

2．第2次確認調査出土の木簡（Tl～T3）

Tlは下坂地区の中世の整地層よりも下位から、T2は国分寺1区、T3は内田地区全面調査の第3

～第5遺構面に相当する層から出土した。

Tlは広葉樹の小さな角柱材に「鬼」の一文字を記したものである。六角に面取りされ、上下両端は

数回のバツリで切り落とされている。

T2は上下を欠損する。墨は不鮮明である。

T3は上下と左側を欠損する木簡の断片である。墨はごく薄く、渉んだようにぼんやりと残る。

3．谷外地区出土の木簡（T24～T27）

第3面上層包含層出土（T27）と第4面上層包含層出土（T24～T26）があるが、いずれも平安時代

前半の水田土壌層である。

T24は木簡を斎串B類に転用している。文字よりも上部は表面を削る。墨は比較的鮮明に残る。

T25は左上半部の破片であるが、右辺は一見破損していないようにも見える。上端から2cmほどは何

かに差し込んだのか、わずかに窪んでいる。下方の「稲下」あたりは表面を削る。墨は極めて薄く肉眼

ではほとんど見えない。

T26は人形に転用された木簡で、人形としては上半を欠くが形態はC類と判断できる。遺存状態は良

好で表面の削りも良く観察できるが、折れ面だけは磨滅している。脚部の加工により墨書が大きく割り

取られているが、墨は鮮明で、わずかな残存部から「擬大領外従八位上」と釈読した。腰部あたりに

点々と残る墨は、表面の削りの際に削り取られたとみるのが理解しやすいが、両者の関係はいま一つは

っきりしない。

T27は大型の画指木簡でほぼ完存し、遺存状態も良好である。中央の「桑」の字の少し下で二つに割

れて出土した。墨書は両面とも中央に一行のみある。表の上半部「桑」の字までは墨も鮮明に残るが、

折れを境にそれ以下は極端に不明瞭となる。また「上一斤四」の左下側は表面が傷んでいる。裏面は墨

はほとんど残らず、墨の跡が隆起するのみであるが、文字は比較的読み取り易い。しかし、折れ付近は

表面が傷んでいて文字は確認できない。

4Ⅰ内田1区出土の木簡（TlO～T23）

T14を除いて13点出土している。遺構出土、包含層出土、側溝出土で層が限定できないもの、に分

かれる。出土遺構はすべて第3遺構面の建物に伴う溝である。包含層出土では、上層から順に第2遺構

面（T13、T15）、第3遺構面の上層（T18、T19）、第3遺構面（TlO）がある。側溝出土のうちT23

は第2遺構面よりも下層、T12は第3遺構面、T20とT21は第5遺構面の可能性がある。層位的には、

T20とT21のみ奈良時代～平安時代初期で、他は平安時代前半に下るが、木簡の年号、書式などから奈
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良時代と判断できるものもある。

TlOは上部両端に切欠きをもつ。下半は欠損しているが、比較的古い折れらしく、折れ面に磨滅が認

められる。墨書は中央付近に1行あるが、不鮮明で肉眼ではわかりにくい。その上下は表面が傷んだり

薄く剥離しているため、文字は残っていない。

Tllは下部両端に切欠きがあり、上半を欠損する。残存部上端が下端側よりわずかに幅広く、本来の

形状は上から下に細くなるのかもしれない。表面の大部分が薄く剥離しており、墨書はごく一部にしか

残っていない。墨も不鮮明である。

T12は比較的厚みのある細長い木片であるが、上下と左辺を欠損するため本来はもう少し幅の広いも

のである。下部約2cmほどは焼け焦げて文字が失われている。墨は鮮明に残っており、肉眼でもはっき

りと読める。

T13は上部を欠損し、中ほどで二つに割れている。下から7cmぐらいまでも傷みや割れが多い。墨書

は両面にあるが、墨は薄く不鮮明である。特に表側の「□西二行二倉」以下の文字は極めてわかりにく

い。また裏側の「日下部」の文字は処理前の写真では肉眼でも読めるが、処理中に墨が流出したらしく、

処理後には極めて不鮮明となっている。

T14は当初木簡ではないかと考えていたが、検討の結果、人形の顔の一部が薄く剥がれたものである

と判断した。墨は比較的鮮明に残っている。

T15は右下部分のみが残存する。表裏両面に墨書があるが、一部を除いて墨は残らず、墨の跡が細く

隆起する。表面には二行あり右行では梵字らしきものと「天禄三年」の年号が、左行では「南無八幡大

菩薩」の文字が読み取れる。裏面の文字は表面に比べ不明瞭である。

T16は下半を欠損する物忌札である。頭部を圭頭につくる。墨は薄く不鮮明である。

T17は左上半部の破片である。文字も右側を欠き、薄く不鮮明である。表面を刃物で削る。

T18は木皿C類の真底中央に「讃西」と記す。墨は濃く鮮明である。文字よりも薄く曲線を連続させ

たような模様が高台の周囲と口緑部外面に巡っている。高台には5本爪のロクロの爪跡が中央と上下左

右に残り、高台の中心から径4．7cmは浅く窪み、削り痕が残る。

T19は木皿A類の裏底に「讃支西」と記す。墨は比較的鮮明である。真底には2カ所のロクロの爪跡

が左右に並んで残る。T18や墨書土器の「讃西」と共に讃岐氏の存在を示すものであろう。

T20は里制表記の木簡で上部を欠損する。下端は三角形に尖らせ、上部左辺を削るが、これは木簡を

何かに転用したためと思われる。斎串のようにも見えるがA～F類のいずれにも属さない形態である。

墨の残りは比較的良い。

T21は下部を欠損する。両面とも表面を削っている。墨書も両面にあるが、不鮮明である。

T22は上部と左辺を欠く。下端は削って尖らせようとしている。墨書は不鮮明である。

T23は大型の木簡であるが右辺上部を除いて欠損する。裏面下部の文字が無い部分は、約14cmにわ

たって表面が剥離している。墨は比較的良く残っている部分と不鮮明な部分がある。

5．下坂地区出土の木簡（T28・T29）

2点のうち1点は卒塔婆である。T28は戦国時代に建てられた三間堂の整地面上（第3両）から出土

し、T29は第2両に掘り込まれた土墳墓（SKO2）から出土した。

T28は厚みのある板で、表面を粗く削り、下方には長方形の浅い彫り込みがある。墨は比較的鮮明に

残る。
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T29はごく薄く作った卒塔婆で、左下など一部を欠損する。上端は圭頭に作るが、頂部から縦に割れ

が走る。墨は鮮明に残る。「道祐」と同一名を記した位牌が隣接する宮内掘脇遺跡で出土している（兵庫

県教育委員会埋蔵文化財調査事務所1997年）。

6Ⅰ国分寺1区出土の木簡（T35～T38）

4点出土している。もう1点存在しているが小片で文字は読み取れなかった。出土遺構、層位は奈良

時代の旧河道であるSD02の下層（T35）と、SD02とその上位にあるSDOlとの間の砂層（T

36～T38）である。

T35は遺存状態の良い完形晶であるが、墨は薄く不鮮明である。表面の一部を削る。

T36は右辺も欠損しているかもしれない。鬼の絵の下に二行の文字を記す。墨は一部を除いて不鮮明

であるが、墨の部分が隆起している。

T37は2片あり接合しないが同一個体であろう。下端の両側に切欠きを施す。墨は鮮明に残る。

T38は上端の両側に切欠きを施す呪符木簡である。墨は濃く鮮明である。

7．国分寺2区（T30～T33）、大坪l区（T34・T39～T41・T44・T45）出土の木簡

両地区は隣あわせの調査区で連続して同一の担当者によって調査されたことから、土層の対応関係が

明確である。出土遺構、層位は下層から順に、第1遺構面のSDO4（T32・T33）、第1水田面土壌層

（T31）、第2水田面土壌層（T34）、第2水田面を覆う洪水性堆積物である第2包含層（T30・T39・T

40・T44・T45）である。SD04と第1水田面土壌層は奈良時代～平安時代初頭、第2水田面土壌層

と第2包含層は平安時代前半の時期が想定される。このうちT44とT45の2点は整理途中で「乙」の遺

物と紛れてしまったらしく、現在行方がわからない。写真でのみ示す。

T30は大型の人形E類体部に「一人当千急々如律令」の呪符を記す。顔も墨で措き、髪を真ん中から

分けていることから女性であろう。表面には部分的に削りがある。

T31はほぼ完存する。全ての面に粗い削りがあり、表面の下部や裏面には斜めの刃傷が走る。墨は

「秦マ大山」までは比較的鮮明に残るが、それ以下はしだいに不鮮明となる。裏面上部には刃傷で「秦」

と記す。

T32は右上半部の破片で、墨は比較的鮮明であるのに釈読できないのは残念である。

T33は両端を欠く。表面は文字の部分が比較的しっかりと隆起し、その所々に墨が残る。裏面も同様

であるが墨はまったく残らず、下部では隆起も暖味である。

T34は小型の人形E類で、小径木から作り、顔を墨で簡略に表現する。大型のE類とは違って足先は

左右に開かず、股も小さく割り入れただけである。左胸に一文字を記す。

T39は全体を知りうる禁制木簡である。出土直後は墨が比較的良く残っていたが、保管中に流出し、

現在では一部を除いてほとんど確認できなくなってしまったのは、誠に残念である。実測図は写真にも

とづいて作成した。

T40も禁制木簡の断片と考えられる。左辺の一部を除いて欠損する。「下田二段　戸」の文字は肉眼で

も墨が確認できるが、「他人作□□」は肉眼ではまったく見えない。

T41は上部を欠損するが、下端も欠損の可能性がある。表裏側面すべてに租い削りがあり、墨は部分

的にのみ残る。

T魂は先端を尖らせた矢板状に加工した板の中央付近に小さく墨書する。

T45は墨は残らず、文字の隆起から木簡の断片と知れるのみである。
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8⊥　深田1区出土の木簡（T42・T43）

T42は調査区東端に近い20区北で出土した。第1洪水砂層が及んでいない範囲で、第1遺構面上層

シルト層あるいは第1遺構面ベース層から出土した。T43は15区北の側溝から出土した。T42と同じ

く第1遺構面上層シル下層あるいは第1遺構面ベース層と考えられる。したがって、奈良～平安時代前

半までの時期幅をもたせざるを得ない。

T42は条里を記載した木簡である。下部と上端の一部を欠損する。「五条人里」あたりは墨も比較的良

く残るが、それ以下はかなり薄くなっており、文字部分が隆起している。

T43は羽子板状の呪符木簡である。墨はまったく残っていないが、墨の跡が比較的しっかりと隆起し

ている。中央に大きく目を見開いた顔を措き、額には三つ星、その上に「哨天道皇」と記す。目を大き

く開いた顔の表現は袴狭遺跡群出土の人形には例が無い。顎紐？の下には四行の文字があり、中二行は

なんとか文字として認識できるが、両側は痕跡しか留めない。

9．嶋遺跡出土の木簡（T9）

遺構に伴うものではなく、袴狭川との合流部に近い7トレンチで木製祭祀具が出土した層よりも上位

の層から出土している。

T9は下部と右側を欠損する断片で、上部も欠損している可能性がある。表面には斜め方向の刃物の

アタリが見られる。墨は比較的しっかりと残る。

【引用文献】
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西口　圭介1992年　「兵庫・袴狭遺跡（2）（旧坪井遺跡）」『木簡研究』14号　P．P．81～8
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表4　木簡一覧

N o． 地区 遺構 ・層位 時代 長・幅・厚 （mm） 形式 備考 木簡研究 旧地区 登録甲0・

T l 2次確認 （下坂） 三間堂整地面より下層 奈良～平安初頭 103 ・62・65 0 1 1 13号二（1） 袴狭2 2282

T 2 2次確認 （国1 ） 平安前半 （87）・38・5 0 8 1 13号二（2） 袴狭2 2268

T 3 2次確認 （内1 ） 整地層南側の低地部分 平安前半 （83）・（14）・4 0 8 1 袴狭2 2285

T 4 2次確認 （探1）
洪水砂層

（6 トレンチ）
近世

径250・高110・

側板厚4
0 6 1

釘結合曲物側

板
14号坪（5） 坪井 1214

T 5 2次確認 （深1）
洪水砂層

（6 トレンチ）
近世

径250 ・高75・側

板厚3
0 6 1 樺皮結合曲物 14号坪（4） 坪井 1213

T 6 2 次確認 （探1）
水田土壌層

（1 トレンチ）
平安前半 211・41・3 0 3 2 14号坪（3） 坪井 1210

T 7 2 次確認 （深1）
浅い流路肩部

（10 トレンチ）
平安前半 （240）・48・6 0 8 1 14号坪（2） 坪井 1212

T 8 2 次確認 （深1）
浅い流路肩部

（10 トレンチ）
平安前半 （360）・56・3 0 1 9 禁制木簡 14号坪（1） 坪井 1211

T 9 嶋遺跡
祭祀遺物出土層の上層

（7 トレンチ）
平安？ （167）・（18）・2 0 8 1 12号（1） 鴫 1 1

T lO 内田 1 区 第3 遺構面 平安前半 （147）・29・7 0 3 9 17号一（7） 袴狭9 1093

T ll 内田 1 区 S D 3 1 4 平安前半 （111）・25・6 0 3 9 17号一（9） 袴狭9 326

T 12 内田 1 区 第3 遺構面か 平安前半 （187）・16 ・11 0 8 1 20号（4） 袴狭9 1101

T 13 内田 1 区 第2 遺構面 平安前半 （221）・25 ・3 0 1 9 稲出納 20号（3） 袴狭9 1100

T 14 内田 1 区 S D 3 0 6 平安前半 人形の顔か？ 袴狭9

T 15 内田 1 区 第 2 遺構面 平安前半 （103）・（22）・4 0 8 1
天禄 3 （9 7

2 ）年銘
20号（5） 袴狭9 1102

T 16 内田 1 区 S D 3 1 6 平安前半 （120）・27・5 0 1 9 物忌札 17号一（8） 袴狭9 379

T 17 内田 1 区 S D 3 1 6 平安前半 （121）・（36）・4 0 8 1 17号一（6） 袴狭9 337

T 18 内田 1 区 第 3 遺構面の上層 平安前半 径203・高21 0 6 1 木皿C 類 17号一（4） 袴狭9 331

T 19 内田 1 区 第 3 遺構面の上層 平安前半
復原径185・高

16
0 6 1 木皿A 類 17号一（5） 袴狭9 290

T 20 内田 1 区 第 5 遺構面か 奈良～平安初期 （225）・30・4 0　5 9 里制 17号一（3） 袴狭9 1098

T 21 内田 1 区 第 5 遺構面か 奈良～平安初期 （196）・26・5 0 1 9 論語習書／帳簿 17号一（2） 袴狭9 1092

T 22 内田1 区 S D 3 0 3 平安前半 （332）・（32）・5 0 8 1 論語習書 20号（2） 袴狭9 1103

T 23 内田1 区 北4 区第2遺構面側溝 平安前半 （464）・（24）・3 0 8 1 17号一（1） 袴狭9 327

T 24 谷外地区 第 4 面上層包含層 平安前半 （295）・（28）・5 0 6 1 斎串B類に転用 17号二（3） 袴狭9 2254

T 25 谷外地区 第 4 両上層包含層 平安前半 （240）・（40）・5 0 8 1
宝亀9 （7 7 8 ）

年銘、稲出納
17号二（1） 袴狭9 2251

T 26 谷外地区 第 4 面上層包含層 平安前半 （462）・47・9 0 6 1
人形C 類に転

用、「擬大領」
17号二（2） 袴狭9 2253

T 27 谷外地区 第 3 両上層包含層 平安前半 395・45 ・5 0 1 1 画指木簡 17号二（4） 袴狭9 2250

T 28 下坂地区 第 3 面上 戦国 185・35 ・12 0 1 1 16号一（1） 袴狭6 144

T 29 下坂地区 S K O 2 戦国 537・63 ・2 0　5 1 卒塔婆、「道祐」 16号一（2） 袴狭6 159

T 30 国分寺 2 区 第 2 包含層 平安前半 （980）・60・3 0 6 1 人形E 類 14号一（3） 袴狭3 1722

T 31 国分寺 2 区 第 1 水田面土壌層 奈良～平安初頭 296・25 ・5 0 1 1 「秦部」 14号一（1） 袴狭3 1720

T 32 国分寺 2 区 第 1遺構面 S D O 4 奈良？平安初頭 （243）・（26）・5 0 8 1 袴狭3 ・ 1723

T 33 国分寺 2 区 第 1遺構面 S D O 4 奈良～平安初頭 （178）・38・6 0 8 1 14号一（2） 袴狭3 1721

T 34 大坪 1 区 第 2 水田面土壌層 平安前半 141・15・6 0 6 1 人形E 類 袴狭3 21

T 35 国分寺 1 区 S D O 2 下層 奈良 285・30・4 0 1 1 袴狭2 2289

T 36 国分寺 1 区
S D 0 2 とS D O l

の間層
奈良～平安初頭 （157）・50・6 0 1 9 13号一（1） 袴狭2 2287

T 37 国分寺 1 区
S D 0 2 とS D O l

の間層
奈良～平安初頭 （62＋102）・45・5 0 3　9 13号一（3） 袴狭2 2286

T 38 国分寺 1 区
S D 0 2 とS D O l

の間層
奈良～平安初頭 （58）・21・3 0 3 9 13号一（2） 袴狭2 2288

T 39 大坪 1 区 第 2 包含層 平安前半 595・106・6 0 1 1
延喜6 （9 0 6 ）

年銘の禁制木蘭
14号三（2） 袴狭4 394

T 40 大坪 1 区 第 2 包含層 平安前半 （177）・（44）・6 0 8 1 禁制木簡 14号三（1） 袴狭4 393

T 41 大坪1区 （確認）
第 2水田面土壌層相

当層
平安前半 （173）・28 ・6 0 1 9 14号二（1） 袴狭4 397

T 42 深田 1 区
第1水田上層シル下層・

第1水田ベース層
奈良～平安前半 （246）・28 ・9 0 1 9 禁制木簡 16号二（1） 袴狭7 825

T 43 深田 1 区
側溝 （第 1水田上層

シル下層以下）
奈良～平安前半 483 ・96・12 0 6 1 20号（1） 袴狭7 1542

T 44 大坪 1 区 第 2 包含層 平安前半 （510）・72 ・9 0 5 9 14号三（4） 袴狭4 396

T 45 大坪 1 区 第 2 包含層 平安前半 （141）・（17）・6 0 8 1 14号三（3） 袴狭4 395

注）T27は木簡研究20号に釈文の訂正あり
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第2節　谷外地区

1．土器

第4遺構面出土土器（図版80）

4は土師質で獣足である。指ナデで調整し、縦方向の稜線が作られる。5は土師器の嚢である。体部

は胴長で口緑部はほぼ直立している。器表面の調整は外面がパケ、内面はヘラケズリである。6は須恵

器の平瓶である。

第3遺構面出土土器（図版80）

1と2は須恵器の小型壷である。口線上半部は外反し、口緑端部は肥厚している。3は須恵器の直口

壷である。

出土層位が不明な土器（図版80）

この項目で報告する遺物は、調査区周囲に土層観察用の側溝を掘削した際に出土した土器である。

7～9は須恵器の皿で、底部に高台の貼り付けられたものである。7は外側面に墨痕が存在する。8

は歪みが大きく、底部中央が高台より下方に落ち込んでいる。10は須恵器の杯で高台の付くものである。

11は土師質のカマドの端部と考えられる。指ナデで調整し、内外面に指頭庄痕が認められる。12は土師

器の長胴嚢である。口緑部は長く、外反し、体部は最大径部が体部下位に位置してする「下ぶくれ」の

形を呈している。表面調整は外面は縦パケ、内面は狙い横パケである。

SR401出土土器（図版81～84）

13は土師器で、小型の手づくね土器である。内外面に指頭庄痕が多く認められる。14は土師器の杯で

ある。底部はへラ切りで高台は付かない。

15は須恵器の蓋である。ツマミの有無は不明で口緑端部にカエリが付けられる。10は須恵器の皿で高

台の付かないものである。口綾部は外反している。11と12は須恵器の杯で高台の付かないものである。

11は平底であるが、底部から口綾部にかけて内湾する。12は平底で、口緑部は直線的でやや外に開いて

いる。

19～26は須恵器の皿で、高台の貼り付けられるものである。口径は11．7～17．5cmである。27は須

恵器の杯である。底部に高台が貼り付けられている。27は須恵器の稜椀である。口緑部は外反し、口緑

端部は上方に摘み上げられる。体部には2条の沈線が巡らせられる。29は須恵器の椀で、比較的大型の

高台が付けられている。

30～32は須恵器の高杯である。32と比べて30と31は脚部が細い。31は端部は肥厚し、やや上を向くよ

う曲げられている。32は脚部の端部付近に突帯が巡らされる。

33と34は須恵器のすり鉢である。33は底部を成形した後、ナデ調整が丁寧に施されている。34は器表

面をさほど丁寧に調整せず、成形時の痕跡が残されている。体部中位に突帯が巡らされる。

35は須恵器の大型直口壷である。口緑部のやや外側に耳が付けられる。37は須恵器の小型直口壷であ

る。底部は平底である。36と38は須恵器の長頚壷である。口綾部はいずれも外反する。38は口緑部の下

に胴長の体部が付く。頚部に突帯が巡らされ、肩部に沈線が2条巡らされる。31は須恵器の小型壷であ

る。肩部に沈線が1条巡らされる。

40は須恵器で小型壷の底部と考えられる。41～45も須恵器の壷の底部である。45は須恵器の把手付椀

で、6世紀の遺物の混入である。口綾部は外反する。口緑部直下に突帯が巡らされ、その下方に波状文

が措かれる。47と48は弥生土器の混入である。
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49～嶺は土師器の嚢である。器表面の調整は外面は縦パケ、内面は横方向のへラケズリまたは板ナデ

でで薄く仕上げられる。55は土師質でカマドと考えられる。庇の部分で、カマド本体に庇が貼り付けら

れる。

56～66は須恵器の嚢である。56と58は比較的小型品である。61と62は口緑端部を上方に摘み上げてい

る。63は口緑部に沈線を6条巡らし、5列の文様帯ができる。その内、上から2列は重弧文、下の3列

には波状文が措かれている。65と66は大型品で、65は口緑直下に突帯が巡らされ、66は口緑部下方に沈

線が巡らされる。

2．木器

SR401出土木器（図版146～147）

人形（W27～33）：W27～32は人形Cで、肩部はほぼ水平である。W30とW33を除いて、顔の表現、一

部は冠や顎が墨で写実的に表現されている。W33は人形Aである。首の表現は、両側面を三角形に切り

欠くことにより表現する。

馬形（W34～37）：W34～W36は馬形Bで、背部を弧状に切欠くタイプで、鞍は表現されない。

斎串（W38～42）：W38、W39、W41は斎串Aで、両側面の切欠きを上側からのみ行っている。このう

ちW38、W39は大型で、頭部の傾斜は人形のようになだらかである。これに対しW41は小型品で頭部も

かなり尖っている。一方W40は斎串Bの斎串で、両側面の切欠きを上下両方から実施している。W42は

切欠きを行わない斎串AOである。

刀形（W43）：片方の端部は鋭く尖らせている。もう一方の端部は刀の柄を写実的に模したものと考え

られる。

靴（W44）：到り物の靴である。足の甲の部分は水平というより、先端がやや上方に反っている。また

甲に4箇所の穿孔が見られ、この穴には×字状に紐を通した庄痕が認められる。現代風に言うと足のサ

イズは23．5cmである。

木皿（W48、W49）：底部に輪高台がつく、木皿Bである。裏表両面に、刃物による切り傷が無数に認

められる。W48は柿渋状の液体が塗布されている。

その他（W45～47）：W45は杓子形木製品である。W46は2枚の板を1本の細い棒で連結した形状を呈

している。

第4遺構面出土木器（図版148～149）

人形（W50～60、W71）：W50～60は人形Cである。肩部はほぼ水平に成形される。W53を除いて顔や

冠、顎が表現される。W71は人形Aである。両側面を三角形に切り欠いて表現した首の直下に、手が表

現される。

馬形（W61～65）：W61は鳥形Bである。背部は丸くえぐられ、鞍は表現されない。W62は背中の表現

はなく、尾が表現されている。墨で顔を措いている。W63～W64は馬形Aである。背に鞍が表現される。

W63は目と手綱が墨で措かれる。

斎串（W66、W67、W69）：いずれも斎串Cである。

曲物（W70、W74）W70：大型の楕円形曲物の蓋である。側板は樺皮結合である。側板の庄痕が認めら

れる。W祖は曲物の底部である。4箇所の釘穴があけられ、その内の1箇所には釘痕が認められる。

その他：W72は付札である。頭部に、紐通し孔があけられる。W68とW73は用途不明品である。
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第3遺構面出土木器（図版150）

人形（W75～77）：いずれも人形Cである。顔の表現はW75とW76は線刻、W77は墨で措かれている。

鳥形（W80）：W80は鳥形で図の右側が顔である。厚さ1．4cmと、他の形代や祭祀遺物と比べて厚さは

倍近くである。

馬形（W79、W81）：W79は馬形である。背中の表現、特に鞍の表現の有無は不明である。W81は鞍の

表現される馬形Aである。

斎串（W82）：W82は斎串の下端部である。

その他：W78は付札である。墨痕は存在しない。W83は高台のある木皿Cである。表裏両面に刃物によ

る切り傷が無数に存在する。底部裏面の高台内部に、ツメ痕が3箇所存在する。

第2遺構面出土木器（図版150）

W84は漆器椀である。黒色の漆が全面に塗布されている。削り出された高台は輪高台ではなくべ夕高

台である。

第1遺構面出土木器（図版150）

W85は到り物の椀である。平底で高台はほとんど存在しない。体部は内湾する。W86は蓋と考えられ

る。上面は細かく削りつつ低い窄隆形を呈している。下面は平らである。W87は杓子形木製品である。

大型木器

（図版151～153、180～181／W88、W90～103、W325～326、W328～330、W332～333、

W335）

W91、W96およびW103が旧河道SR401で出土した。その他の遺物はすべて第4遺構面検出時に出

土したものである。

折敷（W88）：W88は側板を樺皮で固定するもので、側板の庄痕と樺皮が存在する。木目は板目である。

表面に刃物による切り傷が多く存在する。

人形（W90～92、W97～103、W325～326、W328～330）：いずれも人形Cで肩部は水平に整形され、

「怒り肩」状を呈している。W92は肩から腹部までの破片である。顔の表現が墨書のものは、W90、W97、

W99、WlOl、W325、W326で、線刻のものはW91、W102である。W328～330は人形上半身の破片であ

る。肩と下腹部に墨書で○印が措かれている。

斎串（W93～96、W332～333）：W93～95は、2～3箇所で上下からの切り込みを入れる斎串Bである。

W96は切り込みを入れない斎串AOである。W332～W333は斎串Clである。細長い角材を素材とし、

上端小口から半分に切り割くように切り込みを入れている。

用途不明品（W335）：片方の先端の尖った細い板材の9箇所に穿孔し、そこにその各々に櫛の歯状に細

い棒を差し込んだものである。

第3節　内田1区

この地区についても他の地区と同様に、土器、木製品の順に記述する。ただし内田1区では墨書土器

の点数が他の地区と比べて多く出土している。これらの墨書土器は文字資料として他の遺物より活用さ

れる頻度が高いと考えられるため、冒頭に墨書土器の項目を設け、当地区で出土した墨書土器を一括し

て記述した。その後に土器、木製品について記述をした。
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1工　墨書土器

ここで出土した墨書土器の特徴は、渡来形氏族と考えられる秦氏の秦の字が多く見られることである。

秦の文字は秦安、秦戊、秦磐、秦浄、秦内など、秦以外のもう一文字と組み合わされていることが多い。

また秦の字は異体字が多く、文字の下半部が本来は未であるべき箇所が示であったり、水のような形態

であるため、むしろ泰の字に見えるものもある。以下に出土した墨書土器の概要を記す。

第5遺構面出土遺物（図版85／NG67～69）

67は須恵器で高台のある杯である。高台の内側に文字大が書かれている。68は須恵器の杯Eで、外側

面に記号×が措かれている。SB503の柱穴で出土した。

69は須恵器稜椀の破片である。底部、高台の内側に文字出領が書かれている。底径11．2cmである。

SB507の柱穴で出土した。70は須恵器の蓋でツマミの有無は不明である。表面の端部近くに文字と

も記号とも区別のつかない墨痕が認められる。SB502の柱穴で出土した。

第4遺構面出土遺物（図版85／No．71～80）

71は須恵器杯Aの底部である。外側面に墨痕が認められる。

72～76は須恵器高台のある杯である。72は外側面に文字奏安が書かれている。秦の字はむしろ泰の字

に近い。

73は外側面に文字秦戊が書かれている。秦の字はやはり泰の字に近い。口径は74の墨書文字も奏戊と

考えられる。一文字目は秦または泰である。二文字目は上半部しか残されていないものの戊と読み切れ

る。75は底部、高台の内側に文字奏磐が書かれている。76は底部、高台の内側に文字秦が書かれている。

秦の字は泰とも読めるものである。

77、78は須恵器の蓋の裏面に墨書が見られるものである。77は記号×が見られる。P．410で出土し

た。78は文字令と読める。P．407で出土した。80は表面に記号×が書かれている。79は須恵器高台の

ある杯の底部高台内側に文字生が見られる。

第3遺構面出土遺物（図版86～88／NG81～124）

81、82は蓋の内面に記号×が記されている。82はSB301で出土した。口径13．9cmである。83は

高台のある杯である。底部高台の内側に記号×が認められる。

84、85は須恵器の皿で、ともに底部裏面に文字出領が書かれている。85はSB305で出土した。86

は須恵器・の皿で、底部裏面の中央部に文字大が書かれている。

87～93は須恵器で高台のある杯である。87、88は底部裏面中央に文字南が書かれている。87はSB3

02で出土した。89はSB305で出土した。底部裏面に文字が書かれ、雄殿と考えられる。90はSB

306で出土した。底部裏面のやや端よりに文字生が書かれている。91は底部裏面中央に文字が書かれ

ているが、釈読できない。92は底部に墨痕が認められる。93はSD303で出土した。体部外面に文字

常が書かれている。

94は須恵器の蓋であるが、表面ツマミの横に墨書が認められる。

95～108は第3遺構面で出土した墨書土器のうち「秦氏」に関する文字の認められるものである。

95～97は須恵器の蓋の表面に文字秦浄と書かれたものである。いずれも秦は異体字で、文字の下半部

は禾ではなく示である。96はSD303で出土した。

98、99は須恵器の皿の底部裏面中央に奏浄が書かれている。

100、101は須恵器で高台のある杯の底部裏面中央に文字秦浄が書かれている。秦の字は下半部が示と
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書かれる異体字である。102はSB305で出土した。底部裏面中央に文字浄が書かれている。浄の上部

が欠損しているが、前の2例を考慮すると102も浄の字の上部に秦の字が書かれたものと推定される。

103は須恵器で高台のある杯である。底部裏面中央に文字戊が書かれている。104は須恵器の蓋である。

表面に文字奏戊が書かれている。秦の字の上半分は欠損している。

105は須恵器の蓋で、表面に大きく秦内と書かれている。秦の字は泰の字に近い異体字である。

106は須恵器の蓋で、表面端部付近に秦の字の上半部のみ書かれている。口径20．9cmである。107は

須恵器で高台のある杯である。SD303で出土した。底部裏面に文字秦が書かれている。秦の字は下

半部が示と書かれる異体字である。108は須恵器の皿で、P．305で出土した。底部裏面に文字秦が書

かれている。秦の字はかなり崩れている。

109は須恵器高台のある杯で、底部裏面に文字が書かれているが、釈読はできない。一文字目は本、二

文字目は府の字に近い。

110～120は土師器の杯である。115、116のみ底部に糸切りの痕跡が認められる。

110はSD312で出土した。外側面に文字西鐙が書かれている。111もSD312で出土した。外側

面に讃西が書かれている。鐙の字は讃の可能性もある。112は外側面に文字西が認められる。

113もSD312で出土した。底部に文字讃西が書かれている。鐙の字は苦の可能性もある。114は文

字鎖が認められる。鐙の次の文字は西の字が続くと考えられる。

115、116は土師器の杯である。いずれも底部に文字秦安が書かれている。秦の字は泰の字に近い異体

字である。116はSD312で出土した。

117はSD303で出土した。底部外面に文字秦が書かれている。秦は異体字で下半部が禾ではなく示

である。118はSB306で出土した。底部外面に文字奏戊が書かれている。秦の字は大部分が欠損して

いる。底部に回転糸切りの痕跡が認められる。

119は底部外面に文字沓が書かれている。120の底部外面に書かれた文字は釈読が困難であるが、山、

師、杜の3文字に似た文字が書かれている。

121はSD303で出土した。底部に回転糸切りの痕跡を残す土師器の杯である。外面には墨書文字が

少なからず認められるが、釈読は困難である。

122は底部外面に文字賛内が書かれている。

123は緑粕陶器の素地と考えられる。和英は塗られていない。無粕のため須恵器と見られがちであるが、

ヘラミガキの痕跡が密に認められること、胎土が通常の須恵器と比べて白くきめが細かいことから緑粕

陶器の素地と考えた。削り出して成形されている。底部外面に文字讃秦、または讃美が書かれている。

二文字目が秦とした場合、秦の字は下半部が書かれない異体字である。口径16．1cm、器高5cm、底径

6．6cmである。124は須恵器の椀である。底部に文字讃西が書かれる。

2．土器

この項では、内田1区で出土した土器について記述していくが、前半に包含層などで出土した土器に

ついて、後半で遺構から出土した土器について記述する。なお図版および写真図版についても同様に配

置している。
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【遺物包含層出土土器】

第5遺構面出土土器（図版89～90／NG125～170）

125は土師質で、手づくねで作られた土器である。外側面の口緑部直下に指頭庄痕が並んでいる。126、

127は土師器の杯である。127は内面に漆が付着している。

128～136は須恵器・の蓋である。128～130は上部に宝珠ツマミのあるものである。口径は14．6cm～1

5．2cmである。131～136はツマミのないものである。136は特に大型品で口径19．7cm、器高2．2cm、

底径cmである。表面中央部に粘土が剥離した痕跡が認められることから、ツマミがあった可能性もある。

137は須恵器で高台のない皿である。口径12．8cm、器高1．6cmである。

138～145は須恵器の杯で高台のないものである。138、140は体部が直線的で開くタイプで、口径は1

0．6cm～13．3cmである。139はさらに強く開き、口径は17．7cmである。141は体部が直立するタイプ

である。142～145は体部が内側に湾曲するタイプで、口径11．6cm～12．8cmである。

146～150は須恵器の杯で高台のあるものである。147の器種は皿と言っても良く、口径13．3cmに対し

器高3．3cmである。149と150は大型品で大きさもほぼ同じである。149は口径18．5cm、器高6．9cm、

底径13．2cmである。

151は土師器の高杯の底部から脚部にかけての破片である。成形方法は、まず脚部を作りその上に底部

を充填している。152は水平な頂部に垂下する口緑が付く。壷に用いられた蓋と考えられる。

155は長頸壷の頚部である。4本の沈線が認められる。156は長頸壷または細頸壷の体部である。

153、1弘、157は小型の嚢である。口緑部は内外面とも横方向にナデが施されている。体部は外面に平

行タタキ、内面に同心円タタキ痕が認められる。

158～161は甑等の把手である。本体の部分は縦パケで調整されるが把手自体は手づくねで整形され、

表面に指頭庄痕が残されている。

162はカマドの庇の部分である。表面はパケで調整されているが、庇の上部は庇と垂直方向に、下部は

庇と同じ方向に刷毛が動かされている。これは庇の上部はカマド本体と同時にパケで調整され、下部は

庇部分のみ本体とは別途にパケで調整されたことを示している。

163は円筒形の土製品で、何らかの脚台と考えるが、二次焼成の痕跡などは認められない。中央部は裾

部より細く整形されている。内面底部付近に穿孔が一箇所認められるが、これは表面には貫通しない。

164～168は土師器の嚢である。口緑部外面は横方向になでられているか、パケにより調整されている。

口緑部内面は横パケである。体部外面は縦パケ、内面は横方向のヘラケズリが施されている。167は口緑

部が大きい上、強く外反している点で他と異なっている。口径は最小のものは164で15．8cm、最大の

ものが168で15．6cmである。164と168は外面に煤が付着している。

169は須恵器の嚢である。口綾部は短く直立気味である。170は須恵器の大喪の口緑部である。体部内

外面とも横方向のナデが施されている。口緑端部から2cm下方に低い突帯が付けられている。

第4遺構面出土土器（図版91～93／No．171～237）

171～177は土師器で高台のない杯である。最小のものは171で口径9．4cmで器高3．3cm、最大のもの

は177で口径13．1cmで器高3．6cmである。178は土師器の皿でやはり高台はない。回転糸切り痕はどの

遺物にも認められない。

179～186は須恵器の蓋である。179～181はツマミのあるものである。179と180はツマミが宝珠ツマミ

のものである。181は環状ツマミを持つものである。182～186はツマミのないものである。182～184は口
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径が約15．5cmであるが、残りの二者はやや大型で、185は口径18．8cmで器高1．9cm、186は口径2

1．9cmで器高2．5cmである。

187～189は須恵器で高台のない皿である。口径は12．6cm～13．4cmである。190～194は須恵器の杯

で高台のないものである。195～204は須恵器の高台のある皿である。206～209は須恵器の高台のある杯

である。器高が比較的高い。

210と211は須恵器の稜椀である。210は胴部に1条の沈線、211は2条の沈線が施されている。

212は緑粕陶器の底部である。内外面とも濃い線色の粕薬がかかっている。内外面とも密なへラミガキ

が施されている。底部には削り出し成形の高台が付き、底径は6cmである。

213～214は須恵器の高杯である。いずれも体部下半部から脚部にかけての破片である。216は須恵器の

大型の蓋である。口緑部から頂部にいたるまで滑らかな曲線を措き、他の蓋のような稜線は存在しない。

215と217は須恵器の無頸小型壷である。底部には高台が貼付けられている。215の高台は、むしろ脚と

いってよいほど背が高いものであり、壷ではなく高杯である可能性も捨て難い。215は底径14．3cm、

残存部の高さ4cmである。

218と220は須恵器の短頸壷である。218は頚部がやや大きく外反する。

219と221～223は須恵器細頸壷の破片である。222は頚部から胴部にかけての破片、219と221は胴部か

ら底部・高台部の破片、223は高台の破片である。224は須恵器の壷の蓋と考えられる。口綾部付近に2

条の沈線が施されている。

225は須恵器の大型の壷である。腹部にはあまり明瞭ではないが沈線が一条巡らされる。226は須恵器

の鉢で外面はヘラケズリ、内面は横方向のパケが施されている。227は須恵器の小型の嚢である。口緑は

短く直立し、肩部には4方向にツマミが付けられている。

228～231は土師器の嚢である。口緑部外面は横方向になでられているか、縦パケにより調整されてい

る。口綾部内面は横パケである。体部外面は縦パケ、内面は横方向のヘラケズリが施されている。

232と233は土師器の鍋である。表面調整は外面は縦パケ、内面は横方向のヘラケズリを施し薄く仕上

げている。232は外面に煤が付着しているほか、内面も黒く変色している。

234～237は須恵器の嚢である。234～236はやや小型で口径33．9cm～39．7cmである。237は大型品

で口径49．7cm、口綾部の高さは15．5cmである。口緑端部から2cmほど下方に低い突帯が付けられて

いる。

第3遺構面出土土器（図版94～100／NG238～408）

238～247は土師器の皿である。249～255の杯と比べて体部はあまり外反せず直立気味である。244のみ

回転糸切り痕が認められる。最小は238で口径11．6cm・器高3．6cm、最大は247で口径13．4cm・器高

3．1cmである。248は大型の皿で口径20．2cm・器高2．6cm・底径17．1cmである。

249～255は土師器の杯である。体部は外反している。底部には粘土紐を巻き上げ痕が見られる。最小

のものは250で口径11cm、器高3．5cm。最大のものは255で口径12．2cm・器高4cmである。256は土

師器の皿である。高台のある底部の上に強く外反する体部が付く。

257～282は須恵器の蓋である。257は須恵器で高台のある底部中央に、やや大き目のツマミが付くもの

である。258～267はツマミのあるタイプであるが、このうち264、266、267は環状ツマミである。259、

261、262、264、265は体部に稜があるが、その他のものにはなく、口緑部からツマミに至るまで緩い曲

線を措くような形態である。258～265は口径12．8cm～17．4cmである。266は口径19．4cmである。
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268～282はツマミのないタイプである。これらの遺物と皿との違いは口緑端部が下方に折り曲げられ、

カエリが形作られていることである。268～280は口径13cm～19．9cm、281は口径29．8cm、282は口

径29．5cmである。

283～297は須恵器の皿で底部に高台のないものである。口径12．8cm～15．8cmである。298と299は

須恵器の杯で、体部は内側に丸く湾曲している。300は須恵器の杯で、体部が強く外反する。底部は高台

を削り出して成形しており、回転糸切りの痕跡が認められる。

301～316は須恵器で高台のある杯である。313は体部外面に沈線が一条措かれている。また315は底部

から口緑部に至るまで漆が付着している。301～315は口径10．6cm～18．9cm。316は体部が比較的開

いており、口綾部はさらに外反する。

317は高杯の脚部である。318と319は須恵器の皿である。318は底部が歪んでおり、底部中央が高台よ

り下に突出している。

320～335は緑粕陶器である。320は香炉の蓋と考えられる。外面には花文が先刻と透穴によって措かれ

ている。口径13．4cmである。

321～323は体部が直線的で器高も低い。このうち322と323は口緑部が外反する。底部は323が蛇の目高

台である。口径12．4cm～15．6cm、器高2．6cm～3．2cm、底径5．3cm～6．8cmである。

324は体部が緩い曲線を措くが口緑部は外反する。器高も前の3者と比べて高い。口径15．8cm、器

高5．2cm、底径6．6cmである。ちなみに321と324は粕薬が塗られていないが、墨書土器123と同様へラ

ミガキの痕跡が密に認められること、胎土が通常の須恵器と比べて白くきめが細かいことから緑粕陶器

の素地と考えた。325～335は底部の破片である。327と333は貼付け高台で、331は蛇の目高台である。ま

た326と330～335は裏面にも粕薬が塗られている。底径5．2cm～7．3cmである。

336～341は灰寒由陶器の底部である。底径6．3cm～7．1cmである。

342～345は黒色土器で、いずれも内面のみ黒色化している。342のみ貼付け高台が付けられている。ま

た343と344は回転糸切り痕が認められる。いずれの土器・も内面はヘラミガキで調整されている。

346～351は須恵器の円面硯である。346は小型品の脚部の破片である。4方向に透し孔があり、それら

の間に、三本一組の縦方向のへラ措き沈線が認められる。底径は9．4cmである。347～350は円面硯の上

半部のみの小片である。透し孔の箇所数は不明である。口径13．8cm～17．1cmである。351は図上で

完形に復元できる唯一のものである。透し孔は6箇所で空けられている。下端部は外に折り曲げられ段

が形作られている。口径15．8cm、器高8．1cm、底径21．2cmである。

352～366は土師質の土錘である。形態は多彩で、352は球形に近いもの、355は算盤玉形、359は非常に

細長いもの、358、360が標準的な規格品と考える。362以下は大型品である。352は全長2．15cm・全幅

2．7cm、355は全長cm3．3・全幅2cm、359は全長5．2cm・全幅1．2cm、360は全長4．9cm・全幅2cm、

366は全長7．5cm・全幅4．3cmである。

367～3祖は土師器の嚢である。調整はいずれも口綾部外面は横ナデ、体部外面は縦パケ、内面は口緑

部、体部とも横方向のパケまたは板ナデで行われている。このうち368と371～372は二次焼成のため外面

が黒く変色している。また368は底部内面に炭化物が付着し、371は体部下半部の外面に煤が付着してい

る。

375は小型の鍋の把手である。焼成は瓦器のように硬く焼かれている。器表面は細かく面取りされ、先

端は尖らされている。全長2．9cmである。376は土師器の鍋の把手である。先端に近づくほど上方に曲
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げられている。表面は丁寧に指ナデされ、面取りの痕跡が明瞭ではない。全長3．9cmである。

378はカマドの焚き口部分の破片である。カマド本体と庇の接合面が観察できることから、付け庇タイ

プのカマドと判断される。

377は土師器で小型の鍋である。器表面は外面が斜め方向のパケ、内面はヘラケズリの調整が施されて

いる。体部の両側に把手が付くが、この表面は体部と一連のパケメで調整されている。また二次焼成の

ため外面が黒く変色し、内面も熱や焦げのため黒く変色している。

379～382は土師器の鍋である。いずれも二次焼成のため外面が黒く変色している。表面調整は外面が

縦パケ、内面は上半部が横パケ、下半部は横方向のヘラケズリである。口径は39．2cm～44．5cmであ

る。

383、384、386、387は須恵器で小型の短頸壷である。383、384、386はやや長い口緑部が外反するが、

387は非常に短い口緑が直立する。386、387とも底部は平底である。口径は8cm～9．5cmである。385、

388は須恵器の随である。388は外面の上半部はカキメ、下半部は右上がりの手持ちへラケズリが、また

内面は横方向のナデが施されている。

389、390は須恵器の小型壷である。389は口緑部で端部が外反したうえで肥厚している。口径3．6cmで

ある。390は細頸壷の体部である。下膨れの釣り鐘形の体部で、底部は平底で回転糸切りの痕跡が認めら

れる。391は須恵器細頸壷である。体部と頚部の接合箇所にあたる。

392、393と394は須恵器の短頸壷である。392と394はほぼ同じ大きさであるが、393のほうが口綾部が

強く外反するうえ、口緑端部を上下に拡張させて面を作り出している。393と394の体部は、最大径部が

やや上寄りに位置する同様の形態のものである。

395は須恵器壷の肩部の破片である。3箇所に2条ずつ沈線が巡らされている。2箇所に八角形のツマ

ミが付けられ、そこには紐通し用と考えられる孔があけられている。396は無頸壷の口綾部である。口緑

端部は上方に折り曲げられる。肩部には二箇所に2条ずつの沈線が配されている。口径は12．3cmであ

る。397～400は須恵器の壷の底部である。397は平底の小型品であるがそれ以外は貼付け高台が付く。

401、402は須恵器の鉢で、鉄鉢に似た形のものである。それぞれの体部の形は401が緩い曲線的なのに

対し、402はやや直線的で口緑部付近で急に内湾する。

403～408は須恵器の嚢の口緑部である。403は口緑部が直線的で、口緑端部は内側にやや肥厚させられ

る。404は大型の口緑部がやや外反する。外面に二列の租い波状文が措かれている。407は口緑端部付近

が強く外反し、端部は上方に折り曲げられている。外面に櫛措きの半円形文が連続して措かれている。

408は大型の口緑部で、端部から2cm下方に小さな突帯が付く。

第2遺構面出土土器（図版101～104／NG409～491）

409は土師器の皿である。手づくねで成形されたため、底部に指頭の庄痕が全面的に残されている。口

緑部は横ナデ調整されている。口緑部には黒い煤の跡が見られるが、灯明皿として用いられた結果であ

る。410～414は土師器の杯である。410と414は回転糸切りで、残りはヘラ切りである。口径は11cm前

後、器高は3．8cm前後である。

451と416は黒色土器で、内面のみ黒色化している。また内面は密なへラミガキが施されている。高台

はいずれも回転糸切り後、削り出して成形している。417と464および465は須恵器の蓋である。464のみ

宝珠ツマミが認められる。

414は須恵器の皿で、419と420は須恵器の杯で高台のあるものである。
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421～423は須恵器の稜椀である。いずれも外反する口緑の端部は上につまみ上げられる。423のみ体部

中央部に2条の沈線が措かれている。口径16．3cm～17．4cmである。424と425は須恵器の椀である。

体部は内側に緩い曲線を措いている。底部は回転糸切り痕が見られ、高台は削り出し成形している。

426は緑粕陶器の椀である。底部は削り出し高台で、底部裏面は露胎である。

427～463は土師器の土錘である。427と428は算盤玉型の小型品である。428～463は大きさに差はある

が、その間で特に大きさに格差が出てくるものではない。全長は2．7cm～5．6cmである。

466は須恵器の高杯の脚である。底径15．1cmである。

467は須恵器の円面硯である。口径10cmの小型品で、4方向に透し孔があけられている。

468は須恵器で鉄鉢形の鉢である。469～472は須恵器の短頸壷である。いずれも口緑部が特に強く開い

ているが、469と470は口緑端部を上下に拡張させて肥厚しているのに対し、471と472は端部を上に拡張

させている。口径は4．75cm～11．1cmである。頚部と肩部の2箇所に2条ずつの沈線が巡らされてい

る。

473は須恵器壷の底部である。裏面には回転糸切りの痕跡が認められる。475は大型の壷、または小型

の嚢の底部である。内外面のタタキの痕跡はナデ調整により丁寧に消されている。底部裏面には高台が

貼り付けられている。

4祖と476～481は嚢の口緑部である。4祖と477は口緑部が外に開くものである。その他は口緑部全体が

直線的であるが、口緑端部が内側に緩く湾曲している。476は櫛措波状文が6条措かれている。479は口

緑端部に櫛措列点文が斜め（右下がり）に施され、その下方に同じく櫛措列点文が右上がりに4列施文

されている。口径は35．9cm～55．8cmである。

482～485と488、489は土師器の嚢である。表面調整は外面が縦方向のパケ目が見られるが、内面は横

方向のヘラケズリか板ナデで薄く仕上げられる。いずれも二次焼成のため外面が黒く変色している。口

径19．7cm～22．8cmである。486、487は土師器の鍋の把手である。どちらも面取りの痕跡が認められ

る。全長は486が5cm、487が4．5cmである。490は土師器の鍋本体である。表面調整は外面が縦パケ、内

面が横方向の細かい横パケである。491は土師器の鍋脚部である。表面は一定方向になでられ、面取りが

施されている。

第1遺構面出土土器（図版105／No．500～507）

500は白磁椀の口緑部である。口緑端部は外側に肥厚している。口径13．1cmで、501は青磁椀である。

体部内面に櫛措きの絵画が措かれている。口径16．8cmである。502は白磁の高杯で仏具ではないかと

考えられる。

503は白磁椀の底部である。体部には和英がかけられているが高台は露胎で、白く精良な胎土が露出し

ている。504は白磁椀の底部である。裏面には低い高台が貼り付けられている。底部裏面かつ高台内部は

露胎である。505は白磁の壷である。直立する口綾部の端部は外側に折り返し、玉線状の口緑部を形成し

ている。口径10cmである。

506は瀬戸美濃の天日碗の破片である。体部上半部は粕薬がかけられ濃い褐色を呈しているが、体部下

半部と底部は露胎である。胎土はやや白味がかった褐色である。高台は削り出し成形された蛇の目高台

である。口緑部はやや外反する。

507は瓦器のすり鉢である。体部外面には全面的に指頭庄痕が見られる。内面には7本一組のすり目の

単位が6．5cm毎に付けられている。
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出土層位が不明な土器（図版106～107／NG508～550）

この項目で報告する遺物は、調査区周囲に土層観察用の側溝を掘削した際に出土した土器である。

508と509は土師器の杯で、底部はヘラ切りである。510は土師器の高台つきの杯である。底径11．6cm

である。

511は須恵器の蓋である。ツマミの有無は不明である。

512～516は須恵器の皿で高台のないものである。514は他と比べて底径が小さい。また516は器高が3．

1cmと他より深い。口径は12．3cm～12．9cmである。

517～524は須恵器の杯または皿で高台のないものである。518～521は器高が低いため、皿と判断され

るものである。口径12．4cm～14．4cmである。522は須恵器の杯でも特に器高の高いもので、口径8

cm、器高6．3cmである。517、523、524は杯で、口径12．5cm～17．3cmである。528は須恵器で高台の

ある杯であるが、高台が他の杯と比べて大きく、外へ踏ん張るような断面形を呈している。

525は須恵器の稜椀である。体部中位に沈線は措かれない。526と527は須恵器の杯で高台のないもので

ある底部から体部下半部にかけて緩い曲線を措く。底部はへラ切りである。底部内面に漆が全面的に付

着している。

529は緑粕陶器の椀で、粕薬の塗られていない素地のみのものである。これも須恵器と比べて胎土は精

良で色調も明るく白味がかっている。表面調整は、外面は回転ナデの痕跡しか見られないが、内面は体

部から底部にかけて密に磨かれた跡が認められる。高台は削り出し成形が為されている。

532と533も緑粕陶器の素地である。表面調整は内外面とも密に磨かれているが、外面の口綾部直下は

回転ナデのためミガキ痕が消えている。高台は削り出し成形が為されている。532は口径13．6cm・器

高2．6cm・底径6．1cmで、533は口径13．2cm・器高2．9cm・底径5．5cmである。

534と535は緑粕陶器の底部である。高台はいずれも削り出し成形が為されているようである。

530は須恵器高杯の脚部である。器高5cm・底径11．4cmである。

531は黒色土器の椀である。内面のみ黒色化している。表面は内外面とも密に磨かれている。

536は須恵器で鉄鉢形の鉢である。537は須恵器の大型の皿で高台のあるものである。口径25．9cmで

ある。

538と539は須恵器の短頸壷である。いずれも口緑部の破片であるが、538は口緑端部を上方につまみあ

げるように成形するのに対し、539は口緑部直下に突帯が付けられる。538は口径7．5cm、539は口径11

cmである。封0は須恵器壷の肩部に付けられる把手である。弘1は須恵器で無頸壷の底部である。弘2は須

恵器で広口の直口壷である。弘4～弘5は須恵器の壷で、底部が平底のものである。嶺4は体部下半部に漆

が付着している。封7は須恵器細頸壷で底部に高台のあるものである。

封8は土師器の嚢である。口緑部は直立かやや外反し端部は外側へ折り返される。体部の調整は外面が

タタキで内面はへラケズリである。外面に煤が付着している。封9は土師器の鍋である。表面調整は外面

が縦方向のパケ、内面は横方向のケズリまたは板ナデである。二次焼成のため外面が黒く変色している。

550は須恵器の嚢の口緑である。体部外面に6列ほどの櫛措波状文が措かれている。

【溝出土土器】

SD501出土土器（図版108／No．556）

556は須恵器で小型の嚢である。長胴形の体部の上にやや外反する口緑部が付く。体部外面は右上がり
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の平行タタキ、内面は同心円タタキの痕跡が認められる。

SD502出土土器（図版108／551～555）

551は土師器で高台のない皿である。底部はヘラ切りである。552は須恵器で高台のある杯である。体

部は直線的でやや外へ開く。

553は須恵器ので小型の嚢である。口緑端部付近の内面にごく低い突帯が付けられる。体部の調整は外

面が格子タタキで内面が同心円タタキである。口径11．6cmである。5封と555は土師器の嚢である。体

部の調整は外面が縦パケ、内面がへラケズリで薄く仕上げている。口径は5弘が22cm、555が20．4cm

である。

SD402出土土器（図版113／No．676～678）

676は土師器の杯、677は須恵器の蓋である。678は須恵器の杯で高台が貼り付けられたものである。

SD301出土土器（図版109／No．557～566）

557は土師器の手づくねの皿である。底部に無数の指頭庄痕が見られる。口径8．4cm、器高2．5cmで

ある。558～560は土師器の小皿である。表面調整は横ナデである。口径9．75cm～16．3cmである。

561は須恵器の蓋である。ツマミはないが、口緑端部付近にカエリが付けられている。内外面とも回転

ナデ調整が施されている。口径19．1cm・器高3．5cmである。562と563は須恵器の杯である。562の口

径は18．5cm・器高8cm・底径12．9cmである。564は須恵器椀の底部である。削り出された高台の裏

面には回転糸切り痕が認められる。見込みには記号×が認められる。565は須恵器の四耳壷である。566

は土師器の鍋である。体部と口緑部の境目が明確ではない。表面調整は外面が縦パケ、内面は横パケで

ある。外面は二次調整のため黒く変色している。

SD302出土土器（図版110／NG581～584）　　　＼

581は須恵器の皿である。底部にはヘラ切りの痕跡が残されている。582は須恵器の杯である。底部に

は輪高台が貼り付けられている。583は土師器の嚢である。口緑部は横方向のハメケが見られ、体部内面

はへラケズリにより薄く仕上げられている。5鋸は須恵器の細頸壷の体部である。調整はすべて回転ナデ

が施されている。底部裏面は調整されていない。

SD303出土土器（図版109／NG567～580）

567は須恵器の蓋である。外面頂上部に宝珠ツマミが付く。568と569は須恵器の皿で高台のないもので

ある。いずれも口径14．2cmである。570～573は須恵器の杯で高台のあるものである。

577は須恵器の短頸壷である。口縁部はやや外反し、その端部は上に摘み上げられる。口径11．6cm

である。578は須恵器の細頸壷である。算盤玉形の体部の下に高台が貼り付けられている。

5袖ま脚部の破片である。透し孔が1箇所あり、弥生土器の高杯と考えられる。

575と576は土師器の嚢である。器形はいずれも良く似ており、表面調整はいずれも外面が縦パケ、内

面が板ナデである。口径は19．4cm～17．6cmである。

579と580は土師器の鍋である。いずれも器表面は外面が縦方向、内面が横方向のパケで調整される。

またいずれも表面に煤が付着している。口径は41．3cm～43．3cmである。

SD304出土土器（図版110／No．585～588）

585は須恵器の皿で高台のないものである。586と587は須恵器の杯で高台のあるものである。586は小

型品で体部が直立するものである。587は比較的大型品で体部はやや外反する。

588は土師器の鍋である。体部の最大径部は腹部の下半部に位置する。体部外面には広い範囲で煤が付
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着している。表面調整は外面が縦パケ、内面が板ナデである。内面は黒く変色している。外面には煤が

付着している。

SD305出土土器（図版110／NG581～584）

581は須恵器の皿で高台のないもので、582は須恵器の杯で高台のあるものである。583は土師器の嚢の

口綾部で、5鋸は須恵器の壷の底部である

SD306出土土器（図版110／No．596～597）

596は土師器の杯である。597は土師器の嚢である。器表面の調整は外面が縦パケ、内面が横方向の板

ナデである。二次焼成のため、部分的に黒く変色している。

SD307出土土器（図版110／NG589～594）

589は須恵器の皿で高台のないものである。590は須恵器の杯で高台のあるものである。594は須恵器の

皿で高台のあるものである。

591は緑粕陶器の椀である。底部は削り出して成形され、裏面まで粕薬がかけられている。口径13．

6cm・器高4．2cm・底径6．7cmである。592・593は土師質の土錘で、いずれも全長約4cmである。

SD309出土土器（図版110／NG595）

595は須恵器の蓋でツマミのないものである。口縁端部にカエリが付けられている。

SD311出土土器（図版112／No．624～627）

624は土師器の杯で、626は土師器の皿である。底部はへラ切りである。625は須恵器で高台のあるもの

である。口緑部はやや外に開く。627は緑粕陶器の底部である。高台は削り出し高台で、裏面に回転糸切

り痕が認められる。また高台の裏面にも粕薬がかかっている。粕薬の色は緑よりむしろ銀色に近い。

SD312出土土器（図版112／No．628～652）

628～637は土師器の杯である。高台はなく、底部裏面に糸切り痕はない。

638は須恵器の蓋で口緑端部にカエリがある。639～641は須恵器の皿で高台のないものである。642は

須恵器の皿で高台のあるものである。糾3と糾4は須恵器の杯で高台のあるものである。645は土師器椀の

底部である。高台の内側に爪形庄痕が認められる。

646は緑粕陶器の皿である。口緑端部がやや外反している。647と糾8は黒色土器で、いずれも内面のみ

黒色化している。647は口緑部の破片であるが、内面のみへラミガキが密に施されている。648の底部は

ヘラ切りと考えられる。649は土師器の土錘である。全長4．2cm、直径2．1cmである。

650と651は土師器の鍋である。器表面の調整は外面が縦パケ、内面が横方向のケズリまたは板ナデで

ある。650は外面には煤、内面には炭化物が付着している。651は外面が黒く変色している。652は土師器

の鍋である。器表面の調整は外面が縦パケ、内面が横パケである。口綾部外面に指頭庄痕が存在する。
！

外面は熱を受けて変色している。

SD313出土土器（図版113／NG662～663）

662は土師器、663は須恵器の皿である。

SD314出土土器（図版113／No．653～656）

653は須恵器の椀である。体部は緩い曲線を措き、口緑部はやや外反する。底部には削り出し高台が付

くものと考えられる。6封と655は須恵器の皿である。656は灰粕陶器の底部である。高台は貼付け高台で

ある。内面には自然粕が点々と付着している。
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SD315出土土器（図版113／No．657～661）

657は線粕陶器の底部である。見込みに線刻の花文が措かれる。底部は一見貼付け高台と見える。高台

裏面は施和されない。658～661は土師器の土錘である。全長3．6cm～6．4cmである。

SD316出土土器（図版113～114／NG664～668、691～693）

6餌は須恵器の杯で貼付け高台のあるもの、665は須恵器の皿である。666は須恵器の壷の口綾部である。

口緑の中位から徐々に外反し、口緑端部は上方に摘み上げられる。

667は土師器の鍋の把手である。表面は指頭庄痕が残り、付け根付近は鍋の体部と同時にパケで調整さ

れる。668は土師質のカマドである。焚き口の破片と考えられ、表面は指で成形された後パケで調整され

る。691と692は須恵器の蓋である。口径は691が14．5cm、692が29．9cmである。693は土師器の嚢で

ある。体部はやや長胴形である。器表面調整は外面が縦パケ、内面が横パケである。外面に煤が付着し

ている。

SD318出土土器（図版113／NG675）

675は土師器の嚢である。体部はやや長胴形である。器表面調整は外面が縦パケ、内面が横パケである。

内外面とも黒く変色しているうえ、外面には煤が付着している。

SD319出土土器（図版113／Na669～674）

上層の炭たまりで出土した土器は、この2頁後に別途項目を設けて述べることとする。

669は土師器の杯である。丸みを帯びた体部はやや歪んでいる。670～672は須恵器の皿である。いずれ

も高台は付けられない。673は須恵器の四耳壷の破片である。674は土師器の鍋の破片である。体部外面

に縦パケの痕跡が認められる。

中央溝群出土土器（図版114／Na679～688）

679と680は土師器の杯である。底部はへラ切りの後なで調整している。681は須恵器の椀である。高台

は削り出し高台で、裏に回転糸切り痕が認められる。682は須恵器の杯で貼付け高台のあるものである。

6鋸と683は須恵器・の蓋で、いずれも口緑端部にカエリがみられる。

685は緑粕陶器の椀である。口緑端部はやや外反している。和英の色調は濃い線色であるが、部位によ

っては艶のある暗灰色を呈する。686は土師器で鍋の把手である。表面は指頭庄痕が残り、付け根付近は

鍋の体部と同時にパケで調整される。687は土師質で円筒形の土製品である。片方の端部に指頭の痕跡が

残っている。688は土師質の土錘である。算盤玉形を呈しており、全長3cm、直径1．9cmである。

東側溝群出土土器（図版114／NG689～690）

689は土師器の杯である。底部はへラ切りの後なでて調整している。690は土師器の嚢である。体部は

やや長胴形で、器表面調整は外面が縦パケ、内面が横パケである。内面が黒く変色している。

SD201出土土器（図版111／NG598～623）

598～603は土師器の杯である。口径11．7cm～13cmである。604は土師器の椀で、高台は削り出し成

形が為されている。底部に回転糸切り痕が認められる。605も土師器の椀であるが、高台は貼りつけ高台

である。606は土師器で小型の椀である。体部内面は密に丁寧にヘラで磨かれている。高台は貼りつけ高

台である。607は土師器の皿で、口径15．5cmである。

608と609は黒色土器の椀である。608は内外面とも密なミガキの痕跡がよく残っている。内面のみ黒色

化している。609は内外面とも黒色化している。

610～612は須恵器の蓋である。610は口緑部が垂下するもので、短頸壷の蓋である。口径14．5cm、器
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高2．8cmである。611と612はツマミのない蓋である。

613は須恵器の耳皿である。口緑部は欠損している。底部は回転糸切り底で、高台が削り出されている。

614は緑粕陶器の底部である。底部は削り出し高台で、裏面まで施粕されている。底径5．7cmである。

615は須恵器の円面硯の脚部である。8箇所の透し孔があけられている。底径19．8cmである。

616～621は須恵器で高台のある杯である。622はフイゴの羽口である。下半部に溶けた灰が付着してい

る。直径は約8cmと考えられる。623は土師器の嚢である。球形の体部に外反する口緑部が付く。表面調

整は外面が縦パケ、内面が横方向のケズリである。口径16．8cmである。

SDl Ol出土土器（図版105／NG492～499）

SDlOlは内田1区の最上層で検出した中世の溝である。

492～496は土師器の皿である。体部はいずれも手づくねで成形され、口綾部は横方向になでられる。

497は白磁の底部である。内外面とも施和される。高台の下端面のみ露胎である。498は陶器の椀である。

器表面の全体に乳白色の和英がかけられている。器表面の粕薬は細かな貫人が無数に認められる。目跡

が見込みと高台裏面にそれぞれ4箇所ずつ残っている。高台は内外面とも削り出し成形される。一見唐

津に見えるが李朝の陶器である可能性がある。破片の破断面には漆が塗布されているが、これは補修を

受けた痕跡である。

499は瓦質のすり鉢である。口綾部には片口が付けられる。体部外面には全面的に指頭庄痕が見られる。

内面には7本一組のすり目の単位が6．5cm毎に付けられている。

【旧河道出土土器】

西旧河道出土土器（図版115／Na694～709）

西旧河道は第6遺構面で検出した遺構である。弥生時代のSK705を除けば、東旧河道を同様、本報

告のなかでは最も古い遺構である。

694と695は須恵器の蓋である。694はツマミがないものの口緑端部にカエリが付けられる。695は外面

中央部に宝珠ツマミが付けられる。696～698は須恵器の皿である。696は口綾部が外反するもので、697

と698は口緑が直立するものである。699と702は須恵器の杯で高台が貼り付けられたものである。700は

須恵器の壷で高台のあるものと考えられる。掲1は高杯または小型壷の脚部である。脚端部が下方に折り

返されている。703は小型の短頸壷である。体部は球形に近いが底部は平底である。体部下半部は回転へ

ラケズリが施されているため、ケズリの単位ごとに稜線が形作られている。

704は緑粕陶器の底部である。底部は削り出し高台で、高台裏面まで施粕されている。色調は艶のある

濃い線色である。

705は土師器の土錘である。中央部がやや膨らんだ円筒形を呈している。全長7．4cm、直径3cmであ

る。706はフイゴの羽口である。胎土は租く砂粒を多く含んでいる。表面には指頭庄痕が多く含まれてい

る。直径は7cm程度と考えられる。707は土師器の嚢である。体部はやや長胴形である。口緑部は外反し、

その表面に指頭庄痕が見られる。器表面調整は外面が縦パケ、内面が横方向のへラケズリである。

708と709は須恵器の嚢である。708はやや小型品で、短い口緑部が外反する。709は直線的な口縁の端

部直下に、一対の沈線にはさまれた櫛措波状文が存在する。

東旧河道出土土器（図版115／NG710～715）

710は須恵器の蓋で宝珠ツマミのあるものである。711は須恵器の杯で高台のないものである。底部は
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ヘラ切りの後なでて仕上げられている。712は須恵器の杯で高台が貼り付けられているものである。713

は須恵器の杯である。口緑部はほぼ直立し、底部は丸みを帯びている。器・表面の調整はナデが主である

が、底部は手持ちへラケズリが施されている。また口縁部より1cm下方に、1箇所穿孔されている。孔

はあけられた後、ナデなど調整された痕跡は認められない。

714は須恵器の壷である。肩部に2条の沈線が認められる。715は須恵器の把手付き嚢である。口緑は

ほぼ直立する。体部中位に把手が付けられ、その部位に沈線が1条巡らされる。器表面の調整は、体部

外面は平行タタキ（部分的に格子夕タキ）であるが、底部は手持ちでへラケズリが為されている。内面

は同心円タタキである。

【土坑出土土器】

SK705出土土器（図版117／NG733～734）

733は土師器の土錘である。全長4．4cm、直径2．3cmである。

734は弥生土器の器台である。体部外面には幾重にも凹線が巡らされる。口緑部は外反し、その端部は

上下に拡張される。拡張された口緑端部には4条の凹線が巡らされ、さらに2個1組の円形浮文が付け

られる。脚部は緩く内湾し、踏ん張るような形態を呈する。体部中位には円形の透し孔が6箇所あけら

れている。

SK302出土土器（図版116／No．716～717）

716は土師器の杯である。底部はヘラ切りした後なでて仕上げられている。717は土師器鍋の口緑部で

ある。体部と口緑部の境目が明瞭ではない。器表面の調整は外面が縦パケ、内面が横方向のヘラケズリ

である。外面には煤が付着している。

SK304出土土器（図版116／No．718）

718は須恵器の皿である。口綾部は外反し、底部はへラ切りの後ナデ調整している。

SD319上層、炭たまり出土土器（図版116／No．719～728）

719～721は須恵器の蓋である。いずれもツマミは付かない。頂部はいずれもナデなど丁寧に調整され

るものはない。口緑端部にはカエリが付けられる。722は土師器の杯である。底部の裏面はヘラ切りされ

た後、あまり丁寧なナデは施されない。

723は須恵器の皿で高台のないものである。724と725は須恵器の杯で貼付け高台のあるものである。

726は須恵器の長頸壷である。口綾部は外反し口縁端部は拡張させられている。底部は回転へラ切り後、

高台が貼り付けられている。

727は土師器の嚢である。体部外面の上半部は縦方向のパケ、外面下半部と内面は横方向のパケで調整

されている。外面に煤が付着している。728は土師器の鍋である。球形の体部の上半部に外反する口緑部

が付く。器表面の調整は外面が縦パケ、内面が横方向のヘラケズリである。外面は二次焼成を受けて部

分的に黒く変色している。

【井戸出土土器】

SE301出土土器（図版117／NG729）

729は須恵器の皿である。底部外面はヘラ切りの後未調整で、体部は回転ナデが施される。
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SE302出土土器（図版117／No．730～732）

730は須恵器の杯で、底部に高台が貼り付けられている。731は須恵器で小型の短頸壷である。底部は

平底と考えられる。732は須恵器の嚢の口緑部である。口緑の形態は直線的に外側へ開くものである。口

緑端部から下方の幅3cmほどは、厚く作られている。さらに口綾部中位に浅い沈線が一条巡らされてい

る。

【掘立柱建物柱穴出土土器】

SB501出土土器（図版118／No．735～741）

735は須恵器の蓋である。頂部にツマミは残っていないが、ツマミを貼り付けた際についたと考えられ

る同心円状のナデが観察されることから、当初はツマミが付いていたものと考えられる。736は須恵器の

杯で高台のないものである。体部下半部は丸く成形されている。737は須恵器の杯で底部に貼付け高台の

あるものである。焼成時に生じた歪みが認められる。

738と739は土師器の嚢で、いずれも体部は長胴形である。738は口緑部が直立気味である。表面調整は

体部外面は縦パケ、内面は斜め方向のパケである。739は口綾部が水平近くまで外反している。表面調整

は体部外面は縦パケ、内面はヘラケズリである。739は内外面とも煤が付着している。

740は須恵器で壷の底部である。底部に大型の高台が貼り付けられている。741は嚢の口緑部である。

口緑部は直立気味であるが、上半部は外反している。この箇所に乱れた波状文が措かれている。

SB502出土土器（図版118／No．742～745）

掲2は須恵器の蓋である。中央部に宝珠ツマミが付けられている。743は須恵器の杯で貼り付け高台の

あるものである。底部に爪形庄痕が認められる。視は須恵器の短頸壷である。表面調整は全体的にナデ

であるが、底部外面のみ手持ちへラケズリ痕が認められる。掲5は土師器の嚢である。表面調整は体部外

面は縦パケ、内面はヘラケズリである。

SB503出土土器（図版118／No．746～748）

掲6は須恵器の蓋である。頂部にツマミは残っていないが、ツマミを貼り付けた際についたと考えられ

る同心円状のナデが観察されることから、当初はツマミが付いていたものと考えられる。747は須恵器の

杯で高台のないものである。掲8は土師器喪の口緑部である。

SB505出土土器（図版118／NG749～753）

749と750は須恵器の蓋である。749は中央に宝珠ツマミが付けられている。750はツマミの有無は不明

である。口緑端部にカエリが付けられている。751は須恵器で高杯の脚部である。外面に2条の沈線が平

行に措かれている。753は須恵器の皿で、高台は付けられない。底部はヘラ切り後ナデ調整されている。

752は土師器の嚢である。長胴形の体部外面は縦パケ、内面は横パケの痕跡が認められる。また内外面と

も二次焼成のため外面が黒く変色し、外面はさらに煤が付着している。

SB507出土土器（図版118／No．754）

7弘は土師器の把手である。中途で曲げられており、先端部は上を向く形になっている。表面は指頭庄

痕が認められる。

SB301出土土器（図版119／NG755～764）

755は土師器の杯である。体部だけではなく底部裏面も丁寧なナデ調整が施されている。756は須恵器

の蓋である。全体的に形が歪んでいる。757は須恵器の杯、758、760は須恵器の皿で、いずれも高台を持
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たず、体部下半部も丸く仕上げられている。761と762はいずれも須恵器の杯で、底部に高台が貼り付け

られている。

763と764は土師器の嚢である。表面調整は体部外面が縦パケ、内面は横パケである。いずれも体部外

面に煤が付着している。また763は内面にも炭化物が薄く付着している。

SB302出土土器（図版119／No．765～772）

765は土師器の杯である。底部はへラ切り後調整されない。766は須恵器の蓋である。中央部に小さな

環状ツマミが付く。767は須恵器の皿である。高台はなく口綾部は外反する。768と769は須恵器の杯であ

る。768は底部に高台が貼り付けられるが769にはない。771は須恵器の壷の口縁部である。口綾部上方が

外反し、さらに端部が上方に摘み上げられる。772は須恵器で小型の壷である。球形の体部の上半部に線

刻が認められる。

770は土師器の嚢である。表面調整は体部外面が縦パケ、内面は横パケである。口緑部外面に指頭庄痕

が付着している。外面は二次焼成の影響で黒く変色している。

SB303出土土器（図版119／No．773～775）

773と7袖ま須恵器の杯である。773は7祖と同様底部に高台が貼り付けられるものと考えられる。775は

須恵器で小型壷の口綾部である。口緑端部は強く外反し、さらに上下に拡張させられる。

SB304出土土器（図版120／No．776～782）

776と777は土師器の嚢である。776は底部裏面に回転糸切り痕が見られ、777は粘土紐の巻き上げ痕が

認められる。778は須恵器の蓋である。外面中央部に環状ツマミが付けられる。779は須恵器の皿である。

高台はなく口緑部は外反する。780は須恵器の杯で、底部に高台が貼り付けられる。781は黒色土器の椀

である。内面のみ黒色化しているが、焼成が非常に良いため外面の色調も灰色味がかっている。底部内

面は暗文状に磨かれているが、摩滅のため文様が明瞭ではない。

782は土師器の鍋である。半球形の体部の上に外に開く口緑部が付く。表面調整は体部外面が縦パケ、

内面は横パケである。口綾部外面に指頭庄痕が付着している。また体部外面には煤が付着している。

SB305出土土器（図版120／No．783～786）

783は須恵器の皿で、高台を持たず体部下半部も丸く仕上げられている。784の皿は底部に高台が貼り

付けられている。785の杯も7鋸と同様に高台が付けられたものと考えられる。786は黒色土器の杯である。

内面のみ黒色化している。底部はへラ切りである。

SB306出土土器（図版120／No．787～795）

787～789は土師器の杯である。底部はヘラ切りの後、ナデ調整されている。790は須恵器の杯で、底部

に高台が貼り付けられる。791は土師器の土錘である。全長5．2cm・全幅2．8cmである。792は須恵器の

短頸壷である。肩部に2条の沈線が巡らされる。表面調整は全体的に回転ナデであるが、底部は手持ち

へラケズリ痕が見られる。口緑部内面は成形した際についた指頭庄痕が残っている。793は須恵器の壷で

ある。底部に高台が貼り付けられる。

794は土師器の把手である。表面には全面的に指頭庄痕が見られる。795は土師器の嚢である。体部は

長胴形で口緑部はあまり外に開かない。器表面の調整は外面が縦パケ、内面はヘラケズリである。
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【ピット出土土器】

P．501出土土器（図版121／NG797）

797は須恵器の杯である。底部に高台が貼り付けられている。

P．502出土土器（図版121／NG796）

796は須恵器の蓋である。ツマミの有無は不明である。

P．505出土土器（図版121／No798）

798は須恵器で小型の嚢である。口綾部外面に1条の波状文が巡らされる。器表面の調整は外面が平行

タタキ、内面が同心円タタキである。

P．504出土土器（図版121／No．799）

799は須恵器の杯で、底部に高台が貼り付けられている。

P．506出土土器（図版121／No．800）

800は土師器の鍋である。体部は半球形で口緑部は外反する。器表面は外面が縦パケ、内面は横方向の

へラケズリで体部を薄く仕上げている。

P．509出土土器（図版121／No．804）

804は須恵器の高杯である。調整は脚部、体部とも回転ナデ調整されている。

P．510出土土器（図版121／No．801～803）

801は須恵器で、高台付きの無頸壷と考えられる。器表面は内外面ともナデ調整されている。802は須

恵器で大型の皿である。803は須恵器で鉄鉢形の鉢である。底部に手持ちへラケズリが施されている。

P．511出土土器（図版121／NG805）

805は須恵器の壷の口綾部である。口綾部は上半部が外反し、口緑端部は肥厚している。

P．512出土土器（図版121／No．806）

806は須恵器の皿である。表面調整は回転ナデで、底部はヘラ切りの後ナデ調整されている。

P．513出土土器（図版121／NG807）

807は須恵器の杯である。表面は内外面とも回転ナデ調整されている。底部には高台が貼り付けられる

と考えられる。

P．514出土土器（図版121／No．808）

808は須恵器の杯である。底部は中央部が窪んでおり、体部および口綾部は外に開いている。底部には

高台が貼り付けられている。

P．404出土土器（図版122／No．810、811）

810および811は須恵器の杯である。底部裏面に高台が貼り付けられる。

P．406出土土器（図版122／NG812～818）

812～815は土師器の杯である。いずれも体部が外へ開いている。816と817は須恵器の皿である。818は

土師器の嚢である。体部は球形で口緑部は外反している。外面が二次焼成の影響で黒色化している。

P．407出土土器（図版122／No．819）

819は土師器の皿である。体部はやや外反し、回転ナデが施される。底部はヘラ切り後、裏面をなでて

仕上げている。

P．408出土土器（図版122／No．820～822）

820は須恵器の杯である。体部は口緑から底部にかけて細かい回転ナデが施されている。底部裏面には

－90－

J‾



高台が貼り付けられている。821は須恵器で小型の長頸壷である。口緑は端部付近が外反し、口緑端部そ

のものは上方に折り曲げられている。822は土師質のカマドと考えられる。カマド本体に庇が貼り付けら

れている。

P．409出土土器（図版122／NG823～824）

823は須恵器で杯の底部の破片である。裏面に高台が貼り付けられている。824は須恵器で大型の直口

壷である。表面調整は体部外面がカキメ、内面は同心円タタキである。口緑部付近の肩部に2箇所の耳

が付けられている。耳は台形で面取りされている。

P．411出土土器（図版122／NG825～828）

825は土師器の杯である。口緑部はやや外反し、その表面は波打つほど強い回転ナデが施されている。

826は土師器の皿である。口緑部は短くやや内湾する。底部はヘラ切り後ナデ調整される。827は須恵器

の皿である。底部径が小さい分だけ口綾部が外に開いている。828は土師器の嚢である。体部は長胴形で

ある。体部の表面調整は外面が縦パケ、内面は横パケである。外面は二次焼成の影響で黒色化している

うえ、煤も付着している。

P．412出土土器（図版123／No．829）

829は須恵器の椀である。体部はやや内湾している。底部は削り出し成形されているが、体部下半部か

ら底部が低い位置にあり、いわゆるべ夕高台と呼ばれるものである。底部裏面に回転糸切りの痕跡が見

られる。

P．413出土土器（図版123／No．830～837）

830～832は須恵器の蓋である。830のみ宝珠ツマミが残されている。833～835は須恵器の杯である。

833は底部をヘラ切り後ナデ調整している。底部と体部の間が丸く仕上げられている。834は口緑部がや

や外反し、底部と口緑部の境が明瞭である。835の底部はへラ切り後ナデ調整される。口緑部は内湾して

いる。836と837は土師器の嚢である。836の表面調整は外面が縦パケ、内面は横方向のへラケズリである。

837は長胴形の嚢である。外面は縦パケで内面は横パケである。二次焼成の影響で内外面とも部分的に黒

く変色している。

P．414出土土器（図版122／NG809）

809は土師質の土馬である。全体的に手づくねで成形されている。首を中心に指頭庄痕が残されている

のは、首の上側を摘み上げてタテガミを表現していることによる。目、鼻、口や轡、手綱などすべて線

刻で措かれている。

P．302出土土器（図版124／No．849、850）

糾9と850は須恵器の杯の破片である。底部に高台が貼り付けられている。

P．303出土土器（図版124／No．851～855）

851は土師器の皿である。底部はヘラ切り後なでられている。口綾部はやや外反する。852は須恵器の

蓋でツマミは付けられない。頂部はヘラ切り後も丁寧にナデ調整されない。口綾部にカエリが付けられ

る。853は須恵器の杯である。高台は付けられない。854も須恵器の杯である。やや大型の杯で、底部に

高台が付けられたものと考えられる。855は土師器の鍋である。体部は半球形で、口緑部は水平近く開く。

表面調整は外面が縦パケ、内面が横パケである。

P．304出土土器（図版124／No．856～858）

856は土師器の皿である。底部はヘラ切り後なでられている。口綾部は直線的である。857は須恵器の
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蓋である。ツマミはなく頂部はへラ切り後も丁寧にナデ調整されない。858は須恵器の杯の底部である。

P，306出土土器（図版124／NG859～861）

859は須恵器の皿、860は須恵器の杯である。底部に高台が付くものと考えられる。861は土師器の長胴

嚢である。表面調整は外面が縦パケ、内面はヘラケズリである。

P．307出土土器（図版125／NG862～866）

862は須恵器の椀である。体部は内湾し、口緑部は外反する。器表面は体部が波打つほど強くなでられ

ている。863と864は須恵器で杯の底部である。865は須恵器の皿で、底部裏面に墨痕が認められる。866

は土師器の嚢である。短い口綾部は水平近くまで開いている。体部の表面調整は外面が縦パケ、内面が

ヘラケズリである。外面に煤が付着している。

P．308出土土器（図版125／NG867～869）

867と868は須恵器の皿または杯である。869は須恵器の壷である。体部の内外面とも横方向のへラケズ

リされている。

P．310出土土器（図版124～125／NG838～848、870）

838～840は須恵器の蓋である。いずれもツマミの有無は不明である。841～843は須恵器の蓋である。

糾1、糾2は口緑部が外反する。高台は付けられない。糾3は底部に高台が貼り付けられている。直立する

口綾部が外へ開いている。844は須恵器で、高台のある杯の底部である。845と846は土師器の杯である。

糾5は底部がヘラ切り後ナデ調整される。

糾7は土師器の嚢で、外面は縦パケ、内面を横パケで仕上げている。848は土師器の鍋である。二次焼

成の影響で外面が変色している。870は須恵器の皿である。底部に貼付け高台が付く。口緑部は直立気味

である。

P．311出土土器（図版125／No．871）

871は灰粕陶器の破片である。口緑端部はやや外反する。

P．312出土土器（図版125／No．872）

872は須恵器の椀である。底部は回転糸切り底である。体部はやや内湾し、口緑端部はやや外反する。

表面は細かい回転ナデが施されている。

P．313出土土器（図版125／NG873、874）

873は土師器の杯、8詔は須恵器の皿である。

3．木器

【遺構出土木器、第6遺構面】

西旧河道出土木器（図版154／W104～W111）

容器、部材を図化した。

容器はW104とW105で、曲物の蓋である。円形の天板に側板が樺皮結合である。W104は体部の残りが

良好で、側板の両端部をやはり樺皮で留めている。W106とW107は楕円形の曲物の蓋で天板である。側

板を固定する樺皮と側板の庄痕が残っている。

W109は文机の脚部と考えられる。接地部分は外反し外へ踏ん張るよう形作られる。上端部付近にほぞ

孔が2箇所設けられる。

W108は用途不明の部材である。片側が長方形に到りぬかれ、反対側には切り込みが入っている。表面

ー92－



には四角く面取りされている。WllOは舟形の部材である。厚さ2cmの板材の上部から、中央部を粗く削

り込んでいる。Wlllは用途不明の部材であるこ幅2．9cm、厚さ1．9cmの板材に6箇所穿孔している。

東旧河道出土木器（図版155／W112～W116）

容器、祭祀具等がある。

容器はW112とW113で、到り物の木皿である。W112は高台のない木皿Aで、W113は高台のある木皿

Cである。W112は上面に無数の切り込み痕がある。裏面はケズリの痕跡がある。またロクロに固定する

ツメ痕が4箇所残っている。W113は上下両面に刃物の傷痕がある。

祭祀具はW114で刀形である。片側は握り部が作られ、その上に人形の手のような細かい切り込みが作

られる。W115は用途不明品である。全長17．9cm、幅1．3cmの板の片方を細く作られている。W116は

木錘Bである。半円柱の中央部に穿孔があり、ここに紐を通して用いられたのであろう。片方の小口付

近は表面が焼焦げている。

【遺構出土木器、第5遺構面】

SD502出土木器（図版156／W118～W124）

図化したものはすべて祭祀具である。W117は人形Cである。肩がほぼ水平に成形されている。W118

～122は馬形である。W121を除いて鞍が明瞭に表現されていることから鳥形Aに分類される。W123～

124は斎串である。W123は斎串下端部、W124は上端部である。

SB501出土木器（図版156／W125）

W125は曲物の蓋である。側板を固定する樺皮と、側板の庄痕が残っている。

SB502出土木器（図版156／W126～W128）

W126は杓子形木製品である。柄も先端も厚さは均一で0．8cmである。W127は用途不明の有孔円板で

ある。中央に1箇所穿孔されている。W128は同様の形態であるが、側面に2箇所釘の痕跡が認められる

ことから、曲物の底板と考えられる。片面の表面が焼焦げている。

SB503出土木器（図版156／W137）

W137は舟形である。全長29．5cm、全幅5cmの板材の片側のみ尖らせて舶先と櫨を表現している。

板の中央部を租く削り込んでいる。

SB505出土木器（図版156／W129）

W129は小型の斎串である。下端部は尖った形に成形され、上方からは左右両側に細かく幾重もの切り

込みを入れている。斎串Aの小型品である。

P．504出土木器（図版180／W349）

W349（図版180）P．504で出土した大型の部材である。

P．506出土木器（図版156／W136）

W136は小型の人形である。肩部が外側ほど低く成形され、いわば撫で肩の形状を呈していることから

人形Aに分類される。顔の表現のうち、眉と口は線刻、目は点描で表現される。

P．508出土木器（図版156／W130～134）

W130～134の5点は人形である。肩部が水平に成形されていることなどから人形Cに分類される。い

ずれも顔や冠が墨で写実的に表現されている。全長14．7cm～17．3cmである。
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P．515出土木器（図版156／W135）

W135は斎串の下端部である。幅1．9cm、厚さ0．4cmである。

【遺構出土木器、第4遺構面】

SD402出土木器（図版157／W138～W143）

祭祀具と紡織具、容器、遊具が出土している。

W133～140は斎串である。このうちW138は斎串Aの上半部の破片で、W139とW140は斎串Eの破片で

ある。W141は紡織具で糸巻きの腕木である。全長23．7cmの板材の2箇所が肥厚し、そこに、細い棒

をさし込める孔があけられている。W142は独楽である。全長6．9cm、直径4cmの心持材の先端を細か

く削って尖らせたものである。W143は曲物の蓋である。側板を留めた樺皮と、側板の庄痕が残っている。

また表面に黒漆が塗布されている。

P．402出土木器（図版158／W150）

W150は人形Cである。肩の表現は水平近く傾斜が緩い。顔の表現は認められない。

P．403出土木器（図版158／W148、W152）

W148は服飾具のささらである。W152は小型曲物の底板である。柾目取りの材で、5箇所の釘穴が認

められる。相対する2箇所の釘穴に実際に釘が残されている。

P．405出土木器（図版158／W149）

W149は人形Cである。肩の傾斜はほぼ水平である。肩の下方の両側面に手の表現のため切り込みを入

れている。顔の表現は認められない。

P．411出土木器（図版158／W151）

W151は曲物底板である。板目取りの材で、側面に6箇所の釘穴が認められている。

P．413出土木器（図版158／W144～W147）

図化したものはすべて祭祀具である。W144～145は人形である。W144は人形Cである。肩の角度は水

平に近い。目と口の表現は線刻で表現されている。W145は人形Aである。顔は小型で目や口は表現され

ない。首の表現は両側から三角形に切り欠くことにより表現する。W146は斎串Aである。頭部および首

は比較的長い。両側面の切り込みは残っていない。W147は馬形Aの下半身である。鞍が表現されている。

【遺構出土木器、第3遺構面】

SD301出土木器（図版161／W184～W186）

W184は斎串Eである。縦長の八角形が連続している形態である。W185は杓子形木製品である。W186

は曲物である。柾目取りされている。側板の庄痕が認められるのと、側板を樺皮で固定する穿孔が残さ

れている。

SD302出土木器（図版182／W339）

W339（図版182）は楕円形曲物の蓋である。側板が樺皮で固定されている。表面に刃物による切り

傷が無数に認められる。

SD303出土木器

（図版159～160／W153、W156～W159、W161～W162、W164～W176）

祭祀具、紡織具、容器等を図化した。
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W153とW156は人形である。W153は人形Aである。肩、顎の表現は、首の位置に両側から三角形の切

り欠きを入れるものである。W156は人形Cで肩がほぼ水平に作られている。頭部は他の遺物と比べて尖

らされている。側面の下端部は手の表現の痕跡が残されている。W157は斎串Aである。通常の斎串と比

べて下端部が短く切り詰められている。

W158は紡織具で、糸巻きの腕木である。本体は全長18cmの棒材で、面取りされている。2箇所に細

い棒が直角に差し込まれている。W159は小刀の鞘と考えられる。縦方向に割られているため、幅2．2

cm、厚さ1．1cmの板目取りの材である。中央に刃を差し込むための溝が掘られる形になっている。

W160は到り物の木皿Bで輪高台状の底部が形成されるものである。裏面に3箇所のツメ痕が認められ

る。W161とW162は用途不明の円板である。板目取りされ、曲物の底板と考えられる。W162は中央部が

大きく穿孔され、その他に7箇所の釘穴ほどの小穿孔が認められる。W164は曲物の底板である。厚さ

1．1cmの円板に3箇所の釘穴が認められる。

W165～W176はいずれも用途不明品である。W165はいわば三日月形に成形されている。W166は頭部

を紐掛け状に加工したものである。W167は直径4．5cmの心持ち材に面取りしたものである。W168はへ

ラ形木製品である。W169は厚さ0．8cmの板材である。板目取りされている。樺皮が残されていること

から折敷の一部分である可能性がある。W170は杓子形の木製品である。W171は幅3．2cm、厚さ0．9cm

の板材である。一部分を薄く加工し、同様の部材と組み合わせるように意図されたものであろう。この

部分に木釘が残されている。

W172は幅4．4cmの板材で先端を斜めに切り落としている。片側の辺に数箇所の切り欠きが認められ

る。W173は細い板を3本ほど樹皮で束ねたものである。W174は幅、厚さ3．5cmほどの角材に四角形の

孔があけられたものである。W175は小型の円錐形の材である。W142のコマと同様に細かく面取りして

いる。W176はヒョウタンである。W336（図版179）は折敷の側板である。

SD304出土木器（図版161／W177～W181）

祭祀具と容器を図化した。W177は斎串Bである。頭部はあまり明瞭に形作られない。W178は直径約

5．5cmの円板である。曲物の底板か蓋と考えたが、側板や釘穴の痕跡は認められない。

W179～W181は曲物である。W179の片面は部分的に熱を受け焦げた痕跡が認められる。釘穴が残され

ているため底板と考えられる。W180とW181は側板の庄痕が残されており、蓋と考えられる。W181はさ

らに樺皮が1箇所認められる。

SD306出土木器（図版180／W346、W348）

W346とW348は（図版180）はSD306で出土した大型の部材である。

SD307出土木器（図版159、180／W154～W155、W345）

W154とW155はいずれも人形Cである。W154は顔の表情が極めて写実的に書かれている。W345（図

版180）はSD307で出土した大型の部材である。

SD311出土木器（図版161／W182～W183）

W182とW183は曲物の底板である。W182は木釘が残されている。木取りはW182が板目、W183が柾目

取りである。

SD312出土木器（図版164／W205～W207）

図化したのは容器と服飾具である。容器・はW205とW206で到り物の木皿である。W205は底部が輪高台

状の木皿B、W206はべ夕高台の木皿Cである。底部裏面に爪痕が3～4箇所認められる。いずれも裏表
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両面に刃物による切り傷が無数に認められる。服飾具はW207で下駄未製品である。材料となる材から歯

を彫り出したところで残りの工程は放棄されている。

SD313出土木器（図版167／W221～W222）

容器と祭祀具を図化した。容器はW221で、高台のある木皿Cである。表面には刃物による切り傷が無

数に見られる。祭祀具はW222である。何の形代かは不明であるが、先端は長方形の板状に加工し、その

上方はねじれた棒状に成形している。

SD314出土木器（図版165／W208～W209）

W208は木皿Cである。底部裏面に高台が見られ、高台の内側に爪痕が2箇所残されている。W209は

下駄である。表面の凹みは足の指、かかと等の庄痕と考えられる。縦断面図を見ると後ろの歯がかなり

擦り減っていることが見て取れる。

SD315出土木器（図版159／W163）

W163は付札と考えられる。板目取りされた材の片側を、両側面から切り欠き、紐で何かに固定できる

ように加工されている。

SD316出土木器（図版161、166／W188～W189、W210～W217）

図化したのは祭祀具、服飾具、容器等がある。祭祀具には斎串と馬形がある。W210とW211は斎串A

である。いずれの斎串も両側面の切り込みは認められない。W214は馬形Aである。馬の背に鞍が表現さ

れている。

服飾具はW212の下駄である。鼻緒の孔は紐ずれのため摩耗している。歯は特に後ろの歯が摩耗してい

る。容器は曲物と木皿である。W213は曲物の天板であるが、釘穴や樺皮、側板の庄痕は認められない。

W216は高台のある木皿C、W217は高台のない木皿Aである。いずれも表面に刃物による切り傷が認め

られる。またW217は中央部に大きな穿孔と、その他に釘穴程度の小穿孔が9箇所認められるほか、表面

が焼焦げている。W215は直径1．5cmの棒状材である。片方の端部を加工して紐掛け状に作り出してい

る。W327（図版178）は人形Aである。目や口等は表現されない。

W188とW189はいずれも用途不明品である。W188は頭部を紐掛け状に加工したものである。W189は

全長15．3cm、幅2．7cmの棒状品で、中央の縦向きに溝が彫り込まれたものである。

SD319出土木器（図版167／W218～W220）

容器および食事具を図化した。W218は木皿Cである。高台のある型式である。表面は非常に大きな範

囲が焼焦げており、また刃物による切り傷が無数に見られる。W220は箸である。直径0．8cmで先端が

やや尖らされている。W219は用途不明品で、木取りは柾目である。

東側溝群出土木器（図版161／W187）

W187は横槌である。直径5．8cmの心持ち材の下半部を細く加工している。上半部に租く削って加工

した痕跡が認められる。

SB302出土木器（図版169／W226～W228）

図化したのはすべて容器である。W226は曲物の側板である。結合部に樺皮が残されている。W227は

曲物の蓋である。側板の庄痕と樺皮の痕跡が認められる。W228は木皿Cである。一部の箇所で焼け焦げ

た痕跡が認められる。

SB303出土木器（図版168、179／W225、W334）

W225は下駄の未製品である。長方形の心持ち材から2本の歯を削り出したところで残りの工程は放棄
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されている。W334（図版179）は下駄の未製品である。心持ち材を二つに割った材を削り、2本の歯

を作り出して残りの工程は放棄されている。

SB304出土木器（図版169／W229～W230）

図化したのは容器で、いずれも到り物である。W229は木皿Aで高台のない型式である。W230は木皿

Cで、削り出した高台の内側に爪痕が3箇所認められる。

SB306出土木器（図版168／W223～W224）

W223は用途不明の棒状部材である。下端部はやや尖らせ、上端部は紐掛け状に加工している。W224

は木皿Bに形態が似ているが、通常より高台が大きめである。

SE301出土木器（図版178／W331）

W331（図版178）は大型の斎串Aである。SE301の中央部に立てられていた。W236は馬形A

である。顔の部分は下から2箇所切り欠くことで表現している。背中の中央に鞍が表現されている。

P．301出土木器（図版151／W89）

W89は折数である。側板を樺皮で固定するもので、側板の庄痕と樺皮が存在する。木目は板目である。

P．306出土木器（図版170／W237）

W237は用途不明品である。円筒形の中央が到り抜かれている。

P．307出土木器（図版170／W231～W234）

祭祀具と服飾具を図化した。祭祀具はW231の斎串Bである。服飾具はW232、W233、W235の下駄と

W234の木履である。W232の下駄は右足用の下駄で、表面に足形の凹みが認められる。後の歯が前に比

べて擦り減っている。W235の下駄は左足用である。前の歯には、歯と直角方向に孔があけられている。

この下駄も後の歯が前に比べて擦り減っている。W234は木履である。現代風に言うとサイズは21cmで

ある。底は右側が左より擦り減っている。

P．309出土木器（図版170／W238）

W238は祭祀具で鉄形である。

【遺構出土木器、第2遺構面】

SD201出土木器

（図版162～163、図版181／W190～W204、W340～343）

工具、食事具、服飾具、W190は工具で、錐の柄である。全長17．7cm、直径1．5cmの棒材を面取り

し、下端部に切りの先の針を挿入するために穿孔している。この孔は4．8cm、幅0．4cmである。W191

とW192は楔である。W193は食事具で箸である。直径0．7～0．5cmである。W194は用途不明品である。

一辺約2cmの四角形を全長15．3cmの薄い棒でつないだ様な形態を呈する。W195は服飾具で、下駄の

後半部である。刃の直上に鼻緒の孔が2箇所認められる。刃の後に釘穴程度の孔が7箇所、十字に配置

されている。

W196～200は曲物である。W196とW197は側面に釘穴が残されていることから、底板と考えられる。

W196は表面に刃物で切られた痕跡がある。W198～200は蓋と考えられる。W198は側板の庄痕と、側板

を留める樺皮が残されている。W199も同様の庄痕と樺皮が認められ、さらに側板の内側は黒く変色して

いる。W200も側板の庄痕の内側に黒い変色部位が認められる。

W201は漆器の蓋である。天板はほぼ平らで側板は垂下する。器表面は内外面とも黒漆が塗られている。
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蒔絵の痕跡等は認められなかった。大きさから判断して鏡箱として用いられたかと推測される。

W202は到り物の木皿で、いずれも高台のある木皿Cである。いずれも高台裏面にツメ跡が3～4箇所

認められる。W202は一部が焼焦げている。W204は裏表とも刃物により切られた痕跡が無数に見られる。

W340～343（図版181）はSD201の護岸に用いられた部材である。全長369cm～400cmであ

る。

【遺物包含層出土木器】

第5遺構面出土木器

（図版141～172、180／W239～W257、W344、W347）

図化したのは祭祀具、武具、雑具、容器である。

祭祀具はW239とW240の人形、W241～246の馬形、W247とW248の斎串がある。W239とW240の人形

はいずれも人形Cで、顔や冠が写実的に表現されている。馬形のうちW241～243は馬形Bで、鞍は表現

されない。W244～246は鞍が表現される馬形Aである。W247は小型の斎串と考えられる。通常の斎串の

ように両側からの切り込みは存在しない。W248は斎串Bである。

武具はW251で鞘と考えられる。直径2．9cmの棒状材の中心部を細長く到り抜き、千枚通しのような

形状の道具を月知内できるように作られている。W252は雑具で自在釣の部材と考えられる。二つあけられ

た孔の周囲に使用痕は顕著には認められない。

容器は曲物と到り物が存在する。W250は小型の曲物である。側板に2箇所の小穿孔があり、柄を挿入

して柄杓として用いたものと考えられる。W254は曲物の底板である。釘穴が2箇所存在する。W255は

曲物の蓋である。天板に側板が樺皮で留められている。W256は木皿Cである。底部はべ夕高台である。

裏表両面とも刃物による切り傷が無数に存在する。W257は木皿Aである。高台は存在しない。表面に刃

物による切り傷が存在する。

その他に用途不明の部材（W249、W253）が存在する。またW344とW347は（図版180）は第5遺

構面検出時に出土した大型の部材である。

第4遺構面出土木器（図版173、180／W258～W278、W337）

図化したのは祭祀具、紡織具、服飾具、容器、雑具である。

祭祀具には馬形等が存在する。W258～W260はいずれも馬形Cである。いずれも小型品で、背中に鞍

が表現されない。W361は鳥形と考えられる。

紡織具はW262とW263である。糸巻きの枠木を支える「支え木」である。細長い六角形の板材を組み

合わせたものである。服飾具はW264の下駄である。3箇所の鼻緒の孔があけられた下駄本体に、歯を木

釘で留めている。

容器は曲物と到り物である。W265は曲物の底板である。側板を留めた樺皮が残されている。表面に刃

物による切り傷が存在する。W266は到り物の小皿である。W267は到り物の高杯である。W268～270は

木皿Cである。底部にべ夕高台が付く。いずれの遺物も裏表両面とも刃物による切り傷が存在する。W

271とW272は木皿Bである。底部の高台は輪高台状に成形されている。裏面が一部焼焦げている。雑具

はW273で、火鐙板である。孔の周囲を中心に焼焦げている。

その他のW274～278は用途不明品である。W276は全長9．5cm、直径7．6cmの円筒形の材で、円筒を
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上下に貫くように穿孔されている。側面を取り囲むように16箇所の縦長の溝が掘られている。また側

面の2箇所に丸い孔があけられ、そのうちの1箇所に木の棒が刺さったままで残されている。W277は細

い円筒形の棒材である。図の下端部で、棒を横断するように穿孔され、そこに細い板を挿入している。

W278は細い角材である。材の中央部に棒を横断するように穿孔され、そこに細い板を挿入している。W

337（図版180）は到り物の盤である。

第3遺構面出土木器（図版176～178／W279～W308）

図化したのは祭祀具、農具、服飾具、容器、紡織具、馬具などである。

祭祀具はW279で顔、鞍が表現された馬形A、W280とW281は鳥形である。W281は尾の上部に切り込

みを入れ羽毛を表現している。W282は斎串Eで、8角形の板材が連続する形を呈している。

農具はW284の鎌、W306、W307の田下駄がある。W284の鎌は柄の基部である。W307は田下駄円形枠

の枠と考えられる。

服飾具はW285とW286の下駄である。特にW285は表面の足跡が残り、歯が擦り減る等の使用痕が認め

られる。

容器には曲物と到り物がある。W287～289とW291は曲物の蓋である。W288と289は樺皮で固定された

側板が残り、W289とW291は側板の庄痕が認められる。W290は曲物の底板である。釘穴が1箇所認めら

れる。黒漆が塗られていた痕跡が認められる。

W293～297は到り物の木皿Cで、高台のあるものである。W293は裏表とも焼焦げており、表面に刃物

による傷痕が認められる。W295も同様の傷痕が残されている。W298は大型の鉢の破片である。外面に

突帯が巡らされる。内外面とも全面的に漆が塗られている。

W299は文机の脚である。W300は紡織具で糸巻きの枠木である。W308は馬具で鞍である。中途でほぼ

直角に曲がった心持ち材から削り出している。

第2遺構面出土木器（図版179／W309～W324）

W309は曲物の蓋である。側板は樺皮留めである。W310は小型曲物の底板である。2箇所に釘穴が残

されている。W312、W313は到り物の椀、W314は木皿である。W315とW316は付け札であるが、墨痕は

認められない。W317とW318は杓子形木製品で、用途は不明である。

W319は到り物の桶である。上端の一部に長方形の孔が彫られている。W320は紡錘車である。直径5．

8cmの有孔円板で中央に穿孔されている。W321は黒漆塗りの箸で、W323は漆塗りの椀である。W323は

黒漆が塗られた素地の椀の、見込みと外側面に赤漆で家紋が措かれている。いずれも中世の遺物で、混

入品と考えられる。

4．掘立柱建物柱痕

SB503の柱痕（図版184／W350～352）

W350、W351、W352で、直径26～29cmの材を細かく面取りして成形している。表面のケズリの痕

跡は良く残っている。

SB501の柱痕（図版185／W353）

W353で、直径21cmの材を約十角形に面取りしている。表面のケズリの痕跡は良く残っている。
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SB504の柱痕（図版185／W354）

W3封で、直径17cmの材を面取りしている。表面のケズリの痕跡はあまり良く残っていない。

SB506の柱痕（図版185／W355～W356）

W355とW356で、直径約46cmの材を細かく面取りしている。表面のケズリの痕跡は、W355は良く残

っているが、W356はあまり明瞭ではない。

SB304の柱痕（図版186／W357～W364）

W357はP．1、W358はP．5、W359はP．7、W360はP．10、W361はP．11、W362はP．2、W363は

P．3、W364はP．4の柱痕である。

W357～W361は、直径23cm～28cmの円柱の材を面取りし、多角形に加工している。表面のケズリ

の痕跡はいずれも良く残っている。

W362～W3観は断面形が長方形に加工されている。

第4節　内田2区

当地区において、遺物はほとんどが第7層（明黄灰色＋明オリーブ灰色租砂）で出土している。出土

遺物には土師器、須恵器、木器および石器等があるものの、図化し得たのは木器と砥石のみであった。

1．土器（図版126）

875は土師器の杯である。底部はヘラ切りである。876と877は須恵器の杯である。いずれも高台は付け

られず、ヘラ切り後ナデ仕上げされている。878は須恵器の杯で底部に高台が貼り付けられている。879

は青磁の椀である。内面に花文状の模様が陰刻されている。880は土師器の嚢、881は須恵器の嚢である。

882と883は土師質の土錘である。

2．木器（図版187）

365は別物の鉢で、底部と体部下半部の破片である。底部の直径は4．5cmである。

366は小型の折数など、容器類の蓋か底板と考えられる。釘穴の痕跡、もしくは樺皮などで側板を固定

した痕跡は認められない。ほぼ正方形で、一辺約6．5cmである。

367は分銅型の木製品である。やや裾広がりの円筒形の上部につまみのつく形のものである。つまみに

は糸などを通すことが可能な穴が空けられていることから、何らかのおもりと考えられる。直径1．3cm、

つまみを除いた高さは2．5cm、つまみを含めると2．8cmである。

368は、付け札と考えられる。全長3．6cm、幅1cmで厚さ3～4mmの板材の、頭部に両側から切り込

みを入れ、紐などで何かに固定できるようにしたものであろう。ただし墨痕は認められない。

369は杓子形の木器である。先端は直線的に仕上げられており、使用痕等は明瞭なものは認められない。

最大幅4cm、刃先の幅は3cm、残存部の長さは10．5cmである。

370は木針であろうか。全長10cm、直径4mmである。先端は両側とも尖らされているため、紐などを

結わえて藁編み作業に用いるのには不向きである。

371は全長7cm、幅1．5cmの板材である。両端部と中央部と比較して、それにはさまれた箇所がやや

薄く削り取られている。

372は全長6cm、幅1cm、厚さ3mmの板材である。板材の下半分は、上半分とくらべて幅が半分ほどに

狭められている。下半分の幅の細い部位に釘穴が二箇所認められる。
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3．石器（図版357）

（第16節参照）

第5節　衛下地区

1．土器（図版127～129）

第1水田面

A．須恵器・杯（8糾）

底部に高台を持つ。平坦な底部から屈曲する体部は、内湾気味に口縁へ至る。口縁端部は丸くおさめ

る。外面には「十」の漆による記号がある。

B．土師器・杯（885）

口緑部は平坦な底部から斜め上方にのび、途中でわずかに外反する。端部は丸くおさめる。底部内面

の中央は平滑化している。墨痕は認められないが、転用硯の可能性がある。

第1包含層

A．土師器・杯（886）

平坦な底部から屈曲して口縁に至り、端部は丸くおさめる。底部は回転へラ切り痕跡をとどめ、屈曲

部には切り離し時に生じた凹線が残る。他の部位は回転ナデだが、底部の中央には仕上げナデを施す。

B．須恵器・壷（887・888）

887は長頸壷の頚部のみが遺存する。口緑は頚部から緩やかに外反する。端部は上方に拡張して端面を

なす。888は小型の広口壷で体部は球形、口緑部は外半気味に直立する。端部は丸くおさめる。底部外面

は不定方向のへラ削りで調整している。

C．土師器・嚢（889）

頚部から緩やかに外反し、口緑端部を上下に拡張して端面とする。体部外面の縦パケメは口綾部にお

よび、ナデによって消されている。内面は口緑部が横パケメ、頚部以下は横方向の削りで調整する。

第2水田面

A．須恵器・杯（890～894）

いずれも底部は平坦で、890・892はヘラ切りの痕跡を留めている。体部は890が比較的緩やかに立ち上

がる以外は屈曲して口緑に至る。口緑は891・892・894が内傾気味で、他は丸くおさめる。893は口緑の

開きが大きく、皿に近い。894は外方へ踏ん張る高台を持ち、内面に「十」のへラ記号を付す。

B．須恵器・高杯（895・896）

いずれも口緑部を欠損する。895は脚柱部が細く、裾で大きく外反する。端部は下方へ折り返し、端面

をなす。一方896は太い脚で、裾へ緩やかに開き端部をわずかに屈曲させる。

C．須恵器・硯（897）

円面硯の脚部で、裾とスカシの下端部分が残る。裾は大きく外反し、端部で上方に拡張する。側面と

上面を成形して、方形への意識が明瞭である。スカシは方形だが、規模は不明。

D．須恵器・嚢（898・899）

898は長頚の嚢で、口緑にむかってラッパ状に開く。端部は軽く上方へ曲げる。外面には4本の沈線を

引き、その間に櫛措波状文を配する。また口縁の下端部にも扇状文を並べる。899は広口の嚢で、口緑部

は緩やかに外反する。調整は、口緑部が内外とも横ナデ、体部は外面が平行タタキの後、粗いカキメを
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施す。内面は、肩部で当て具痕が器壁に深く食いこんでいる。

E．土師器・嚢（900・901）

それぞれ頚部から外反する口緑を持ち、900は口緑端部が外傾する。体部の券面調整は、外面が縦パケ

メ・内面が横パケメで共通するが、900は内外ともに口緑部にまでおよぶ。また900は肩部の内面に、粘

土の接合痕が認められる。

第2包含層

A．須恵器・杯、皿（902～9似）

902は体部の屈曲が顕著で、口緑部は直立に近い。口緑端部は丸くおさめる。903は深めで、口緑部が

わずかに外反し、端部を丸くおさめている。9鋸は皿で、大きく開いた口緑が端部付近で外反気味となる。

底部の高台は、外への踏ん張りが明瞭である。いずれも底部外面が回転へラ切り、体部～口綾部は内外

ともに回転ナデで調整する。9Ⅲは底部内面の中心に、不定方向の仕上げナデがある。

B．須恵器・蓋（905）

径が大きく、皿に対応するものであろう。全体に扇平で、端部で下方への拡張もわずかであった。

C．須恵器・壷（906）

底部から体部の下半にかけてが遺存する。体部は上方に大きく開き、高台の踏ん張りも顕著。体部は

内外とも回転ナデ、底部はヘラ切り痕を高台の中心にとどめる。器壁や体部から壷の底部と判断した。

D．須恵器・脚（907）

長方形の粘土棒で、周囲はヘラで成形している。一方の端部を欠損、遺存する端部は側面に対して傾

斜を持つ。側面で貫通しない円孔が1箇所認められた。盤または硯の脚部分と考えられる。

E．須恵器・嚢（908）

頚部は「く」の字に外反、口緑部に至る。端部は丸い。外面のタタキは口緑に至り、租くナデ消す。

また内面は当て具痕跡があり、口緑部の内面は丁寧な回転ナデで消される。

第3水田面畔畦

A．須恵器・杯（909）

底部は平坦で、体部から口綾部にかけても直線的に立ち上がる。口緑端部は丸くおさめる。口綾部～

体部の内外面および底部の内面は回転ナデ、外面はヘラ切り未調整のまま高台を貼り付けている。

B．土製品・土錘（910）

長楕円の外形を持つ管状土錘で、外面は剥落が顕著だが、へラ状工具による調整痕をとどめる。また

表面の一部に布目の庄痕が認められた。

C．須恵器・杯（911～913）

いずれも底部外面はヘラ切り未調整、体部外面から口緑部、内面のほぼ全域に回転ナデを施す。底部

内面の中央に912は一方向、913は不定方向の仕上げナデがある。口緑端部は911が内径気味、912・913が

外半気味で、912は端部外面に強い横ナデを加える。

D．土師質土器・杯（914）

赤褐色の土師質焼成で軟質だが、焼成不良の須恵器とも考えられる。口径に歪みが生じ、口綾部は水

平ではない。内外面とも回転ナデによって調整する。

E．須恵器・高杯（915）

杯の底部中央と脚部が遺存する。脚部は大きく開き、裾の端部で下方に拡張する。
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F．須恵器・嚢（916）

頚部で大きく外反して口緑をなす。口縁端部は内傾し、下端部が突出する。体部外面は平行タタキ、

内面には同心円の当て具痕が残る。口縁部は横ナデ、頚部の内面では当て具痕を丁寧にナデ消す。

G．土製品・土錘（917）

長楕円の外形を持つ管状土錘で、側面の一部だけが遺存する。

H．土師器・嚢（918～921）

いずれも口緑部から体部の上半が遺存する。口緑部は頚部から外反するが、920・921は途中で屈曲し、

二重口緑気味となる。体部外面をパケメで調整するが、920・921は口緑にまでおよぶ。体部内面は920が

パケメ、918・921が横方向のケズリを施す。919は器面の摩滅が顕著で、調整痕は不明瞭であった。

第3包含層

A．須恵器・皿（922）

器高が浅く、口緑部は大きく外反する。口綾部は内外面ともに横ナデ、底部はヘラ切り痕跡を残す。

B．土師器・嚢（923）

口緑の外反はゆるやかで、器壁も厚い。口縁の一部に粘土が貼りついて調整が隠れているが、焼成中

に付着した粘土塊であろうか。口緑以下は外面が縦、内面が横方向のパケメを施す。体部外面では、指

頭による凹凸が認められた。

第4水田面

A．須恵器・杯（924）

反転復元した径は大きく、皿に近い形態である。体部の屈曲も緩やかで、口緑は大きく開く。いずれ

も回転ナデによる調整であった。底部の高台は方形で、内端部のみが接地する。

B．須恵器・壷（925）

長頸壷の一部にあたる。頚部は口縁端部付近で大きく外反する。端部は上方に折り返し、上下に拡張

して端面をなす。口緑部は回転ナデ、頚部の外面には斜め方向のナデを施す。

第5水田面

A．須恵器・壷（926）

口緑は外反して、端部で上方へ拡張する。体部との接合は925と異なり、頚部を挿入して接合する。体

部内面に先端部分が認められた。外面は回転ナデで調整する。

B．土師器・嚢（927）

体部は直立気味で、短い口綾部を持つ。口緑部は途中で上方へ屈曲して、端部に至る。器面の摩滅が

激しく、大半の調整痕が消失するが、口緑付近において横方向のパケメが遺存する。

C．須恵器・硯（928）

円面硯の硯部と脚の上端である。硯部は中央がわずかに凹む。脚には方形スカシの上辺が遺存する。

D．須恵器・捨鉢（929）

体部は斜め上方へのび、口綾部でわずかに屈曲する。端部は上方に拡張し、端面をなす。休部・口綾

部ともに回転ナデが施される。

E．土製品・土錘（930）

長楕円の外形を持つ管状土錘で手ヅクネにより成形する。
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2H　木器（図版188～190）

第1水田面

A．祭祀具　　人形・馬形・斎串が、それぞれ少量出土した。

○人形（W373・W3掲）

W373はD類で、線刻によって目・口が表現される。W374はC類で、顔の表現は認められない。首

の切り欠きはわずかで、足が短い。

○馬形（W375）

1点だけ出土した。W375はB類で、4本脚で立つ。背・頚部ともに切り欠き幅が広く、板状に近い。

○斎串（W376）

A類1点のみが出土した。切掛けも含めて、完全に遺存する。

B．その他（W377）

天秤棒で、長い棒材の片側を切り欠き、側面に方形の孔をあける。反対の端部付近は欠損。

第3水田面

A．祭祀具　　人形・斎串のほか、鳥形がある。

○人形（W383～W385）

C類（W383・W384）とD類（W385）がある。C類はいずれも、頭部に線刻で顔の表現が施される。

W3鋸は大きいが、肩部以下を欠損する。W385は頭部がソロバン玉形で、顔の表現を持たない。

○斎串（W381・W386）

A類（W381）とD類（W386）が認められる。W381は切掛けが欠損する。幅から見てかなり長いもの

であろう。W386は傷む部分もあるが、全容が把握できる。一方の短部に多数の切掛けを施す。

○その他の形代（W387）

鳥形で、緩やかなS字形の体部をなす。表面に墨措・線刻による表現は認められなかった。頭部のク

チバシ付近を欠損する。

B．農具（W391）

田下駄で、B類3孔式Bに該当する。縦長の六角形で、右上の側辺付近を欠損する。

C．容器（W388）

漆椀で、高台から体部にかけて遺存する。体部の外面には花模様が措かれる。

D．その他（W389・W390）

W389は台座などの脚で、天板に挿しこむホゾ穴が残る。W390は隅丸方形の部材で、上辺に面取り

を施す。

第3包含層

A．祭祀具　　人形・馬形が少量見られた。

○人形（W397）

C類が1点出土した。右腰にわずかな切り欠きがあるが、手を作る際生じた刃物痕の可能性もある。

○馬形（W398・W399）

A類（W398）、B類（W399）1点づつ出土する。W398は鞍の表現が簡略化し、背中の前後に小さな

切り欠きを2つ並べて表す。頭部にも切り欠きを加える。W399は下腹部に大きな切り欠きを加え、尾を

強調する。いずれも4本脚であった。
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B．農具（W400）

円筒形の中央を両側から円錐形に削りこむ木錘で、中央から欠損して片方のみが残る。

C．容器（W401）

漆椀で、底部付近が遺存する。平高台を付す。

D．服飾具（W392・W393）

いずれも連歯下駄である。W392は歯の摩滅が激しく、基部付近のみが残る。W393は小判形の体部か

ら、歯の両端が飛び出している。後ろの歯がよく磨り減っている。

E．その他（W402）

長辺の両端を落として横長の六角形とした板材。真申に溝を掘り、2本を組み合わせて十字形とする。

脚として使用したものであろうか。

第4水田面

A．祭祀具　　馬形が多く見られた。他には、人形・斎串・鳥形？がある。

○人形（W403・W4似）

いずれもC類である。W403は小型の人形で、手および足を欠損する。頭部には線刻で目・鼻・口を表現

している。W404は上半身のみが遺存する。切り欠きが2段加えられ、頭頂部付近は頭髪または冠の表現

と考えられる。頭部に顔の表現は見られない。

○馬形（W405～W409）

A類（W406～W408）とC類（W405・W409）がある。A類は頭部に突起を持ち、尻は幅を減じて尾

を強調する。鞍および頚部・口などの表現には租雑さが目立つ。W406は尻の下半部を丸く削り、上端の

一部を残して尻尾を表現する。C類はいずれも両側面に1箇所づつ、2本脚で立つ。W409では両側面に、

目とタテガミを墨措する。

○斎串（W410）

痛みが激しいが、両端が尖る形態からB類とした。切掛けは頭部からの一方向である。

○その他の形代（W411）

遺存状態が悪く、全容は判断しがたいが、形態から鳥形の頸～体部と考えられる。

B．服飾具（W394）

一木を到りぬいて作る沓で、底の半分以上が欠損する。表面に模様などは認められない。

第4包含層

A．服飾具（W395・W396）

連歯下駄で、いずれも小判形の体部からわずかに歯が飛び出す。上の歯を欠損するW396には、緒を留

めた楔が遺存する。

B．その他（W417）

五角柱に成形された角材で、表面に模様などは認められない。

第5水田面

A．祭祀具（W412）

舟形1点だけが出土した。板材の上下を削り出したもので、船底の到りこみは浅い。

B．付札（W413）

上端の左右に切りこみを持つ板で、下端部の隅を斜めに落とす。表面に文字は認められない。
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C．容器（W414～W416）

円板が3点出土した。W414は円形曲物の底板で、側面に等間隔で釘孔が認められる。W415・W416も

曲物などの底板であろう。W416には中央付近に2つの円孔がある。

第6節　下坂地区

三間堂遺構から出土した遺物は土器・・木器・金属製品がある。

1．土器（図版130）

土器は36点図示した。

931～942は口径8～9cmの土師器4、皿である。いずれも内面ナデ、外面は指押さえの後口緑部をヨコ

ナデする所謂京都系土師器皿の技法によって成形したものである。口緑端部の形状によって①～③の3

種に大別できる。①931～933は器壁が厚く丸みを帯びて立ち上がる口縁部をもつ。口緑端部上面は心持

ち窪んでいる。②935～941は口緑端部を摘まみあげ内側に窪み（段）をもつものである。③934・942は

（》・（参に比べやや器高が浅く、口綾部はやや外側へ開くものである。

933・934・937～938・942はⅡ・Ⅲ期の整地層Aを被覆する（12）層から、931・932・936・940・941

はⅡ・Ⅲ期の整地層A上から出土している。

943・944は931～942に比べやや口径が大きい個体である。平底気味の底部から口緑部は外方へ直線的

に立ち上がり、口綾部はやや外側へ開くものである。外面のヨコナデは体部の中位付近まで施される。

943は外面に漆によって『○○』が措かれている。Ⅲ期の整地層A上から形代と共に出土している。944

はSKOlより出土した。

945～951は口径12cm～13cmの土師器皿である。945～950は丸底の底部に外方に開く口綾部をもち、

口緑端部は端部内面が浅く窪む。945はSDO9、946はSKOl、947はSDO8、948はⅡ・Ⅲ期の整

地層Aを被覆する（12）層から、949はⅢ期の整地面上から、950はⅢ～Ⅳ期にかけての整地土中から

出土した。

951は口縁端部は紡錘形である。Ⅲ期の整地面上から出土した。

952～955は口径14cm前後の土師器皿である。952・953は口緑端部が少し外方へ拡張し上部に面をも

つ。952はSDO9、953はSK02より出土した。

954・955は口緑端部が少し外方へ外反するが上部に面は持たない。954はSDO9、955はSD08よ

り出土した。

956はSKO2直上より出土した黄瀬戸丸皿である。大窯編年Ⅱ期（藤沢編年2段階第3小期－152

0年～1550年）の時期にあたる。

957はSDOlより出土した備前焼措鉢、備前焼編年Ⅴ期（中）、17世紀初頭頃の時期にあたる。

958・959は（12）層中に混入した黒色土器である。

960～962は下層の腐植土中より出土した須恵器である。

963はSDOlに被覆した洪水砂（9）層より出土した白磁皿である。

9糾・964は洪水砂（9）層より出土した出石焼染付け片である。

965はSDOlに被覆した洪水砂（9）層より出土した出石焼染付け片である。

2．木器（図版191～195）

木器は55点図示した。
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W418～W427は形代である。W418～W421は土師器皿（943）とともにIII期の礎石建物にともなって出

土している。W418は側面を向く組み合わせ式人形の頭部・胴部である。頭部には烏帽子を被る。W

419・420は先端を拳とみて組み合わせ式人形の腕であろう。W421はW418～420と同一の組み合わせ式人

形の一部分と捉えられ、後述するW424・425と比較して大きく『くの字』に曲がる点から同様に脚部と

考えている。先端が尖っている点は地面等に突き立てた可能性が考えられる。また、W418に開いた上下

2カ所の穿孔はそれぞれ腕W419・420、脚W421と組み合わせるために開けられた木栓孔と考えられる。

W422・W423はⅢ期の礎石建物に伴うピットP3001から出土した。W422はW421と類似しており

組み合わせ式人形の脚部、W423は薙刀を模したものと考えられる。

W424・W425はSD08より出土した組み合わせ式人形の脚部である。出土状態は両者は穿孔部が木

釘（楔）によって繋がっており、さながら歩行状態にあった。

W426は形代と考えられるが、形代の上下、種類については不明である。

W427は鳥形である。Ⅲ期の礎石建物に伴う整地面上より出土している。同様の形態のものは但東町の

集落遺跡においても出土している。

W428は独楽である。SK02より出土した。

W429は茶集である。SD08より出土した。穂数は74本、根元近くに編み糸の痕跡が残る。

W430・W431は横櫛である。いずれもⅢ期の礎石建物に伴う整地面上より出土している。W430は19

本の歯をもつ。

W432は連歯下駄、・期よりも古い層序から出土している。

W433は南口箸である。（12）層より出土した。

W434は切匙である。先端付近に穿孔がある。曲物の底板を再利用したものと考えられる。Ⅲ期の礎石

建物に伴う整地面上より出土している。

W435～W437は漆椀である。W435はⅢ期の礎石建物に伴う整地面上より出土している。W437は（1

2）層より出土した。

W438はくり物の鉢、木簡・土師器皿とともにⅢ期の礎石建物に伴う整地面上より出土している。

W439は折数である。一方に透かしをもつ。SK02より出土した。

W440・W441は曲物底板である。共に側面に釘孔があく。

W442は曲物底板、綴じ孔以外に4個の孔があく。蒸し器に使用されたものと考えられる。（12）層

より出土した。

W亜3は箱物底板の破片である。まな板等に再利用されたと考えられ、無数の刃物痕が残る。Ⅲ期の礎

石建物に伴う整地面上より出土している。

W444～W455は建物に使用されたと考えられる楔を図示した。

W4亜・W亜5は全長6cmの小型の楔である。（12）層より出土した。

W448は全長11．4cm、W449は全長9．3cmのやや小振りな楔である。W448はSK02より、W449は

SD02より出土した。W∠建9は容器の栓の可能性もある。

W447・W450～W455は全長が15cm以上の楔である。いずれも片面を削ぎ落とし、断面形状は片刃と

なっている。これらの楔はいずれもⅢ期の礎石建物に伴う整地面上もしくはその上に被覆する（12）

層から出土している。Ⅲ期の礎石建物（三間堂）が火災によって損壊し、解体された時点で現地に放置

されたものと考えられる。
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W456～W458は用途不明木器である。W456はSKOlより出土した。W457は把手と考えられる。（1

2）層より出土した。

W459～W461は六角に粗く面取りされた柱もしくは杭材である。いずれも整地層Aの西半部において

W459・W460はSDO6内、W461はSDO9内より出土した。

W462～W472は下層の遺構もしくは遺物包含層に伴う木器である。

W462は斎串である。藤田分類のA類に属する。

W463・W468・W469は人形である。W463は藤田分類のC類に属する。（17）層より出土した。W

468は藤田分類のD類に属する。調査区北西部の下層の遺構に伴う包含層より出土した。W469は藤田分

類のC類に属する。墨措きの顔をもつ。調査区北西部の下層の遺構に伴う包含層より出土した。

W464～W467は馬形である。W464・W465は藤田分類のB類、W466・W467は藤田分類のA類に属す

る。W465は下層遺構に伴って出土した。W464・W466・W467は下層の遺構に伴う包含層より出土した。

W470は桜皮が巻き付けられた棒状の製品である。W471は矢板状の製品である。W472は大型の曲物も

しくは折敷の底板である。W471・W472はいずれも下層遺構に伴って出土した。

3．小結

調査の結果、下坂地区の調査においては、戦国期の三間堂を検出することができた。三間堂は中世に

盛行する仏堂の形式である。県下では幾‘っかの三間堂が現存するが、発掘調査によって礎石の並びが検

出され、三間堂と確認できた例は珍しい。

今回の調査においてはⅤ期の時期区分が可能であり、一間堂から三間堂への変遷、また、区画の変遷

を追うことができた。これらIからⅢ期の時期に実年代をあてることは但馬地域での土師器の編年がい

まだ確立されていないことから難しく、今後の課題である。しかし、出土した木簡の内、SK02より

出土した卒塔婆については、下坂の東側の宮内地区において平成8年度に調査された宮内掘脇遺跡から

『（表）道祐禅門之霊』『（裏）天文二十三年』と記された位牌が出土している。検討の余地も残るが同一

人の可能性の高いものであり、Ⅳ期の時期の一つの目安と出来そうである。

また、出土遣物のうち、茶笑は出土例が、全国においても非常に少ないものである。人形は、これま

で袴狭遺跡群において多量に出土している人形のなかで最も新しい時代のものである。人形の使用法の

変遷を考える上で重要な資料である。

検出した三間堂は、此隅山城に近接して位置しており、時期的にも城の廃絶時期と堂の下限に違いは

ない。また、数度の火災にも係わらず建て替えられている点、出土遺物の内容等から推して、此隅山城

と関連をもつ仏堂であった可能性が高い。しかし、位置的には袴狭地区の外れにあり、下坂を越えれば

宮内地区であるという地理的要因を考えるならば袴狭村における村堂（境堂）といった性格も考慮すべ

きであろう。

第7節　国分寺1区

11土器

図化した土器は23点である。遺構出土の土器は3点で、他は包含層出土のものである。

997は須恵器高杯でSF02の杭間から出土している。遺構の時期より古い段階の土器で、直接遺構の

時期を示さない。全体に歪んでおり口径も1cm以上の誤差がある。復原径13．7cm、裾部径10．6cm、

器高10．9cmを測る。杯部下部と裾部の外面にパケ整形が残されている。内面にも同種のパケメが見ら
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れるが整形のままで、外面はロクロナデにより仕上げている。998もSF02から出土している土師器嚢

である。ほぼ完形で口径13．8cm、器高14．1cmを測る。最大腹径15．1cmは器高のほぼ中位に持つ

球形に近い小型の嚢で、内面はユビ成形ののちヘラケズリ、外面は4～5本／cmの粗いパケ整形である。

口縁部はヨコナデで仕上げ、端部は僅かにつまみ上げている。下半に黒斑が見られる。999はSDOlの

肩部から出土した土師器嚢である。やはり時期の遡る古墳時代前期の所産である。

下層の遺構面及びその上の包含層から出土しているのは12点である。須恵器は11点（1000）～

（1006）・（1008）～（1010）で土製品（1007）と土師器（1011）が各々1点ある。1000は短頸壷でロク

ロナデで仕上げられており、胎土に砂粒を含む。1001は地域色のある杯である。外方へ広がり下へつま

み出す高台端部が付けられている。全体的に器肉は厚くボテツとしている。ロクロナデののち仕上げの

不定方向のナデが施されている。自然粕が付着している。1002はやや焼きの甘い杯である。復原径14．0

cm、器高3．8cmを測り、体部は整形時の凹凸が見られる。1003・1005も杯Bで、底部はへラ切りののち

不定方向のナデで仕上げている。1003は高台が台形で下方に向くが、1005は外側へ踏ん張りぎみで広が

っている。口綾部は外反しており尖りぎみの端部である。復原径15．5cm、器高2．1cm。1004は皿で

1006は高杯脚部である。ともに板状工具での整形痕がみられる。1007は土製品の脚部である。指圧痕が

明瞭に残ることから、硯よりは土馬の脚部ではないかと思われる。垂直方向に延びずにやや斜めに延び

ている。下面はやや丸みを持つが平坦である。1008は壷の底部で、やや上げ底ふうになっている。底部

直上に凹線が見られる。器肉は厚めである。内面には自然粕がかかっている。1009は外面に縦方向のタ

タキが見られ、韓式土器かと思われる。厚めであるが、急激に薄くなっていることから、甑になるかも

しれない。1010は大型の嚢の口綾部で、ロクロナデで仕上げている。復原径25．4cmである。1011は内

面に螺旋状の暗文のある土師器皿で、丁寧な作りである。外面は細かいヘラミガキを施しており，口綾

部はやや外開きぎみに延び丸く納めた端部へと続いている。外面には黒斑が見られる。復原径11．9cm、

器高1．75cm。

上層の遺構面とその上部の包含層から出土した遺物で図化したのは8点である。1012～1014は杯で、

1012は土師器を模したようなタイプである。体部中央に甘い稜線に近い屈曲が見られる。端部は尖って

いる。高台も外開きで柔らかい感じで端部は丸く外方へ延びている。1013は高台端部に面を持ち屈曲し

て下方へつまみ出して丸く終わっている。杯部は内湾ぎみに延びている。ロクロナデである。1014は底

部の大きいもので直立ぎみに口縁部に続いている。底面の整形が丁寧なら大型の土器の蓋かとも思われ

る器形である。焼成は不良で生焼けに近く、胎土にクサリ礫を多く含んでいる。1015は皿で底部はヘラ

切りである。1016は杯で外面に墨痕が残っている。文字として判読はできない。高台は外開きで底径の

わりに口径がやや大きい。復原径12．65cm、底径7．8cm、器高3．25cm。1017・1018は同一個体の可

能性の高い土師器椀である。外面（1017）と内面（1018）に各々墨書が残っている。文字であることは

確実であるが、判読出来ない。1019は手捏ねのミニチュア土器である。器肉は厚く、ユビ成形ののち口

緑部と外面をナデている。口緑部は大きく歪んでおり、器肉は厚い。

2．木器

遺構面は2面あり、上層の遺構がSDOl・SFOl・SF02で、下層の遺構がSD02である。

包含層出土遺物も多く、層ごとに図化している。

SD Ol　底粗砂　出土遺物　（W485～W492）

5区と9区に限られており、5区ではW486の小型の斎串Aを図化した。長さ11．8cm・幅1．6cmで
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圭頭部の左右のバランスが崩れている。切掛けは右が3回、左が2回である。基部は尖らせているが、

大きなケズリで作っている。頭部は右が広く、基部は右が狭くなっている。木取りは柾目取りで少ない

例である。9区では人形El点（W485）、馬形B2点（W491．W492）、斎串A3点（W487～W489）と建

築材1点（W490）を図化している。W485は通有の人形Bと同じであるが切掛けが認められない。右足

は欠失しており、左足も僅かに端部を欠いている。残存長23．1cm・幅2．9cmを測る。馬形はともに裸

馬で脚は4本である。脚はともに残っていない。W492の後脚は斜め後方へ延びている。長さ29．65

cm・幅3．9cmを測る。斎串は長さが異なっている。W487は長さ24．6cm・幅2．1cmで切掛けは行ってい

るが回数は不明である。長さの割に幅が広いのが特徴である。木目の段が明瞭に残っている。W488は長

さ28．5cm・幅1．65cmで切掛けは右が5回以上、左が4回以上行っている。基部はケズリによって尖

らせているが、仕上げは租い。W489は長さ38．6cm・幅1．5cmで頭部が小さい。切掛けも小さく右が

4回、左が5回認められる。W490は長さ19．3cmの心持ち材で、径は8．6×8．2cmである。租いケズ

リで、ケズリ残している部分も多く認められる。樹皮に近い部分も残っている。下部は折っており、丁

寧に尖らそうとは意図していないようである。上部は中央部分を円形に削り出しており、建築材の組み

合わせ部分にも見える。建築材を転用した可能性も残されるが、栓のような使用用途が考えられる。

他に図化していないが、斎串Aが8点と斎串片と思われる板材が10点出土しており、集中する単位

とすれば、人形1点・鳥形2点と斎串Aが21点以内と不明材1点ということになる。

SDOl　底ピート層　出土遺物　（W493～W508・W526）

図化した遺物16点は5区で集中して出土したものである。馬形2点はともに4本脚でW494には脚が

残っている。W493は背部に切欠きのない馬形Cで頭部端に切り込みではないが段を有している。W494

は磨滅しているが馬形Bで長さ28．3cm・幅6．2cmを測る。人形（W495）はA類で長さ31．3cm・幅

2．6cmで、切掛けは右が1回以上、左が2回以上である。舟形（W496）は長さ31．2cm・幅3．05cm、

高さ2．4cmである。中央部分21．6cmを緩やかなⅤ字形に削って作っている。船首と船尾は明確である。

ケズリっ放しで丁寧な作りとはいえない。W497は特殊刀形で長さ35．5cm・幅1．9cmを測る。切掛け

は右が4回以上、左が2回以上ある。柄部分の左側の段は一般的だが、右側の切欠きがあるのは異例で

ある。3か所認められる。W498～W506は斎串Aであるが大きさはバラバラでタイプにも変化がある。

砂入遺跡のように同じ斎串をセットにして使用するのとは祭祀形態が異なるのであろうか、統一性が認

められない。W498は長さ22．3cm、切掛けは右7回、左4回以上である。W499は長さ29．25cm、切

掛けは左右とも4回である。W500は長さ29．9cm、切掛けは左右とも6回である。W501は長さ29．8

cm、切掛けは左が4回、右が4回以上である。先は鋭利でシャープな先端である。W500と形状は似てお

り、ともに切掛けが強くしっかりしている。W502は長さ29．8cm、切掛けは左が3回、右が4回以上

である。先は鋭く尖っている。先端近くに何かの圧を受けた痕跡が残っており、何かで縛ったり束ねた

痕跡かもしれない。W503は長さ28．7cm、切掛けは行われているが、回数は不明である。W504は長さ

32．6cmで切掛けは左が8回以上、右が6回以上なされている。W505は長さ41．5cmとやや長く、切

掛けは左が1回以上、右が3回以上認められる。頭部が丸みを持ちやや長めである。幅は中央付近が狭

く両端に向かってやや広がっており、全体に磨滅している。W506は長さ60．0cm、幅1．75cmとこの

遺構での最大の斎串である。深めの切掛けを入れており、左右とも3回以上ある。木目の段が残されて

いる。W507は長さ37．9cm、幅1．8cm、厚さ0．7cmの斎串AOに分類される切掛けのない斎串である。

他の斎串が厚みが0．2～0．4cmであることから比べると倍近くあり、頭部に割ろうとする刃の切り込み
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があることから、斎串Aの未成品の可能性が高い遺物である。2枚分の斎串であるが、厚みは異なって

いる。同じ原体の斎串は確認していない。W508は長さ30．6cm、幅は両側の広い部分で3．3cm、中央

の棒状部分で2．3cmを測る。棒部分の両側は丸く仕上げており、両側は上下を平坦にし中央に10cm前

後の不定形の孔を開けている。直交せず斜め方向にともに同じ方向を向いている。孔部分は磨耗してお

り、使用されていたことが明瞭である。自在と考えられる。W526は大型の曲物である。現況は48．

1×64．7cmの楕円形を里しているが本来は円形だったと思われる。高さは10．0cmで、約10cm重複

部分があり、その外面端部近くを樺皮で留めている。内面は曲げるための刃物によるケビキ痕が多く見

られる。大半は斜線であるが、一部（約1／8）は斜格子に入れている。側板の幅は生きているが、この

下にまだ側板が続いているものと思われる。今の部分には接合痕や底板との接合部が見られない。

図化していない遺物は他に斎串の破片が14点ある。部分であるが、現状からはすべて斎串Aである。

斎串が主体の祭祀で人形の割合が低い特徴を持つ。自在を除くと曲物も祭祀具を入れる（運ぶ）容器と

すればすべて祭祀用具ということになる。

SD Ol　上層　出土遺物（W509～W525）

上層の遣物は7区を中心に出土している。W509は斎串の頭部分であろうが、頸部で意図的に刃物によ

り折っていることから形代の可能性のある製品である。長さ8．9cm、幅1．9cmを測る。W510・W511は

斎串Aで、ともに先端を僅かに欠いている。W510は長さ28．4cm、幅2．2cmと幅広のタイプで、切掛

けは左が8回以上、右が3回以上ある。切掛けがシャープで頭部も鋭く作っている。W511は長さ36．

95cm、幅1．6cmで切掛けは左が2回以上、右が6回以上ある。頭部が細長いもので、頭頂は丸みを持

っている。W512～W514・W516～W521はバラバラになっているが、本来は組み合わせ関係のある木製

品である。W512～W514・W520・W521は軸部分で、他は軸が挿入された軸受けの横木である。出土状

況からは2本ずつの4本で1セットとなっており、2組が重なって出土している。W521は軸で唯一完全

な形を残している。長さ49．4cmあるが、部分は3つに分けられる。断面長方形の先端部と軸受け間に

恢まる細かく面取りをした断面多角形部分と断面方形の下部分である。この変化点の外側（多角形でな

い部分）に横木が位置する。先端部は長さ4．6cm、断面0．7×0．45cmで片刃を付けたように尖って

おり、丁寧な仕上げが行われている。中央部分は細かい面取りをして六～七角形に断面がなっており、

長さ22．8cm、幅0．75×0．65cmを測る。下部は長さ22．0cmで、断面0．8×0．65cmの方形に仕

上げている。他の軸木はすべて折れて欠損しているが、ほぼ同じ大きさになるものと思われる。木取り

は柾目と板目の両方がある。横木は2個が完存している。W518でみてみると長さ35．8cm、幅1．9cm、

厚さ0．35cmを測る。端部から3．5cmのところから方形の孔を施している。上の孔で0．7×0．5cmの

大きさである。W513・W517・W518・W520が1組、W514・W515・W519・W521が1組である。組み合

わされた内側の法量は前者で22．8×26．8cmである。紡織関係の遺物であろうか。W516は板材とし

て似ているが、孔が小さく2か所あることから、建築材としておく。馬形は3点図化している。鞍の表

現のある飾り馬（鳥形A）が1点（W525）ある。ケズリによって加工しており、高さの低い鞍を削り出

している。材質も良く、残存状態良好の馬形で表裏ともにケズリが認められる。上下の端面も面取り状

に加工している。脚は4本さし込み痕が確認できる。後脚のいずれか不明ながら1脚約6cmの長さの脚

が残っている。内側の片方をクサビ状に削り出して差し込んだものである。長さ21．15cm、幅4．8cm。

他の2点は裸馬の馬形Bでともに4脚である。W523は長さ18．75cm、幅4．5cmで、W524は長さ23．

6cm、幅4．4cmである。ともに口先部分が欠失している。W523は前頭部に刃で削った痕跡が残ってい
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る。

SDO2　最下層　出土遺物（W527～W533）

図化した遺物は人形1点、馬形2点、刀形1点、斎串3点の7点であるが、出土した遺物は他に斎串

が8点ある。W527は人形Bで長さ28．3cm、幅4．5cmで股のくり込みも古いタイプである。手は左が

2回以上、右が1回以上確認できる。足首のケズリ方も左右対象でない。W528は刀形で長さ40．25

cmを測る。切掛けは5回以上あり、鋒は剣状である。柄部分は段で区別し柄頭部分をケズることによっ

て全体に反った印象を受ける。W530は馬形Cで残存状況が悪い。腹部にさし込み跡があり1本脚の馬形

である。W531は馬形Aで長さ20．0cm、幅3．85cmで低く幅の広い鞍を有する。脚は4本で差し込ん

だ一部が残存している。W529は斎串Eであるが長さ11．1cmと小型である。切欠きは左右各2回と少

ない。切掛けは行われているが左右とも回数は不明である。W533・W534は斎串Aである。図化してい

ない斎串も同じタイプの破片と思われる。

SDO2　底　出土遺物（W534～W573）

人形は6点図化しているがタイプは異なる。W534は長さ41．5cm、幅5．1cmで保存状態は悪いが、

木目の段が残ったままであり、精製品とは思われない。手の切掛けは右が2回以上で、左は不明である。

W535は腰部分を挟り込んだ少ないタイプである。腰の上部から手の切掛けを行っているが、上部が残っ

ていないことから回数は不明である。股部分の表現が特徴的で、上から下へ斜め方向にケズって股間を

表している。足は丁寧に作り出しシャープに仕上がっている。W536は人形Aの大型品である。手は左が

3回、右は2回以上確認している。頭部は小さい。W537は手の切掛けが認められないもので、形状は付

札に似るものであるが、材が平滑でないことから取り敢えず人形に扱っている。未製品になるのかもし

れない。W538・W539は大小はあるが人形Bである。やはり切り込みによって股を作っている。W539は

足の短い人形である。長さは13．8cmで足は3．4cmである。手の切掛けは左右とも3回である。W538

は長さは22．4cmで、手の切掛けは左3回、右2回である。W540は数少ない刻みで顔表現を行ってい

る人形である。股は通有のオリによって作っている。手の切掛けは左右1回認められる。馬形は7点図

化している。鞍のあるのが1点（W545）で、他は裸馬であるが各種類ある。W542は2脚が中央やや上

に両面認められる。それ以外はすべて4脚である。W封1のように位置の高い部分に切り込みが見られる

ものや、W嶺3のように低い位置にあるのもある。中央から左右離れているものと近接しているものがあ

る。W洪2・W洪3には差し込み部に脚が残っている。

W548はやや大型の舟形である。両端4．5cmを尾首として残し、間を断面Ⅴ字形に鋭利にケズり込んで

いる。どちらか船首かわからない。長さ64．2cmでほぼ完形である。W549・W550は刀形である。W549

は柄部分の破片で、頭部下に切り込みがある。W550には切掛けが4枚あり、刃部も作成時の刃が当たっ

たことにより切掛け状になっている。木目による段が残っており、精品とはいえない。柄頭手前はケズ

りよって表現している。残存状態は良好で、38．45cmを測る。W551～W571は斎串か斎串の可能性の

高い遺物である。W551は切掛けが左右とも3回で先端は左の方が大きく削っている。長さ27．8cmで

丁寧な作りである。W552は切掛けが左が6回以上、右が13回である。この斎串の切掛けは特殊で、大

きく3回の切掛けを行いその先端部から浅く3～5回（中央は3回で両端が5回）個々に行う2段階の

方法を採っている。この遺構出土の斎串Aはこのタイプの切掛けが多い。W553は長さ27．8cmで切掛

けは左が7回、右が15回である。袴狭遺跡では少ない曲がった材を使用している。W554は長さ25．

1cmで切掛けは左右とも4回以上である。左側辺に段があり、先端は右側の方を大きく削っている。W
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555は長さ31．9cmで切掛けは左が6回以上、右が2回以上である。W556は長さ36．7cmで切掛けは左

右とも4回以上である。W557は長さ35．55cmで切掛けは左側だけに5回認められる。刀形の1種の

可能性も考えられる。右側には2か所切欠きがある。残りは良い。W558は切掛けは左が6回、右が8回

である。W559は切掛けは左が19回以上、右が3回以上である。W560は長さ38．8cmで切掛けは左右

とも6回以上で大きく2単位に切ってから細かく分けている。頭部は大きく平坦に近い形状である。木

目の段が残り、材も断面三角形になっている。W561は長さ37．95cmで切掛けは左が12回以上、右

が9回以上で、丁寧な作りである。W562は切掛けは左が3回以上、右が6回以上である。左側先端を租

く削っている。W563は切掛けは左が4回以上、右が9回以上で、頭端は直線的になっている。W564は

切掛けは左が7回以上、右が6回以上で、木目の段を残している。W565は長さ62．9cmと長いもので、

切掛けは左が3回以上、右が2回以上である。材の木目が細かく種類が異なるかもしれない。W565は長

さ32．25cmの細い柱状で斎串Cの範噂と考えている。W567・W568は斎串Dに分類される斎串である。

W567が平面台形で切掛けは6回以上ある。W568は平面平行四辺形で切掛けは10回認められ、長さは

25．5cmを測る。W569は斎串Eで切欠きは左に6回、右に7回あり、切掛けは左が1回以上、右が4

回認められる。W570は薄板状のもので、右側に切欠きがあることから刀形の柄部分かと思われる。W

571は材質の良い板であるが、切掛けは見られない。先は尖らせているが、未製品と思われ、斎串かどう

かは決定できない。W572は田下駄足板で孔によって結合するタイプのもので、8孔が上から下に向けて

開けられている。長さ56．3cmとやや大型で、細かい加工は行っていない。W573は木錘で心持ち材を

半裁したB類である。上端を両面から削り出して棋状に仕上げている。長さ18．05cmである。

SDO2　下層　出土遺物（W574～W600）

人形は4点図化している。AとBが2点ずつで、頭部の形状も変化がある。W57射ま足の短い人形で長

さ27．4cmで足は4．7cmである。股はケズリで作っており、切掛けは左が2回以上、右が3回以上であ

る。頭は圭頭で撫で肩である。W575は頭の小さい人形Aで切欠きが2対ある。長さ15．15cmを測り、

切掛けは左右とも1回である。W576は切掛けは左が5回以上、右が3回以上である。木目の段が残って

いる。頭は長く圭頭になっており、冠を意図しているかもしれない。W577は人形の片側の破片である。

切掛けは2回以上認められる。

馬形は鞍のない裸馬だけが出土している。図化したのは8点ですべて4本脚である。ただ、形は尻の

角張っているものや丸いもの、下から丸くしているものなどと変化がある。大きさもW579の17．1cm

からW583の28．2cmとばらつきがある。W585は口の切欠きがなく数少ないものである。W586は切掛け

が5回以上ある刀形で柄部分をケズリによって表現している。長さ33．85cmで木目の段を残している。

W587は鋤形で長さ18．9cm、幅2．1cmの丁寧な作りである。端面はすべて面取りをしている。斎串は

12点図化しているが、出土総数は90点余り出土している。ほとんどAであるが、Eも3点出土して

いる。そのうちの2点は接合関係があり、砂入遺跡の斎串同様に木目に沿って板目材の厚板から複数の

斎串を作り出したものと思われる。W588の長さ11．9cmの小型の斎串Eが接合資料である。同型の斎

串がもう1点存在する。欠損しているが、切欠きは2対あったようである。切掛けは左が2回、右が1

回以上認められる。W591も小型の斎串Eで、3対の切欠きがあったようで、切掛けは左右とも2回以上

ある。他は大小はあるものの不明か斎串Aである。W589は回数は不明だが切掛けはあるもので、W590

は切掛けが左右2回以上ある。W592は長さ18．9cmで切掛けは左が2回以上、右が3回以上ある。切

掛けの位置は低く、頭部は尖っている。W593は切掛けが左が12回以上、右が16回以上あるもので、
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底出土のものと同じく大きく3単位で切掛けを行い、細かくさらに割ったものである。木目が細かく樹

種が異なる（ヒノキ）かもしれない。W594は先端を左側を大きく削り出している。切掛けは左が8回、

右が3回以上である。W595は切掛けを左右とも3回以上行っている。W596は細長い斎串で長さ39．8

cm、幅1．25cmを測り、切掛けは左が2回、右が3回である。W597もW596と似た形で、切掛けは左右

とも2回以上である。W598は切掛けは左右とも4回以上で、頭部は上下とも丸い。W599は切掛けかか

っているが、確実な切掛けはない。形状からは刀形と思われる。長さ58．0cmで、左側に2か所切欠き

を入れている。右側も段によって柄部を表現しているか。残存状態は良好である。W600は1木から削り

出して作った下駄である。4穴の下駄で余り使用されていないようである。

SD O2　上層　出土遺物（W601～W616）

上層の遺物はW615以外は南側肩部に集中して出土した一群である。図化していないものも含めると総

数で201点出土している。器種では人形・馬形・刀形・斎串・曲物と建築部材がある。大多数は斎串A

であるが、砂入遺跡のような集中度はなく、同一点からも斎串C・D・Eが出土している。個体として

確実に認識できる数は、斎串Aが17点、斎串Cが2点、斎串Dが6点、斎串Eが1点ある。斎串Dは

5点が集中して出土しており、砂入遺跡の祭祀形態（出土状況）に似たものがあるが、他はまとまって

いない。斎串Aも体部を同一と考えれば同じ状況になろうが、同じAでも大きさ・タイプにバラエティ

があり異なった使用方法であったと思われる。

W601は人形で全長17．9cm、幅3．2cmを測り、切掛けは左右とも2回以上である。股は折りによっ

て作るのではなく、両側から削って作り出すⅤ字形になっている。頭は角張っており切欠きは頭部が水

平の撫で肩の人形Bである。W609は刀形で、長さ36．1cm、幅1．85cmを測る。切掛けは8回以上認

められる特殊刀形である。切欠きは2カ所にある。残存状況の良い製品である。斎串は12点図化して

いる。A類が多く、W602は小型のものである。長さ14．3cm、幅1．3cmを測り、切掛けは左右とも1

回以上である。W603は圭頭で頭部が長く、切掛けが多い。左が8回以上、右が6回以上認められる。W

604は切掛けを大単位で切り細かく割るタイプのもので左が9回以上、右が3回以上である。他の斎串よ

り上部から先端を削り出している。長さ35．7cm、幅2．55cmを測る。W605も切掛けは大きく割って

から細かくするタイプで左右とも13回以上認められる。長さ38．25cm、幅2．0cmを測る。W606は

材料が租悪で木目の段が見られる。断面も三角形になっており、先端も両側からでなく右側からだけ削

り出している。長さ37．5cm、幅3．1cmを測る。切掛けは左が4回以上、右は不明であるが回数は多そ

うである。W607も切掛けは単位を作ってから細かく切っている。ともに2単位で左は6回、右は4回以

上である。木目が残っており平滑ではない。頭部は平坦で、長さ41．1cm、幅2．45cmを測る。W608

は先端近くが曲がった形態をしている。長さ39．4cm、幅1．8cmを測り、切掛けは左が5回以上、右が

3回以上である。W610は長さ21．75cm、幅1．9cmを測り、先端はやや上部から削り出している。右

側からの方の切り込みが大きい。切掛けは単位を持つもので、左は2単位4回以上、右は2単位7回以

上である。W611は長さ35．65cm、幅1．15cmを測る斎串Cである。断面は長方形で頭部に1回以上

の切込みが見られる。先は鋭利に尖らせている。W612・W613は斎串Dで台形タイプである。W612は長

さ14．3cm、幅1．15cmを測り、柾目材の数少ない木取りである。切掛けは上部に1回以上ある。W

613は長さ21．3cm、幅1．85cmを測り、切掛けは上部に9回認められる。W614は斎串Eで痛みが激し

いが、精製とは言えない。木目をそのまま使っており、切掛けは左が3回以上、右が1回以上ある。切

欠きは頭部側面に左が4回、右が3回施されている。長さ12．3cm、幅2．1cmを測る。W615は棒状の
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製品で、斎串とするならC類の変形となろう。上下ともに尖らせており、長さ43．2cm、幅1．9cmを測

る。木目が残ったままである。W616は曲物蓋で比較的保存状態が良好である。径18．5cm、高さ7．4

cmを測る。下部はやや開いている。蓋は内面は特にヤリガンナによる仕上げ痕跡が明瞭である。体部と

は樺皮によって結縛している。樺皮は3重に巻いている。

S F O2　出土遺物（W617～W627）

図化した点数は11点であるが、出土総数は34点である。内訳は人形6点（A3点、D3点）、鳥形

5点（Al点、B4点）、人形足部2点と他は斎串Aである。人形足部があることと、出土人形の中に足

先端を欠いているものがあることから、砂入遺跡同様に原位置で人形などが突き刺されていた可能性が

ある。遺構面が砂層で確認できなかったことがl苦しまれる。

W617は人形Aで股も折りによって作っている最も多いタイプである。切掛けは左は2回以上、右は8

回以上である。木取りは斜め方向の板目で、材の厚さも中央から先端部にかけて極端に薄くなっていく。

中央部で0．8cmが端部では0．25cmになっている。幅は3．55cmで足先端を欠いている。W619も人形

Aで股も折りによって作っているが、足の形態が直線でなく、一度幅を狭めた形態でやや短い。切掛け

は左右とも3回以上である。長さ25．7cm、幅3．8cmを測る。木目の段が残ったままである。W618は

人形DでW617同様木取りは良いとはいえない。頭部は尖っており細長いのが特徴である。長さ23．4

cm、幅2．3cmを測る。切掛けは左が2回以上、右は4回以上である。W620も人形Dであるが、頭部が

短い。股もⅤ字形に近いが最後で折りを行っている。切掛けは左が4回以上、右は3回以上である。長

さ20．65cm、幅3．4cmを測る。W621は裸馬の馬形で長さ23．9cm、幅4．95cmを測る。両側面に脚

の切り込みのある4本脚である。斎串はすべてA類である。W622は切掛けは左が5回以上、右は3回以

上である。長さ33．4cm、幅1．8cmを測り、先端がやや痛んでいる。W623は切掛けは左が3回以上、

右は4回以上で2単位で切掛けを行ったのち細かく割っている。長さ38．3cm、幅2．2cmを測る。やは

り先端が痛んでいる。W624は切掛けは左が2回以上、右は3回以上である。長さ40．7cm、幅2．75

cmを測る。W625は細長いもので、長さ48．8cm、幅2．75cmを測る。木目が細かくヒノキの可能性が

高い。切掛けは左が3回以上、右は4回以上である。W626は小型の斎串で、切掛けは単位を施すもので

ある。左右ともに2単位3回以上である。切掛けは深くまで長さを持っている。長さ25．2cm、幅2．1

5cmを測る。W627も単位を持つ切掛けで、ともに2単位で左は10回以上、右は5回以上である。頭部

は作業工程の1枚に分ける際の割れ残りが見られる。長さ31．2cm、幅2．15cmを測る。

SF02の遺物は全体に使用痕跡と思われる先端部の痛みや人形の足部などが見られ、原位置での祭

祀を行った可能性の高い一群である。また、材もヒノキの良品も含まれているものの粗悪な部品が多く、

量をそろえる必要があったことが想定される。斎串の製作も大きく厚い板材を租加工して細かく1枚ず

つに剥ぎ、細かく仕上げる砂入遺跡と同じであることが、SF02から出土した一括出土の斎串から判

明した。

SD Ol　上部　出土遺物（W628～W643）

SDOlの上部で溝肩部分にオーバーフローして出土した一群である。85点出土しており、そのう

ち16点を図化した。斎串が大半で、他に曲物の樺皮が出土している。

W628は人形Bで股は削りによって作っている。切掛けは左右とも2回以上である。頭部は丸みを持っ

ており、長さ16．25cm、幅2．65cmを測る。足は尖っており、特に内側から大きく削っている。W

629は人形Aで切掛けは左右とも1回以上である。股はやはり折りを使っていない。長さ27．6cm、幅
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4．1cmを測る。裏面は木目の段が残っている。W630は人形Dで長さ30．8cm、幅3．6cmを測る。右足

の下半が木目1枚分削られ薄くなっている。切掛けは左が2回以上、右が3回以上である。W631は人形

Cで長さ33．3cm、幅3．5cmを測る。刻みによった顔表現を施している。目と口だけの簡単な表現であ

る。切掛けは左が2回以上、右が1回以上である。W632・W633とともに裸馬の馬形で4本脚の差し込

み痕跡がある。W632は削って面を作っている。長さ15．75cm、幅3．5cmを測る。W633は長さ23．2

5cm、幅4．3cmを測る。残存状況は不良である。斎串は体部だけの不明のものがあるが、確認できるの

はすべて斎串Aである。W634は長さ32．05cm、幅2．0cmを測り、切掛けは単位を持つものである。

左が11回以上、右が8回以上である。体部下半は厚くなっており、2枚分はある。分離する際の失敗

部分か。W635は長さ34．8cm、幅2．6cmを測り、切掛けは左が4回以上、右が9回以上である。W636

は長さ34．75cm、幅2．2cmを測り、切掛けは単位を持つもので左が7回以上、右が9回以上である。

裏面には木目の段が残り、頭部は平坦である。W637は頭部を欠いている。切掛けは左右とも1回以上で

ある。幅0．7cmと幅の狭い細長い斎串である。W638は木目の詰まったヒノキかと思われるもので曲が

った特徴ある形態をしている。切掛けは単位で切るもので、左が2単位5回以上、右が2～3単位4回

以上である。長さ26．25cm、幅1．2cmを測る。W639も全体に湾曲した形状になっている。切掛けは

ともに2単位で左が7回以上、右が9回以上である。長さ26．6cm、幅1．4cmを測る。W640は長さ2

6．6cm、幅1．4cmを測り、切掛けは左が2回以上、右が3回以上である。W641は長さ23．7cm、幅2．

2cmを測り、切掛けは単位を持つもので左が5回以上、右が3回以上である。数少ない柾目材で断面は

三角形に近い形である。先端は痛み僅かに欠失している。W糾2は切掛けは左が4回以上、右が3回以上

である。長さ28．2cm、幅2．2cmを測る。W643は長さ30．35cm、幅3．5cmを測り、体部の高い位置

から削っている。切掛けは左右とも2回以上である。

ピート層　出土遺物（W644～W712）

これからの遺物は上層遺構より上層の包含層出土遺物である。ピート層からは最も多くの遣物が見ら

れる。68点図化している。人形が6点、馬形が28点、舟形が7点、その他形代が6点、斎串が11

点、生活具が5点、農具が2点、機織具が1点で、2点が不明である。当然出土総体では斎串が最も多

く出土しており、全体の半数以上を占める。包含層であることから完形品のみを図化した。斎串Bは認

められない。馬形の比率は確実に人形より多いようである。

人形はB類の方が多く4点である。W646は刻みによる顔表現がなされている。股表現は通常の折りの

形はW644・W646の2点だけである。W644は腰表現もなされ、切欠きが見られる。切掛けは左右とも2

回以上である。W645は左が2回以上で、右は不明である。W646は左が2回以上で、右は3回以上であ

る。W6封は単位のあるもので、左右とも6回以上である。W655は左右とも2回以上、W656は左右とも

3回以上である。W6弘は削りで股を作っているが最終段階のみ折りで作っている頭の短い幅の広い人形

である。

馬形は裸馬（B）が多く21点である。飾り馬（A）は5点である。脚は4本脚のものが大半である

が、脚のないものもW653の1点だけある。W648・W668は腹に1本脚を差し込んでいる。W666は4本

脚であるが強く突き刺したようで、両面の脚が突き抜けている。片面の図では8本と見えるが突き抜け

た状態を図化している。W671・W676のように面にケズリの加工痕が明瞭に残っているものもある。長

さは16．8cm～29．4cmと幅がある。小型のものが少なく25cm前後のものが多数を占める。タテガミ

の表現のあるものが2点ある。W671は表裏ともにケズリ痕を残すもので4枚の切掛けを入れている。
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W673は1枚の切掛けである。裸馬であるが、腹部分の中央だけ残すタイプはA類の飾り馬に多いタイ

プである。材は断面三角形になるなど悪い部分を使用している例も幾つかある。口を表現していないも

のW6祖もあり、変化に富んでいる。

その他形代は、円板状のもの（W678）、動物形（W679）（W680）、剣形（W681）、刀形（W682）（W

683）の6点である。W678は粗雑に丸く仕上げているが、裏面が木目の段を残したままであり、円板状

としかいえない。径は4．9cmである。W679・W680はともに小型のもので、W680は勾玉状のものである

が、背部分に孔が見られる。祭祀使用時の痕跡なら興味深いものである。W679は勾玉状に突出部が付い

た形状をしている。長さ8．95cmを測る。W681は長さ16．1cmで、W683は34．3cmを測る。W682は

3回以上の切掛けを行い2カ所の切欠きを行う。W683は2回の切掛けと2カ所の切欠きを行っている。

舟形は6点図化している。W684は長さ44．35cmで、幅8．1cm、厚さ2．0cmを測る。内側を削って

いるのは通有であるが、舶先部分も削り込んでいることが特殊である。内面には加工痕が明瞭に残って

いる。底面には刃痕が多く見られ、別の使用方法があったかもしれない。W685は長さ27．6cmで、中

央部分を全体に削り、長辺の側壁を有していない。両端の上面は割ったままで、仕上げを行っていない

租加工である。W686は長さ34．7cmで、中央部分を僅かに窪めた程度のものである。側面は削ってお

り、舶先だけかろうじて表現している。W687は中央部分を削りによって彫ったもので、底面も丸く削っ

ている。前後の明確な差はない。内面は租雑なままである。長さ33．6cm、幅9．4cm、厚さ2．7cmを

測る。W688は船尾が直線で、舶先は尖らせている。長さ31．3cm、幅11．7cm、厚さ2．6cmを測る。

内面は丁寧に仕上げている。他の形代が針葉樹であるのに対して、これだけ広葉樹と特殊である。船尾

部分は火を受けて炭化している。W689は長さ22．8cmで、最も租雑な作りである。中央を僅かに削る

ことによって舟を表している。痛みが著しい。

斎串はB類以外の各種が出土している。特殊なタイプはW690である。基本的に斎串Aであるが、斎串

Bのような下からの切掛けが見られる。ただ、対にはなっていない。普通の切掛けは左が1回以上、右

が2回以上である。下から切り込み、切掛けは左が4回以上、右が2回以上である。先端部は痛んでい

る。斎串Cは2点あり、W692は針状の小型品である。切り込みはなく、方形に近い断面である。W694

は長いものでありヾ　断面は長方形である。頭部に大きな切り込みが見られる。このタイプは砂入遺跡で

は断面方形であり、やや変わっている。他に棒状のものが数点出土している。斎串Dは5点出土してお

り、すべて台形である。W696のみ切掛けが入っており、8回入れられている。斎串Eは比較的多く認め

られる。8点出土しており、4点図化している。W698は切掛けが左が4回、右が1回以上である。切欠

きは左右とも3カ所である。長さ11．9cmと最も小さい。W699は切掛けは単位のあるもので、左右と

も2単位6回である。保存状態が良好で切掛けの状況もよく把撞できる。切欠きは左右とも6カ所であ

る。W670も保存状態の良い製品で、先端が右側から大きく削っている。切掛けは単位のあるもので2単

位である。左が8回以上、右が3回以上である。切欠きは左右の回数が異なっており、左が8カ所、右

が9カ所である。W701は最も大きいもので、37．3cmを測る。切掛けはやはり単位のあるもので、左

右とも2単位で4回以上である。切欠きは左右とも8カ所である。W691は棒状で断面が丸い。形状的に

は斎串Cに類するが特徴的な遺物である。長さ29．3cmで左側から大きく削っている。W693も特殊遣

物で不明品である。斎串Aの未製品であろうか。

農具は田下駄だけである。W702は足板であるが火を受けており、大きく歪んでいる。3孔のタイプで

ある。W707は横方向の庄痕が見られ、組み合わせタイプの足板であろう。W711は組み合わせ孔が並ん
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でおり、方形枠ではないかと思われる。

W712は壷鐙である。内面は削りで仕上げている。W709は機織具、W710は火鐙臼で7カ所の臼部があ

る。W704はタイプは孔を有する田下駄C類であるが、両端に木釘が打ち込まれている。W705は題鼓に

似ているが断定できない。W704は下駄で左足のものである。底は相当摩り減っており、長期間使用され

たことを示している。長さ23．0cmを測る。

ピート層　上層　出土遺物（W713～W718）

人形は2点図化しており、ともに顔の表現が認められる。W713は刻みで、撫で肩である。切掛けは左

右とも4回以上である。W714は墨書人形である。顔部分の破片で、写実的なものである。馬形は3点で

すべて4脚で、馬形Bが2点である。

灰褐砂　出土遺物（W719～W790）

包含層でピート層に次いで多くの遺物が出土している。出土総数は251点であるが、図化した点数

は72点である。人形は15点、馬形は27点、舟形は3点、その他形代は4点、斎串は9点、田下駄

2点、容器4点、下駄1点、火費目1点、木錘2点である。

人形はA類が5点、B類が2点、C類が6点、D類が2点である。W719は短い人形で切掛けは左右と

も2回以上である。長さ13．25cmを測る。W720は切掛けは左右とも3回以上である。W721は切掛け

は左右とも1回以上で、頭部が非常に短いタイプで、しかも刻みの顔表現のある特殊タイプである。木

取りも追柾目と特殊である。W722は切掛けのない特殊タイプで、刻みの顔表現がある。W723は1本足

という特殊な人形である。切掛けは左右とも1回以上である。W724は切掛けが左右とも3回以上である。

W725は切掛けが左が5回、右が3回である。W726は切掛けが左右とも3回以上である。W727は切掛け

が左右とも1回以上である。W728は切掛けが左が2回以上である。W729は切掛けが左が5回、右が4

回である。W730は大型の人形で切掛けは左が1回以上である。W731は切掛けが左右とも3回以上であ

る。刻みの顔表現がある。目と口だけでなく、鼻の表現もあり写実的である。W732・W733は墨書によ

る表現がある。

馬形は飾り馬（A）が8点で、Bが18点で、表現のないものが1点である。炭化したものW739、背

部が直線的なW752などもある。4本脚のものが、大半であるが、腹に差し込み痕跡のある1本脚もある。

タテガミ表現のあるものはない。

舟形は3点あり、いずれも大きく窪ませない作りである。特にW770は中央を僅かに窪めただけである。

W772は両端を尖らせせているが、内側は浅い。長さ14．9cmを測る。

他の形代は特殊刀形が2点で、W761は切掛けが3回以上行われている。切欠きはなく、柄部はやや刃

部へ肥厚させている。長さ32．3cmを測る。W763はやはり切欠きのないタイプで、切掛けは3回以上

である。先端が尖っていない。剣形も2点W762・W764で、ともに刃先のみの部分である。W765は脚が

複数ある形代である。

斎串も各種出土している。W766は斎串Bであるが、頭部が平坦で全体の形状はA類のものである。1

対の切掛けで単位を持つものである。上部は2単位で左は2回以上、右は8回以上である。下部は3単

位で、左は3回以上、右が7回以上である。長さ41．8cmと通常の斎串Bより短い。斎串Cは大小があ

る。W768・W769は細長いもので、頭部に切り込みがある。下は尖らせている。W773は小型で両端とも

尖らせている。斎串Dも特殊なものがある。W77射ま本来は台形になるタイプだが、平行四辺形に近い形

になっている。切掛けは15回である。W775は通常の台形斎串である。切掛けは22回以上で、長さは
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21．55cmを測る。W776は下部が薄くなっており、剥ぐ際の状況が残っている。切掛けは13回以上

である。W777は切掛けは5回である。W767は切掛けのないもので、不明である。

W778は円形枠付きの足板の破片である。容器・も変化がある。通有の曲物は出土していない。W786は

楕円形のもので、出土例は少ない。しかも結縛方法が円形曲物と同じ樺皮によっている。6カ所の接合

点がある。W785には底面にロクロとの接合部と思われる痕跡が付いている。W790は槽でやや大型のも

のである。長さ89．1cm（底長は75．4cm）を測る。下駄（W789）は使用痕が強く残っている。刃は

よく磨滅しており、上面には指の痕跡が明瞭である。が、右か左か明らかでない。木錘は心持材に1孔

開けたタイプのものである。

租砂　出土遺物（W791～W851）

最も上部の堆積層である。出土総数は120点であるが、図化した点数は61である。人形は13点、

鳥形は20点、舟形は1点、その他形代は3点、斎串は13点、容器3点などである。

人形の形態にも各種ある。量的に多いAはほとんどなく、図化したW791も頭部が短い。切掛けは左右

とも2回で、長さは19．1cmを測る。裏面には木目の段が残る。W792はDであるが、さらに頭部が短

く小さい。一瞥すると、頭部を欠失した人形に見える。股はⅤ字で、切掛けは左右とも4回以上である。

W793は切掛けが左は4回以上、右が5回以上である。股はコの字形であるが削りによっている。断面も

長方形でなく右が薄い三角形になっている。W794は長さ22．7cmで頭部が平坦で怒り肩である。切掛

けは左右ともに3回以上である。W795もD類で切掛けが左は3回以上、右が5回以上である。W796は

長さ30．6cmで、切掛けが左は3回以上、右が1回以上である。一応A類であるが、首が長くなってい

る。W797は切掛けのない手の表現のない特殊な人形である。腰表現の切欠きは両側に存在する。股は折

りによっているが、折った部分（面）をケズリにより仕上げている。W798はやや大型の人形で、切掛け

は左が3回以上、右が1回以上である。W800はさらに大型の人形で、切掛けは左が5回以上、右が3回

以上である。股は普通の折りによっている。W799・W802・W803は墨書による顔表現を施している。W

799は細い線で措いており、繊細な感じを受ける。頭部も丸く形も楕円形に近くなった倒卵形である。全

体的に女性を措いた印象が強い。W802は墨痕だけが残っており、冠の表現は明らかでない。砂入遺跡S

KOl出土などの人形とタッチが似ている。W803は袴狭遺跡の中でも保存状態の良好な墨書人形である。

長さ37．0cm、幅5．0cmを測る。切掛けは左右とも5回以上である。切掛けは深く、そのことから手が

長く見える。腰よりも下の足中央部から切掛けを行っている。足が長く太くなっているのが特徴で、股

の幅は狭く削って作っている。逆に頭部は大きく、ほぼ3頭身である。顔表現もやや変わっている。冠

は格子状のもので、他の冠に比べると短くなっている。顔の描き方は直線でなく、曲線的な線で措いて

いる。材の幅はほぼ同じで、長方形から作り出している。W801は刻みによる顔表現を行っているもので、

目と口は太い線（タッチ）で、鼻は弱い線で表現している。頭部は三角形で尖っている。顔の表現は冠

はなく、やや上方部分に措かれている。

馬形はA類の飾り馬が3点と比較的少ない。W821は脚の痕跡のない数少ない例である。他の2点W

822・W823は4本脚である。タテガミの表現である切掛けは全くない。B類の方では2脚の馬形が3点

あることが注目される。大半は4脚であり、2脚は例が少ないからで租砂に集中しているようである。

いずれも簡単な作りで新しい要素となるのであろうか。W804は腹部分に2カ所脚を差し込んだ跡があり、

長さ19．2cm、幅2．65cmを測る。頭部上部に切欠きがある。両面ともにケズリによって平滑にしてい

る。W812は祭祀時まで遡るかどうか確実ではないが、出土状況からは後ろ脚が内側に向かっており、
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脚端部は近い位置にあるような状況で脚部分が残っていた。W804は腹部の後方に大きな切欠きを2カ所

有している。脚部分だけ突出したように形つくっている。

舟形（W827）は長さ30．1cmで、やはり内側を浅く削っている。だだ、舶先部分は裏からも削って

おり先端を尖らすことによってリアルに表現している。内面は租いケズリである。動物形（W826）は勾

玉状のもので目と思われる穿孔を設けている。W824・W825は不明形代で、W824は8本の脚を作ってい

る。両方から削って仕上げているが、最深部には丸くなっており、奥部分をはじめから決めていたかも

しれない。長さ35．8cmで中央より下側まで脚がある。頭部は平坦で特徴はない。木目の段も残ってお

り、精製品とはいえない。W825は5脚で小型であるが、作り方などほとんど同じである。

斎串は各タイプが出土している。W828はA類で切掛けは左が3回以上、右が1回以上である。長さは

21．5cmを測る。W829・W830は残存度の良い板材であるが、切掛けはない。確実に斎串とはいえない

が、良質の製品である。W831～W833は斎串Bである。W831・W832は同一個体の可能性が高い遺物で

ある。ともに特殊な切掛けを持っている。先端に向けての切掛けで、通常に斎串Bでは端部から内側に

向かって切掛けを行うのが端になっている。ピート層出土のA類に同様の技法が使われているが、珍し

い手法である。W831の切掛けは上は左右ともに1回以上で、下も1回以上である。W832の切掛けは上

は左右ともに1回以上で、下は左右とも2回以上である。W833は上部の破片で1対の切掛けが見られる。

左右ともに上は7回以上、下は4回以上である。斎串CはW836・W837の2点で、先端を尖らせている

が、ともに頭部の切り込みはない。斎串Dは3点図化している。W838は圭頭を作り出している点が他の

斎串Dと異なる。切掛けは逆にあり4回以上である。特殊タイプで、長さ12．3cmを測る。W839は切

掛けを16回以上行われている平行四辺形のものである。裏面には木目の段がある。W糾0は台形で切掛

けはない。W834は斎串Eである。切掛けは左が6回以上、右が5回以上である。切欠きは左右とも4回

ずつである。

容器は曲物の蓋が2点W糾3・W朗4でともに樺皮で結合している。W糾6は正方形に近い形の槽である。

口緑部の多くを欠失している。内側は丁寧に削っている。W糾1は楽器のささらであろうか。先端を欠い

ている長さ26．7cmを測る。6カ所以上の大きな切欠きを行っており、この部分に使用痕があり大きく

磨滅している。W糾2は木錘で、両端は荒く削っている。W糾5は建築材と考えられる方形の角材である。

柄部を幅を狭めて作っており、柄部分に長方形の穿孔を持つ。刃物痕が多数見られるが2次使用による

ものかもしれない。他は不明品で、W850は中央をやや削りこんでいることから、舟形かもしれないが断

定できない。

第8節　国分寺2区

1Ⅰ土器（図版133）

S D O2

出土した土器は細片化しており、土器で図化できたものは1点（1029）のみであった。

A．土師器・壷（1029）

口緑付近のみが遺存する。体部から「く」の字に屈曲する口綾部は、外反気味に端部に至る。端部は

内偵する。内外面ともに摩滅が著しく、体部内面に削りの痕跡が認められるほかは調整不明。

S D O3

土器は3点のみで、少量の出土である。
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A．須恵器・壷（1026）

口緑部だけが遺存することから、器形は確定できないが、形態から壷の口緑部と仮定する。直線的に

立ち上がり端部付近で内湾気味になる。端部は内傾する。

B．土師器・嚢（1035）

肩部は内湾気味で、口緑は外反する。端部は方形に成形されて端面を意識する。外面は口緑から体部

にかけて縦方向のパケメを施し、口緑部のみ横ナデで消す。内面は口緑がパケメ、体部は横方向の削り

を施す。

C．土師器・嚢（1041）

完形で出土した小ぶりの嚢である。体部は球形で、口緑は緩やかに外反して端部でさらに屈曲する。

口緑部外面は横ナデを施すが、成形時の指頭痕を留める。内面は斜め方向へパケメの後、横ナデ。体部

は外面が縦方向のパケメ、内部が横方向の削りで調整する。

S D O4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

土器は摩滅化・細片化したものが大半で、図化できたのはわずかに2点（1032・1038）であった。

A．土師器・鉢（1032）

小型の広口鉢で、丸底から体部で上に立ち上がり、口緑は短く外反する。底部～体部の外面には指頭痕

が多数残り、底部周辺はナデ消す。体部内面は横方向の削りで調整する。口緑付近は成形時の横ナデが

遺存する。

B．土師器・嚢（1038）

丸底の嚢で、底部の中央を欠損する。体部は緩やかなS字を措いて口線部へ至る。口緑は短く、端部

は丸くおさめる。外面は体部～口緑に斜めパケメを施し、口緑は横ナデで消す。内面は口縁部がパケメ、

体部以下は削りで調整する。

第1水田面

土器5点（1020・1023・1025・1027・1031）5点、土製品1点（1033）が出土する。

A．須恵器・杯（1020）

底部に高台を持たない形態である。体部は屈曲して斜め上方へまっすぐ開く。口緑付近でわずかに外

反して、端部を丸くおさめる。底部外面はヘラ切り未調整、体部外面と内面に回転ナデを施す。底部の

中央には仕上げナデを認める。

B．須恵器・杯（1023）

高台付近がわずかに遺存する。高台は内側の端部のみで接地する。

C．須恵器・杯（1025）

体部が内湾しながら立ち上がり、形態は椀に近い。高台は外方へ踏ん張る。高台の基部付近には粘土

の接合痕が認められる。内外ともに回転ナデによる調整であった。

D．土師器・蓋（1027）

環状ツマミのみが遺存する。

E．土師器・椀（1031）

平坦な底部から内湾して口緑部へ達する。口緑端部は内傾気味となる。外面は横方向へミガキを加え、

内面は底部が横ナデ、体部から口緑にかけては縦方向に指ナデを加える。

F．土製品・土錘（1033）
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球形の体部をなし、中央に円孔を貫通させる。

第2水田面

土器（1021・1022・1似4）は遺存状態が悪く、図化できたものも少ない。

A．須恵器・杯（1021）

高台を持たないが、底部および口緑部を欠損するため、詳細は不明。遺存する部分は、底部外面が回

転へラ切り、他は回転ナデで調整する。

B．須恵器・杯（1022）

高台を持つ形式で、体部は直線的に立ち上がる。口緑は肥厚気味で端部を丸くおさめる。底部を欠損

するため形態・調整はわからない。体部～口緑部は回転ナデで調整する。

C．須恵器・鉢（10亜）

広口の壷で、口緑は外反して端部で再び内側へ屈曲する。頚部外面には沈線を1条巡らす。

第1包含層

図化できた土器は5点（1024・1030・1036・1037・1039・1040）で、幅広い時期の遺物が混在する。

A．須恵器・杯（1024）

高台を持つが、底部の中心が大きく垂下して高台とともに接地部分をなす。体部は斜め上方へ直線で

のびる。口緑は外反気味で端部は丸い。底部外面はヘラ切りの痕跡をとどめる。他は回転ナデによる調

整で、内面中央に仕上げナデは認められなかった。

B．土師器・皿（1030）

杯状の形態をなすが、口緑が小さく器高も浅いことから、皿として報告する。体部は底部から緩やか

に立ち上がり、内湾気味に口緑へ至る。口緑部は外反して、端部は丸くおさめる。内外面ともに回転ナ

デで、口緑外面には強い横ナデを加える。内面の中央には一方向の仕上げナデを施す。

C．土師器・嚢（1036）

口綾部から頚部だけが遺存する。肩部から「く」の字に屈曲する口緑は、端部付近で外反して線状を

なす。口綾部は内外ともに横ナデ、肩部外面は縦方向のパケメ、肩部内面は横方向の削りを加える。

D．土師器・嚢（1037）

口綾部から頚部の遺存。口緑部は肩部から「く」の字に屈曲して、まっすぐ端部に至る。端部は丸く
●

おさめる。内面の調整は、口緑が横方向の刷毛目、体部は斜め刷毛目の上に削りを加える。外面は口緑

が縦方向のハケメの後に指押さえ、体部は縦方向のパケメを施す。

E．土師器・嚢（1039）

口緑から体部が遺存する。体部は膨らみが少なく、口緑で大きく外反する。端部付近で内側へわずか

に屈曲する。外面は口緑が2条の強い横ナデ、体部は縦方向のパケメで調整する。内面は口緑が横パケ

メ、体部以下は斜め方向の削りを施す。

F．土師器・嚢（1040）

底部の中央を欠損する。体部は直線的で、口緑が大きく外反する。口緑は短い。外面は体部が斜めパ

ケメ、口緑はパケメを横ナデで消す。内面は口緑がパケメ、体部以下は削りで調整する。

第2包含層

3点出土した。いずれも口緑部付近のみがわずかに遺存するにすぎない。

A．土師器・嚢（1034）
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短い口緑が大きく外方へと開く。端部は丸くおさめる。内外面ともに器面の摩滅が著しい。外面は口

緑付近まで横ナデがおよび、内面は口緑付近をパケメ、頚部は横方向の削りがわずかに確認できる。

B．須恵器・嚢（1042）

口緑端部付近が遺存するため、器形は特定Lがたいが、復元径から嚢の口綾部として報告する。外面

には三角突帯を2条巡らせる。内外ともに回転ナデによる調整。

C．須恵器・片口鉢（1043）

須恵質の硬質な焼成である。口緑は肥厚して断面三角形の緑をなす。口緑端部は丸くおさめる。口は

1箇所認められる。内面は口綾部が回転ナデ、体部には横方向の粗いパケメを施す。

第3包含層

瓦質土器が1点出土した。

A．瓦質土器・高杯（1028）

脚柱部のみが遺存する。焼成は軟性でもろい。

2，木器（図版220～234）

S D Ol

出土した木器は琴（WlO87）1点だけである。共鳴槽を持たない形態で、断面三角形の体部を持つ。

尾部は欠損するが、頭部には4本の弦懸突起が遺存する。

S D O2

A．祭祀具　　祭祀具は、人形と馬形が大半を占める。

○人形（W852～W863・WlO90・WlO91）

首の形態はA類・B類・D類がほぼ同数で出土しているが、切り欠きの幅・深さともに小さくなり、

表現の退化が窺われる。体長20cm前後のものが多いなか、35cmを超える大型品が3点（W852・W

lO90・WlO91）見られた。線刻によって顔を表現するものは6点（W856・W857・W860・W862・W863）

で、墨措による表現は見られなかった。

○馬形（W8糾～W882）

裸馬を表現したB類が多く見られる。脚は4本のものが多く、1本足のものは1点（W875）だけであ

った。各部位の表現は粗雑で、A類の鞍やB類の切りこみは浅くなっているほか、口から頚部をあらわ

す切り込みが、ほとんどないもの（W875～W879）もあるなど、表現の退化が進行している。

○斎串（W883・W884）

斎串A（W883）は切掛けのみが遺存、頭部の両側面に細かい切り欠きを加える斎串E（W884）は下

半部を欠損して、完形に遺存するものはない。

○刀形（W885）

小型の特殊刀形である。柄頭部分のみが遺存する。片側に切掛け、反対には切り欠きを2箇所施す。

○不明形代（W886）

勾玉を連想させる、不均等な反りを持つ。小さい板状の木製品で、片側の中央に1箇所穿孔をあけて

いる。小動物を模した形代の可能性もある。

B．工具・織機（W887）

中央に細い木の軸を通した隅丸正方形の板で、紡錘車と糸巻棒と見られる。
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C．農具（W888・W890～W892）

田下駄・木錘が出土した。田下駄（W888）はA類3孔式で、租雑ではあるが外面を足形に整える。木

錘は鼓形をなす（W891・W892）ものと芯持ち材を半裁した（W890）ものがある。

D．その他（W889・W893～W895）

W889は長方形板の片側に穿孔を2箇所あける。W893は角柱の側面に2箇所づつ正方形の楔を打ち込

む。W894は丸太を半裁し、片側は到りぬいてU字形とする。樋の連結部分の可能性がある。W889・W

893も何らかの部材と考えられるが、確定できなかった。W895は丸太材の片側を方形の板状に加工する

大型の栓で、方形の孔を持つ。

S D O3

A．祭祀具　　人形・馬形は少なく、大半を斎串が占める。

○人形（W896）

左右にⅤ字の切り欠きを入れて首を表現する、A類の人形である。線刻による顔の表現がある。

○馬形（W897・W898）

B類で、4本足の痕跡が認められる。頚部・背中ともに切り欠きは浅く、退化している。

○斎串（W899～W911・W913）

A類はW899を除いて頭部を山形に整形する。長さは30～35cmが多いなか、20cm前後（W905・

W906）と50cmの長大なもの（W907）が見とめられた。D類（W910・W911）は平面が台形で、片側

に切掛けを多数入れる。頭部のみの遺春だが、両側面に切り欠きを3箇所入れるE類が1点（W913）出

土した。

○刀形（W912）

特殊刀形が1点出土している。切掛けを欠損するほかは全容が遺存する。

○不明形代（W909）

平坦な板辺で、両端を尖らせ側面を面取りする。表面はわずかに反りを持たせる。大きさから形代の

一部に比定した。全体に調整は丁寧。

B．工具・織機（W918）

断面U字形に一側面を到りぬき、片側を尖らせてⅤ字に切り込みをいれる。機織の糸巻き、形状から

「抒」に該当する。

C．容器（W915・W916）

W915は円形の曲物で、底板に側板が乗った形の接合状態で出土した。直径に対して器高が低く、接合

が底板に孔をあけて接合していることから、蓋と判断した。W916は到物の容器で、薄い皿状の形態をな

す。側面がすべて欠損するため、本来は筒状であったかもしれない。

D．その他（W914・W919・W920）

3点とも本来の用途は不明。W914は小さな板辺で、両端の隅を落として六角形にする。他に特別な加

工は認められなかった。W919は角柱の両端と中央に、2箇所づつ正方形の楔を打ち込む。SDOlでも

類似する遺物（W893）がある。W920は、長方形の板材の両端に沿って、対象に8個づつ円孔を並べる。

片側は幅を減じて欠損するが、把手状の印象を受ける。

S D O4

A．祭祀具　　　人形・馬形・斎串が大半を占める。
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○人形（W921～W928）

形態の差が著しく、頭部・脚の股などの形態にばらつきがある。首の切り欠きは、板材の幅に対して

わずかなものが多い。

A類（W921・W925・W926）のうち、W921は線刻で目・鼻・口を表現する。W926は腰に切り欠

きを持つ。

B類（W922・W923・W927・W928）は頭部が山形に尖る、もしくは頂部の先端がわずかで山形に近

い。切り欠きの幅に差はあるが、いずれも浅い。

D類は1点のみ（W924）で、頭部が小さく側面を面取りする特異な形態である。

○馬形（W929～W934）

鞍を持つA類（W933・W934）と裸馬のB類（W929～W932）が認められた。

A類は鞍の形態に特徴があり、W933は突起2つによる表現、W934は中央の凹みがわずかになってい

る。B類のW931は側面で脚の痕跡が認められなかったが、下部の一部を欠損していることから、1本脚

の可能性がある。他では側面に2箇所づつ脚の痕跡を認めた。

○斎串（W935～W946）

大半がA類である。全長は17．9cmのW941から50．0cmのW935まであるほか、切掛けの位置もまち

まちであった。頭部は山形に整形するものと、辺をとどめるものが混在する。W943では、頭部中央にお

いて穿孔が認められた。

なお、片側を欠損するW945と、上下の形状が異なるW946は、斎串Dの可能性がある。

○舟形（W947）

長方形の両端を丸め、片側を到りこんで船底を表現する。両端はほぼ同形で、舶先は明瞭ではない。

B．工具・織機（W948）

隅丸正方形の薄い板で、紡錘車である。

第1水田面

A．祭祀具　　人形・馬形が出土遣物の中心を占める。

○人形（W949～W957）

A類（W952・W953・W957）・B類（W950・W954・W956）・C類（W949・W951・W955）がある。

脚の遺存するものは、先端を鋭く尖らせている。脚はコの字に折り取るタイプとⅤ字に切り込むタイ

プが括抗する。顔の表現を持つものは、線刻によるW951だけであったが、W949は側面に浅い切り欠き

を加えて「耳」を表現する。

W950は首の切り欠きが方形をなす特殊な形態だが、下端が直線であることを考慮してB類に含めた。

また　W957は頭部側面に縦方向の切り込みをいれている。

○馬形（W958～W970）

すべてB類。全体の長さに対する頚部の切り欠きの幅が狭く、W968・W969では背中の切り欠きがわ

ずかになるなど、各部における表現の退化が見て取れる。切り欠きでは、下腹部に加える（W961・W

963・W966）ほか、2つの切り欠きを連続させて突起状に形作るもの（W960）もある。

4本脚をなすものが大半だが、W960・W961・W970は1本で立脚する。

○斎串（W971・W972）

A類（W972）は下半部を欠損する。D類（W971）は四角柱の両端を斜めに落として、片側には切掛
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けを加えている。

○舟形（W973）

角材の幅を減じて船体を表現する。底面は平坦のまま、表側には角彫りの溝を施して、先端を表現す

る。この溝は、舶先と舷側板を抽象的に表現したものであろう。船底の到りこみはわずか。

○刀形（W9掲）

特殊刀形で、切掛けを欠損するほかは完形に遺存する。切掛けの反対は直線のままであった。

○不明形代（W975）

T字形に頭部が広がる。棒状になる先端を欠損し、全容は不明。

B．工具・織機（W995・W996）

いずれも機織に関わる道具で、W995は紡いだ糸を一時的に巻き取る梓の横木である。またW966は再

度糸巻きにわける作業の際、一時的に巻き取った糸を掛けるたたりにあたる。先端は、糸を引っかける

ために二股に分かれている。

C．農具（W982・9糾・988～992）

木錘・手鎌・田下駄とその部材が出土した。木錘（W982）は芯持ち材を半裁した形態である。手鎌

（W9糾）は片側の基部を欠損する。中央には2箇所穿孔が施される。

田下駄はB類3孔式孔留め（W988）、C類一体型（W991）、D類決れ留め（W989）、さらにD類の方

形枠支柱（W990）、C類の台状枠と支柱（W992）が出土した。

D．容器（W978～W980・W983）

槽は3点あり、いずれも方体に整えた材の一部を到りぬいている。形態・断面形はさまざまで、W978

は直方体で箱型の断面、W979・980は断面逆台形で、底部の外側面も面取りを施す。W983は円形曲物の

底板で、一部欠損する。側面には4箇所の釘孔が認められる。

E．服飾具（W981）

小ぶりの連歯下駄である。歯は磨り減り、後ろの歯は消失している。鼻緒を挿げる孔は右寄りで、周

囲は指の痕跡が残る。

F．食事具（W977）

杓子形木器である。皿部は広い方形で、形態は羽子板に近い。柄から皿部にかけて厚みを減じる。

G．遊戯具（W993）

独楽で、側面を3分の1欠損する。側面から先端にかけては挟れを持たずに円錐形をなす。

H．発火具（W998）

3つの方孔をもつ長方形の部材を転用した火鐙板で、片側面の中央付近に3箇所の壷を設けている。

I．その他（W976・985～987・994・997）

W976は栓で、角柱の片側を減じて円柱形に仕上げる。円柱部分の根元は圧力で歪みが生じる。W

986・W987は厚い板材の中央に2箇所の孔をあけたもので、田下駄として使用された可能性がある。W

985は長方形の板で、中央付近で両側にⅤ字の切り欠きを施す。W997は厚みのある円盤で、中央に円

孔・周囲四方に角孔を明け、さらに側面に溝状の繰り込みがある。

第2水田面

A．祭祀具　　人形・馬形のほか、舟形・その他の形代・木像が出土した。

○人形（WlO22～WlO24）
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B類とC類が見られる。W1022は全身と比較して顔が大きく、切り欠きの幅が広い。一方、WlO23首

の切り欠きが浅くなっている。WlO24には線刻で目・口の表現がなされる。

○馬形（WlO25～WlO32）

A類は2点（WlO290・WlO32）だけで、他はいずれもB類であった。B類は全体に背中の切り欠きが

浅くなっている。頭部に切掛け（W1026）や突起（WlO30）を持つものがある。A・B類とも、すべて

4本脚によって立てる。

○舟形（WlO33）

角材の両端を尖らせて、舟を表現する。船底の到りこみは、断面Ⅴ字形。

○その他の形代（WlO34～WlO36）

WlO34は一方の先端を尖らせた小坂で、基部には柄？の連接した痕がある。鉄もしくは鋤を模した形

代であろう。WlO35は長方形の小坂で、中央に円孔・片側に切り欠きを連ねて刃を表現する。農具のエ

ブリを模した形代と見られる。WlO36は勾玉に似た形態を持ち、三日月状にした板の片側に円孔を1個

所あける。

○木像（WlO37）

角材を削って作る立像で、全長29．5cmを測る。頭部は円柱状に削り出し、目・口の線刻を施す。右

腕にあたる側面を欠損するが、左腕はL字に曲げた様子を表現する。体部の全面にも先刻による表現が

あるが抽象的で、何を表しているか比定Lがたい。基部は台座状に整えるが、足の表現は認められなか

った。

B．農具（WlO41・WlO43～1似6）

田下駄と横槌が見られた。田下駄（WlO41・WlO43～WlO45）はいずれもA類で、WlO41は4欠式、W

lO44は3孔式、他は3欠式である。WlO41は机の天板を転用しており、両端付近に脚を装着する角溝が

残る。横槌（WlO46）はいわゆる「枯」で、1本の丸太を削って身と柄を作る。柄の先端は欠損する。

C．容器（WlO38・WlO39）

円形曲物（WlO38）・有孔木皿（WlO39）がある。WlO38は樺皮で連結した側板が遺存した。樺皮は

4箇所認められるが、欠損部分にも連結部のあった可能性は高い。とWlO39は半分を欠損する。中央に

円孔・また底部の中心に2つの円孔を開け、転用している。

D．食事具（WlO88）

大型の杓子形木器で、柄の端部ならびに皿部の側面を欠損する。皿部は方形で、形態は羽子板に近い。

皿部の中央に焼けて黒化した部分が認められた。

E．その他（WlO40・WlO42・WlO89）

WlO40は栓で、円柱の片側を削って径を減じる。WlO89は船の舶先部分と考えられる。中央には方形

ならび側面にホゾ穴が遺存する。WlO42は楕円形曲物の底板の一部で、側面を固定した樺皮が残る。中

央に円孔を2つ開けることから、田下駄に転用された可能性がある。

第1包含層

A．祭祀具　　人形・馬形が大半を占める。

○人形（W999～WlO似）

C類（W999・WlOOO）とD類（WlOOl・WlOO2）、頭部のみが遺存するもの（WlOO3・WlOO4）がある。

WlO02は手の切り欠きが多数施され、腰に切り欠きを持つ。WlO03は墨措による、W999・WlOOO・W
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1004は線刻による顔の表現がある。

○馬形（WlOO5～WlO13）

A類は1点（WlO12）だけで、他はすべてB類である。

頚部の切り欠き幅は狭いものが多い。尾部下端を切り欠いて尻上がりにするもの（WlOO5～WlOO8・

WlOlO・WlOll・WlO13）が目立つ。立脚形態は、WlO09が下腹部の2個所に穴をあけて2本脚で支持

する以外はいずれも4本脚である。

○斎串（WlO14）

E類が1点出土した。小型で、切掛けを除く全容が遺存する。頭部側4分の1の両側面に切り欠きを

連ね、さらに下方に切掛けを加える。

B．工具・織機（WlO15）

紡錘車と考えられる隅丸方形の板である。軸は欠損している。

C．容器（WlO19・WlO20・WlO21）

到り物の鉢と小型の槽が出土した。鉢のうち、WlO19は底部に脚を持つ鉢で、ワイングラスに似た形

態である。鉢部分と脚は貫通しており、一体で到り抜いた後、円形の木片を詰めている。WlO20は浅い

丸鉢で、片側へ歪みが生じている。W1021は方形の槽で、外面・内面ともに逆台形の断面をなす。

D．発火具（WlO16）

角材を転用した火錬板で、片側面の上端付近に1箇所の火鐙壷がある。

E．その他（WlO17・WlO18）

WlO17は断面円形の棒状材で、一方の端部付近を減じて紐掛けを作る。WlO18は長方形板材の一方を

丸く削ったもので、長辺に沿って3つの円孔を穿つ。第2包含層出土のWlO73では同じ形の板2枚を平

行に並べ、穴に軸を通して連結している。

第2包含層

A．祭祀具　　出土遺物のうち、人形・斎串は大型化が顕著であった。

○人形（W1047～WlO52・WlO53～WlO550・WlO92～WlO96・WlO98～W1102）

大型化したもの（WlO47～WlO52・WlO92～WlO96・WlO98～W1102）と小型化したものの（WlO50～

WlO52・WlO53～WlO55）2種が見られる。これまで主流であった、A類（WlO50・WlO52）、C類（W

lO47・WlO48・WlO93・WlO98）、D類（WlO55）が減少傾向にあるのに対し、E類（WlO49・WlO51・

WlO54・WlO92・WlO94・WlO95・WlO96・WlO99・WllOO・WllOl・WllO2）が可能性を持つものも含

めて半数を占める。また、各形態ともに長大または短小の傾向が明確になるなど、過去の人形とは様相

を異にする。

顔の表現を持つものは、大小とも墨措でなされる。WlO50・WlO55など小型のものは、目・鼻・口を

措き入れる程度だが、大型では写実的なものが目立つ。WlO49は眉のほか、頭髪？・衣服の襟元、W

lO98では口元から伸びた髭、WllOlでは烏帽子が表現されている。

これらの人形群は袴狭遺跡で多く出土している人形とは異なった特徴を有する。層序から後出するこ

とは明らかであり、時代の下降とともに、表現の簡略・退化、規模の二極分化といった傾向を指摘する

ことができる。

○馬形（WlO53・WlO56～WlO65）

人形・斎串ほど極端ではないが、馬形にも大型化の傾向が窺える。形態はWlO60を除くすべてがA類
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であった。鞍中央や頚部、口の表現など各部位の表現は租雑となり、抽象化が進んでいる。いずれも4

本脚を用いて立たせている。なお、WlO53については人形の可能性もあるが、片側にしか切り欠きが認

められないことから、鳥形に比定した。

○斎串（WlO66・WlO67・～WllO9）

W1109はB類であるが、長大化が進む。欠損する頭部の割れ口付近には、わずかに縦の切れこみが認

められる。頭部が折れたときに起因するのか確定できなかった。他はいずれも、片側に1つの切り込み

を入れるCl類である。完形に遺存するW1103で、全長111．1cmを測る。

B．容器（WlO68・WlO76）

杓子形木器（WlO68）と木皿（W1076）がある。WlO68は皿部が方形だが、全体に小さい。WlO76は

中央付近から半分を欠損する。整美な正円形を呈する。

C．服飾具（WlO69・WlO74・WlO75）

横櫛（WlO69）と連歯下駄（WlO74・WlO75）が出土した。WlO69は歯の先端と体部を欠損する。W

lO74は鼻緒を挿げる孔が右に寄り、周辺には足指の痕跡が残る。歯は基部近くまで擦り減る。WlO75は

小型で、鼻緒の孔は中央にあけられる。

D．その他（WlO70～WlO73・WlO77）

WlO70は不整形の丸太材の端部付近を減じて紐掛けを作る。WlO71は板材で、磯部に角孔を1つ持つ。

栓と考えられる。WlO72・WlO73は2枚の板を平行に並べ、片側に沿ってあけた穴に軸を挿しこみ連結

する。WlO73は連結の様子が遺存し、WlO72は軸が失われて2枚の板だけが遺存するが、孔に沿って木

の庄痕が認められた。WlO77は平面がU字形・基部の段円は三角形の部材で、先端は反り、表面は木目

が浮き上がるまで平滑に研磨されている。基部にから底面にかけて穿孔がなされる。丁寧な調整を施す

が、具体的な用途は判明できなかった。

第3包含層

A．祭祀具　　人形、馬形、斎串、祭祀具の可能性を持つ板辺がある。数は少ない。

○人形（WlO78・WlO97）

E類が2点見られた。WlO78は小型で頭のくびれを持たず、表面にも表現は認められなかった。W

lO97は大型で頭部の半分と体部の中央部分が残る。頭部には墨措によって頭髪と顔の表現がある。

○馬形（WlO79～WlO糾）

A類（WlO79・WlO80・WlO84）、B類（WlO81・WlO82）とともに、背中の切り欠きが消失するC類

（WlO83）が出土した。頭部の突起は、A類の3点とB類のWlO81に認められる。脚はいずれも側面に2

個所づつの装着痕を持ち、4本で立脚する。

○斎串（WlO85）

A類が1点だけ出土した。切掛けの基部が左右では異なる。切掛けの数は多い。

○その他（WlO86）

小さい板辺の上下を尖らせる。用途は不明だが、規模から祭祀具の可能性もある。
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第9節　大坪1区

1．土器（図版134）

S D Ol

須恵器（1045・1048）・土師器（1051）が出土した。

A．須恵器・杯蓋（1045）

天井部の外面は回転へラ切りの後、狙いナデを加える。体部から口緑は回転ナデで調整、端部は丸く

おさめる。内面は口緑～体部が回転ナデ、天井部内面に2方向の仕上げナデを施す。

B．須恵器・杯（1048）

平坦な底部の外面は板目状の庄痕が残る。体部は緩やかに内湾し、口緑付近でわずかに屈曲する。口

緑端部は丸くおさめる。口緑～体部は回転ナデ、底部内面には大きく仕上げナデが及ぶ。

C．土師器・高杯（1051）

脚部のみが遺存する。裾に向けて、ラッパ状に開く。

第1水田面

細片化した須恵器も出土しているが、図化できなかった。土師器の嚢（1053・1055・1057）は良好な

遣存状況である。

1053は口緑が短く、口緑端部は内傾気味。内面は口緑が横方向のパケメ、以下は摩滅のため不明。外

面は口緑がナデ、体部外面は縦方向のパケメを施す。1055は短く外反する口緑を持ち、端部は丸くおさ

める。内面は口緑が横方向へのパケメで、肩部～体部に横方向の削りを加える。底部付近は成形時の指

頭痕が残る。外面は横ナデ、肩部以下は縦方向のパケメを密に施す。1057は口緑端部を欠損する。頚部

周辺は内外ともナデ、肩部以下の外面はパケメによって調整する。さらに最大径付近には横ナデを加え

る。内面は口緑直下～肩部内面を縦方向の指押さえの後、横方向へ削りを加える。

第2水田面

須恵器の杯（1046・1049）2点が土壌層の掘り下げ中に出土した。

1046は体部から口緑にかけて直線的にのび、端部を丸くおさめる。1049は高台付近がわずかに遺存す

る。口緑で開き気味となるが、1046よりも急角度で立ちあがる。

第1包含層

土師器の嚢（1052・10弘・1056）が3点出土した。

1052は口緑端部を肥厚させて丸くおさめる。口緑部の内面と外面の上半が横ナデ、外面の下半は横方

向のパケメを施す。体部外面は上半が横、下半～底部が縦方向のパケメ。内面は頚部付近が横、体部か

ら底部にかけては縦方向の削り。底部中央には指押さえによる凹凸が遺存する。

1054は口緑がわずかに外反、端部は内傾して端面にナデを加える。調整は内外ともに横ナデ。体部外

面は斜め方向のパケメ、内面付近は横方向への削りを加える。

1055は口緑端部が肥厚して、軽く内側へ巻き込む。外面の肩部～体部は、斜めパケの後、胴部最大径

に沿って横パケを巡らす。体部以下に煤が付着する。内面は肩部が横、体部以下は縦方向の削り、削り

の及ばない底部中央に、指頭痕が残る。なお肩部外面には、刷毛状工具による刺突文がある。

第2包含層

緑粕陶器（1047）と須恵器（1050）がある。

A．緑粕陶器・椀（1047）
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体部以下を欠損する。緩やかに内湾して口緑端部付近で外反する。端部は丸くおさめる。内外ともに

回転ナデで調整する。

B．須恵器・杯（1050）

浅い皿状の形態。底部は回転へラ切りの後、粗い回転ナデを施す。体部から口緑の内外面は回転ナデ

で調整し、底部内面の中央には仕上げナデが施される。

2．木器（図版235～240）

S D OI

A．祭祀具　　人形と馬形が出土した。

○人形（WlllO）

全長9．4cmとかなり小型で、C類に当たる。右手の切掛けは複数回施されている。

○馬形（Wllll～W1113）

A類（Wllll・W1112）・B類（W1113）ともに、表現が租雑で抽象化が進む。3点とも4本脚を挿

入し、下腹部に切り欠きを加える点も共通する。

B．農具（W1115～W1120）

鍬（W1115・W1116）、田下駄（W1118・W1119）、横槌（W1117）・木槌（W1120）が出土した。W

1115・W1116は組み合わせの鍬先で、いわゆる「ナスビ形」の形態をなす。いずれも半分に欠損し、W

1116は方形のホゾ孔が遺存する。田下駄のW1118はB類3孔式で、挟れの1箇所を欠損する。W1119は

A類4欠式である。W1117は一木を削りだして身と柄を作る。断面は半円径である。W1120は円柱の槌

と柄を組み合わせ、ハンマー状にする。接合部分は欠損するが、槌にホゾが遺存する。

C．容器（W1122）

方形の槽で、長軸の断面は台形・短軸は箱形をなす。

D．その他（W1114・W1121）

W1114は片側の端部を欠損する。遺存する端部は太くなり、先端を尖らせる。W1121は長方形の板の

中央片側をU字に切り欠き、両端にホゾ孔をあける。いずれも用途は不明。

第1水田面

A．祭祀具　　図化できた資料はいずれも馬形である。

○鳥形（W1123～W1127）

A類（W1125・W1126）・B類（W1123～W1125）とも4本脚で立つ。A類は頚部の切り欠きが長い。

W1127は下腹部にも切り欠きを加える。B類は頚部の切り欠きが小さく、W1124は下腹部を弓なりに、

W1125は尾に向ってまっすぐ切る。

B．農具（W1129～W1131・W1136～W1139）

田下駄ならびに関連部材の一部である。田下駄はA類・C類・D類があり、W1136はA類3欠式、W

1137はA類3欠式の変形で2箇所の切り欠きと1箇所の円孔を用いる。W1129はC類3欠式、W1130は

C類4欠式で両端に4箇所づつ木針の痕跡がある。W1138・W1139はD類ホゾ留めで、形態がいずれも

異なる。W1131はD類田下駄の方形枠部材の一部であろう。

C．その他（W1128・W1132～W1135）

W1134は机の脚で、角柱の一端を減じてホゾとする。W1128は断面三角形の板材で、両端に大きな切
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り欠きを連ねる。下端部は方形に加工しており、本来は他の部材に挿入されていたと考えられる。W

1132は円柱で、端部の片側は幅を減じてホゾ状とし、反対側は角溝を掘って先端に1つ孔を穿つ。

第2水田面

A．祭祀具　　人形・馬形・斎串・舟形がある。

○人形（W1141）

細身で首の切り欠きはわずか。頭部には目・口を線刻で表現する。手は複数の切掛けで表現する。

○馬形（W1142～Wll亜）

いずれもB類だが、W1142は背中の切り欠きの前部に段差があり、鞍を表現した可能性がある。W

1143は頭部を切り欠いて、突起状に形作る。W1144は下腹部に切り欠きを加える。すべて4本脚である。

○斎串（W1145・W1146）

W1145は角柱の棒材で、切掛けを認めず片側の端部を山状に尖らせるC2類である。W1146は円柱の

棒材で、切掛けは認められないが一端を尖らせることから、斎串の可能性がある。

○舟形（W1147・W1148）

W1147は薄い板材の両端を尖らせて、中央を浅く到る。W1148は方形の脚の一側面を到って舟形とし

たもので、両端を深く決って中央を浮き上がらせている。

B．付札（Wll弘）

長方形板の一端に切り込みを入れる。表面は平滑だが、文字などは認められなかった。

C．農具（W1150・W1151・W1157・W1158）

W1150は小型の堅杵で、円柱に加工した材の中央を減じて持ち手とする。W1151は木錘で、半裁した

材を使用する。片側には角孔が1箇所貫通する。W1157・W1158は田下駄の台状枠に用いる支軸と考え

られる遺存する端部に抜け止めの円孔がある。

D．容器（W1140・W1152・W1160）

いずれも曲物の底板にあたる。W1140は楕円形の曲物で、側板がわずかに遺存する。W1152は円形曲

物の底板で、側面に釘留めの円孔が2箇所ある。W1160は曲物の底板で、側面に樺皮の接合痕を残す。

中央には直径4cmの円孔があけられ、厚みがあるためにエブリなどに転用した可能性がある。

E．その他（W1149・W1153・W1155・W1156・W1159）

W1149は芯持ち材を球形とし、さらに片側を円錐に削る。用途は不明だが、独楽の可能性もある。W

1153は方形部材の一端に切り欠きを入れたもの。W1155は断面台形の棒状材で、上側面の1箇所に切り

欠きを加える。W1156は方形の棒状材で側面に溝を到りぬいたもの。W1159は厚い材の片側に孔を2つ

穿つが、いずれも貫通していない。

第2包含層

A．祭祀具　　馬形と舟形、不明の形代が出土した。

○馬形（W1162・W1163）

B類が2点見られた。全長は異なるが、形態は似ている。W1162は背中の尻寄りに火鎮壷が2箇所あ

り、火鎮板への転用がなされている。

○舟形（Wll糾）

直方体の材を削って成形する。端部は一方が尖って舶先を表す。船底の執りは浅い。

○不明形代（W1165）
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斎串に似た形態だが切掛けは持たない。長辺の片側で、左右対象に幅広い切り欠きを加える。規模か

ら形代の一種と考えられる。

B．付札（W1166）

端部ならびに欠損部に切り欠きを有する。表面に文字などは認められない。下端は欠損する。

C．農具（W1169～W1171）

田下駄が3点出土した。W1169は長方形の板の中央に2つの角孔を穿つ。A類と考えられる。W1170

はC類3孔式で、両端には木針で留めた痕がある。W1171は中央が細い板材で、下半部は両側面を欠損

する。A類4欠式である。

D．容器（W1168）

隅丸方形曲物の底板である。側面には等間隔に、樺皮綴じの円孔が2つ並んで配置される。

E．遊戯具（W1173）

円柱の一端を丸くした、小さい独楽である。

F．その他（W1161・W1167・W1172）

いずれも切り欠きまたはⅤ字に掘りくぼめた箇所が認められる。W1161・W1167は棒状材で、側面の

1箇所をⅤ字に掘る。W1167では遺存する端部の幅を減じ、ホゾ状に成形する。W1172は両端部に切り

欠きを加える。対面も幅を減じていることから、連結またははめ込まれて使用された部材であろう。

第3包含層

A．祭祀具　　人形と斎串が1点づつ出土した。

○人形（W1176）

C類で比較的大きい。手は複数の切掛けを施し、頭部に顔の表現は見られない。

○斎串（W1175）

B類で、下半部を欠損する。頭部付近には下部へ向けての切掛けが密集する。欠損部分では、下部か

ら上向きの切掛けもある。

B．服飾具（Wll掲）

連歯の下駄で、歯の摩耗が著しい。

第4包含層

A．祭祀具　　馬形が多く、それ以外の祭祀具は少量である。

○人形（W1177）

半身を欠損するが、B類の人形と考えられる。

○馬形（W1178～W1181）

いずれもB類である。W1178は抽象化の進んだ形態で、下部には1本脚の痕跡がある。他は4本脚に

よって立つ。W1181では頭部に切掛けが認められた。

○斎串（W1182）

A類で、切掛けの一部を欠損するほかは、良好な遺存状態であった。

○舟形（W1183）

遺存状態は悪く、一端は黒化している。船底の到り抜きは明瞭で、形態は写実的である。

○その他の祭祀具（Wll糾）

斎串に似た形態で、長方板の片側をとがらせ、半部は側面を減じる。形態から剣形と考えられる。
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B．容器（W1185）

円形曲物の底板で、側板を載せるために端部を鍵形にする。また接合の円孔が側面に4箇所遺存する。

第10節　大坪2区

1．概要

木器、土器、金属器が出土した。木製品がほとんどで、土器は18　入りのコンテナに6箱のみであ

る。ほとんどがシルトの包含層からの出土で、遺構に伴うものは少ない。

2．土器（図版135～136）

須恵器、土師器、弥生土器がある。いずれも出土量は少ない。

SD601出土土器（1062）

1062は脚台部片である。内面に横方向のケズリとパケ目が認められる。

SD604出土土器（1058～1061）

弥生土器、土師器がある。1058～1060は嚢である。1058はほぼ完形に復元できた。全体に厚ぼったく、

雑な感がある。1059は丸い胴部に屈曲し外反する口緑をもつ。1060は体部内面に斜め方向のパケ目があ

る。1061は短頸壷片で、口緑部付近に指頭庄痕突帯文がめぐる。

SD301出土土器（1063）

1063は須恵器の杯である。緩やかに湾曲しており、底部も丸い。底部はへラ切り未調整である。

SD305出土土器（1064）

1064は須恵器の杯である。口緑部が若干外反しており、底部はやや突出する。ヘラ切り未調整である。

SD201出土土器（1065～1069）

1065は須恵器の壷である。1066は杯B蓋である。内面にかえりをもつ。1067・1068は須恵器の杯Bで

ある。1069は須恵器の壷の口緑である。端部付近で大きく外反する。

SDl Ol出土土器（1070・1071）

1070は須恵器の杯Bである。器高は底く、高台も底い。1071は須恵器の嚢である。大きく歪んでおり、

底部には別個体の破片が付着している。

第6遺構面出土土器（1072）

1072は弥生土器の底部片である。

第4遺構面上層出土土器（1073～1080）

弥生土器、土師器、須恵器がある。1073・1074は弥生土器の嚢である。いずれも内面はヘラケズリで

ある。1073は口縁部に擬凹線を巡らす。1075は弥生土器の壷である。やや受口状の口緑をもつ。1076は

土師器の嚢である。ほぼ完形の状態で出土した。内面はヘラケズリ、外面はパケによって調整される。

口緑端部は若干つまみ上げる。1077は須恵器の有蓋高杯である。1078から1080は須恵器の杯である。体

部がゆるやかに湾曲する1079と、直線的に延び、端部で上方に屈曲する1080がある。

第3遺構面上層出土土器（1081～1083）

須恵器、弥生土器がある。1081は体部に鈍い沈線がめぐる須恵器の稜椀である。口緑端部で外方へ湾

曲する。1082は須恵器の杯Bである。高台は低く平らである。1083は弥生土器の壷で、器壁は全体に厚

い。調整は内面がヘラケズリ、外面が縦方向のパケ目である。

第2遺構面出土土器（1084～1086）
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須恵器、土師器がある。1084は須恵器の杯Bである。高台は低く、外側に若干張り出している。

1085・1086は土師器の嚢である。

第1遺構面出土土器（1087・1088）

1087は須恵器の壷である。底部付近にはタタキの痕跡が残る。高台はやや高く、外方へ張り出す。

1088は須恵器の杯Bで低く外方に張り出す高台をもつ。底部外面には墨書があるが、判読は不可能であ

る。

3H　木器（図版241～283）

木製祭祀具を中心に出土しており、他に農具、特に田下駄が多い。部材もあるが、板材や棒材が多く、

明らかに部材とわかるものは少ない。

SD603出土木器

W1188の田下駄のみ図示した。全体に厚く、大きい孔が2箇所開けられており、田下駄と考えられる

が、半分が欠けているため明らかでない。

SD604出土木器

腰掛と田下駄のみ図示した。W1186は指物腰掛である。座板上面の図面の左側は若干盛り上がってお

り、そこに溝を掘り、脚を留める栓を通している。さらに、脚は楔で固定される。短側面の加工は粗い。

W1187は田下駄と考えられるが、孔が3箇所開き、さらに半分が欠損しているため明らかでない。

SD301出土木器

田下駄、木錘、曲物のみ図示した。W1189は田下駄C類で、釘止めである。W1190は木錘B類である。

W1191は有孔円形曲物底板で、側面に釘結合の痕跡が認められる。孔は上面から捨鉢状に穿たれており、

周囲は炭化している。また、直線的で鋭い線が刻まれており、方向は一定でない。

SD304出土木器

祭祀具の馬形と人形のみ図示した。W1192は馬形A類で4脚である。W1193は人形A類で、目と口が

刻まれている。

SD305出土木器

祭祀具の人形、曲物、用途不明木器のみ図示した。W1194は人形A類である。W1195は円形曲物で側

板の一部が残存する。樺皮結合である。W1196は用途不明木器で、中央に断面円形の孔が通り、側面に

は方形の孔が貫通することなく穿たれている。

SD201出土木器

祭祀具を中心に、火鐙板、有孔円板、を図示した。

W1197～1199は人形A類で、小さい方は幅が広く、頭部が底くなる傾向がある。W1200・1201・

1203・1204は人形C類である。W1200には目・眉・口が刻まれている。W1202は人形D類である。W

1205は鳥形A類で、4脚である。W1206は特殊刀形で、斎串状の切掛けを行い、把を切り欠きにより表

現している。W1207～1210は斎串で、W1207～1209が斎串A類、W1210が斎串B類である。W1210は全

長約115cmの大型で、3～4枚の切り掛けがある。

W1211は火鎮板で両側面が利用されている。W1212は有孔円板であるが、やや方形に近い。

SDl Ol出土木器

祭祀具、容器、農具、用途不明木器を図示した。

祭祀具には人形、斎串、鳥形がある。W1213～1216は人形C類で、大型と小型がある。また、腰の表
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現のあるW1213・W1214、冠の表現のあるW1214、刻顔の表現のあるW1215がある。W1217・1218は斎

串A類である。W1219は馬形A類で、墨により眼、手綱の表現がある。4脚である。W1220は馬形B類

で、4脚である。

容器は曲物と木皿がある。W1221は楕円形曲物底板で、樺皮結合である。側板があたるところには鋭

い刻線が認められる。W1222は木皿B類である。内面と外面底部の一部に鋭い線が刻まれている。W

1223は円形曲物底板である。釘結合で、5箇所に痕跡が認められる。

W1225は横槌で、身の片側には膨らみがない。

W1224は用途不明木器で、方形の孔が2箇所にあいた薄い板2枚を、栓を通すことにより結合させて

いる。小口の片側は平らであるが、反対側は短い突起をもつ。W1226もW1224と同一個体である可能性

がある孔あきの板であるが、突起は認められない。

SD102出土木器

祭祀具、用途不明木器を図示した。W1227は斎串E類である。W1228は用途不明木器で、柄状の加工

が施される。

第6遺構面上層出土木器

農具、雑具、容器、部材、用途不明木器を図示した。

農具には田下駄がある。W1229は田下駄B類3孔式で、2孔結合である。両端には円形枠のアタリが

確認できる。W1230は田下駄A類3欠式である。W1231はC類一体型の可能性があるが、穿孔個所が側

面であるため、明らかでない。調整は内側が粗く、外側は丁寧である。短辺の片側付近に小孔がある。

雑具には腰掛がある。W1232は指物腰掛の脚で、出猟こ栓留めするための穿孔がある。平面形は両側

辺がくびれた台形の下に、横長の長方形がつく形である。表面には刃傷が多数あり、くぼんでいる。

容器にはW1233の到物桶がある。上方に取っ手状の突起をもち、内面に若干炭化した個所が認められ

る。

部材にはW1237がある。形態的には蹴放しに近いが、扉の軸を受ける孔が方形であり、問題が残る。

中央の1段くぼんだ部分は平滑に仕上げられる。側面には横方向に2段のバツリがある。孔はいずれも

貫通する。

また、用途不明木器としてW12134～1236・W1452がある。W1234は楔で固定された樺皮が巻き付いて

おり、他の部材と結合されていたことがわかる。W1236は中央が平らに膨らむ棒材で、両端は斜めに削

られる。W1452は大型の板材で、特に表面の調整は行われていない。長側辺の片側に小孔が2箇所開け

られている。

第5遺構面上層出土木器

農具、容器、祭祀具、用途不明木器を図示した。

農具は田下駄のみ確認できた。W1238は田下駄A類4孔式で、平面形は後側が丸みをもった長方形で

あることがわかる。前壷の2孔より後壷の2孔のほうがやや狭い。前壷と後壷を結ぶ刻線が認められる。

W1239は田下駄A類4欠式で、各辺の切欠きの間隔は若干の違いがある。

容器はW1240の有孔円形曲物がある。底板のほぼ中央に円形の孔が穿たれている。外面と内面の一部

に直線状の刻線が認められる。側板も遺存しており樺皮結合である。

祭祀具としてW1241を図示したが、全体に鳥形を呈するものの、欠損しているため、明らかでない。

先端は押しつぶされている。
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W1453は用途不明木器で、断面方形の棒材の片側に四方からの挟りがある。

第4遺構面出土木器

雑具、祭祀具、農具、発火具、容器、建築部材、用途不明木器を図示した。

雑具はW1242の到物腰掛がある。欠損のため全体の形状は明らかでないが、平面形は長方形を呈する

と考えられ、座板はゆるやかに湾曲しくぼんでいる。座板長側面から直角に屈曲してそのまま脚とする。

脚は平行する2脚の下面中央を到り込んで4脚としている。底面の加工は租いが、座板表面の加工は滑

らかで丁寧に調整される。

祭祀具は馬形がある。W1243は馬形B類で、4脚である。

農具は田下駄がある。W1244・1245は田下駄A類3孔式で、緒孔の位置から横長であると考えられる。

両個体の形態は大きく異なり、前者は幅が広く短い。両個体とも緒孔が前方に寄り気味である。W1245

の片側の短辺には、貫通しない小孔がある。W1247は田下駄A類4孔式で、2箇所の隅を丸くしている。

W1248は田下駄B類3孔式で、2孔結合である。円形枠の痕跡が認められる。W1249は田下駄B類4孔

式と考えられるが、孔の位置、数などに問題が残る。W1250は田下駄D類の方形枠支柱で、横桟を差し

込む衛Lと掘り込みの両方がある。横桟は楔により固定される。

発火具はW1246の火鐙板がある。全体に細く、片側の側面のみ利用している。図の下側2箇所の火錬

板は未使用のままである。

容器はW1251の槽がある。平面形は長方形を呈す。側面は横方向のバツリがある。

建築部材は板梯子などがある。W1455は4段の梯子で、完形である。板材を掘り込んで階段をつくり

だしている。先端は幅を緩やかに狭め、長方形の切り欠きをしている。板材と足を置く階段はやや鋭角

となっている。階段の上部で板材と接するところはイタミが著しい。なお、中央やや下側に開けられた

方形の孔は、出土時には畦畔内に打ち付けられた杭が貫通しており、梯子として当初から開けられてい

たものかどうかは明らかでない。W1456も建築部材と考えられる。厚めの板材に方形の孔を開け、長側

辺には側面に抜ける孔が7から8箇所認められる。方形の孔の片面には側面に抜ける溝が掘られている。

W1457～1466は用途不明木器で、いずれも大型である。W1457は孔のある棒で、面取りがされている。

W1458は片側に段が作り出されている。W1459は短辺が丸く弧を措いた板材で、円形の孔が開けられて

いる。W1460は板材の一短辺を尖らせ、反対側の短辺に方形の孔が開けられている。W1461はやや厚み

のある角材で、片側をL字状に削り込んでいる。削られた部分の調整は租いままだが、逆側は比較的平

らである。中央に長方形の孔が開けられる。W1462は長さ424cmの板材で、短辺の片側に方形の穴が

あけられている。W1463は側面に挟りのある板材である。W1464は側面に三角形や方形の決りがある板

材である。W1465は三角形の小さな挟りがある板材である。W1466は特に加工が施されていない板材で

ある。

第4遺構面側溝出土木器

W1252の紐掛けのある棒状材のみ図示した。比較的丁寧に面取りされた断面円形の棒材に全周する剃

り込みが認められる。

第4遺構面上層出土木器

祭祀具、農具、遊戯具、発火具、服飾具、容器、その他がある。

祭祀具は人形、斎串、馬形がある。W1253は人形D類で全体に細長い。W1254・1255は人形A類で、

W1255には腰の切り欠きがある。W1256・1257は斎串D類である。W1263は斎串E類とも考えられるが、
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明らかでない。W1258～W1262は馬形B類で、4脚である。腹側の切り欠きが頚部のみのもの（W1258

～1261）と尾側にもあるもの（W1262）がある。

農具は鋤柄、木錘、田下駄がある。W1264は鋤の把手部分と考えられるが、先端が丸く仕上げられて

おり明らかでない。W1266・1267は木錘B類である。

田下駄はA類3孔式、A類4孔式、A類4欠式、A類6欠式、B類3孔式、C類3孔式、台状枠、方

形枠がある。

A類3孔式はW1274・1275・1277がある。このうち前2者は完存せず明らかでない。W1277は横長で

前方の隅が落とされ、丸くなっている。A類4孔式はW1272・1273がある。前者は足形に沿った刻線が

あり田下駄であることは明らかであるが、後者は孔の間隔が広く、厚みもあるため田下駄ではない可能

性も残る。A類4欠式はW1281・1283・12糾・1286・1296がある。長細いもの（W1281・1284）、幅広い

もの（W1283）、鼓形を呈するもの（W1286）、異形（W1296）がある。いずれも大きさはほぼ同じであ

る。A類6欠式はW1285がある。鼓形を呈しており、4欠式のW1286と近い形状である。表面はケズリ、

短辺側はバツリの痕跡がある。B類3孔式はW1278～1280がある。いずれも2孔結合である。W1279に

は円形枠のアタリが認められる。C類3孔式はW1282・1287・1288・1297・1298がある。W1282は1孔

恕合、W1287・1288は釘結合で、W1287には台状枠のアタリが認められ、W1288には側面から4箇所の

切り欠きがある。W1297・1298は一体型で、歯の中央が窪んでいる共通性があるが、前者は歯が前後に

突出し、やや高さがあるのに対し、後者は歯が突出せず、全体に低いという特徴がある。

また、これら以外にW1276のように孔開きの板があるが、田下駄であるかどうかは不明である。

台状枠はW1292がある。組み合わさった状態で出土しているが、高さが低く、また庄痕があるものの

足板と結合された木釘などの痕跡は確認できない。楔は斜めに打ち込まれている。台状枠歯はW1289～

1291があり、いずれも平面形は台形状を呈す。足板との結合方法は、W1289が上部のくぼみに足板を落

としこみ、2孔に蔓状繊維で結合しているのに対し、他は釘結合である。台状枠支軸はW1295がある。

方形枠は横桟がW1294、支柱がW1293である。W1293は引手孔に直交する方向から円状に固定するた

めの孔が開けられている。横桟を固定するための楔がⅩ字に打ち込まれている箇所がある。

遊戯具はW1265の独楽がある。先端に突起をもつ。上部に円錐状のくぼみが5箇所認められる。

発火具はW1268の火鐙板がある。

服飾具はW1269～1271の下駄がある。いずれも連歯下駄であるが、W1270では歯の痕跡のみ、W1271

ではほとんど痕跡すら残っていない。ある程度磨り減った後、完全に削り落としてさらに使用した可能

性が考えられる。

容器には木皿、曲物、到物がある。木皿はA類（W1301）、B類（W1299）、C類（W1300・1302・

1303）がある。A類はやや径が大きい。いずれも、内外面に多数の直線的な刻線がある。W1300は外面

全体が炭化している。W1301は底部外面にツメのあとが1箇所のみ認められる。W1302は4箇所の平行

するツメ痕が、W1303は2箇所の平行するツメ痕と、やや位置のずれた2箇所の計4箇所のツメ痕が認

められる。

曲物は円形曲物（W1304～1306）と楕円形曲物（W1307）の2種がある。W1304は側板が残り、樺皮

結合である。W1305・1306は釘結合で、前者は渋塗りである。W1307は底板の形が変えられており、他

に転用された可能性がある。樺皮結合である。

到物はW1308・1309の槽がある。いずれも平面形は長方形を呈する。W1308の一部は炭化しており、
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側面の直立した部分には横方向に2段のバツリがある。上部はバツリおよび刃傷が認められる。

他に用途不明木器がある。W1310・1311・1314は紐掛けのある棒状材で、W1314の片側には段がケズ
ほぞ

リだされる。W1312は欠損しているため明らかでないが、擢状の木器、W1313は柄および円孔があり何

かの部材と考えられる。W1315は先端を細く突出させており、全面には巻きつけられたような紐状の庄

痕が認められる。W1316は鈎形をしたもので、端には側面へと斜めに貫通する小孔があり、木釘が認め

られる。

第3遺構面出土木器

祭祀具のみ図示した。W1317は人形C類で、刻顔がある。W1318は馬形C類で4脚である。

第3遺構面北側畦畦内出土木器

祭祀具と用途不明木製品がある。W1319は馬形B類で4脚である。

W1320は用途不明木器であるが、何らかの形代である可能性が考えられる。W1321は断面半円形の棒

材の片面を溝状に挟り、くぼませたものである。くぼみは短辺の片側が若干膨らんでおり、それに合わ

せて外形も膨らんでいる。また、両端には貫通する方形の小孔が穿たれている。

第3遺構面上層出土木器

祭祀具、農具、容器、遊戯具、雑具、建築部材、紡績具、運搬具・用途不明木器を図示した。

祭祀具は人形、馬形、刀形、斎串がある。W1322・1324・1326は人形A類、W1323・1327が人形C類、

W1325が人形D類である。W1322・1326・1327は刻顔があり、W1324には腰の切り欠きがある。W1328

～1333は馬形A類、W1334～1339は鳥形B類である。W1336が1脚である以外はいずれも4脚である。

W1338は後頭部が突出している。W1340・1349は刀形である。前者は写実的に表現されているのに対し、

後者は把の表現のみで厚い。W1341～1347は斎串A類、W1348は斎串E類である。

農具は田下駄、木錘がある。田下駄は田下駄A類2孔2欠式（W1351）、A類3欠式（W1353・1354）、

A類4欠式（W1350）、B類3孔式（W1355）、C類3孔式（W1356）、方形枠横桟（W1357）、台状枠歯

（W1359・1360）がある。W1350・1355は片側あるいは両側に方形または円形の穿孔が認められる。W

1358は貫通する小孔が13箇所、貫通しない小孔が3箇所穿たれているが、その場所は田下駄B類3孔

式に共通しているようにも見える。あるいは未製品の可能性がある。台状枠歯は孔結合と釘結合があり、

釘結合は結合部を凹ませている。

木錘はA類（W1362）とB類（W1361）の両者がある。W1361は孔が片側に寄っている。

容器は到物、曲物がある。到物はW1363・W1366がある。前者は破片のため明らかではないが把手が

あり、田舟の可能性もある。後者は長方形の槽である。曲物はW1364・W1365があり、前者は樺皮結合、

後者は釘結合である。W1365の裏面にはⅩ字状の刃傷がある。

遊戯具にはW1367～1370の独楽がある。いずれも先端に突起をもつ。W1368は頭側も削られ球形に近

くなっており、やや中心から偏った位置には縦方向に貫通する円孔がある。W1370は側面に貫通しない

小孔が千鳥状に2段に6個ずつ穿たれている。

雑具には自在、机脚がある。自在には円孔部がほとんど膨らまないもの（W1371）と、膨らむもの
ほぞ

（W1372）がある。W1375は机脚で、桐を削りだしており、上部から楔が打ち込まれている。

建築部材にはW1373の楔がある。やや大型の楔で建築材に打ち込まれていた可能性が高い。

運搬具には天秤棒がある。W14封は丁寧に面取りされており、両端に片側からの挟りがある。

用途不明木署封こはW1376～1380がある。W1376は両端に小孔が開けられた板、W1377は大きい円孔が
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開けられた厚みのある板、W1378は片側端に方形の小孔が開けられた板、W1379は片側に小孔が開けら

れた楕円形の板である。W1380はⅤ字に湾曲したもので、方形の孔が穿たれる。州浜形はないが、鞍で

ある可能性も考えられる。

第3遺構面側溝出土木器

祭祀具、農具、遊戯具、用途不明木器を図示した。

祭祀具は人形、舟形、斎串がある。W1381は人形B類で、多数の切掛けがある。W1382は舟形、W

1363・13餌は斎串A類である。

農具は田下駄がある。田下駄A類3欠式（W1388）、A類4欠式（W1385・1386）、B類3孔式（W

1387）がある。W1385は相対する切欠き間を刻線で結んでおり、短辺付近にも切断の基準にしたような

刻線がある。W1387は2孔結合で、後方の緒孔を結ぶ刻腺がある。表面はケズリで、短辺側はノコギリ

で切断されたように直線的である。

遊戯具はW1390の独楽がある。

他に用途不明木器の孔開きの板（W1389）がある。

第2遺構面出土木器

祭祀具、農具、容器を図示した。

祭祀具には人形・馬形・斎串がある。人形は人形A類（W1391）、人形C類（W1392・1393）がある。

W1393は刻顔がある。馬形は馬形A類（W1394）、馬形B類（W1395～1398）がある。4脚を基本とする

が、W1394・1398は脚が認められない。斎串は斎串A類（W1400・1401）、斎串B類（W1399）がある。

農具は柄、田下駄、籾掬いがある。柄は下側を釣状に膨らませており、上方へと薄くなっている。田
ほぞ

下駄は方形枠支柱（W1403）がある。横桟の柄孔は貫通しない。籾掬い（W1404）は把手に方形の穿孔

が認められる。

容器は別物がある。W1405は長方形の槽であるが、破片のため全体は不明である。側面にはバツリ痕

が認められる。

第2遺構面上層出土木器

祭祀具、容器を図示した。

祭祀具は人形・馬形がある。人形は人形A類（W1407）、人形C類（W1406・1408）がある。W1406に

は冠状の突起がある。W1407は耳が表現されている。全体に傷みが著しいが、下端付近には手の切り掛

け起点があるため、手の切り掛けがあったものと考えられる。人形A類としては大型で、特殊な例であ

る。

容器は到物がある。W1410は長方形の槽で、浅く平らである。

第2遺構面側溝出土木器

農具と容器、用途不明木器・を図示した。

農具は田下駄がある。W1411は田下駄A類4欠式の鼓形にあたると考えられるが、切欠きが認められ

ない。くびれ際に横方向の刻線が認められる。W1412は田下駄A類3孔式である。

容器は曲物、到物がある。W1414は円形曲物底板で、釘結合、W1415は有孔円形曲物底板で、樺皮結

合。数箇所の小孔が穿たれている。W1416は脚付盤である。脚は低く方形で、4脚ある。全体に楕円形

を呈しており、両端に耳が取り付く。耳の上面には溝状の掘り込みがあり、裏側には鈍い稜線がある。

用途不明木器であるW1413は、板材の片側の両側面に大きな切り欠きがある。
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第1遺構面出土木器

祭祀具、農具、服飾具、容器・、用途不明木器を図示した。

祭祀具は人形、馬形、舟形、斎串がある。人形は人形A類（W1417）、人形B類（W1418）、人形C類

（W1419～1423）、人形D類（W1424）がある。W1421は墨書により顔が措かれ、冠の表現もある。W

1424は大型で、股の片側は面取り状の加工がある。馬形は鳥形A類（W1429～1432）、馬形B類（W1425

～1428）がある。確認できるものはいずれも4脚である。W1432には墨で眼が表現される。舟形はW

1433・1434がある。斎串（W1435～1438）はA類のみであるが、W1438は形態が他と異なるが、斎串で

あるとすると切掛けのないAO類となる。

農具は鎌柄、田下駄、横槌がある。

鎌柄（W1439）は先端を釣状に突出させ、頭部側は刃を挿入するための長方形の穴が柄と鈍角の方向

に穿たれている。頭部付近には横方向にくぼみが巡っており、縦方向の割れを留めるための何かを巻く

ためのものと考えられる。

田下駄はA類（W1441）、B類3孔式（W1440）、台状枠歯（W1443）がある。W1441は欠損のため緒

孔数は明らかでない。W1440は挟り結合で、円形枠のアタリがある。

横槌（W1442）の柄は丁寧に加工されているが、身の中央は手斧状の刃傷により窪んでいる。

服飾具は連歯下駄（Wl亜4）がある。4隅の角を落とし、前後を丸くしている。

容器は曲物がある。W1445・1446は円形曲物で、前者は樺皮結合、後者は底板のみで釘結合である。

W1447は長方形曲物底板で樺皮結合である。

W1448～1451は用途不明木器である。W1448は樺皮により結合され、桶の把手の可能性がある。W
ほぞ

1449は断面方形の棒材に、断面方形の小さな板材を桐結合させたもので、それと直交する方向に木釘も

確認できる。W1450は両端が丸い板材の両側に小孔を複数開けたもので、その内側にはそれぞれアタリ

の痕跡がある。裏面には多数の直線的な刃傷がある。W1451は大型の材で、両側に1対ずつの切り欠き

がある。加工は粗い。

4⊥　金属器

銅製の鈴が出土した。第3遺構面からの出土である。詳細は「第15節　金属器」で記述する。

第11節　深田1区

【土　器】（図版137～138）

1．概　要

深田1区出土の土器は木器に比べればごくわずかで、281入りコンテナで5箱にすぎない。遺構出

土のものは少なく、層中出土のものがほとんどである。26点を図化した。

2．SD301出土の土器（1090・1091）

弥生土器が出土している。1090は壷の底部である。外面は縦方向の狙いへラミガキ、内面は下から上

への強いへラケズリで調整されている。1091はほぼ完形に復元できた嚢である。下半は完形、上半は

1／3が残存する。口綾部は強く屈曲した後、開き気味に直立する。口端面には擬凹線を巡らせる。体

部の調整は外面が斜め方向のパケメ、内面上半は横方向のヘラケズリで下半は縦方向のヘラケズリであ

る。
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3H SD106出土の土器（1089）

1089は須恵器の杯Aである。復元径12．8cm、器高3．6cmである。底部は回転へラキリの後、丁寧

にナデを施しへラキリを消している。見込みには不定方向のナデの施す。

4．第2面遺構面ベース層出土の土器（1092～1100）

須恵器、土師器、弥生土器がある。1092は小型の須恵器の杯である。緩やかに湾曲しており、底部も

丸い。底部は厚く、外面はヘラケズリのままである。復元径9．6cm、器高3．6cm。1097は土師器の嚢

で、口緑部が欠損する。胴部は球形で、最大径は中程より少し上位にあり、25．1cmである。外面はパ

ケメ、内面はへラケズリで調整し、底部は薄く仕上げている。1093～1096は弥生土器の壷口緑部である。

1093は口端面に櫛措波状文を上下2段に巡らせ、端部内面を上側につまみ上げる。1094は頚部から口綾

部にかけて大きく開き、端部は下方に拡張させる。口端面に斜め方向のごく浅い刻みを施す。1095は内

外面とも横方向のへラミガキが施された壷の口縁部である。へラミガキの幅は外面ほうが狭い。1096は

頚部がやや外反して伸び、口緑部は下方に拡張する。内傾する口綾部をもち、口端面には3条の擬凹線

を巡らせる。外面はヘラミガキ、内面は頚部がヘラミガキの後に板ナデ、頚部以下はへラケズリを施す。

1098は弥生土器の嚢で口綾部には3条の擬凹線が巡る。体部の調整は外面がパケメ、内面は強いへラケ

ズリである。外面には煤が付着している。1099と1100は底部で、外面にはパケメを施す。1110のパケメ

は細かく、底面にも施す。

5．第1遺構面ベース層出土の土器（1101～1105）

土師器と弥生土器がある。1101は手づくねの小型鉢で全体をユビで成形しナデで仕上げる。器壁は薄

いが、歪みが著しい。口径6．2cm、器高4cmである。1102は土師器の高杯の杯部である。浅く緩やかに

外方に伸び、口緑部直下に浅い沈線を巡らせる。内外面ともパケメの後、ヨコナデを施す。1103・1104

は土師器の嚢である。口綾部は頚部から強く屈曲して外方に伸びる。1104では端部内面を肥厚させる。

体部外面はパケメ、内面にはヘラケズリを施す。1105は弥生土器の底部で、底部中央には貫通しないが

径約5mmの孔がある。

6Ⅰ第1洪水砂層出土の土器（1106～1110）

土師器と黒色土器がある。1106は手づくねの小型鉢である。底部は平坦に作る。口径3．9cm、器高3．

7cm。1107は深みのある手づくねの椀で緩やかに湾曲する。内外面ともユビオサエのあとが残り、内面

には斜方向のパケメを施す。外面に屈曲した刻線がある。口径12．9cm、器高5．5cm。1108は内面の

み黒色化した黒色土器の椀である。内外面ともヘラミガキで調整するが、底部外面は回転ナデを施す。

復元径15．7cm。1109・1100は嚢である。体部は球形で、口縁部は外方へ直線的に伸びる。体部の調整

は外面にパケメの後ナデを、内面にはヘラケズリを施し、下半にはへラケズリの後にパケメを施す。

7．第1遺構面上層シルト層出土の土器（1111～1112）

1111は須恵器の杯で全体に丸みがあり、復元径10．1cmである。1112は杯Aで、平坦な底部から斜め

外方に向けて直線的に口緑部が伸びる。底部は回転へラキリの後、不定方向のナデを施す。口径13．2

cm、復元高3．2cm。

8．側溝出土の土器（1113～1114）

1113は土師器の高杯脚部である。脚柱部から裾部にかけて斜めに広がる。脚柱部内面はへラケズリが

施され、上部にはしぼり痕が残る。1114は土師器の嚢である。張りの無い体部から口綾部が外方に伸び

る。体部の調整は外面はパケメ、内面上部がヘラケズリ、下部がパケメである。
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9．小結

出土土器はわずかで、様々な時代の遺物が入り交じっている状況なので、これから各遺構面、層の時

期を推定するには限界がある。あえておおまかな時期を与えるならば、まず、第3遺構面の弥生土器・は

弥生時代後期末に属する。第2遺構面ベース層出土の弥生土器は中期後某と後期末のものが含まれてお

り、古墳時代の土師器や須恵器も混在する。したがって、第3遺構面は弥生時代後期を中心とした時期

を想定し、第2遺構面ベース層と第2遺構面は、古墳時代を中心とした時期幅の中で考えるのが妥当で

あろう。第1遺構面に関連する遺物は1089しかないが、奈良時代のものである。したがって、第1遺構

面ベース層～第1遺構面は奈良時代までに収まるのではなかろうか。そして、第1洪水砂層～第1遺構

面上層シル下層は1112の須恵器の杯Aや黒色土器A類の存在から平安時代前期までに収まると考えてお

きたい。

【木　器】（図版284～346）

1．木器の出土状況

深田1区ではピート層（Ⅱ層）～第3遺構面ベース層（Ⅶ層）に至るすべての層で木器が出土してい

る。このうち、遺構に伴うものは、杭列、畦畔板材列、護岸施設などの構成材が大半を占めるが、その

多くは板状や棒状の部材や杭であって、生活用具などは少ない。溝から出土したものには生活用具や祭

祀具なども含まれるが数は少なく、また、必ずしも遺構の時期と直結するわけではない。

これに対し、各層中出土の木器には様々な種類や用途のものがあり、第3遺構面以下を除いて量も膨

大である。特に集中する地区や層は認められず、どこからでも満遍なく出土している。これらは、洪水

砂層を除いて、時間幅をもって各層が徐々に堆積する過程で流れ込んだものが大半であろうから、古い

時代の遺物の混入も予想される。また、調査経過の項で記した層の境が不明瞭な場所は、湿田での農作

業による土壌の撹乱が原因ではないかと考えられ、新しい時代の遺物が下の層に踏み込まれたりするよ

うな事も起こりうるであろう。木器の場合、土器とは違って遺物自体で時期の判断ができないものが多

いので、このような混入品を区別することは難しい。同じ層から出土したからと言っても同時性は保障

されない。

遺構と層中出土以外では遺構面上あるいは直上から出土したものがある。遺構面上といっても遺構

（水田）との直接的な関連を考慮すべき遺物は田下駄の一部くらいである。大半は上位層の最下部か下位

層の最上部に振り分けられるものであろうが、それは難しいことなので、ここでは層中出土とは区別し、

遺構出土の遺物に準じた扱いとする。遺構面上（あるいは層中）での田下駄の出土状況で興味深い点は、

おそらく一対となる田下駄が近接して出土していることである（写真図版65左最下段・72右最下段）。

特に意図して置いたような状況ではないので、足を取られてそのまま脱ぎ捨てた、あるいは、紐で縛っ

て保管していたために揃って流されたというような理由が考えられようか。

2．木器の概要

深田1区出土の木器総量は281入りコンテナに換算して909箱（約13，000点）に及ぶ。これ

は袴狭遺跡出土木器全体の5割以上に達する。畦畔に使用された大型の板材や杭なども含め、できるだ

け多くの木器の取り上げに努めたためである。このうち、「甲」に分類されたものは3568点で、全体

の3割弱（27％）である。その残存長による内訳をコンテナのサイズで行うと、60cm以下の小型木

器2，874点、60cm～1．3mの中型木器391点、1．3m以上（最大5．0m）の大型木器は303
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表5　深田1区木器集計

用　　 途 器　　 種 ピート層

第 1 遺

構面シ

ル ト層

第 1 洪

水砂層

第　 1

遺構面

第 1 遺

構面ベ

ース層

第　 2

遺構面

第 2 遺

構面ベ

ース層

第　 3

遺構面

第 3 遺

構面ベ

ース層

不明 小計

木簡 2 2

祭祀具 斎串A 1 7 5 7 5 2 5

斎串B 1 1 2

斎串C 1 1

斎串 D 2 87 1 13 10 3

斎串 E 2 2

人形 A 1 2 2 5

人形 B 3 1 4

人形 C 23 1 1 2 18 4 5

人形 D 1 1 2

鳥形 A 1 1 1 5 1 16 34

馬形 B 1 23 4 10 5 1 18 62

他の形代 2 2 1 3 9

農具 田下駄A 12 86 23 15 98 25 104 8 1 9 1 463

田下駄 B 3 35 4 3 11 3 1 24 84

田下駄 C 1 1 1 3 1 7 7 30

田下駄D 1 1 2 4

田下駄 B 枠部材 1 2 1 1 2 7

田下駄 C 枠部材 1 23 5 11 6 2 10 58

田下駄D 枠部材 6 2 11 3 1 16 3 9

木錘 1 3 1 1 2 8

穂摘具 1 1 2

他の農具 4 1 1 5 1 1

容器 ・食事具 円形曲物 ・同底板 ・円板 8 26 11 4 6 2 4 21 82

折敷 ・同底板 ・楕円形曲物 1 4 1 1 4 1 1

木皿 2 4 2 1 4 1 2 16

槽 1 1 3 1 4 2 1 13

到物桶 2 2

他の劉物容器 と同未製品 1 3 1 1 2 1 9

箱 5 1 1 3 10

漆器椀 1 1 2

有孔円板 ・同曲物 ・同木皿 1 11 4 1 2 4 1 8 32

杓子形木器 2 1 1 1 1 1 1 3 11

工具 1 2 1 5

紡績具 1 1 1 1 4

服飾具 木履 1 1

連歯下駄 2 2 1 4 9

楽器 箱形木製品部材 3 3

雑具 火錬板 1 8 7 3 1 1 8 29

机 ・腰掛け ・脚 5 1 1 7

運搬具 天秤棒 1 1 2

擢 3 1 4

建築部材 蹴放 し 1 1

梯子 2 1 1 1
1

2 7

その他 軸連結の板 1 1 2

透かし彫 り板 1 1

部材 など 4 3 47 9 198 229 32 5 109 3 77 4 5 7 492 2304

合　 計 8 2 78 5 380 311 4 97 154 502 5 9 8 790 356 8



点である。深田1区では「甲」の範噂を広くとるよう心掛けたので、板材や棒状材でも端面を残す場合

は「甲」に含めたものが多いので、他地区よりも「甲」が多くなっていることは否めない。

「甲」全点について層位別に各器種の出土数を集計したものが表5である。表中では遺構出土と遺構

面上出土を「遺構面」として合算している。

器種別で最も多いのが田下駄で、足板で581点、枠部材も含めると685点という極めて突出した

数量となる。これは袴狭遺跡出土田下駄6割近く占めるもので、調査地が湿田であることを強く反映し

ているとはいえ、あまりに多い。ちなみに、深田1区の調査面積は8657nfであるから、約15汀fに

1点の割合で足板が出土していることになる。田下駄に次いでは祭祀具が294点あるが、上流の調査

区に比べるとかなり少数となる。

祭祀具では第1洪水砂層の斎串D類87点が突出するが、このうち85点は15区南のSDl O3周

辺から集中して出土したものである（W1630～W1633）。洪水砂層中からの出土であるから、祭祀が行わ

れた場所からは流下していると考えられるが、紐で縛るなどして散逸しないように流したのであろう。

曲物類は祭祀具に次ぐものの100点を切り、この他は有孔曲物など（32点）、火鐙板（29点）、

木皿（16点）、槽（13点）と激減する。田下駄と同じ農具では木錘が8点ある以外は、えぶり（W

1851）、穂摘具（W1471・W1574）、臼（W1646）、竪杵（W1645・W1855）、小型竪杵（W1530）、籾掬い

（Wl糾7・W1833）など、それぞれ1～数点に過ぎない。木器の数量が多いとはいっても、それは田下駄、

祭祀具、曲物、火鐙板など限られた器種が突出して多数を占める状況が明白であり、この他の農工具、

紡績具などは木器の残りの良さからすればかえって少ないくらいである。

次に、層位別の出土状況をみると、第3遺構面以下では数量が極めて少ない。その中にあって、田下

駄A類（4孔式と4欠式のみ）、穂摘具、箱形木製品、透かし彫り板などの存在が注目される。これらは、

層位的な混乱が無いとするならば深田1区で最も古く位置づけられる木器である。田下駄では上層にな

るほど種類が増加していることがうかがえよう。

祭祀具では斎串と馬形は第2遺構面から出土し始めるが、数も少なく第1遺構面ベース層からの混入

の可能性を考えたほうが無難かもしれない。ただし木皿など律令期以降の木器と考えられるものも第2

遺構面ベース層から出土しており、これらも含めて混入とみるのは窓意的に過ぎるであろう。

3．第3遺構面出土の木器（W1467～W1473・W1837）

第3遺構面出土の木器には、箱形木製品、透かし彫り板、穂摘具、田下駄、用途不明品、建築部材が

ある。遺構出土は透かし彫りの板と用途不明品がSD304、田下駄はSD306、穂摘具はSD31

0、建築部材はSD313であり、箱形木製品は遺構面直上からの出土である。

箱形木製品（W1467～W1469）は本来6枚（底板、側板2枚、小口板2枚、天板）で構成されるが、

出土したのは底板（W1469）と両側板（W1467・W1468）の3枚である。材質は奈良国立文化財研究所

の光谷拓実室長の鑑定によりスギと判明している。いずれも比較的木目の赦密な柾目板である。底板は

長さ54cm、幅12．7cm、厚さ0．6～1．2cmあり、長軸方向に2枚に割れている。側板は1枚が上側

緑の一部を除いてほぼ完形（側板A・W1467）、もう1枚は約2／3を欠損し、底板と同じく、長軸方向

に割れている（側板B・W1468）。側板Aは長さ53．8cm、幅8．5cm、厚さ0．7～1．3cm、側板Bは

残存長23．4cm、残存幅7．4cm、厚さ0．8～1．2cmである。第3遺構面の上面に接して折り重なるよ

うに出土し、その上には別の幅広い板材がのっていた（写真図版62左最下段）。以下では、少し長くな

るが、構造、絵画、用途の順に検討する。
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〔箱形木製品の概要〕

（∋構造

3枚の板の内面には端より約1．5cm内側に小口板をはめ込むための溝が彫り込まれている。側板の溝

は上から下まで抜けるが、底板の溝は側板の幅を残して止まる。溝の幅は約1．5cm、深さ約0．5cmあ

り、凹形に鋭く削られ内面には細かな工具痕が明瞭に残る。また、3枚とも板の内面には狙いバツリ痕

が観察できる。それぞれ、両端から数cm内寄りになると、削り込みが深くなり、中央付近を薄くしよう

とする加工意図がうかがえる。実際、中央と両端では5m前後の厚さの差が生じている。また側板Aで

は中央付近に直径約2cmの孔が穿たれており、側板Bでもほぼ同様な位置に孔の加工痕を留める。孔の

位置は組み合わせた時に、丁度、真向かいになるが、高さは少しずれている。

板の結合方法は、まず、底板の上に側板を乗せ、底面から木釘を打ち込んで固定する。釘の数は側板

Aが6本、側板Bが8本である。小口板は先述の溝に落とし込んで底面と側板から各2本の木釘で固定

される。天板も同様に上面から6本前後の木釘で固定されたことが側板に残る木釘孔から読み取ること

ができる。

ここで注目しておきたいことは、図版286に示したように、側板と底板のなす角度がわずかに鈍角

（950～970）で、側板が外広がりとなるように結合されるにもかかわらず、側板外面と底板側面は滑

らかに連続し密着性が高いことである。特に側板Bを底板に静かに載せると外広がりの状態を維持して

倒れない。これは側板が単純に長方形断面を呈するように整形されたのでは不可能であり、わずかに断

面を平行四辺形状に整形し、その角度に合わせて底板側面を削らなければならない。つまり箱形木製品

は精密に設計されて製作されており、決して素人細工のようなものでは無いことがわかる。また、木口

板も底板に対して直角に立つのではなく、920～950の角度をもって、わずかに外に広がるよう溝が

彫られている。

結合に使用された木釘は頭部が一辺2～3mmの方形あるいは台形のものが多く、長さは2cmほどで

ある。材質は肉眼で見るかぎり赦密な広葉樹のように思われる。厚さ1cmほどの側板に正確に打ち込ん

でおり、側板の内面に飛び出したものは2カ所に過ぎない。頭部は打ち込んだ板の面から飛び出すこと

なく、板の面に揃っている。

構造上の特徴をまとめると、6枚の板すべてを木釘で固定する。側板、小口板ともに上側が開き気味

の逆台形状に組む。小口板は端面より少し内側の溝に落とし込む。内面を削り薄く仕上げる。両側面の

向かい合う位置に孔を有する。ということができる。

なお、3枚の板とも内面の色調は、材本来の色に近い少し赤みがかった白色であるが、外面は褐色を

帯びる。何らかの液体が塗布されている可能性もあるが、長期にわたって使用された結果、表面が風化

しこのような色調の差を生み出すに至ったのかもしれない。

②措かれた絵

3枚の板にはそれぞれサケやシカなどの絵が鋭利に線刻されている。線刻画には動物画と幾何学的な

模様があり、前者の線の多くは片切り彫りであるのに対して、後者は刃物で細線を引いているだけであ

る。したがって、横線は木目と紛れてわかりにくい。実測図ではできうる限りの線を図化したが、不規

則な斜めの線などは漏らしているものがあるかもしれない。

すべての絵は箱の形に組み合わされた後に措かれており、底板の側面にサケやカツオの鰭の一部や幾

何学紋の端が続いている。図版285には底板の側面と側板を接合した状態を示したものである。以下
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では個々の絵についての詳しく観察してゆきたい。

a）側板Aに措かれた絵

左側にサケ、中央にシカ、右側にシュモクザメ3尾（1尾は輪郭の一部を措きかけの状態で中断）が

措かれている。さらに、板の各所に長方形を何重にも重ねた一見「雷紋」風の幾何学紋が措かれており、

不規則な細線も多い。

サケは全ての絵の中で最も大きく措かれている。これは作者の関心の高さを意味するものであろう。

頭を左に向け、口は大きく弧状に開けており、その輪郭に平行して2本の弧を添えている。その右にも

縦の短線1本があるがこれは鼻孔を表現したものであろうか。体形は紡錘形をなし尾柄高を高く措く。

尾鰭は上乗と下葉がほぼ直線的に結ばれる。背鰭は前後2基あり、頭側の背鰭は不規則な扇状に広がる

5本の線で表現され、尾側の背鰭は太い5本の鰭条（きじょう）とこれを結ぶ細線のひれ膜で三角形状

に措かれている。この背鰭の表現の解釈によってこの魚がスズキではないかという見解もある。次に腹

側には腹鰭と背鰭があり胸鰭はない。尾側の背鰭と同様に三角形状に表現されるが、腹鰭の方が大きく

10本の鰭条をもち、背鰭は6本の鰭条をもつ。尾鰭と体部は1本の縦線で区分され、10本の鰭条で

扇形に埋めている。この縦線が尾部が最もくびれた位置よりも尾鰭側にあることは魚類一般に認められ

る特徴であり、描き手の観察力の鋭さを感じさせる。

頭部と胴部の境には平行する2本の弧を引いて鯉蓋を表現している。魚類の鯉蓋をよく観察すると主

総量骨と前鯉蓋骨の輪郭が明瞭なものが多く、2本の線として見える。したがって、2本の弧で鯉蓋を

表現するのは理にかなっている。

頭部の中央には縦の短線4本が並んでいるがその上端はやや右上がりの細線で結ばれている。おそら

く目を表現したものと理解したい。

胴部から尾部にかけての中央には1本の横線を幅広く彫り、そこから19対の短線を綾杉状に広げて

いる。これはやはり背骨の表現とみるのが妥当であろう。では何故背骨を措いたのか。開きにした状態

というのでなければ、このような画法はレントゲン画と呼ばれる。一つの可能性として、サケの婚姻色

との関連をあげておきたい。母川へ遡上する頃のオスのサケには赤、黄、緑色の婚姻色が目立ちはじめ

る。体に表れる模様は不規則な横帯状であり、個体によっては背骨様に見えるものもある。綾杉状の表

現が婚姻色そのものというわけではないが、作者が婚姻色の奥に背骨を思い描いたと考えるのは穿った

見方に過ぎるであろうか。

なお、サケの背鰭の横には勾玉を逆さまに置いたようなものがある。釣針とみるにはあまりに太すぎ

る。何を表したものか判断に苦しむ。

シカは中央に位置するが大きさはサケよりも少し小さく措かれている。やや角張った面長の頭部から

首をのばしナスビ形の体部へとつないでいる。耳は楕円形を二つ合わせて大きく深く彫り窪め、耳の前

には枝分かれした2本の角を屈曲をもたせて巧妙に表現している。尾は耳と同様に深く彫り窪められて

いる。これらの部分がしっかりと彫り込んだ線、あるいは面的な彫り込みで表現されているのに対して、

4本の脚は細く弱々しい線で措かれている。前脚は関節の屈曲などが表されているため辛うじて脚とわ

かるが、後脚はさらに弱々しく、多数ある不規則な斜めの線と区別しづらい。

シカは弥生時代には絵画土器や銅鐸の絵のモチーフとして頻繁に登場するが、耳や尾はそれぞれ一本

の線で表現し、角も長い直線に短線を杖状に加えて表現するのが通例である。箱形木製品のシカの絵は

こうした点で、より写実的に表現されている。
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シュモクザメはシカの背部に覆いかぶさるような位置に一尾、それより後方の板の右端近くに一尾を、

線画というよりも全体を彫り窪めて表現する。さらに、その間に頭部から体幹部にかけて輪郭線があり、

もう一尾を措こうとしていたことが分かる。いずれも頭部を三日月状に表現することによってシュモク

ザメ独特の頭部をとらえ、鋭く飛び出た三角形状の鰭や細長い体躯など、サメ類の特徴が良く出ている。

シュモクザメと思える絵画は、法隆寺金堂の釈迦三尊像の台座裏から発見された墨書きの魚の絵（高田

1990年）、あるいは、平家納経の一つ「提婆達多品」の表紙に措かれた怪魚の例（矢野1979年）

がある。いずれも両目が左右に飛びしておりシュモクザメと思われるが、本例のほうが簡素ながらもサ

メの特徴をうまく表現しているように思われる。

以上が彫り込まれた絵で主体は動物画であるが、これらと重複して幾何学紋がいたる所に措かれてい

る。まずサケと重なって1cm～1．5cm程の間隔で縦の平行線が17本並ぶ。第1背鰭と尾鰭の間では、長

方形を3～4重ほどに重ねた縦5段の幾何学紋で平行線の間を埋め尽くしている。上から下まで埋め尽

くされたものが4列、その左は中ほどに2段だけ措いて止めている。平行線のある範囲はすべて埋めよ

うとしたのかどうかは、わからないが、これより左側は平行線の間隔が少し狭まっている。

次に、サケの尾鰭からシカの尻尾にかけての縦中央には、横に長い長方形を重ねたものが5単位並ん

でいる。右端の1単位は、これと直交する縦長の長方形を重ねた1単位と重なってわかりにくいが、中

まで二重ほど措いただけで止めている。さらに、中央の単位の上（シカの背中の上方）には5重の長方

形が1単位ある。

このように長方形を重ねた模様は、同じ箱形の木製品では島根県の本庄川条里遺跡出土の木器（第2

1図29）にあり、加茂岩倉遺跡出土銅鐸群のうち10号銅鐸と35号銅鐸の「重画紋」に酷似すると

いう（島根県教育委員会1998年・難波1997年）。この他、辰馬考古資料館が所蔵する銅鐸のうち、

出土地不詳の袈裟裡紋銅鐸と名古屋市瑞穂区軍水町（中根）出土の突線袈裟裡紋銅鐸（佐原1988

年・難波1988年）、静岡県伊場遺跡出土の木製短甲（浜桧市教育委員会1987年）などに確認でき

る。銅鐸は弥生時代中期、木製短甲は弥生時代後期に属することは、箱形木製品の年代について一つの

示唆を与えるものであろう（以下ではこの紋様を童画紋と呼ぶ）。

この他、縦や横の不規則な斜線がサケの頭部付近、シカよりも右側を中心に多数あるが、特に何かを

意図して措いたものでは無いようである。

b）側板Bに措かれた絵

側板Bは全体の約1／4ほどしか残存していないため、絵の数も少ない。右手にカツオ、その左横に

並んでサメらしき魚の一部が片切り彫りで措かれ、細線による意味不明の絵や重画紋、縦の平行線など

が見られる。

カツオは頭を上に置き腹部を少し上に見せるように斜めに措かれている。なめらかな流線型の体型と

低い尾高、二股に切れ上がった尾鰭によって魚体の特徴を見事に表現している。背鰭は9本の平行線を

並べ、最初の1本を長く、残りの8本は漸次短くしてゆく。腹側には長い2本の平行線と少し離れた1

本の短線で、腹鰭と背鰭を表現する。体部には魚体の曲線に沿うように頭部から尾鰭の付け根まで4本

の横線を引いている。頭部と胴部は鯉蓋を表現したと思われる挟りとられたような短線で区別され、頭

部端は1本の短線で口を表現している。

カツオの左手に並んで、同じく尾鰭を下にした魚の絵がある。上半部は表面が傷んだようになってよ

く分からないが、背鰭と腹側の鰭の端まで残り、体躯の線はその上のシュモクザメの頭部らしき細線に
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つながっているように見受けられる。さらにカツオの右側にもシュモクザメの頭部に似た弧状の細線が

ある。

これらの魚の左側には細線で鰭とも羽とも言えないようなものが措かれているが、破損により何を措

いたのか分からない。

童画紋は左側の魚と重なって縦2段に並ぶ。またカツオの位置付近には数条の直線や曲線が平行して

措かれ、不規則な斜線も多い。

C）底板に措かれた絵

底板には特に明瞭な絵画は認められないが、4本の平行線と不規則な斜線が多数ある。平行線は側板

の平行線につながるものではなく、別個に引かれたものである。不規則な斜線の選びようによっては、

銅鐸の絵画にみられるような三角形の魚に見えなくもないが、あえて意図的な絵とは見なさないでおき

たい。

以上、個々の絵を詳細にみてきたが、それぞれ特徴よくつかんで表現されており、単純に魚というだ

けでなく魚種のレベルまで検討できるという点で、他に例を見ない画期的なものである。

d）絵の順序

ここで問題とするのは側板Aのサケ、シカ、シュモクザメ、童画紋の措いた順序である。まず、動物

画と童画紋に関して言えば、童画紋が先で動物画が後と考えるのが自然である。動物画の後では童画紋

はほとんど目立たなくなってしまうからである。シカの頚部の線が童画紋と斜めに交差したために、階

段状になっていることや、鼻先あたりが童画紋に影響されて長方形に挟れていることは、少なくともシ

カの絵は童画紋よりも後であることの傍証となる。サケやシュモクザメにこうしたことが認められない

のは、刃物の鋭利さが関わっているのであろう。次に、シカと重なったシュモクザメであるが、シュモ

クザメの尾鰭の先がシカの尻尾と重なって途切れている。これはシュモクザメとサケが先に措かれ、そ

の間にシカを収めようとしたためであると考えられる。順序が逆ならば、シュモクザメはもっと後ろに

配されたであろう。

以上をまとめると、最初に重画紋、次にサケとシュモクザメ、最後にシカという順序が想定される。

そうするとサケとシュモクザメの配置が躍動的なものとなって生きてくる。口を大きく開き、鰭を張っ

て泳ぐサケの後ろを二尾のサメが体をくねらせて追う構図が浮かびあがる。何か物語を感じさせる構図

であり、絶妙な配置に作者のセンスの良さが感じられる。おそらく、箱形木製品の用途とも密接に結び

ついているのであろう。

③用　途

先述のように箱形木製品は6枚の板す李てを木釘で結合した密封箱である。したがって、容器ではあ

りえない。当初は構造上の特徴から槽づくりの琴との関連を想定していた。しかし、島根県姫原西遺跡

で発見された「琴板」によって（島根県教育委員会1999年）、箱形木製品も同様なものであろうとい

う結論に達した。

「琴板」は出雲大社に伝世される一種の打楽器である。6枚のスギ板を箱形に木釘で固定し、長さ7

2．2cm、幅21．8cm、高さ10．3cmの大きさがある。底面に穴があり、側面観は緩く橋状に弧を措く。

箸状の柳の撥2本で天板を叩いて音を出す。この琴板を使用する祭時は5月14日の大祭礼など年間4

回あり、単調ながら張りのある鋭い音色が祭場に響くという（千家1993年）。同様な「琴板」は出雲

大社と緑の深い神魂神社や熊野神社にもあり、姫原西遺跡の出土品は神魂神社の伝世品と極めて類似し
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ている。袴狭遺跡の箱形木製品と姫原西遺跡の琴板は、木釘で固定する、小口板を落とし込む溝を側板

に彫るなど共通する点が多い。長さも槽づくりの琴が1m以上となるのが通例なのに対して（檀原市千

塚資料館1992年・山田1998年）、「琴板」は1m以下で箱形木製品の長さに等しい。

以上から、箱形木製品は打楽器であり、琴と同じく神事に関わる重要な祭具として使用され、それに

措かれた魚や鹿は、神への捧げ物、神僕としても意味合いを強く有するものであろう。

透かし彫りの板（W1470）は表面を平滑に仕上げた板に山形の紋様と透かしを入れた弧文を鋭い刃物

で彫り込む。すべての辺が欠損しており、本来の形状や紋様の構成を復元することはむずかしい。現状

での紋様構成は、まず、中央に裾広がりの山形を5つ重ねて浮き彫りにする。谷部はⅤ字形に鋭く彫り

込み、山部には幅2mほどの平坦面を残す。山形紋様の左右には透かし入れて弧文を3つずつ配する。

弧文は右と左で展開する向きを違えており、右側は上向きに、左側は下向きに延びる。左側の弧文は上

2つが接する直前で折れており、おそらくこのまま一つとなるのであろう。右側の弧文は一番上の一つ

が短く折れているが、さらに上に延びると考えたほうが加工状況からみても自然である。したがって、

透かしは現状よりも上側に展開し、複雑な構成となる可能性が高い。そうすると、もう1単位の山形の

彫刻が頂部を向かい合わせに配された可能性も考えられる。このような紋様に近いものとしては弧文板

が知られているが、現状では直線的構成が認められないことから、弧文板とな異なるものと考えておき

たい。

穂摘具（W1471）は広葉樹環孔材を素材とする。刃緑の残存部がごくわずかであるため、裾広がりに

復元線を延ばしているが、刃緑を背緑と平行させたほうが良いかもしれない。図での復元で刃緑と木目

の角度は700となる。紐孔を結ぶように浅い溝を彫り、長く延びて端部に抜ける。端面には溝が抜けた

所を頂点とした剃り込みを設ける。

田下駄（W1472）はA類4孔式である。緒孔は方形に近いが、かなり歪に穿孔される。前壷の間隔が

後壷よりも少し広い。材面の一部には規則的なバツリ痕が認められる。

用途不明品（W1473）は広葉樹製の撥形の板である。破損が著しい。

建築部材（W1873）は長さ2．95mの薄板の端から1／5あたりの所に片側からのバツリで穿孔する。

端面近くにも刃物を打ち込んだ跡が残る。

4⊥　第2遺構面出土の木器（W1474～W1488・W1874）

第2遺構面の遺構および第2遺構面直上から出土した木器には、田下駄、方形枠横桟、円形曲物底板、

有孔曲物底板、有孔木皿、脚付き盤、火鐙板、権、紐掛けのある棒状材、部材、孔あきの板、建築部材

がある。木組畦畔に使用されていたW1488以外は遺構面直上からの出土である。

田下駄にはA類とB類があり、A類は3孔式（W1474）と4欠式（W1475）、B類は挟り結合の3孔式

である（W1476）。W147射ま厚手の板の2隅をバツリ落として丸みのある山形に成形した横長田下駄であ

る。緒孔は丸く穿孔され、前壷の周囲には磨耗が少しみられる。材面には部分的にバツリ痕が残る。W

1475は緒孔の切欠き以外に、縦に並ぶ方形や円形の孔があり、円形の孔の一部には蔓性植物のようなも

のが詰まっている。方形孔は位置関係から緒孔として使用された可能性があるが、円形孔は使用法とは

直接結びつきにくい。W1476の裏面には円形枠の庄痕が弧状に残る。緒孔は歪な円形で、後壷の間隔が

3．2cmと極端に狭いため履きにくいのではないかと思われる。

方形枠横桟（W1477）は断面形が丸みをもった菱形で、片方の柄を長く伸ばす。短い方の柄の表面は浅

く窪んでいる。
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円形曲物底板（W1479）は径11cmの小型品で、周縁に段を巡らせ木釘で結合する。

有孔曲物底板（W1480）は径20cmの樺皮結合曲物底板を転用する。

有孔木皿（W1478）は径24．2cmの木皿C類を転用する。内面は底部から口緑部にかけてゆるく傾斜

し、無数の刃痕がある。高台をほとんど残さないくらいバツリ落とし、周縁近くには小孔が数個ずつま

とまって点在する。

脚付き盤（W1482）は4脚の隅丸方形に復元できるであろう。全体に厚みがあり、脚も大きくしっか

りしている。身は浅く約1cmの深さしかない。W1486も長方形の脚付き盤とみることができるかもしれ

ない。脚は柄差し込み式で2脚となろう。

火鐙板（W1483）は長さ45cm以上の長い板を使用するが火鎮臼は2カ所だけである。臼の側面には

事前に溝を切る。

擢（W1487）は身と柄の長さがほぼ等しく、柄頭は左右に広がる。側面からみると全体にわずかな反

りがある。身は両側緑を欠くものの先端が平坦なことから長方形であったと推定される。身には全面に

わたってバツリ痕が残り、柄との境近くには径6mm円形の孔が2つ穿たれ、その上に並んで未貫通の孔

も1つある。

孔あきの板（W1481）には孔の位置に規則性は認めにくい。

用途不明品（W1485）は斎串A類の頭部あるいは杓子形木器に類するが、どちらとも少し形状が異な

るように思われる。

部材（W1484）は片側に大きな円形の孔を斜めに穿ち、反対側は二股に分かれる。方形穿孔かもしれ

ない。

建築部材ではW1488は垂木であろうか。W1874は材面をヤリガンナで仕上げた糸柾の板である。両端

近くに長方形の孔を鋸であけるため、孔の角には鋸の溝跡が残る。一長辺には4カ所の蟻形の仕口が並

んでいることから、同様な板を横に並べて蟻形千切で繋いだものではなかろうか。あるいは、成田が推

測構造図を示す後漠・楽浪郡出土木棺のような箱形になる可能性もあるだろう（成田1984年）。

5．第1遺構面の遺構に伴う木器（W1489～W1506・W1788・W1875）

第1遺構面の遺構に伴う木器には人形、斎串、馬形、台状枠歯、田下駄、円形枠、方形枠支柱、円形

曲物、杓子形木器、台状枠支軸、箱、孔あきの板、扉の蹴放し、建築部材がある。出土遺構はW1490～

W1497・W1501・W1506がSD106、W1499がSD102のそれぞれ埋土から、W1498とW1500、W

1502～W1505は16区～17区の大型板材に伴って出土したものである。W1489とW1875はSD103

の護岸施設に転用され、W1788は杭列101の構成材である。

人形はD類（W1490）とB類（W1491）がある。いずれも典型的な形態である。W1490の手の切掛け

は左右とも3枚以上確認できる。W1491は遺存状態が良好で両手の切掛けが完存し、右手では3枚の長

い切掛けの内側に2回づつ小さな切掛けを行う。左手では2枚の長い切掛けの内側に2回と3回の小さ

な切掛けを行う。

斎串（W1492）はA類である。切掛け以外は完存する。

馬形（W1493・W1494）はB類で4脚をもつ。W1492は切欠きが小さく、腹部など全体に直線的であ

る。口部と頚部を同じ大きさで連続して切欠く。W1493は切欠きが大きめで、尻部は両側から切って尖

らせる。

台状枠歯は釘結合（W1495）と、釘結合と1孔結合の併用（W1496）がある。W1496では結合孔は大
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きく穿たれている。支軸の固定には楔だけでなく歯先から木釘を打ち込む。歯の磨耗度は低い。

田下駄（W1497）は長方形のA類3孔式縦長田下駄である。緒孔は方形で鋭く穿孔されている。材面

にはバツリ痕がよく残り、上端は鋸で切断した可能性がある。

円形枠（W1498）は袴狭遺跡で唯一の完形資料である。長さ130cmほどの枝の内側を少し削って曲

げ、片端付近は約8cmにわたって外側も削る。端部付近に紐掛けは削りださず、端面を斜めに切り落と

すのみである。

方形枠支柱（W1499）は面取りして蒲鉾形の断面を呈する。引手孔と考えられるものはなく、引手が

結び付けられたような庄痕も認められない。遺存状態は良好であることから、方形枠支柱とすれば横桟

に引手を結びつけたのかもしれない。横桟孔の一つには横桟の桐が残存する。

円形曲物（W1500）は径20．7cmの樺皮結合曲物で、側板の高さは1．3cmとごく低い。底板の外面

は曲面を成す。

杓子形木器（W1501）は細身で小さく、箆あるいは匙形木器ともというべきものである。身は柄側は

比較的厚いが先側ほど薄く削る。

台状枠歯（W1502・W1503）と台状枠支軸（W1504・W1505）は遺存状態の良好な片足分の資料であ

る。枠歯は2孔結合で、孔の間隔は12cm、田下駄C類の中では幅広の足板がのっていたはずである。

歯先は欠損したように木目の段差が著しいが表面的には完存している。材面には幅の広い工具によるバ

ツリ痕が残り、W1502ではにぷい刃傷をⅩ字状に刻む。支軸には両端に凸形の柄が作り出されているた

め、枠歯内側の支軸孔の両脇は圧迫によって窪んでいる。支軸の端面には楔が十字に割り込まれている。

孔あきの板（W1506）は幅の広い矢板状に成形された板で、片側の端面は粗くバツリ落とす。2辺に

は幅約2cmと6cmの段を削りだすが、端両側のほうを幅広くする。段の上下には小孔が3つあり、うち

2つは近接する。段が4辺に巡る方形の大きな蓋板のようなものを再利用したのかもしれない。

箱（W1489）は柄結合の側板と考えられる大型の部在である。柄の根元から板の厚み分ほどあけて門を

通したと思われる穿孔がある。

扉の蹴放し（W1875）は材面に残るバツリ痕が通路部分では消失し、角の稜も丸みを持つ。それ以外

は、バツリ痕などの加工痕が明瞭で、最大の刃幅は5．5cm、扉の軸を通す孔の穿孔には刃幅1cmほどの

墓が使用されている。

6Ⅰ第1遺構面上出土の木器（W1507～W1515・W1517～W1527・W1792・W1876～W1879）

第1遺構面上およびその直上から出土した木器には斎串、舟形、田下駄、台状枠歯、円形枠、台状枠

支軸、鎧、方形枠支柱、方形枠横桟、木皿、用途不明、部材、軸連結の板、自在、紐掛けのある棒状材、

建築部材がある。

斎串（W1507）は長さ15cmに満たない小型のA類である。切掛けは残っていない。

舟形（W1508）は到舟を模すが、船首は尖らせ船尾は丸みをもたせる。船槽は深くはりこみ、壁は薄

い。底部中央には十字の切り込みがある。

田下駄はA類4欠式（W1509）とC類（W1792）がある。W1509は長さ65．5cmあり、最も大きな部

類に入る。W1792は足板と歯を樋状に一木で削りだした一体型である。台状枠付き形式と異なり、歯は

足板に並行する。緒孔は3孔で、孔の周辺が少し磨耗している。歯は弧状の劉形を入れ、両端に孔を穿

つ。孔に近い歯先は浅く窪んでおり、紐のようなもので孔と孔を結んだのではないかと思われる。足板

の上面は平滑であるが、歯の側面には加工痕が残る。また内面にも加工痕を残す。
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台状枠歯（W1510～W1512）はW1510とW1511が1対である。上辺には足板の受け部を削りだし、2

本の木釘で固定する。足板の幅は10cm以下である。W1510の支軸孔には3両に楔が残り、W1511では

支軸の桐が残存し、楔が割込まれている。歯先は若干磨耗している。材面には規則的なバツリ痕が残り、

端面の切断や受け部の加工には鋸が使用されている。W1512は1孔結合で、歯先はあまり磨耗している

ようには見えない。受け部には木目の段差があり平坦ではないため、わずかに欠損している可能性もあ

る。材面のバツリ痕は不規則である。

円形枠（W1513）は枝を曲げたもので、一端に紐掛けを削りだす。環の内側と端部から10cmくらい

までの外側を削り、端面から10cmくらいのところに2対の小さな切欠きを設ける。

台状枠支軸（W1514）は出土位置からみて上述のW1510・W1511と同一個体かもしれない。

鎧（W1515）は舟形にかたどった板の上面に把手を削りだし、下面は曲面を成す。

方形枠支柱（W1517・W1518）と方形枠横桟（W1519～W1521）は同一個体である。出土状況（図版

69）から支柱は右と左で、その間に3本の横桟がばらけて並ぶ。支柱には引手孔は無いが、W1517の

凸形に加工した端部に紐を結んだらしく、庄痕が認められる。横桟孔は約5～6cmの間隔で9つ以上並

ぶ。W1518の1孔には横桟の柄が残存している。横桟のうちW1520とW1521の左辺中央付近には足板の

圧迫によるものと思われるわずかな窪みがある。

木皿（W1522）はB類である。内剃りが浅いために底部は厚みがあり、口綾部は斜め外方に伸びる。

裏面には2カ所のロクロ爪跡が残り、表裏ともに不規則な刃痕がある。

用途不明（W1523）は田下駄A類4欠式の長辺を大きく弧状に切り落としたものであろうか。

軸連結の板（W1525）は4つの孔が残存し、一つには軸の破片が残る。

自在（W1526）は2孔とも孔の端面に近い側の一辺が磨耗している。

部材（W1524）は端部近くに小さな孔を一つあけた細い棒で、他端は丸みがある。

紐掛けのある棒状材（W1527）は完形品で長さは90．2cmある。中央が少し太く、両端に向かって細

くなる。断面では中ほどの裏面が平坦になっており小型の天秤棒かもしれない。

建築部材（W1876～W1879）では、W1876は一辺の6カ所を斜めに落として仕口とし、4カ所を穿孔

する。2カ所の穿孔は仕口の両脇にあり、別材を縛る紐を通すものではないかと思われる。他の2カ所

は仕口とは離れている。W1877は一辺に10カ所の目度孔のある厚手の板で、孔の無い右辺中央には挟

りがある。しかし、右辺は割り取られていて、杭に転用する際に割ったものならば、換りではなく孔で

あったかもしれない。W1878は床部材と思われ、一端は柱を通すために弧状に切り取られている。柱の

径は25cmほどになろう。材面にはバツリ痕が残る。

71第2遺構面ベース層出土の木器（W1529～W1566・W1584・W1880～W1886）

第2遺構面ベース層出土の木器には鳥形、田下駄、小型竪杵、円形枠、台状枠歯、円形曲物底板、有

孔木皿、到物桶、別物高杯、杓子形木器、火鐙板、紐掛けのある棒状材、部材、孔あきの板、柄？、用

途不明品、建築部材、樋状木器がある。

鳥形（W1529）は上面観を模したものであろう。菱形の頭部から幅を広げながら頸部を伸ばし、長方

形の体部へと続いている。頚部と体部の境中央には径3mmの小孔が貫通する。

小型竪杵（W1530）は割り材を長さ23．6cm、径2．2cmの円柱に加工したもので、中央部1／3を

細く削り、握り部とする。両端面にはあまり明瞭な使用痕は認められない。

田下駄の足板にはA類4孔式（W1531～W1533・W1535・W1536・W1539・W1540・W1543・W1544）、
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A類4欠式（W1534・W1537・W1538・W1584）、B類（W1542）及びD類（W1545）があり、枠部材で

は円形枠（Wl封1）と台状枠歯（Wl嶺6）がある。

A類4孔式には角が丸みをもつものと角張っているものがある。W1531はA類4孔式の中では最も小

型の部類である。W1532は円形に近い形態を呈し横断面形は中央部が厚みを持つ。足を乗せる部分が浅

く一段削り窪められており、このような加工は、当遺跡出土の田下駄では他に例がない。W1533とW

1535も四隅を丸く加工する。これら以外は角張るもので、W1536では6孔を穿つ。表面には縦に並んだ

3つの孔を繋ぐような刻線があり、裏面は庄痕状のものが白っぽく帯状に見える。表面の刻線と同様な

ものはW1540にもあり、波状の線となっている。裏面の庄痕状の帯はW1544にも認められる。緒孔の穿

孔状況はW1531のように鋭い刃物で方形に真っ直ぐ穿孔されているもの、W1533やW1539のように孔の

外形が歪で、両面から漏斗状に穿孔しているもの。W1540のように片面は方形に真っ直ぐ穿孔されてい

るが、反対側は孔の周囲が歪に剥離しているものがある。

A類4欠式では長幅比が1．5：1前後の寸詰まりで、A類4孔式と同じくらいのもの目につく（W

1534・W1537）。W1534とW15鋸では足板の中央に浅い窪みが生じており、一見足の跡のようにもみえる。

しかし、例えばW1820（層位不明のB類3孔式）のように明らかに足の跡と言えるものではなく、A類

4欠式の履き方を判断する根拠にはできない。W1537では左右の切欠きを繋ぐように刻線が平行気味に

入る。W1538では表面に租いバツリ痕を残すが、それの無い左辺側の表面は年輪に沿うように、滑らか

に弧を措いている。中央付近に長方形の穿孔があるのは、何らかの部材の転用のためであろう。

B類（W1542）は3孔式決り結合である。右上部は焼けて欠損している。両端が凸形を呈するため、

典型的な挟り結合の形態とは異なるが、左右の突起部が欠損した可能性もある。図示した面は比較的平

坦であるが、裏面は木目による段差が顕著である。

D類（W1545）は1／4ほどが残存する。横桟の庄痕は9cm前後の間隔で3条認められ、上端の庄痕を

挟んで穿孔がある。これに紐を通し、表側で交差させて横桟にくくり付けたようである。他の田下駄に

比べ厚みが薄い。本例はW1823と極めて類似するが、年輪の方向から同一個体では無い。

円形枠（W1541）は杖状の材を弧状に曲げ、弧の内側は削るが、外側は樹皮を剥いだままで特に加工

は行わない。端部にかけて次第に細く削りだして、ごく小さな突起を作る。

台状枠歯（Wl封6）は上端を欠損するため、足板との結合方法は不明である。平面形は凸形を呈する。

支軸孔には支軸の先端が遺存しており、楔を打ち込みさらに上側から木釘で固定している。歯先はやや

磨耗している。

円形曲物底板は樺皮結合（W1547）と木釘結合（W1548）がある。前者は復元径25．4cmで、内面に

はケビキ線が部分的に残る。割れ面に沿って歪な貫通孔が縦に2つ並ぶ。後者は復元径31cmで片面に

はヤリガンナによる削りの痕が明瞭に残る。

有孔木皿（W1549）は木皿C類を転用したものである。裏面には高台部がわずかに遺存しているが、

大半はバツリによって削り取られている。周縁部付近に数個づつ小孔を穿つ。

到物桶（W1550・W1551）は高さ23cmと25cmの小型品で、W1550の径は30cmほどに復元できる。

W1550は薄手の作りで、内面下部を全体に厚く到り残した上に突帯を巡らせる。W1551は最大径が中程

にあり、底板を止める突帯はわずかに内面を肥厚させる程度のものである。日本海沿岸地域の諸例と同

様に弥生時代末～古墳時代初頭のものであろう。

高杯（W1552）は、針葉樹製で脚台部の上にわずかに脚柱部が残る。脚台部は直線的に大きく開き、
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そのままの傾斜で脚柱部に続いていることから、身部と脚部の境はかなり細くなるように思われる。脚

台部と脚柱部の境には突帯を巡らせ、脚台部に八弁を刻むはずが、一つ忘れている。突帯の直下には、

この人弁を割り付ける際に、突き刺して印した窪みが認められる。脚柱部にも一対の刻み線がある。

杓子形木器（W1553）は全体に細身で箆というべきものかもしれない。身は両面を削って薄く仕上げ

る。

火錬板（W1554）は全体に炭化している。臼部は互いに近接して4カ所あり、その周辺が全体に浅く

窪んでいる。

この他、W1555とW1561は紐掛けのある棒状材、W1556・W1562・W1563・W1566は部材、W1564は柄、

W1558・W1559・W1560・W1565は用途不明品、W1557は孔あきの板とした。また大型木器では建築部

材（W1880～W1882・W1884～W1886）と樋状木器（W1883）がある。

W1557は田下駄A類4孔式の破片とも考えられるが、孔の位置が側線に寄りすぎているように思われ

る。W1558は自在に似るが、下部が欠損していると考えられ、孔は少なくとも3カ所あったと考えられ

る。W1559は田下駄A類4欠式に類するが、小型に過ぎるため田下駄とはしなかった。W1560もこれに

類するものであろうか。W1562は一端に2本の溝を巡らた棒状材で、中央より少し下がった所が最も太

く、そこに長方形の孔を穿つ。下端は何かに差し込んだらしく、端から3cmほどの範囲に庄痕が認めら

れる。W1566は年輪に沿った曲面に成形された板で、外面はバツリで、内面はヤリガンナによる削りで

加工されている。W1565は長方形の薄板の両側緑に沿って小孔が並ぶ。小孔内には樺皮が残存しており、

何かと結び付けられたのであろう。

W1880は幅30cm以上の板状材で一隅を長く斜めに落とす。材面には規則的なバツリ痕跡が明瞭に残

る。バツリ痕は両面とも材の軸方向に対して斜めで、最大の刃幅は8cm以上である。端面の切断は鋸の

使用が想定される。破損部中央には方形の穿孔があったと思われる。W1881も材面には規則的なバツリ

痕跡が残る。バツリ痕は材の卓由方向とはわずかに斜交し、単位が小さい。W1882は片方の端面から約1

6cmまでを5mmほど一段薄くする。そこには小孔があり、二つは溝でつながっている。反対側の端面

は傷みが著しいが、欠損していないと判断した。材面のバツリ痕は不規則である。W1885は天秤棒の可

能性もある。W1883は材面、側面ともバツリ痕をよく残す。裏面は3列あり、最大の刃幅は7cmである。

8．第1遺構面ベース層出土の木器（W1516・W1528・W1567～W1583・W1585～W1628・W1887～

W1888）

第1遺構面ベース層出土の木器には人形、馬形、舟形、木錘、穂摘具、田下駄、台状枠、台状枠歯、

方形枠支柱、円形曲物底板、有孔曲物底板、木皿A、有孔木皿、槽、箱、杓子形木器、火鎮板、権、軸

連結の板、栓、有孔の栓、糸巻、紐掛けのある棒状材、部材、孔あきの板、用途不明品、建築部材があ

る。

人形は眉、目、鼻、口などを墨で措いたC類（W1567）と刻み顔のB類（W1568）がある。

馬形はA類（W1528・W1569・W1570）とB類（W1571）があり、いずれも側面に4脚を差し込む。

A類のW1528は頭部の突起は無いが頭部側、尻部側とも弧状にかたどられている。W1569は墨で目を表

現し、頚部を弧状にかたどった写実性が高い表現をしている。W1570は鞍以外では頭部周辺を浅く切欠

くのみで簡素な表現をとるが、後頭部は突出させている。B類のW1571も頚部を長く切欠く以外は簡素

な表現の馬形である。

舟形（W1572）は広葉樹の芯持ち材の片面を平らに削り込む。船首と船尾は裏面を削って尖らせてい
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る。広葉樹製の舟形は袴狭遺跡では稀な存在であり、上記の人形や鳥形と共伴するとは即断できない。

木錘（W1573）はB類で極めて残りが良い。下部裏面は幅5mほどの細長い削りによって仕上げられて

いる。

穂摘具（W1574）は紐孔以下を欠損するが、側辺が木目と平行する平行四辺形の形態に復元できよう。

幅3．6cmとやや細身で、刃緑に対する木目の角度は約500である。

田下駄（W1575～W1591）は各種形態のものが見られる。W1576はA類3孔式で平面形は長方形とな

る。緒孔は方形で磐でほぼ真っ直ぐに鋭く穿孔されている。W1577はA類3欠式で山形の平面形態をと

る。長方形の板の二角をバツリ落として山形に仕上げている。材面は部分的に木目による段差をバツリ

で成形している以外は無加工である。W1575は切欠きと孔を組み合わせた山形のA類3欠式と考えた。

爪先側の切欠きは小さく、その両側にある一対の小孔の中には蔓状のものが詰まっている。形態的には

2孔結合の台状枠歯であってもよいが、支軸孔が小さいことや歯先に磨耗が認められないなど問題も残

る。

W1578～W1580はA類4孔式である。W1578とW1579が正方形に近いのに対して、W1580は横幅が長

さの約1．5倍ある。W1578は緒孔が縦長の歪な楕円形で両面から漏斗状に穿孔されている。緒孔の間隔

は爪先側が踵側に比べ心持ち広い程度である。W1579は墓を使ってほぼ真っ直ぐ方形に穿孔されており、

緒孔の間隔は爪先側が踵側よりも明らかに広い。前後の緒孔をつなぐように波状の刻線が強く刻まれて

いる。材面には表裏とも木の軸方向に対して700前後の角度をもって細かくバツリが行われている。こ

のような軸方向に斜交するバツリの方向は稀である。W1580は表裏に租いバツリを残す。緒孔は長方形

で墓による穿孔であろう。緒孔の間隔は爪先側が踵側よりも明らかに広い。中央付近に2カ所の穿孔が

あり樺皮を通して楔で留めている。何らかの部材からの転用を示すものであろう。

W1582～W1587はA類4欠式である。W1582は切欠きの位置が他と異なり、田下駄以外の用途も考え

るべきかもしれない。同様な形態をもつものは他には認められない。これ以外は、鼓形の2例（W

1586・W1587）を含め、長さ・幅・長幅比など様々であるが、前後の切欠きの間隔は比較的近似してい

る。W1583では下側の切欠きに紐の庄痕と思われるものが認められる。W1586・W1587では穿孔があっ

たり、それに樺皮が通してあったりするが、田下駄に加工される前のものであろう。

W1581は長方形のB類3欠式（孔結合）であろう。両端に1個と2個の穿孔があり、円形枠を結合す

るためのものと考えた。しかし、枠の庄痕が認められないため、枠が装着されたと断定はできない。B

類の3欠式はこれ以外に例が無く、B類だとしても例外的なものであろう。

W1588はB類3孔式（2孔結合）である。裏面には円形枠の庄痕が弧を措いてかすかに残る。

W1589はB類4孔式（2孔結合）である。B類では3孔式が通例であり、4孔式は他に例がないが、

3孔式とするにも緒孔の位置関係が不自然である。滋賀県森浜遺跡では円形枠とセットで出土した4孔

式の例があり（兼保他1978年）、本例も4孔式と考えておきたい。裏面には緒孔間にかすかな庄痕が

ある。

W1590はC類3孔式（1孔結合）である。裏面を図示している。緒孔の位置関係からみて左足用であ

ろう。台状枠の庄痕は認められないが、大きさや加工の状況からC類と判断しうる。長方形を呈するが

両端の側面を僅かに削って幅を調整しているのは、対応する台状枠の上辺の形態に合わせるためであろ

う。両端付近を荒くバツり厚みを減じるとともに、材面の木目による段差を無くし、台状枠にのせた時

に安定が良いようにしている。
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W1591はC類3孔式（釘＋2孔結合）である。表面には前壷あたりに足の跡をかすかに残し、左足用

と判断できる。さらに、右後壷は鼻緒の庄痕により磨耗が認められる。裏面には台状枠上面の木目が筋

状に残る。釘孔には木釘が残存しているものがあり、右下の結合孔には蔓状のものが残存していた。

台状枠（W1592）および台状枠歯（W1593～W1596）は、釘結合と釘＋2孔結合（W1595）がある。

W1592は出土時には枠歯2枚と2本の支軸が結合した状態であった（写真図版65右中段）。枠歯表面に

はバツリ痕が明瞭に残り、全体の成形も丁寧である。支軸はやや歪な形状を呈し、枠歯とは楔で固定さ

れている。足板との結合は2本の木釘だけで行われており、耐久性が乏しいように思われる。W1593は

上面を欠損するもののわずかに釘孔が残ることから少なくとも木釘が使用されたことは間違いない。歯

先は片側の稜だけが強く磨耗している。W1594は上面に足板の受け部を削り出し、木釘3本で固定する。

受け部両端には鋸の溝が残る。歯先はよく磨耗している。W1595は台状枠の中では高さが低い。上辺に

足板の受け部を作りだす。全体に丸みがあり、歯先も磨耗しているが、足板の受け部だけはやや角張る。

木釘孔は多数あるが、W1591の踵側の釘孔と対応するものがあり、その枠歯とみなすことができる。し

たがって木釘孔はすべてが同時のものではなく、足板の交換あるいは釘の打ち直しが行われたことは明

らかである。W1596も上面を欠損し、その中央にに不自然な加工がある。支軸の先端が残存しているこ

とからA類3孔式の田下駄とはならないので、おそらく穿孔があったのであろう。歯先は少し磨耗して

いる。

方形枠支柱（W1597）は残存長57．5cmあり、9個の横桟孔の間隔はほぼ6cmで均等である。断面は

蒲鉾形となるため幅に比べ厚みが薄い。端部から2つ目の横桟孔あたりに切欠きがあり、周辺が強く磨

耗していることと、筋状の庄痕が認められることから、ここに引手の縄を結びつけたのであろう。

円形曲物底板は樺皮結合（W1598）と釘結合（W1599）がある。径は18．0cmと16．7cmであり、

側板をつけるとちょうど蓋と身の大きさとなろう。W1598では側板の庄痕とケビキ線が認められる。

木皿は平底のA類である（W1604）。広葉樹環孔材製で破損が著しい。厚みのある底部から斜め上方に

向かって厚みを減じた口緑部がつき、端部は肥厚させない。径は25．4cmあり、比較的大振りな皿であ

る。

有孔曲物底板（W1600）は釘結合曲物の底板を転用したもので、中央に長径5cm以上の楕円形の孔をあ

ける。径は18．0cmである。

有孔木皿（W1603）は木皿C類を転用したもので、高台部をほとんどすべて削り落としている。2ケ一

対の小孔が1カ所ある。復元径21．6cmを測る。

杓子形木器（W1601）は小型で煎茶用の茶匙のような形態をとる。裏面は曲面を成すが、表面は平坦

である。

孔あきの板（W1602）は穿孔の状況から有孔曲物底板や有孔木皿との関連が想定される。

槽（W1605）は長軸方向の立ち上がりが緩やかで断面形は全体に丸みをもつ。

箱（W1606）は柄結合の側板の一部と考えたが、確証は無い。桐孔の周辺が少し窪む。

権は広葉樹製（W1608）と針葉樹製（W1609・W1610）がある。W1608は身と柄の境が比較的明瞭で、

身は短く断面が凸レンズ状を呈し、中央に径約1．5cmの穿孔がある。両面を削って刃をつけている。W

1609は柄が次第に広がって身となる。身は同じく凸レンズ状を呈するが、W1608よりもかなり長くなる。

W1610は紡錘形の偏平な身である。

火錬板（W1616）は薄手のもので、火鐙臼は3カ所残る。
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軸連結の板（W1615）は両端を圭頭に尖らせた薄板で、軸を通す孔は両側に2カ所である。

栓（W1618）は長方形の厚みのある軸部にドーム形の頭をつける。

有孔の栓は2例あるが形態はかなり異なる。W1619は太く短い軸部に屋根形の頭部がつき、軸部上方

に大きな孔をあけている。その両脇には小孔があり木質か蔓状のものが詰まっていた。W1620は薄く長

い軸部にこれよりわずかに肥厚した台形の頭部をつけるもので、軸部には長方形の穿孔があり、頭部と

の境の側面には小さな溝が切り込まれている。

糸巻（W1516）は四辺に弧状の到り形を入れることによって四隅に突起を作る。その先端は面取りさ

れ少し角張る。形態から糸巻としたが、何かの部材かもしれない。

この他、紐掛けのある棒状材（W1614・W1621・W1628）、部材（W1617・W1622・W1625・1626）、孔

あきの板（W1602・W1613・1623・1624）、用途不明品（W1607・W1611・W1612・W1627）、建築部材

（W1887、W1888）がある。

W1611は細長い丸材にⅤ字形の溝を通したもので一端には傘形の突起を作りだしている。W1612も傘

形の突起を一端に作りだすが、こちらは薄板で、貫通する錐孔が一つある。W1621は長さがこれ以上長

くならなければ、円形枠の横軸になりうるかもしれない。W1622は同じ形態の部材が第1遺構面上層シ

ル下層から出土している（W1679）。W1625は箱形木製品（W1469）のような、箱部材を転用したもので

あろう。2カ所の切欠きがあることから、田下駄A類4欠式に転用した後に割れたと考えることもでき

る。W1887は両端近くに相欠き仕口を設けた厚みのある材である。

9．第1洪水砂層出土の木器（W1629～W1678）

第1遺構面を被覆する洪水砂層出土の木器には、人形、斎串、田下駄、台状枠歯、台状枠支軸、木錘、

竪杵、臼、籾掬い、円形曲物底板、楕円形曲物底板、たたりの台、有孔円板、円板、有孔木皿、箱、槽、

鉢未製品、杓子形木器、火鐙板、梯子、紐掛けのある棒状材、部材、孔あきの板、用途不明品がある。

人形（W1629）はA類であるが、腰部を弧状に切欠き、手は上方から切掛けを施すという一風変わっ

た人形である。切掛けの数は左右とも4である。

斎串にはD類があり（W1630～W1633）、85点出土しているが実測図を示したのは4点だけである。

その大半はSDlO3周辺から出土している。台形のものに混じって、平行四辺形のもの（W1633）も

見られる。確認できる切掛けの数は、W1630が12、W1631が4以上、W1632が27、W1633が15と

多数のものが目立つ。

田下駄にはA類3孔式、A類4欠式、B類、C類がある。A類3孔式は長方形のもの（W1634）と山

形のもの（W1637）がある。A類4欠式は幅の狭い長方形のもの（W1635）と大型で鼓形を呈するもの

（W1636）がある。B類（W1639）は0孔式と理解されるが、円形枠の庄痕が認められないため、田下駄

B類とする確証には欠ける。C類（W1638）は3孔式で結合方法は釘＋1孔結合である。

W1634は緒孔の位置関係から横長田下駄と考えられる。緒孔は小さく円形に近い。W1637は片面をバ

ツリで平坦にした板を素材とする。板材を長方形に切り取る際には、一端（下）は租くバツリ落とし、

もう一端（上）はおそらく鋸で切断している。緒孔は方形に穿孔されている。W1636では切欠きは鋭利

に切り落とされている。W1639は右半を欠くが、両端付近に大きな切欠きを持つ。W1638には爪先側7

本、踵側6本と多数の木釘が打ち込まれる。緒孔には磨耗が求められるが、特に前壷で明瞭である。木

釘孔付近には不規則な刃傷がある。

台状枠歯には釘＋2孔結合のもの（W1640）と1孔結合のもの（W1641）がある。ともに歯先は磨耗
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している。W1640では結合孔の一つに木片が詰まっており、おそらく、紐をしっかりと留めるための楔

としたのであろう。W1641では上辺がわずかに窪む。

台状枠支軸（Wl糾2）は楔で固定するもので、両端には枠歯に差し込んだ時の庄痕が筋状に残る。

木錘にはA類（W1643）とB類（W1644）がある。W1643は部分的に樹皮の残る丸材を用いている。

W1644はB類では稀な広葉樹製のため劣化が進んでいる。下辺は削って面取りを行い、緩やかに内湾す

る。

臼（W1646）は円周の1／4程度が残存する鴇き部片が2片あり、接合しないが同一個体であると考

えられる。円形に復元できるものとみなして図示しているが、若干楕円形になるかもしれない。竪木取

りされた大径の広葉樹製である。なお、袴狭遺跡では臼の出土はこれ1点のみである。

竪杵（W1645）はおそらく握り部に節帯のないものであろう。割材を用い、鴇き部は円柱形で端は丸

みをもつ。握り部との境は必ずしも明瞭ではない。

籾掬い（W1647）は身の半分だけが残る。底面はほぼ平らであるが開口部に向かってわずかに上向き

に傾斜する。側面の立ち上がりは4cmで外開き気味に真っ直ぐ立ち上がり、開口部に向かって高さを減

じる。

たたりの台（W1653）は長さ13．4cm、幅7．7cm、高さ3．2cmと、一般的なたたりの台よりもかな

り小型で、平面形も正方形ではなく長方形となる。あまり長い軸を立てるには不安定である。用途をた

たりに限定する必要はないであろう。

円形曲物底板には樺皮結合曲物（W1648・W1649）と釘結合曲物（W1650・W1651・W1657・W1658）

がある。樺皮結合曲物のW1649は径17．4cmあり、内面にはケビキ線と側板の庄痕が、裏面には刃痕が

残る。W1648は復元径38cmになる。釘結合曲物では径が11．1cm（W1651）、16．4cm（W1650）、

24～25cm（W1657・W1658）に分かれる。

楕円形曲物底板（W1652）は長径22cm、短径18．3cmを測り、楕円形曲物としては小型である。側板の

結合方法も釘結合で、このような例は少ない。

有孔円板（W16弘）は同径の曲物底板よりも幾分厚手の板を用いている。曲物底板と同じように不規

則な刃痕があり、全体に磨耗し稜が丸みを帯びている。W1656は中央に針孔ほどの小孔がある小円板で、

有孔円板と同列に扱うものではないであろう。

円板（W1655）には釘孔などまったく認められない。径12．2cmで、最小の曲物底板とほぼ同サイズ

である。刃痕が多数ある。

有孔木皿（W1660）は木皿C類を転用したものである。高台部をわずかに残して薄く削り落としてい

る。

箱は釘結合の部材（W1659）と柄結合の部材（W1662、W1664～W1666）がある。W1659は下半を欠損

するため箱の高さはわからない。両端を板の厚み分だけ切欠いて、別材と組み合わせ、木釘で固定する。

木釘はおそらく広葉樹であろう。W1662の柄には楔が割り込まれ、左側の柄に穿たれた孔には木片が残存

する。おそらく門の一部であろう。W1664～W1666は長方形の箱状製品の3辺となる。長辺の板の両端

には柄孔を穿ち、短辺の板には柄を作りだす。組み合わせた後は縦に楔を割り込んで固定する。どちら

も一側辺に弧状の到形があり、数個の小孔が穿たれている。短辺の板では孔はほぼ対象位置にあり、

部には木片が残存している。棒が通して黛のようなものを置いていたのではないかと思われる。

槽は長辺側の中央が膨らむ中型のもの（W1661）と長方形の大型品（W1670）がある。W1661は短辺
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側の立ち上がりがなだらかで、上面に広い平坦面をもつ。比較的薄手のつくりである。W1670は長さ9

0cm以上、幅30cm以上の大型品であるが、側面の立ち上がりは低く、深さは4．5cmほどしかない。

鉢未製品（W1663）は柱状の材から別物鉢を製作中に、上面の一部が溝状に大きく抜けてしまったた

め、放棄したものと思われる。器壁はまだかなり厚いままの状態である。

杓子形木器（W1667）は長方形の長い身に短い柄がつく。

火鎮板（W1668・W1669）は2例とも使用部と未使用部がある。W1668は数少ない完形例の一つで、

同一面の両側緑に火費目をもつ。側面に溝を切り、火種が集まり易くしている。右側緑には8カ所の火

鐙臼が残り、臼の周辺がわずかに窪んでいるものがある。左側緑には6カ所の溝切りがあり、このうち

1カ所のみ使用され、残りの5カ所は使用されていない。火鐙臼の底が板の裏面まで到達しているもの

はなく、厚みの1／2あるいは2／3ぐらいのところで止まっている。W1669もW1668と同様に側面に

溝切りを行うが、板の厚さは半分ほどである。1側線に3カ所の火錬臼と1カ所の未使用部がある。火

鐙臼の一つには中央にが丸く炭化していない部分があり、竹が火鐙杵として使用されたのかもしれない。

未使用部および火韓日の周囲は浅く削って窪ませている。

梯子（W1678）は枝を払い樹皮を剥がした丸太に足掛けを削り出す。上端は完存しているが、2段目

の足掛けの途中で折れている。上端から1段目の足掛けまでの長さが40cmほどあり、足掛けの近くに

は2孔を穿っている。この部分は裏面も比較的平らに削られており、梯子を紐で縛って固定し易いよう

にしたのであろう。

この他、紐掛けのある棒状材（W1672・W1673）、部材（W1671・W1676・W1677）、孔あきの板（W

1675）、用途不明品（W16掲）がある。

W1676は同じ形態のものが第1遺構面上層シル下層からも出土している（W1765）。W1677は広葉樹の

角柱材を素材とするもので、全体が磨滅しているため欠損の状況は不明瞭であるが、下部は欠損してい

る可能性がある。上端付近に断面が袋状の丸穴を深く彫り込み、それと直交する面には円を繋いだよう

な浅めの彫り込みを行う。二つの彫り込みは近接しているために一部で通じている。この機能、用途に

ついては皆目見当がつかない。

10．第1遺構面上層シルト層出土の木器（W1679～W1787・W1889～W1890）

第1遺構面上層シル下層出土の木器には、人形、馬形、田下駄、台状枠、台状枠歯、台状枠支軸、十

字枠歯、方形枠横桟、柄の頭、木錘、かせかけ、連歯下駄、鞘、円形曲物底板、楕円形曲物底板、有孔

曲物、有孔曲物底板、木皿、鉢、有孔木皿、杓子形木器、火鐙板、脚、脚付きの台、机の天板、有孔の

栓、紐掛けのある棒状材、部材、用途不明品、柄、歯車状木器、孔あきの板、建築部材、梯子がある。

人形（W1679～W1685）はいずれもC類で墨で顔を表現する。墨はほとんど残っておらず、墨の部分

がわずかに隆起して、顔の表現が判明するものがほとんどである。W1679・W1680はほぼ完形の資料で、

全長は62．2cmと55．7cmである。その他の人形も頭部のサイズから、これらと近似した長さになる

と考えられるが、W1681だけは頭部だけで27cm以上あり、全長は1m近くになるのではあるまいか。

冠の表現があるのもこれだけである。頚部上方の切欠きはW1682とW1685が直線的で他はゆるく弧を措

く。手の切掛けはW1679の左手が8枚以上、W1680は左右とも2～3枚以上である。

馬形はA類（W1688）とB類（W1686・W1687）があり、側面に4脚を持つ。B類は口部を小さく、

腹側の頚部を少し長く切欠くだけである。A類は頚部、胴部下半とも弧状にかたどり、後頭部を突出さ

せるなど最も写実的な表現をとるタイプに属する。
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田下駄は足板にはA類～D類のほとんどすべての形態が見られ、枠部材の例も多い。台状枠付き田下

駄の完形例や十字枠付き田下駄など特筆すべきものが多数ある。田下駄A類では、2孔式、3孔式、3

欠式、4孔式、4欠式が、B類では0孔式、2欠式、4欠式、3孔式の各種がある。

A類2孔式（W1696）は長方形の板の中央に縦並びに2孔を穿つ。2孔の間隔は約10cmである。こ

れを果して田下駄と呼んでよいものか疑問は残る。なお、本例では、片面の一端近くを鋭い刃物で溝状

に切り込んでいる。板材の切断の際に、このような溝を両面に切り込んだ後折り取っている場合があり、

この場合も最初はこの位置で折ろうとしたのであろう。また、これとは反対側に〔形の刃痕が連続して

見られる。彫刻刀のようなものであろうか。

A類3孔式（W1689）はかなり厚手（4cm）の板を用いる。前壷と考えられる1孔を長辺の中央に置

くことから、横長田下駄と理解したい。後壷間の間隔は約9cmで、3孔式の一般的な間隔よりも少し広

い程度である。右側の図では緒孔すべてに紐ずれによる磨耗が認められる。こちら側を表面としてよい

であろう。

A類3欠式には長方形のもの（W1690）と山形のもの（W1691）がある。W1690は田下駄には珍しく

柾目板を用いる。表面にはバツリ痕を明瞭にとどめる。W1691は前壷は大きく切り欠くが、後壷の切欠

きは小さい。両者とも先述のA類3孔式とは異なり、後壷の間隔が非常に広く、ともに約25cmである。

A類4欠式には鼓形に近いもの（W1692）と長方形のもの（W1693）がある。W1692は左側緑の切欠

きは浅く丸みがあるが、右側緑の切欠きは深く鋭さがある。側面に丸みをもつ。切欠きの間隔は左側緑、

右側緑とも約8cmでほぼ等しい。W1693では左右の切欠きがかすかな刻線で結ばれている。両端の方形

孔や切欠きは部材からの転用を示すものであろう。切欠きの間隔は左右とも約10cmで、わずかに右側

が広い。なお、W1697は4欠式とは言えないが、これに近い形態をとる板状材で、A類4欠式の変異と

考えた。

A類4孔式（W1694）は長幅比が3：1以上あり、寸詰まりな形態がほとんどを占めるA類4孔式の

中では特殊である。緒孔はほぼ長方形に配され、いかようにも履けるように思われる。即ち、縦長田下

駄か横長田下駄かの区別が困難である。また、W1695は孔と切欠きの両方があり、4孔式を4欠式に作

り替えたか、その逆であろう。4孔式では緒孔の間隔が左右で異なるが。4欠式では切欠きの間隔は左

側緑、右側緑とも約8cmでほぼ等しい。

B類0孔式（決り結合）は円形枠の庄痕がなければ、他の部材と区別がつきにくいものである。幸い

W1699には一方の挟り部にかすかながら弧状の庄痕が認められる。W1698にはこのような庄痕はまった

く認められないが、大きさがほぼ同じであることからB類とした。

B類2欠式（挟り結合）もどのように履くのか考え込んでしまう。W1702は極めて遺存状態が良く、

切欠きや決りの加工痕が鋭いままの状態である。実際には使用されていないかもしれない。

B類4欠式（決り結合）のW1700は4つの切欠きがやや下方に寄っている。円形枠の庄痕は認められ

ない。なお、本例で注目すべき点は魚と思われる絵が線刻されている点である。7本の線を並べて体部

の輪郭と横縞を表現し、背鰭はそこから斜めに短い線を並べる。腹鰭は輪郭を弧状に措いてその中を4

本の斜線で埋めている。田下駄製作時に魚体の中ほどで切断されているため、魚の種類までは言及でき

ず、尾鰭の表現があやふやで魚と断定するのは早計かもしれない。

B類3孔式には挟り結合と孔結合の2種があり、一般的な縦長田下駄（W1701・W1704～W1708・W

1710）の他に、横長田下駄と考えられるもの（W1703）がある。W1701とW1704は決り結合の縦長田下
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駄で、W1701では後壷は孔ではなく鋭い切欠きを施す。上端は丸みをもち、挟りより先が幅狭くなる。

W1704では緒孔は錐で穿孔したような丸い小孔で径は約4mm、挟りは凹形である。緒孔の位置はかなり

前方に寄る。W1703も挟り結合であるが、緒孔は先述のA類3孔式のW1689と同様に前壷と考えられる

1孔を長辺の中央に置く。他のB類田下駄に比べやや幅広の板を用いる。緒孔の位置は板の中央よりも

やや片側に寄る。緒孔、挟りとも鋭利な工具で加工し、端面は鋸で切断されていると思われる。W1705

～W1707・W1710は2孔結合の田下駄B類である。W1705とW1706には弧状の円形枠の庄痕が残る。W

1705は緒孔、結合孔とも方形穿孔で、これとは別に両端付近の中央に小孔があり、その一つには蔓状の

物質が詰まっていた。おそらく二つに割れたために補修したのであろう。W1706は錐で穿孔したような

径約4mmの小円孔を穿ち、孔の中には蔓状の物質がつまっているものがあった。W1707は結合孔付近の

裏面を削って木目の段差を小さくしている。こうした加工は田下駄C類によく見られる。枠の庄痕と思

われるものは、弧状というより直線的のように見受けられるため、B類ではなくC類の可能性もある。

W1710は厚みのある足板で、表裏面に幅2～3cmの整バツリを残し、断面形は中央が膨らみをもつ。前

壷は近接して2孔穿たれているが、右側の壷と後壷には紐ずれによる磨耗が認められる。緒孔が方形な

のに対して、結合孔は錐孔のような小円孔で中に蔓状の物質がつまっているものがある。裏面では踵側

の結合孔下方にかすかに枠の庄痕状のものが認められる。W1708は二つの結合方法が複合したもので、

爪先側が挟り結合、踵側が1孔結合である。裏面には枠の庄痕らしきものが認められるが、円形枠とす

るにはやや直線的にすぎるようにも思われる。

C類3孔式には1孔結合のもの（W1709・W1712）と釘＋1孔結合のもの（W1711）がある。W1709

は田下駄B類の可能性もあるが、長さが約30cmと短いことからC類と判断した。W1711では裏面の両

端から2cm分ほどを段差をつけて半分の厚さに削り、枠歯上面に落とし込むような工夫が見られる。踵

側の釘孔には木釘が残存している。

W1712は台状枠付き田下駄の完形例である。写真図版72右3段目に出土状況を示す。枠と足板がす

べて揃っているのは、これと深田2区のW1908だけである。長さ30．7cm、幅30．2cm、高さ14．7

cmを測る。足板は3孔式で爪先側4カ所、踵側11ヶ所の木釘が残存するが、踵側の1ヶ所はこの枠と

は別の枠に使用された木釘である。枠歯は台形で上面に足板の受部を削りだすが、両側に残った突起部

は、踵の右側を除いて欠損している。歯先はよく磨耗している。枠歯を繋ぐ2本の支軸は差し込み部分

を若干細くしただけの角柱材で、結合部の1カ所には横から薄い楔を差し込んでいるが、他には楔は認

められなかった。なお、原因は不明だが、足板上面の木釘周辺は長方形に囲んだ範囲が変色していた。

W1713は台状枠と考えられる部材であるが、枠歯に相当する材は典型的な枠歯に比べ高さが低く、足

板を固定するための加工痕、あるいは足板の痕跡が認められない。下側の枠歯上端中央付近がわずかに

窪んでおり、この部分に足板が載っていたのかもしれないが、単なる傷みの可能性もある。支軸は両端

を細め、枠歯との固定にはすべて楔を水平方向に割り入れている。

台状枠歯と支軸（W1714～W1721）のうち、W1714～W1716とW1719～W1721がそれぞれ同一個体で

ある。W1714は1孔結合の枠歯で結合孔は錐孔である。このような小さな孔一つで、足板と枠が使用に

耐えうるほどしっかりと固定できたろうかと思われるが、支軸に差し込み時の庄痕を明瞭に残すぐらい

使用されているということは確かである。しかし、枠歯の歯先には加工痕のこり、磨耗は認められない。

W1719は釘結合の枠歯で木釘は4本である。表裏面ともバツリ痕が明瞭に残る。歯先はあまり磨耗して

いない。支軸（W1720・W1721）との固定は楔を縦に割り入れるだけでなく、枠歯の底面から木釘を打
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ち込んでいる。W1717は釘結合と孔結合の併用で、木釘孔は左右に2カ所、孔は3カ所である。上面に

足板の受部を削りだす。W1718も釘結合と孔結合の併用で、木釘4本と中央の1カ所の孔で結合する。

右側の支卓由孔には底面から打ち込まれた木釘の一部が残存している。左側の支軸孔の上に打ち込まれた

木釘の目的はわからない。歯先はよく磨耗している。

十字枠付き田下駄（W1722～W1724）は他に例をみない特殊な形態の田下駄で、袴狭遺跡でもこれ以

外には、足板を1例確認しているに過ぎない（W1130）。足板（W1722）は長方形で3孔式である。長さ

27．6cm、幅11．9cmあり、田下駄C類の平均的な大きさに等しい。中央には十字に釘孔が並び、縦

に5カ所、横はその左右に各1カ所が配される。枠歯（W1723・W1724）は長方形の板を横長に置き、

上辺の2隅を丸く落とし、下辺は全体に浅い弧状の到り形を入れる。上面には釘孔があり、下辺（歯先）

の両端には挟りを入れるか孔を穿つが、この部分は傷みがあって詳細な状況は判断しがたい。板の中央

には1枚は上面から、もう1枚は下面からの長方形に相欠きがあり、これで十字に組み合わせる。上面

の釘孔と足板の釘孔との対応完形から、W1723が横、W1724が縦になる。W1724には足板の受部を浅く

作りだす。それぞれの枠歯に残された釘孔は足板の釘孔よりも多く、足板の交換が行われたことがわか

る。枠歯両端の孔あるいは挟りには縄のようなものを回して沈下を防いだのであろう。

田下駄D類（W1726）は、四隅を斜めに切り落とした長方形の板で、裏面に横桟の庄痕が8条明瞭に

残る。方形枠とは両端に穿たれた1孔に縄などを通して、その下の横桟に結ばれたため、下方の孔から

はその庄痕が伸びる。田下駄D類の出土数は少ないが、他の資料（W1545・W1823）が薄手で華奪な感

じを受けるのに対して、本例は比較的厚手で頑強である。

方形枠横桟（W1725）は長さ35．7cmある。本遺跡出土の方形枠としては幅が狭いものとなる。一側

線は浅く窪んでいるが、足板の圧迫によるものとするには少し範囲が広いように思われる。この側が下

面になるのかもしてない。

木錘（W1728）は芯持ち材を半裁したB類である。

柄の頭（W1727）は両端に使用痕が認められないため、木槌ではない。

かせかけ（W1729）は中心部分の断片であり、他の部材の可能性もある。なお、本遺跡では糸掛けの

竹ヒゴを立てる小孔をもつ資料は確認されていない。

連歯下駄（W1730）は左足用で小判形を呈し、歯は前後にふんばる。親指の跡が窪んでいる。両端に

緒孔と同じくらいの大きさの孔を穿つ。

柄木（W1732）と鞘（W1731）は断面形が浅いU字形を呈する。長さで柄木、鞘と呼び分けた。

円形曲物底板には樺皮結合曲物（W1733～W1736）と釘結合曲物（W1737～W1739）がある。樺皮結

合曲物には径14cm台（W1736）、17～18cm台（W1733・W1734）、29cm台（W1735）のものがあ

る。W1733の裏面には刃痕がある。W1734にはケビキ線と側板の庄痕があるが、刃痕は表裏とも認めら

れない。W1735にはケビキ線が残り、裏面には刃痕がある。釘結合曲物は径16cm台（W1737・W1738）

と28cm（W1739）である。17cm台と29cm台の樺皮結合曲物と組むのであろう。W1738には斜方向

の刃痕が残る。樺皮結合曲物の4例中3例が板目取りであるのに対して、釘結合曲物は3例とも柾目取

りである。

楕円形曲物底板（W1740）は長径60．3cm、短径40cm以上の大型品である。内面にヤリガンナによ

るケズリ痕が明瞭に残り、側板の庄痕も部分的に認められる。外面には不規則方向の刃痕が多数あり、

かすかにヤリガンナによるケズリ痕も残る。
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有孔曲物（W1741）は側板の低い樺皮結合曲物（径21．9cm）を転用する。底板は曲面を成し、方形

の穿孔が2つ並ぶ。

有孔曲物底板（W1742・W1743）も樺皮結合曲物の底板を転用したものである。径は20～21cmで

ある。ともに孔の位置が中央から少し外れる。W1742では焼け焦げが部分的に認められるのは焼いて穿

孔したからであろう。Wl掲3では4つの小孔が縦に並ぶ。

木皿（W1744・W1745）はB類で、径は22cm強でほぼ等しい。W1744は高台の内剃りは浅目でC類

に近い。内面もごく浅く、中央から口緑端部に向かって斜めにほぼ真っ直ぐ伸びる。底部外面には3本

爪の跡があり、ロクロの径は約10cm。不定方向の刃痕跡が残る。W1745は内面中央から口綾部にかけ

て浅くなり口緑部は斜め外方に短く伸びる。高台はしっかりと削り出されている。内外面に不定方向の

刃痕跡が残るが、特に内面は顕著である。ロクロの径は約8cmである。

鉢は小型品（Wl拘6）と大型品（W1747）がある。W1746はやや歪で内面は加工痕を残さず仕上げら

れているが、体部外面にはバツリ痕跡の残す。W1747はほぼ正円で径41cmに復元できる。底部は内外

面とも平坦であるが内面は刃痕による細かな凹凸が多い。体部は内面が斜めに真っ直ぐ伸びるのに対し

て、外面はふくらみをもつ。内外面にバツリ痕や刃痕を残す。

有孔木皿はC類を転用したもの（W1748）とB類を転用したものがある（W1749）。共に孔の位置は中

央から少しずれる。Wl掲8は径21．2cmの皿で内面はほぼ平坦に近い。孔は焼け焦がして穿孔している。

Wl掲9は径25．8cmとやや大振り、薄手の作りである。高台部は削り落とさず残されている。中軸線か

ら少し外れて4つの小孔が縦に並ぶ。

杓子形木器（W1750）は長さ57．6cmの大型品で長方形の身と柄はほぼ同じ長さである。

火鎮板はW1751だけが広葉樹製で、他はすべて針葉樹である（W1752～W1755）。W1751は長さ7．8

cmの小型品で縦中央に段差がある。火費目はこの段差の所に4つ並び、側面には溝が切られている。W

1752～W1754は幅と厚さが似通った完形品である。火韓日の周囲は浅く削り、側面には溝を切る。W

1753は大部分の臼の中央が盛り上がり、火鐙杵に竹管が使用されていることがわかる。W17弘では上端

に未使用部がある。W1755は両側面合わせて18カ所の火鐙臼がある。W1753と同様に竹管が火鎮杵と

して使用されている。右上端には未使用部が一つある。全体に焼け焦げており下端は欠損であろう。

脚付きの台（W1757）は長方形の板の両端近くに溝を掘って脚を差し込む。

脚には様々な形態のものがみられる。W1756は机の脚である。上端に薄い柄を作り、そのあたりだけ

が断面長方形で、以下は一隅を削り、机の角にあたる部分だけを直角に残す。先端は爪先立つように尖

らせている。W1758は天板の両端の溝に差し込む形式の脚で、下辺中央に半円形の上端をさらに半円形

に決った剃り込みを入れる。W1759は連歯下駄の歯のように、台形状の板の上辺に桐を作りだす。桐はお

そらく2本であろう。

机の天板（W1760）は長さ89．7cm、幅22．1cm以上の大型の板で、裏面の端面より10cmばかり

内側に脚を差し込む溝を墓で彫る。溝の端は板の幅よりも少し内側で止まっている。溝の中には長方形

の柄穴を穿つが、その位置から考えて、少なくとももう1カ所ずつはあったであろう。両面にヤリガン

ナによるケズリの跡が残るが、表面は細かな刃痕が顕著でヤリガンナ痕が認められるのはごく一部であ

る。

建築部材（W1889）は一端近くに小さな方形孔を穿った大型の板材で、同様な材は多数出土している。

本例は幅21cmであるが、もう少し狭く長いものが多い。
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梯子（W1890）ほぼ完形の資料で、長さ253cmに対して幅は11cmに過ぎない。5段の足掛けは高

さが3cmもないため、注意して昇降しないと足を滑らせてしまうのではないか。側面で見た時、背面に

わずかな反りがある。

この他、有孔の栓（W1761）、紐掛けのある棒状材（W1762・W1763・W1777）、部材（W1764～W

1772・W1775・W1776・W1781・W1782・W1785）、建築部材（W1787）、用途不明品（W1773・W1774・

W1779・W1786）、柄（W1778）、歯車状木器（W1780）、孔あきの板（W1783・W1784）がある。

W1765はW1676と同一形態の部材である。二つが十字に組み合うには相欠きの幅が広すぎるので、横

に並んで棒のようなものを渡すのであろうか。W1770は形態的には方形枠横桟に近いが、断面でみたと

き柄と桟部分の向きが斜交しており、桟部分を削っていることからも方形枠横桟とはしなかった。W

1778は広葉樹製である。先端側は欠損するが中央を縦に貫通する方形の孔が穿たれているものと思われ

る。柄元は片側を山形に突出させるが、上半部との位置関係は木目の振じれを考慮して判断した。何か

の柄と考えられるが用途は不明である。類品が兵庫県山垣遺跡から出土している（平田1990年）。W

1780は広葉樹の短い丸材を用いる。樹芯を外して中央に径約4cmの孔を貫通させ、それを中心に残存部

で4カ所、本来はおそらく9カ所の山形の突起を削りだす。端面では突起の先端をさらに小さく突出さ

せている。全体に傷みが激しく、使用痕などの情報は得難い。W1785は長さ126．6cm、幅9．8cmの

細長い薄板である。両端を一段狭めて孔を穿ち、側線は片側を18～19cmの等間隔に6カ所、反対側

20カ所以上を切欠く。もじり編み具の目盛板の可能性があるが、厚さが1cmと薄く、華著にすぎるよ

うに感じられる。W1787は扉当たりのある横になる可能性もある。

11．ピート層出土の木器（W1789～W1791・W1793～W1803）

ピート層出土の木器は深田1区の中で最も新しい時期に帰属するが、多くは第1遺構面上層シルトと

の境付近から出土している。斎串、田下駄、台状枠、円形曲物、円板、木皿、容器未製品、木履、杓子

形木器・、紐掛けのある棒状材がある。

斎串はA類（W1790）とB類（W1789）がある。W1790は長さ13．1cmであり、A類でも最も小型の

部類に入る。W1789は長さ95．5cmの長大なもので上端は圭頭につくる。下端は尖らさずに水平に切り

落としており、他に例を見ない。確認できる切掛けの数は上から順に左9・6・5・4、右6・6・

5・6で、1枚1枚の切掛けは長いもので10cm以上あり、その内側にさらに細かな切掛けを行ってい

る。

田下駄（W1791）はB類4欠式（挟り結合）である。遺存状態が極めて良好で、切欠きなどは刃物の

鋭利さがそのまま残っている。端面は斜め上方から刃物を数回の打ち込んでバツリ落としている。

台状枠（W1793）は枠歯と支軸各1つが結合した状態の資料である。枠歯は端面がやや丸みをもつ長

方形で、高さは低い。上面は平坦で、足板を結合するための釘孔や孔が認められないのは第1遺構面上

層シル下層出土のW1713と同様である。支軸は一般的なものよりもやや偏平である。両端面には水平方

向に2枚の楔を割り入れて枠歯に固定している。

円形曲物（W1794・W1795）はともに小型の釘結合曲物である。W1794は径15．4cm、高さ3．8cm

以上ある。W1795は径10．6cm、高さ4．6cmあり、側板は二重に回され、内外も約2／3が残る。側板

には孔などは認められず、柄杓子ではない。底板は周縁付近の底面が少し浮き上がり、周縁に段を設け

側板をあてる。木釘は小型の曲物にもかかわらず11カ所打ち込まれているが、図では2ヶ所を見落し

ている。

－165－



円板（W1796）はW1795の底板と同様に周縁に段を設けるが、側板を結合した痕跡はない。遺存状態

が悪いせいもあってか、段はやや暖味なところがある。

木皿（W1797）はC類である。径20．6cm、高さ2．4cm。内面は中央から口緑部にかけて傾斜をも

ってわずかに浅くなった後、端部で少し立ち上がる。底部外面には2本爪ロクロの爪跡が位置を変えて

3カ所あり、中央付近の径約8cmの範囲にはバツリ痕が残る。内外面とも細かな刃痕が多数残る。

容器未製品（W1798）は柱状材の一面を租く挟ったもので、全面に租く加工痕が残る。小型の槽の未

製品であろうか。

木履（W1799）は被甲部分のみが残存する。

杓子形木器（W1800）は最も「しゃもじ」に近い形態で、身は先端側を薄く削る。

紐掛けのある棒状材（W1801～W1803）には大小様々なものが含まれる。

12．出土層位不明の木器（W1804～W1872・W1891～W1893）

以下では出土層位が不明確な木器を（1）第2遺構面ベース層～第1遺構面ベース層出土の木器、（2）

第1遺構面上層シル下層～ピート層出土の木器（3）第2遺構面ベース層～第1遺構面上層シル下層出

土の木器、（4）その他の木器に分けて記述する。

（1）第2遺構面ベース層～第1遺構面ベース層出土の木器（W18似～W1807）

杓子形木器・、用途不明品がある。

杓子形木器（W1804）は長細い柄に先端が丸みを持つ身がつく。長さ56cmあることから、いわゆる

飯杓子ではなく、撹拝具の類であろう。

用途不明品ではW1805が特殊な形態を有する。一見したところ、二股に分かれた尾鰭を持つ魚を表現

したような板状材である。上端の両隅には穿孔があり、紐で釣ってぶら下げていたのかもしれない。材

面には軸方向に斜交するバツリ痕が残る。

（2）第1遺構面上層シル下層～ピート層出土の木器（W1808～W1811）

人形、柄、棒状材がある。

人形（W1808）は、肩の切欠きがやや直線的でA類にも近いが、C類の範噂でとらえておきたい。墨

で顔を表現するが、墨はほとんど残らず、跡だけが盛り上がる。確認できる手の切掛けの数は左6、右

7である。

柄（W1809）は細長い丸棒の一端を尖らせ、1孔を穿つ。縦に半分に割れている。曲物柄杓子の柄と

するには長すぎようか。

この他、W1810は一端を尖らせた丸棒、W1811は形態的には田下駄C類0孔式（決り結合）と同じで

あるが長さ80cm以上と余りに大きいため田下駄には含めない。

（3）第2遺構面ベース層～第1遺構面上層シル下層出土の木器（W1812～Wl糾6）

人形、斎串？、田下駄、台状枠歯、方形枠支柱、方形枠横桟、籾掬い、楕円形曲物底板、折敷、木皿、

有孔木皿、杓子形木器、下駄、火摸板、栓、紐掛けのある棒状材、部材、箱がある。

人形はC類で1例は墨顔（W1812）、もう1例は刻み顔（W1813）である。墨顔のW1812は髪を左右に

垂らした表現をとる。W1813は残存長63．3cmで、脚を含めれば1mほどの長大な人形となろう。

斎串？（W1814）は両側面に小さな切欠きを多数入れる薄板で、斎串とすればE類であるが、大きさ

の面でやや疑問が残る。

田下駄にはA類、B類、D類がある。A類は2孔式（W1815）、3孔式（W1816・W1817）、4欠式
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（W1818）に細分される。

W1815は長方形板の左右に浅い到り形を入れ、中央に縦並びの2孔を穿つ。右下方の方形孔は転用前

のものであろう。W1816は長方形の3孔式であるが、前壷は2孔が縦に並んでいる。使用者の足の大き

さの違いを反映しているのであろうか。材面には短軸にほぼ平行する刃傷が2本残る。W1817は山形を

呈し、前壷は小さな切欠きで、その両脇には錐孔がある。第1遺構面ベース層出土のW1575と同様の作

りである。本例の場合はW1575よりもさらに薄く、台形の上辺も狭いことから台状枠には成りえないで

あろう。W1818はA類4欠式の中では小型の部類に入る。

B類は3孔式である。W1819は両端に挟りと結合孔が併存する。これが同時に使われたか、別個に使

われたかは枠の庄痕がまったく認められないため不明である。遺存状態は良好で、切欠きは鋭く磨耗な

ど認められないため、使用頻度は低かったと考えられる。W1820は長方形の結合孔が爪先側に3カ所、

踵側に2カ所ある。表面には足の跡が比較的明瞭に残り、これから足のサイズを単純に復元すると22

cmほどとなる、小さな足である。また、前壷には紐擦れによる磨耗が認められる。裏面では結合孔の外

側に円形枠の庄痕が比較的明瞭に残り、これを結んだ紐の庄痕が結合孔の表側に認められる。

D類はいずれも0孔式であるが、枠との結合方法は釘結合（W1822）と孔結合（W1823）がある。W

1822は裏面に横桟の庄痕が3条、明瞭に残る。その間隔は約11cmである。端面際の圧痕の位置に2本

の木釘が打ち込まれており、これで枠と結合したのであろう。その部分の両側に方形の切欠きがあるの

は、挟り結合と併用されたためとも考えられるが、横桟と密着した状態では用を成さないであろう。W

1823は舟形にかたどった板で、復元すると長さ70～80cm以上になろう。長さの割りに厚さが1cmに

満たず、大足による過酷な農作業を考えると、これほど薄いと簡単に割れてしまうのではないかと懸念

される。裏面には横桟の庄痕が4条、明瞭に残る。その間隔は約10cmであるが、端面際の2本の間隔

は少し短かめで約8cmとなる。端面際の庄痕を挟んで雫形の孔が4カ所あり、尖ったほうを対角線に向

けている。表面では交差して庄痕が走るのは、ここで紐を十字に結んで横桟と結合したのであろう。こ

れほど横桟の庄痕が明瞭に残るにも係わらず、足の跡はまったく残らない。なお、本例は第2遺構面ベ

ース層出土のW1545と同じ作りであり、あるいは1対の足板になるのかもしれないが、出土位置は30

m以上離れている。

台状枠歯（W1821）は上辺が平坦で、その直下には3つの小孔が横に並ぶ。孔の中には蔓状の物質が

詰まっている。下半を欠損するが、3孔結合の台状枠歯と考えてよかろう。

方形枠支柱（W1832）と方形枠横桟（W1825～W1831）は同一地区の側溝から出土したもので、出土

状況は不明ながら、同一個体に属するものとみなしうる。支柱は長さ87cm以上、横桟孔の数12本以上

の大型品で、横桟孔の間隔は7～9cmである。端から一つ目と三つ目の横桟孔の間に引手孔がある。引

手孔には直交する釘孔が1カ所あり、枝のような引手を木釘で固定したのであろう。引手孔周辺の磨耗

は特に明瞭でないことから、縄などの引手の使用は明らかではない。方形枠横桟は長さ52cm前後で菱

形断面をもつ。中央付近で片側緑が浅く窪んでいるものは、足板が乗っていたものと思われる。両端の

柄は方形で左右に3cmほど飛びだす。W1832の方形枠支柱の柄孔に比べかなり細いことから、楔で固定

されたのであろう。枠全体としては長さ1mほど、幅50cmの大型の枠に復元できる。W1824も方形枠

横桟の可能性があるものの、断面は長方形である、桐の中程に庄痕があってくびれたようになっている、

柄が短いなど、他の方形枠横桟とは特徴を異にする。これが方形枠横桟であるならば、中央の長方形の

孔は足板の柄を差し込む為のものであろう。また、幅35cmほどの小型の枠になる
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籾掬い（W1833）は先端に向かって上向きになる底部に、立ち上がりの低い側面がつく。側面は先端

に向かって高さを減じる。

楕円形曲物底板（W1837）は長径60cm以上の大型品で、側板を樺皮で綴じる。内面には平行する斜

方向の強い刃痕が幾筋も認められる。

折敷（W1843）も一辺60cm以上の大型品である。底板は4枚以上に割れた内の2枚であるが、接合

はしない。内面にはヤリガンナによる削り痕がわずかに残り、側板の位置を決めるケビキ線がある。側

板は1枚だけが遺存する。樺皮は切れているが、結合孔から位置を復元できた。端面は直交する側板と

当たるために斜めに切り落とされている。側板の高さは10cmである。

木皿（W1834）はほぼ完形のC類である。径17．4cmとやや小振りである。内面はほとんど平坦で、

口緑部の立ち上がりは認められない。内面と底面には不規則な刃痕があり、内面で顕著である。

有孔木皿はC類を転用したもの（W1835）とA類を転用したもの（W1836）がある。W1835は口緑部

が薄く明瞭に立ち上がる。高台を厚目に残して削り、両面から斜め刃物で削って穿孔する。内面には刃

痕が残る。W1836は中央からわずかに外れて真っ直ぐに穿孔されている。もとは底部から口綾部までほ

とんど厚みが変わらない皿である。底面のケズリ痕は木皿製作時のものであろう。内面には無数の刃痕

があり、渋様のものが塗られている。刃痕は底面にも若干認められる。

杓子形木器（W1838）は柄と身の境が不明瞭で、身の先端部だけを薄く削る。

下駄（W1839）は長さ15．4cmの小型品で連歯下駄と呼びうるものであろうか。歯は中央に相欠き状

の溝を鋭く彫って、前後を区切るだけである。遺存状態は良好である。

火鐙板（W1844）は小型の完形品である。火鐙臼は1カ所であるが、未使用部は4カ所ある。側面の

溝切りと溝を支点とした扇形の浅い削りによる発火部の準備が明瞭にわかる資料である。

栓（Wl糾0）は厚みのある材を用い、軸よりも少し長い頭部の中央に長方形の孔をあける。

紐掛けのある棒状材（W1841）は両端の切欠きに紐を結んで把手のようなものにならないかと考えた

いが、そうした庄痕は認められない。

部材ではW1842は左辺が欠損している可能性があり、そうすると、平城京西市出土の多足机の天板と

同様なものとなるかもしれない（奈良国立文化財研究所1982年）。W1845は自在のような形を呈する

が、台状枠支軸の可能性がある。その場合、台状枠歯には孔は無く、歯の両端に柄がつくことになる。

袴狭遺跡ではこのような形態の台状枠歯は現在のところ未確認であるが、島根県桂見遺跡出土の組み合

わせ三角材（W319・W320）のような木器が相当するのではないかと考えられる（高垣1996年）。

箱（Wl糾6）は桐結合の部材であるが、大型の箱の側板の可能性を考えた。柄の根元には庄痕が認めら

れる。

（4）その他の出土層位不明の木器（W1847～W1872・W1891～W1893）

人形、刀形、不明形代、木錘、えぶり、田下駄、竪杵、有孔曲物底板、有孔木皿、円板、箱、脚、用

途不明品、孔あきの板、紐掛けのある棒状材、部材、梯子、天秤帽がある。

人形（W1847）は墨顔のあるC類で全長56．4cm、顔はW1812に似て髪が左右に垂れる。頭の弧を重

ねた表現は冠であろうか。確認できる切掛けの数は左右とも5である。

刀形（W1849）は把と刀身の境に段差があり、把は弧状にかたどって長方形の把頭をつける。刀身は

左辺を削って刃をつける。特殊刀形と共通する点もあるが、このような形態の刀形は袴狭遺跡では他に

例が無い。
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不明形代（W1848）は3本の脚状のものを伸ばす。切掛けはない。同様な形態の不明形代の中では最

も小型の部類に入る。

木錘（W1850）はA類である。遺存状態は悪く、劣化が進んでいる。断面形は楕円形である。

えぶり（W1851）は一長辺を両刃に削り、三角形の切欠きを連続させて鋸歯状の歯をつくる。上半は

欠損しているため、柄孔の有無は不明である。遺存状態は極めて良く、材面のバツリ痕も明瞭であるた

め、未製品の可能性もある。袴狭遺跡でえぶりと考えられる資料はこの1例のみである。

田下駄にはA類～C類がある。A類（W1852）は4孔式の横長田下駄である。緒孔の間隔は爪先側が

踵側よりも明瞭に広い。長さに対して横幅が広い。

B類は3孔式（W1853）と0孔式（W1856）がある。W1853は前壷が縦に2孔穿たれている。ほぼ同

様な孔であることから、転用ではなく足のサイズによって鼻緒をつけかえたのであろう。結合孔は両端

に各2孔で緒孔より少し小さ目の孔である。左前の1孔には蔓状のものが2本詰まっている。腫側の結

合孔には、左図では結合孔間に端面とほぼ平行に、右図では孔の両脇に庄痕が認められる。枠あるいは

枠を留める蔓の庄痕であろう。W1856は縦半分と一端を欠くが、舟形にかたどった両端を左右に突出さ

せたものであろうと判断した。

C類は3孔式で一体型の完形例である（W18嶺）。比較的厚手の作りで、表面には足の跡が窪んで残る。

全体に磨耗しているが、歯先の磨耗は他よりも顕著で使用に伴う磨耗と判断できる。歯の中央には到り

形を入れ、その両端には孔を穿つ。孔の周囲はよく磨耗している。

竪杵（W1855）はおそらく握り部に節の無い形態である。鴇き部の端に最大径があり、そこから握り

部にかけて、しだいに細くなる。鴇き部の端は円錐形である。

有孔曲物底板（W1857）は径19．5cmの樺皮結合曲物の底板を転用する。内面にはケビキ線と側板の

庄痕が明瞭に残る。中央から少し外れて大きめの孔があり、これより小さな孔も1つ穿たれている。表

裏とも刃痕はない。

有孔木皿（W1858）は径23．2cmの木皿C類を転用する。高台部はほとんど痕跡を留めないほどに削

り落とされている。中央の孔は焼き焦がして両面から穿孔している。周縁部には横並びに2個1対の小

孔があり、こうした孔が4カ所あったのではないかと予想される。

円板（W1859）は周縁に段を設ける楕円形の板であるが、側板を結合した痕跡はない。遺存状態は良

好である。

箱（W1860）はホゾ結合の側板と考えられるものである。両端のホゾには楔が割り込まれ、さらに斜

めに木釘を打って固定する。材面にはヤリガンナによる削り痕が明瞭に認められる。両側緑の中程に切

欠きがあるのは、何かに転用したためかもしれない。遺存状態は良好である。

脚（W1862）は浅いU字形の材で、端面中央に柄を作りだす。全体に磨耗しており、二股に分かれた

ホゾの先端が欠損かどうか良く分からない。脚とすればここに孔があったほうが都合が良い。

梯子（W1891）は長さ2mを越えるものであろう。5段の足掛けは高さが4cmほどしかない、比較的

しっかりと削り出されている。

天秤棒（W1892・W1893）では、W1893は長さ308cmの完形品である。中寄りを蒲鉾形に、両端付

近は丸く成形し、一端にのみ小さな切欠きを入れる。側面で見た時、中央付近にわずかに反りがある。

W1892は出土地区不明ながら、天秤棒の完形例であるためここに掲載した。W1893とは違って両端に横

孔を穿つ。これに短い棒を通して引っ掛かりを作ったのであろう。
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この他、用途不明品（W1861・W1863）、孔あきの板（W1864）、紐掛けのある棒状材（W1865～W

1871）、部材（W1872）がある。W1865とW1866は、田下駄B類の横軸の可能性がある資料である。W

1868・W1869は蒲鉾形の断面形の良く似た作りの木器である。平坦な面には削りがあり、丸いものが割

れた訳ではない。W1869では紐の庄痕がかすかに認められることと、木釘が打ち込まれていることが注

意される。

13．小　結

概要で示したように深田1区出土の木器の大半は田下駄と祭祀具、曲物で占められる。田下駄には多

種多様なものがあり、層位的な変化を認めることができる。おおまかに言えば、A類4欠式と4孔式に

よる単純な組成から、B類やC類を交えた多様な組成への変化である。その詳細な検討は後日に委ねる

が、湿田農耕への様々な取り組みが、このような各種の田下駄を生み出したのであろう。

次に、各層の年代を木器で検討しておきたい。まず、弥生時代～古墳時代の木器としては穂摘具と到

物桶があげられる。穂摘具では平行四辺形に仕上げたものは弥生時代後期～4世紀にほぼ限定され、到

物桶も現在知られているものはほとんど同様な時期のものであることが指摘されている（奈良国立文化

財研究所1993年）。両者は第1遺構面ベース層の穂摘具を混入として除外すると、第3遺構面と第2

遺構面ベース層から出土している。したがって、第3遺構面は弥生時代後期までは遡る可能性がある。

遺物が穂摘具であることから、袴狭遺跡での水田経営は少なくとも古墳時代初頭には開始されていたと

言えよう。

次に、飛鳥時代以降の遺物として祭祀具とりあげる。人形や馬形が古墳時代まで遡る遺物とする見解

もあるが、深田1区の人形や馬形は一般的な形態のものであり、藤原宮下層運河出土の祭祀具よりも後

出のものと考えたい。人形は第1遺構面ベース層から出土し始め、馬形は第2遺構面から出土し始める。

多少の混入を想定しても、少なくとも第1遺構面ベース層の段階では安定して祭祀具が出現している。

これは木皿が第1遺構面ベース層以降安定して出現することからも肯定される。人形の形態をみるとC

類墨顔が安定して出土するのは第1遺構面上層シル下層の段階である。馬形では墨顔のA類が第1遺構

面ベース層で出土するが、A類でも写実性の高いものは第1遺構面上層シル下層で安定して出現する。

また、斎串D類が第1洪水砂層でまとまって出土していることも注目される。

こうした状況を砂入遺跡の調査成果（兵庫県教育委員会1997年）と照合すると、第1洪水砂層が

砂入遺跡上層1期～2期の洪水性堆積物が流入し、流路変更が盛んに起こった時期に当たると考えるの

が妥当であろう。第1遺構面ベース層は下層に、第1遺構面上層シルト層は上層2期の最終以降と相当

することになる。第1遺構面ベース層の鳥形は1脚のものがなく、人形にもA類が含まれない。これは

砂入遺跡下層の中でもより後出の要素である。したがって、第1遺構面ベース層は奈良時代を中心とす

る時期が、第1洪水砂層～第1遺構面上層シル下層は奈良時代末～平安時代前期を中心とする時期が想

定される。第2遺構面ベース層については木皿や曲物なども存在することから、古墳時代を中心に飛鳥

時代ぐらいまでを想定しておきたい。

また、箱形木製品の年代については古墳時代と言及したことがあるが（藤田1998年）、第3遺構面

の想定される時期や童画紋の存在などから弥生時代後期まで遡る可能性が高く、最も古く位置づけるな

らば、弥生時代中期後菓となろう。

以上の時期の比定は先に述べた、土器・による時期と大きな矛盾はない。
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第12節　深田2区

1．土器（図版139）

S D O2

土師器の嚢が2点（1116・1117）出土した。いずれも下体～底部を欠損する。

A．土師器・嚢（1116）

口綾部は直立気味で緩やかに開きながら端部へ至る。端部の内側に沿って横ナデを施し、内偵する。

体部は球形をなす。

口綾部は内外面ともに、横ナデを施す。体部の外面は券面の摩滅が著しいが横方向へのヘラナデ、内

面はへラ削りを施す。下体部には成形時の指押え痕が残る。

B．土師器・嚢（1117）

口綾部は緩やかに外反し、端部は丸くおさめる。体部も緩やかに膨らみ、球形をなす。

外面は、口緑～体部を一連の縦パケで調整し、口緑部は租いナデで消す。内面は口緑部が横パケのあ

とをナデ消し、体部は横方向のへラ削りで調整する。下体部は遺存状態が悪く、調整が不明瞭であった。
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S D O4

土師器の嚢（1118）が出土した。胴部以下を欠損している。

A．土師器・嚢（1118）

頚部から大きく外反する。口緑端部は外傾して、屈曲気味となる。内側の端部を大きく上方へ拡張し、

端面を形成する。体部は肩から緩やかに膨れて球形をなし、胴部へと至る。

口緑～体部の外面は一連の縦パケメで調整し、口緑端部は内外に強い横ナデを加えて端面を整える。

内面は頚部が横方向のパケメ、体部がヘラ削りで調整し、さらに肩部には指押えを施す。

第3層：茶褐色シルト出土遺物

機械掘削中に出土した遺物で、図化できたものは須恵器の蓋（1115）である。口緑の遺存部分は全体

の4分の1程度だが、体～頂部は比較的良好に遺存する。

A．須恵器・蓋（1115）

平坦な頂部から緩やかにS字を措いて口緑部に至る。口緑端部は屈曲気味で、下方向への拡張を意識

する。頂部の中央でツマミの存在は認められなかった。

口緑～体部にかけては回転ナデを施す。頂部の体部付近には租い回転ナデがあるものの、中央にはへ

ラ切りの痕跡が渦巻き状に残る。

2．木器（図版347～348）

S D OI

A．祭祀具（W1894・W1895）

いずれも大型の人形C類である。手には多くの切掛けを加える。顔の表現は認められない。

S D O2

A．農具（W1914）

竪杵で、円柱の丸太材の中央を削りこんで持ち手とする。杵の先端は半球型に仕上げられる。持ち手

の中央で2つに折れ、わずかに欠損する。

S D O3

A．農具（W1913）

B類3孔式の田下駄で、片側は丸く仕上げられている。両端の円孔に沿って、表面には輪横によって

生じた庄痕が認められる。

第1包含層（第3層、茶褐色シルト）

A．祭祀具　図化できた木器は祭祀具（人形・鳥形）だけである。

○人形（W1897）

C類で、表面に墨措による顔の表現が認められる。手には複数の切掛けを施す。

○馬形（W1899）

A類の馬形で、4本の脚によって立てる。前の鞍を欠損する。

水田土壌層

A．祭祀具　　人形・馬形が1点づつ出土した。

○人形（W1896）

C類で、頭部に顔の表現は認められない。手と片足を欠損する。
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○馬形（W1898）

B類である。頭部の上端には数枚の切掛けが認められる。尻の上辺を欠損する。

B．農具（W1908～W1912・W1916）

田下駄および関連部材（W1908～W1912）と田舟（W1916）である。W1910～W1912はいずれもA類

で、W1910は4欠式、W1912は4孔式で、W1911は6個所の切り欠きを施す。W1908・W1909は台状枠

付きの田下駄で、W1909は台状枠のみが遺存する。W1908はC類3孔式孔留めの構造である。W1916は

田舟で、半分弱を欠損する。状面は方形、措鉢状に到りぬき、身を作る。船首には棒状の把手をつける。

C．容器（W1900・W1915）

槽（W1900）と片口（W1915）がある。W1900は平面が方形で、長軸の断面は台形、端軸は箱型の形

状をなす。W1915は皿型の平面で、片側を減じて注ぎ口を作る。器壁はかなり薄い。

D．その他（W1901～W1907・W1917）

W1904は自在の紐懸け部にあたる。楕円柱の両端に半円の孔をあける。W1905はY字形をなす。糸巻

きと考えられる。W1906は両端に紐かけのある円柱の短い棒で、片側の端部には楔を入れた痕跡がある。

W1901は方形の板材に円孔が4箇所認められる。W1902は楕円形の板材と思われる。木針の痕跡が1箇

所ある。W1903は円錐形に削りだし、頭部も丸く仕上げる。W1907は長い棒材で、下端を欠損する。途

中、突帯から幅を増加して2段のラッパ状を呈し、先端は横と前の3方に溝を掘る。W1917は台形の板

材で、中心付近に切り欠きを加える。

第13節　深田3区（図版349－350）

工事中の不時発見の調査で、短期間の河道を調査したもので出土遺物量も多いとは言えない。図化し

た遺物は19点である。すべて木器で破片でも土器は出土していない。出土総量は112点である。祭

祀具が大半である。遺構も旧河道だけなので、図化した遺物は同一地点からの出土となる。

人形は2点図化している。W1918は大型で、長さ78．6cmを測る怒り肩となる人形Cである。手の切

掛けは左が5回以上、右か3回以上である。頭部は頂点がやや平坦な圭頭で、刻みによる顔表現がなさ

れている。多くの例と同じく木裏に表現されている。腰部の切欠きはなく、足は15．6cmと短く折りに

よって股を作っている。足の長さは全長の2割の数値である。W1919も怒り肩の人形Cで、保存状態は

悪く磨滅している。切掛けも明確でなく右が認められる程度で回数は不明である。馬形は5点図化して

いるが他に4点以上ある。A類B類の両者がある。W1923～W1925はB類の裸馬で4本脚であるが脚は

残存していない。W1923は長さ24．0cmで尻部は丸くなる。W1924は長さ25．2cmで完形で、頚部に切

掛けが3回認められる。口は切欠きによって大きめの口を表現している。W1926・W1927は鞍を表現す

るA類である。W1926は頭部を、W1927は尻部を欠いている。ともに脚は4本と思われる。W1927は鞍

の後部も欠失しており、痛みが激しい。W1927は緩やかな鞍で頭部は角張っている。W1920は斎串状の

祭祀具であるが、厚み0．65cmとやや厚く、斎串の未製品かとも思われる。頭は切欠きによって作って

いる。下部は欠失している。W1921は剣形状の祭祀具で右半分を欠いている。馬形の変形かとも考えた

が、頭部がアンバランスになることから剣形と思っている。長さ13．1cmで通有の剣形と同様な刃部で

あるが、関に近いところに切掛け状（2回以上）のものがある点が変わっている。茎部も1．81cmとや

や短い。W1922も袴狭遺跡群では特殊な遺物である。一見すると斎串Dに分類されるが先端が尖ってい

る点が特殊である。長さ25．15cmで、厚み0．75cmとやや厚い。上半は普通の斎串で同じ技法である。
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切掛けはない。

W1928～W1931・W1933は農具で、田下駄に関係する木器と考えられる。W1929・W1930は田下駄A

で、W1929は40．3cm、W193Pは40．9cmを測る。W1931は台状枠歯のほぼ完形である。長さ31．1cm

を測り、両下端に長方形の孔を持ち、上面の接続部に釘孔がある。木釘が4箇所に残っており、他の3

箇所の木釘穴がある。肩部は内湾している。W1933は片側に紐との縛りによる装着部を設けているもの

で、弓にも似るが材質から枠部と考えている。W1932は曲物の底板である。径18．0cmを測る一般的な

大きさである。側面に樺皮の接着部が残っている。W1934は船形の槽である。長さ62．75cmを測り体

部を欠いている。幅・高さは不明である。W1935は方形の接合部を削り出しによって作った部材である。

建築材とするのが妥当であるが、他の用途も考えられる。角を丸くしているようである。上部の方が角

張り、下にいくほど丸みを持っているようである。紐の結縛痕かと思われる痕跡も上部にある。W1936

は長さ12．7cmの隅円長方形の部品である。中央に1．8cmの円形の穿孔がみられる。

第14節　嶋遺跡

嶋遺跡で図化した遺物は土器31点と木器9点の計40点である。他に木簡が1点出土しており（前

記）総数41点図化している。土器は古式土師器が主体である。新しい時期の須恵器・土師器の小片が

数点出土しているが、磨滅しており図化できる破片ではなかった。それに比べて古式土師器は保存状態

が良く近くに集落の存在を予測させるものであった。今回の調査区内では遺構は全く確認されず、包含

層からの出土である。シル下層ではなく洪水堆積物である租砂層から主に出土している。

壷（1119～1124）

大型の壷（1119・1123・1124）と小型の壷（1120）と小型丸底壷（1121・1122）に分けられる。1119は

外面パケ整形（14本単位）のままで、内面はヘラケズリで成形している。ケズリは斜め方向のもので、

大きく作っている。口綾部のみヨコナデで仕上げ、端部は沈線状の条線が端面に残っている。体部は球

形よりもやや上部に最大腹径を有する肩の張ったタイプである。口頚部は緩やかで外湾ぎみに端部へと

続く。器肉は全体的に厚く、特に口頚部付近は厚くなっている。口径14．0cm、残存高13．8cm、最大

腹径21．8cmを測る。胎土には小礫や租砂を含み、余り良好とはいえない。色調は褐灰色を呈する。

1120は口径10．9cm、残存高9．55cmを測る長頸壷に近い形状で山陰地域の小型丸底壷とも言える。

体部の最大腹径14．0cmの粘土紐の継ぎ目の部分で割れている。やや器高の高い球形の体部から緩やか

に稜線を持たない頚部となり、直線的に外方へ開いている。口緑部は途中で緩やかに屈曲しており、二

重口縁の弱い状態である。端部は尖りぎみに納めている。外面はタタキ成形ののちパケ整形、内面は横

方向のヘラケズリののち、頚部内面は絞り痕とともにユビ成形の痕跡が明瞭である。口緑部はヨコナデ

で仕上げる。頚部内面には不定方向のナデ仕上げも見られる。

1121は底部・口綾部ともに欠く小型丸底壷の体部である。外面はパケ整形、内面はヘラケズリとユビ

で成形している。頚部にはヨコナデが施されている。残存高5．7cmを測り、胎土に砂粒を含む。

1122も小型丸底壷である。肩の張るもので完形である。口径9．5cm、器高9．6cm、最大腹径10．2cm

を測る。内面はヘラケズリとユビ成形がなされている。外面はナデ調整が加えられており、煤が付着し

ている。口緑部は中央付近で僅かに肥厚しており、山陰の影響を窺わせる。

1123は大きくS字状に屈曲する二重口緑壷の口緑部である。内外面ともにヨコナデで仕上げている。

頚部内面には僅かにパケ整形が認められる。口緑端面には凹線状の窪みが見られる。器肉は厚く、胎土
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は比較的良好である。口径18．3cm、残存高5．4cmを測る。

1124も口緑部が大きく屈曲する二重口緑壷の口綾部である。内面はへラケズリのままで、外面はナデ

仕上げしている。器肉は厚く、胎土にも砂粒を多く含んでいる。口緑部はS字状になり、端部は外側へ

広がっており端部は丸くなっている。

蜜（1125～1135）

出土遣物の中で嚢が最も多い。11点図化している。1125は擬凹線2条を端面に施す口緑部を有して

いる。内外面ともにパケ整形で、口緑部はヨコナデで仕上げている。端部は内外面に大きく肥厚してい

る。口径15．35cm、残存高4．45cmを測る。

1126は端面に凹線が施されている。口径19．6cm、残存高5．7cmを測る。形状はくの字形の嚢に近い

が、口緑端部を内外に肥厚することによって趣を変えている。体部内面はヘラケズリ、外面はパケ整形

である。外面には煤が付着している。

1127は、くの字形嚢であるが、体部の器肉が非常に厚くポッテリとしている。口径13．65cm、残存

高7．45cmを測る。やはり体部内面はヘラケズリで外面はパケ整形である。口綾部は体部に比べると非

常に薄く端部は丸く納めている。口緑部はヨコナデ仕上げで、内面には板ナデも見られる。

1128は布留式嚢で、口径15．0cm、残存高6．9cmを測る。内面はへラケズリののち頚部はユビで造り

出す指圧痕が残っている。外面は縦方向から横方向のパケで整形している。口緑部は直線的に延び、端

部は内側に折り返すことによって肥厚させている。外面には煤が付着している。

1129は直線的な体部から緩やかに稜線を持たずに外側へ内湾ぎみに続き、端部近くで外側へ開いてい

る。端部は丸く納めている。胴部下半は薄く仕上げているが、口緑部は厚い。外面はタタキ成形ののち

パケで整形している。縦方向にしたのち横方向に部分的に調整を加えている。内面はへラケズリののち

パケで仕上げている。頚部は強いヨコナデで形成している。胎土には砂粒を多く含む。口径21．96cm、

残存高9．23cmを測る。

1130は短く直立する二重口緑壷である。口径16．75cm、残存高4．95cmを測る口径に最大径を持つ

嚢であろう。端部はヨコナデで作り出しており、部分的にナデ仕上げが見られる。内面はヘラケズリ、

外面はパケ整形である。

1131はやや大型の二重口緑部壷で、口径19．7cm、残存高11．85cmを測る。粘土紐の継ぎ目が明瞭

である。内面はヘラケズリで、外面はパケ整形ののち部分的にナデで仕上げている。口緑部はヨコナデ

で、端部はやや外方へ肥厚して丸く納めている。

1132は擬凹線を端面に有する嚢であるが、二重口緑にはなっていない。端部は厚く角張りぎみに丸く

なっている。内面の頚部の稜線は明瞭で、口緑部は内湾している。外面はパケ整形、内面は磨滅してい

るがナデで作っているようである。擬凹線は3条みられ、口径11．85cm、残存高3．6cmを測る。胎土

には砂粒を多く含み、色調は黄褐色でやや異なっている。搬入土器か。

1133も5条の擬凹線が施された嚢であるが、二重口緑となっており通常の形状である。口径14．6cm、

残存高4．8cmを測り、端部は肥厚ぎみに丸く納めている。内面は租いヘラケズリであるが、外面器表は

丁寧に仕上げている。

1134も3条の擬凹線を持つ直立する端面を有している。端部は丸く納めており、頚部がやや厚くなっ

ている。口径16．0cm、残存高3．6cmを測る。内面は強い板ナデで頚部付近はヨコナデで仕上げている。

1135は底部である。底径3．25cm、残存高4．9cmを測り、底面と胴部との稜線は明瞭でない。内面は
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へラケズリ、外面はパケ整形である。底部はナデで仕上げている。

蓋（1136）

外面はつまみ部周辺をユビ成形し、ナデ調整を加えている。内面は放射状の細かいパケ整形である。

内面上部には僅かに絞り目の痕跡が窺われる。つまみ部は天井部の窪んだ形状で体部は外湾している。

天井部はナデで仕上げている。つまみ部の径3．2cm、残存高4．4cmを測る。胎土には砂粒を含む。

底部（1137）

低いべ夕の脚台付きの底部で底径5．2cm、残存高4．5cmを測る。内外面ともにユビで成形したのちユ

ビ整形を加えている。底面は平坦で、丸底の底部に貼り付けている。粘土紐の継ぎ目が明瞭である。底

部の端部は外方へ突出している。器肉は厚く、胎土には砂粒を含む。

高杯（1138～1146）

出土遺物の中で嚢に次いで多く、9点図化している。全体的にも高杯の比率は高いようで目に付く度

合いが高い。1138は小型で杯部のみの破片で、脚部との接合部で割れている。口径10．6cm、残存高3．

1cmを測る。体部は途中に稜線を持ち口緑端部に向かって外反しつつ、端部は丸くなっている。黄橙色

を呈しており、胎土は少量の砂粒を含むが良好である。

1139～1141の3点は椀形の高杯である。1139は杯部で、口径12．2cm、残存高5．25cmを測る。胎土

はやや不良で小礫・砂粒を含んでいる。色調もにぷい橙～明褐とやや暗い色を示している。内外面とも

にユビ成形ののち調整を加え、ヨコナデで仕上げているが、丁寧とはいえない。体部は内湾し、端部は

丸く納めている。脚部との接合は円板充填法が用いられている。

1140も椀形で完形品である。口径14．3cm、裾部径6．0cm、器高8．25cmを測る。中実の脚部で厚く

ポッテリとしている。器肉も厚い。脚部はユビ成形で形作り、パケで整形している。口縁部はともにヨ

コナデで仕上げている。

1141も椀形高杯であるが、裾部を欠いている。ただ、脚部は1140のような低脚杯に近いタイプでなく、

通常の脚部になろうかと思われる。胎土は良好で丁寧に仕上げられた精製土器である。外面はパケ整形

ののちナデ調整と口緑部にはヨコナデを施している。脚部と杯部の接合部分に沈線が1条認められる。

内面はナデ仕上げののち口綾部周辺をヨコナデで調整してから、へラによって暗文状のミガキを施して

いる。口緑部周辺には山形文を二重に施文し、杯部底近くは中心から放射状に楕円形を措き全体として

リボン状になっている。口径15．3cm、残存高7．85cmを測る。

1142は裾部を欠いており、口径16．9cm、残存高9．8cmを測る。外面はユビ成形ののち、ユビで仕上

げを行い一部パケ整形も行っている。脚部内面は絞り目が残っており、簡単にナデ整形を行っている。

杯部内面はパケ整形で底部分はナデが見られる。口緑部はヨコナデである。

1144は長脚の中空脚部で、外面は縦方向のヘラミガキで仕上げている。内面は丁寧な仕上げは行わず、

上半は絞り目がそのまま残っており、下半はユビ成形とヘラケズリが見られる。残存高13．4cmを測る。

色調は橙で、胎土には長石や石英の砂粒をやや多く含む。

1143・1145・1146は脚部の裾部分である。1143は外面へラとユビで調整を加えている。脚部は中空で

内面はへラケズリが施されている。杯部との継ぎ目にはヘラで刻みを放射状に入れ、接合の補強を図っ

ている。裾部内面は細かいパケ整形が見られる。外面と内面の一部には赤色の顔料が塗布されている。

胎土は良好で、裾径10．95cm、残存高6．55cmを測る。

1145はやや低い脚部で、やはり中空となっている。外面は丁寧なミガキがなされている。縦方向のの
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ち横方向でさらにナデで仕上げている。筒部内面はヘラケズリでやや丁寧に成形している。裾部内面は

パケ整形で、その原体が止まった痕跡が残っている。裾端部付近はヨコナデ。裾径10．1cm、残存高5．

7cmを測る。

1146は筒部のやや長い脚部で、やはり中空となっている。外面は縦方向のヘラミガキで調整されてい

る。内面は原体の工具痕が残っている。板ナデである。裾径10．4cm、残存高7．55cmを測る。

器台（1147～1149）

3点図化している。全体の比率も多くはない。1147は鼓形器台で山陰地方からの搬入品である。上台

と下台の大きさが変わらず、くの字に接続している新しい時期を示す器台である。上台の口径19．4cm、

下台の裾径18．3cm、器高10．8cmを測る。外面はヨコナデで仕上げている。内面は下台がヘラケズリ

で成形したままで、上台はナデとヘラミガキで丁寧に調整を加えている。下台・上台とも端部はやや外

反ぎみになり丸く納めている。また、両方ともに接続部近くに各々1条の突帯を付けている。

1148は上下ともに端部を欠く筒部である。三方と思われる透孔が認められる。通常の形状では、天地

逆になるが、内面の絞り目の状況と仕上げの状態から上下を決した。本来の形状の天地逆の可能性もあ

る。外面は縦方向のヘラミガキで仕上げられている。内面は絞り目が残り、ナデで調整している。残存

高16．1cmを測るやや大型の器台である。

1149は裾部の破片で、裾径17．7cm、残存高5．0cmを測る。表面磨滅しているが、外面はパケ整形の

のちナデで調整しており、内面は細かいパケ整形である。端部周辺のみヨコナデが見られる。直線的に

延びており、残存部から上に直立するものと思われる。端部は角張っている。

土器の時期

土器の示す時期は一律ではない。弥生時代後期から古墳時代前期までの土器である。擬四線を端面に

施す嚢が弥生時代後期に属するもので、大半は古墳時代前期の所産である。時期は庄内併行期から布留

式期までのものがある。搬入土器も庄内併行期で矛盾しない。

木器（W1937～W1945）

9点の木器を図化している。袴狭遺跡群としては祭祀具が少なく、図化していないものも含めても1

桁の出土である。明瞭な形代も見られない。W1937は斎串でD類に分類されるものである。上部に5カ

所の切掛けを入れている。平行四辺形だが、やや右へ反っている。長さ17．0cmである。W1938は多面

体にした棒状製品である。断面は不定形の六角形で丸いところもある。両端が生きているように思われ

ることから、農具の柄ではなく、生活具（椅子など）の支え木であろうか。長さ39．8cm、幅3．0cmを

測る。W1939もW1938と似た形状の棒製品である。残存長56．0cm、幅4．05cm、厚さ2．8cmを測る。

断面は楕円形に近い不定形で、作りも丁寧でない。下に続くことから農具の柄と考えられる。W1940は

組み合わせの田下駄とも思われるが、椅子の側板としておく。上下ともに鉄器によって切断している。

下端の幅15．0cm、上端の幅14．0cmの台形で上部に接続用の突出部を作り出している。W1941は田下

駄の足板である。両側に2カ所ずつの切欠きを有する。A類4欠式の袴狭遺跡群で通有のタイプである。

切欠きの幅が違うことから、横長のタイプで、右が後ろになるのであろうか。全体的に痛みが激しく左

側の一部を欠失している。長さ39．2cm、幅13．8cm、厚さ2．1cmを測る。W1942は左側に1カ所切欠

きがあるだけである。確実に田下駄とは言えないが、未製品の可能性はある。一応建築材としておく。

残存長41．3cm、幅12．6cm、厚さ1．75cmを測る。W1943は明瞭な結縛痕が認められないが田下駄D

類の足板と思われる。長さ52．1cm、幅6．3cm、厚さ1．6cmを測る。残存状況が悪く接続部の状態は
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決定できない。W1944は断面半円形で下部に長さ9．4cm、幅3．4cmの接続部がある。上部は欠失してい

るが、建築材の組み合わせ部分の材と思われる。残存長23．7cm、幅10．2cm、厚さ3．45cmを測る。

W1945は長さ103．7cmを測る細長い棒状製品である。頭部分は有頭を削り出している。断面は長方形

であるが、やや窪んだ状況である。いわゆる有頭棒と言われるものであるが、長さから紡織具とは思わ

れない。幅5．5cm、厚さ3．45cmを測る。

第15節　金属器（図版352－355）

1．第2次確認調査で出土した金属器（M22）

M22は銅印である。印影のある面の大きさは横3．2cmで縦3．4cm、高さは3．2cmである。印文は、

出土直後は「福」と読まれていたが（木簡学会、1991年）、平成8年に国立歴史民俗博物館で刊行さ

れた古代印集成では、「私」印と解すべきとしている（国立歴史民俗研究所、1996年）。印文の深さ

は0．3cmである。裏面の上部には「上」の字が線刻されている。鉦は苔鉦形態で花弁状を呈し、中央部

に孔があけられる。その下部には2本の沈線が見られ、それぞれの沈線の中にギザギザ模様が鋳出され

ている。

2．内田1区で出土した金属器（Ml、M3～M2l、M23）

帯金具

Mlは銅製品の餃具である。第3遺構面検出時に出土した。C字形の外枠と、二枚の銅板からなる本体

に分かれる。C字形の外枠の基部に軸孔をあけ、そこに、回転自在の軸棒を通して本体に接続している。

軸棒の中央には太く短い刺金がおかれている。本体には細かい擦痕が存在する。また所々に黒漆の痕跡

が認められる。ちなみにM2は餃具のC字形外枠の破片である。

M3～M5は巡方である。M3は大型品で、第3遺構面検出時に出土した。4．1cmX3．8cmX1．6

cmの完形品である。厚さ1mm強の銅板を折り曲げて作られている。立体的な上板から伸びた4本の突起

を、薄い裏金具の4つの孔に挿入し、間に革帯を挟んで留めるものである。上板の下半部に横長長方形

の透し孔がある。M4とM5は上板のみの破片で、一辺2．8cm以下の小型品で、下半部に横長長方形の

透し孔がある。表面に黒漆が塗られているようである。M4は第3遺構面検出時に出土し、M5はSB

301の柱穴で出土した。

M6とM7は丸鞠である。いずれも第3遺構面検出時に出土した銅製品で、巡方と同じく立体的な上

板から伸びた4本の突起を、薄い裏金具の4つの孔に挿入し、間に革帯を挟んで留めるものである。最

大幅約4．3cm、厚さ約1．4cmであることから、M3と同じ規格品と考えられる。

帯金具以外の金属器

M8は楔形の鉄製品である。第3遺構面検出時に出土した。全長27．5cmで、上端はは幅2．7cmで厚

さ0．8cm、下側は幅1．2cmで厚さ0．7cmである。M9は鉄の鍛造品で鍬の刃の破片である。いわゆる

備中鍬と呼ばれる3本歯の鍬の歯であると考えられる。第3遺構面検出時に出土した。

MlOは環状の銅製品である。断面は扇形で、表面は面取りされている。M12は円形の薄い銅板の一

部で第3遺構面検出時に出土した。外側の輪郭に平行するように二本一組の沈線が二組施文されている。

外側の端部はやや上側に折り曲げられている。MllとM13、M14は用途不明の鋳造品で、いずれも第3

遺構面検出時に出土した。M13は片面のみ中央に鏑が形成される。

M15は鉄斧で、柱穴（P．307）で出土した。全長9．3cmで刃幅は5．4cmである。刃は片刃である。
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M18は鉄斧で、第2遺構面検出時に出土した。全長10．8cmで刃幅は4．5cmである。

M16とM17は銅銭である。M16は皇朝十二銭の一種では「神功開賓」である。M17は北宋の銅銭で

「元祐通賓」で、文字は蒙書である。いずれも第3遺構面検出時に出土した。

M19は用途不明の鍛造品で、第2遺構面検出時に出土した。断面形はやや内湾している。厚さは0．4

cmである。赤い顔料の痕跡が、表裏両面の所々に認められる。

M20は用途不明品で、円筒形の鉄製品である。なんらかの容器の脚部であると考えられる。第2遺構

面検出時に出土した。

M21は鍋などの把手と考えられる鉄製品である。第2遺構面検出時に出土した。

3．衛下地区で出土した金属器

M27は環状の鉄製品である。直径約3cm強で幅1．1cmである。厚さ約2mmの鉄板を丸めるように整形

したものである。

4．下坂地区で出土した金属器

M26は銅または鉛製の球形品で、弾丸と考えられる。遺物包含層からの出土である。直径1．2cmで、

一部に面取．りされた痕跡が認められる。

M28～34は銅銭である。M28は「祥符元賓」である。SD08からの出土で、文字は槽書である。M

29は「元祐通賓」である。第3整地層の上面で出土した。文字は蒙書と考えられるが表面はかなり摩耗

している。M30は「照寧元賓」である。柱穴P．3002で出土した。文字は蒙書である。M31は「成平

通算」で、整地層直上で出土した。M32は「皇宋通算」である。SBOlからの出土で、文字は蒙書で

ある。M33は表採品で「元豊通賓」である。文字は蒙書である。M34は「至道元賓」である。SBOl

からの出土で、文字は槽書である。

5．国分寺2区で出土した金属器

帯金具の餃具の一部で、C字形の外枠部分が出土した。出土層位は第2水田面である。第2水田面で

は、畦畔などが遺存せず、この遺物も共伴する遺構は不明である。

6Ⅰ大坪1区で出土した金属器

M25は、半円形の鉄製品である。断面形は直径0．6cmの円である。両端部にほぞ孔があけられ、それ

と垂直に丸く穿孔されていることから、この遺物は把手の一種と考えられる。

7．大坪2区で出土した金属器

M24は銅製の鈴である。第3遺構面からの出土である。本体は直径2．4cmで、中央部に沈線状の段が

形作られている。鉦は幅0．9cm、高さ0．4cm、厚さ0．5cmで、鉦の中央部に直径0．2cmの鉦孔があけ

られている。舌（内部の玉）はみられない。

【参考文献】

木簡学会、1991年：「兵庫・袴狭遺跡」（『木簡研究』13、1991年）

国立歴史民族研究所、1996年：「兵庫『私』印」（『日本古代印集成「非文献資料の基礎的研究一古

印」　報告書』）1996年
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第16節　石器（図版356－360）
1．谷外地区で出土した石器

S16は硯である。第1遺構面検出時に出土した。粘板岩製と考えられる四葉形の製品で、墨海を持つ

ものである。墨の擦り痕の他にも、製作時の研磨痕と見られる擦痕が表裏両面に無数に認められる。大

きさは118．8mmX71．5mmX12．3mmである。

2⊥　内田1区で出土した石器

石帯

Sl～S3は巡方である。いずれも第3遺構面検出中に出土した。色調はSlとS3が黒に近い灰色

で、S2は灰白色に灰色やオリーブ色の雲母が混じっている。SlとS3は表面と側面が光沢が出るほ

ど研磨されているが、下面はそこまでは研磨されない。これらの巡方を革帯に固定するための紐孔は裏

面のみ2箇所あけられ、それぞれが貫通している。またSlの側面には、石材打割時の錐状工具痕が存

在する。大きさはSlが40．9mmX42．1mmX8．5mm、S2が38．2mmX36．8mm×6．5mmで、S3

はS2と同規模のものである。

S4～S9は丸柄である。S4、S5、S7およびS8は第3遺構面検出時に出土し、S6とS9は

第2遺構面検出時に出土した。S4～S8は色調が暗い暗灰色、S9が半透明で明オリーブ灰色を呈し

ているのに対し、S4～S8は暗い灰色である。またS4～S8は表面を光沢が出るほど研磨し、側面

もツヤ消し調に研磨ているが、下面はそこまでは研磨されない。また裏面と側面の境は角を磨いて面取

りしている。紐孔はS4～S8が裏面のみで、2個ずつ3群の計6個あけられている。各群の2個の紐

孔はそれぞれが貫通している。S9の紐孔は裏面には3個ずつ3群の計9個、表面は1個ずつ3群の計

9個がそれぞれあけられている。裏面各紐孔群の3つの紐孔のうち、1つの孔は表面に貫通し、残りの

2つはそれぞれが表面に出ることなく裏面同士で貫通している。大きさはいずれも全長27mm、全幅4

2mm、厚さ7．5mm程度である。

SlOとSllはいずれも砥石である。SlOは第4遺構面で出土した大型品で、表面のみ擦痕が見られる。

Sllは第2遺構面検出時に出土したもので、擦痕は2両に存在するが、SlOに比べて擦痕もかなり細か

い。S13は第3遺構面検出時に出土した管玉である。碧玉製で、全長8．7cm、直径4．5cmである。S14

は石匙である。SD306で出土したものである。表面はかなり摩耗していることから混入品と考えら

れる。S15は中世の溝SDl Olで出土した硯である。

3H　内田2区で出土した石器

S12は砥石である。直方体に近い整った形に整形されている。研磨痕はあまり明瞭ではない。

4．国分寺1区で出土した石器

砥石を3点図化した。S20とS21は比較的小型の石材を薄く加工したもので、S22はそれらよりも大

型の石材を分割し、四角柱状に加工したものである。擦痕はS20のみ表面のみで、S21は2面、S22は

3面に存在する。

5．大坪1区で出土した石器

S19は砥石である。比較的大型の石材を分割し、四角柱状に加工したものである。

6．深田1区で出土した石器

S17は碧玉もしくは線色凝灰岩の石材である。全長15．5mm、厚さ7．4mmという大きさを考えると、

管玉等の原料になりうるものである。
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7．深田2区で出土した石器

S18は砥石である。比較的小型の石材を薄く加工したもので、その上下両面を研ぎ面に用いたもので

ある。
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第5章　袴狭遺跡出土木簡一木簡の内容と遺跡の性格－

はじめに

袴狭遺跡は、全国的にみても顕著の木簡出土を誇る遺跡である。今回報告する木簡は44点であるが、

出石町教育委員会（以下、町教委と略記）担当の発掘調査でこれまでに出土した32点と合わせると、

袴狭遺跡全体としては総計76点に上る。袴狭遺跡と同じ谷筋にある砂入遺跡（3点）や嶋遺跡（1点）、

尾根筋を挟んで南側の谷筋に所在する大佐川遺跡（2点）や宮内黒田遺跡（1点）からも木簡は出土し

ており、袴狭遺跡近辺（袴狭遺跡群と総称されている）は有数の木簡出土地帯となっている。

袴狭遺跡出土木簡の総点数76点は、地方の一遺跡出土の木簡の点数からいえば、ずばぬけて多い。

宮都、あるいは大事府や多賀城といった広域支配拠点、及び中世・近世の遺跡を除くと、下野国府跡の

約4000点はほとんどが削屑なので措くとして、山口県美祢郡美東町の長登銅山跡の828点、長野

県更埴市の屋代遺跡群の126点、静岡県浜松市の伊場遺跡の108点、新潟県三島郡和島村の八幡林

遺跡の104点、徳島市観音寺遺跡の約90点に次ぐものである。

出土点数に加えて、袴狭遺跡出土木簡のもう一つの大きな特徴は、内田地区などの地域で出土した木

簡を中心として、木簡を使用した遺跡の遺構が明確になっている点が挙げられる。長登銅山跡は長門国

府直営の生産遺跡、屋代遺跡群は信濃国埴科郡街関連遺跡、伊場遺跡は遠江国数智郡街関連遺跡、八幡

林遺跡は越後国古志郡街、観音寺遺跡は阿波国府関連遺跡と考えられているが、このうち屋代遺跡群出

土木簡は湧水溝や自然流路、伊場遺跡出土木簡と観音寺遺跡出土木簡も大溝出土の木簡であり、廃棄元

の遺構が確認できているわけではない。これに対して袴狭遺跡出土木簡、ことに内田地区を中心とする

地域の木簡は、具体的な遺構を伴っている点で、八幡林遺跡出土の木簡と並ぶ、貴重な事例ということ

ができる。

袴狭遺跡が律令国家の地方支配の拠点として重要な遺跡であることは、出土した木簡の点数、及び遺

構との結び付きだけからいっても間違いない。しかも、袴狭遺跡の木簡は年代の幅も広い上に、内容的

にも注目すべきものが多く、質・量ともに屈指のものであることは言を倹たない。古代の木簡の使用が

律令制に付随する文書行政の一端であるとするならば、袴狭遺跡はまさしく律令制地方官衛の遺跡とい

ってよい。

以下、木簡出土地点と木簡の年代について概観した後、個々の木簡について論じていくこととする。

その際、出石町教育委員会担当分出土木簡も一連の遺物であるので、これを含めて袴狭遺跡出土木簡を

全体として扱うこととする。なお、木簡の指示・引用は、本報告書で報告する兵庫県教育委員会埋蔵文

化財調査事務所（以下、県教委と略記）担当分については原則としてT番号（71頁表4参照。釈文は

図版74～79参照）を用い、町教委担当分については、木簡学会編『木簡研究』各号所収の「兵庫・

袴狭遺跡」によることとする（例えば、21（1）は、『木簡研究』21号所収、町教委担当袴狭遺跡出

土木簡の（1）の木簡を示す）。

1．袴狭遺跡の木簡出土地点

袴狭遺跡の木簡出土地点は、町教委調査分も含めると、15の調査地点にわたる（県教委担当の木簡

出土調査については、71頁表4参照）。これらは出土遺構の状況からみて、概ね3種類に大別できる。

（丑古代の官街に関わる遺跡
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袴狭遺跡最上流の内田地区と谷外地区の調査地点がこれにあたる。この地域で木簡が出土した調査と

しては、調査年次の古い方から並べると、a1990年度の内田地区確認調査、b1992年度の町教

委による内田地区第3次調査（I地区）、C1993年度の町教委による内田地区第4次調査（H地区）、

d1994年度の内田1区の調査、e1994年度の谷外地区の調査、f1996年度の町教委による

内田地区の第7次調査、以上が挙げられる。

この地域の遺構は、8世紀から9世紀初頭にかけての下層の遺構と、これを整地した上に新たに造営

した9世紀前半から10世紀にかけての上層の遺構に大別できる。木簡も概ねこの2つの遺構に対応す

るものが出土している。基本的には人為的に埋め立てた整地層や遺構に伴う木簡がほとんどで、内田地

区と谷外地区の広範囲に分布しており、ここにあった官衝遺構から廃棄されたものと考えられるが、谷

外地区については明確な遺構は伴わず、さらに上流から流されてきた可能性も考えられる。

（診古代の水田遺構に関わる遺跡

①の下流域にあたる国分寺地区・大坪地区・深田地区、及び嶋遺跡にかけての調査地点がこれにあた

る。この地域で木簡が出土した調査としては、調査年次の古い方から並べると、a1988年度の町教

委による袴狭川流域の圃場整備に伴う調査、b1988年度の深田地区（坪井）の第2次確認調査、C

1989年度の嶋遺跡の調査、d1990年の国分寺1区の調査、e1991年度の国分寺2区の調査、

f1991年度の大坪1区の調査、g1993年度の深田1区の調査、以上が挙げられる。これらは袴

狭川の上流域からd・e・f・g・b・Cの順に並ぶ（但し、aは流域の広範囲に及ぶ）。

この地域の遺構は、数度の洪水を挟んで形成された数時期の水田遺構であり、調査区が離れるので厳

密な対応関係の識別は難しいが、それぞれの時期の水田を覆う包含層（洪水砂）から木簡は出土してい

る。従って、木簡の廃棄場所を特定するのはなかなか困難である。

（彰16世紀の此隅山城に関わる遺跡

袴狭川南岸の下坂地区の調査地点がこれにあたる。内田地区の西隣の北に開いた谷筋である。この地

域で木簡が出土した調査としては、調査年次の古い順に並べると、a1990年度の下坂地区の確認調

査、b1993年度の下坂地区の調査が挙げられる。16世紀後半に大規模な整地を行って造営がなさ

れており、木簡はこの整地層などから出土している。

2．袴狭遺跡出土木簡の年代

紀年銘木簡　次に袴狭遺跡出土木簡の年代を整理しておこう。袴狭遺跡出土木簡には木簡そのものに年

紀があるものが6点ある。

古い方から順に述べると、袴狭遺跡で最古の年紀をもつのは、1996年度の町教委担当の内田地区

第7次調査で見つかった天平勝宝7年（755）5月の日付のある但馬国府から出石郡司に宛てた国符

木簡（19（1））である。

二つめは、1994年度に谷外地区で見つかったT25である。西七倉、すなわち西の区画の第七番

めの正倉から穎稲を出した記録と思われる木簡で、宝亀9年（778）の年紀がある。奈良時代末期の

木簡で、奈良時代の袴狭遺跡群の性格の一端を知る上で重要な史料である。

三つめは、延暦14年（795）3月17日の日付をもつ複数の里（郷）長からの稲の進上を記した

大型の帳簿状木簡（19（2））である。袴狭遺跡最古の年紀をもつ国符木簡と同じく、1996年度の

町教委の内田地区第7次調査で出土した。
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四つめは、1988年度の袴狭川流域の圃場整備に伴う町教委担当の調査で出土した、延暦16年

（797）正月20日の日付のある白米の荷札である（11（1））。同じ調査で出土した木簡には、内容

的に非常に重要かつ注目すべきものが多く、袴狭遺跡の名を一挙に世に高からしめた一群である。

五つめは、1991年度の大坪1区の調査で出土したいわゆる禁制木簡T39である。延喜6年（9

06）4月13日の日付があった。最初の荘園整理令が出された頃の年紀である。

最後に六つめは、1994年度に内田1区の調査で出土したT15である。これまで充分には釈読で

きていなかったが、保存処理後に再度赤外線テレビカメラ装置を用いて釈読を試みたところ、天禄3年

（972）の年紀を確認することができた。遺跡の下限を考える上で重要な木簡である。

この他、直接年紀の記載はないが、行政単位の表記によって年代の推定できる木簡がある。1994

年度に内田1区の調査で出土した木簡T20には、「但馬国（但し、表記は但馬郡）出石郡高椅里」とい

う国郡里制の記載があるから、8世紀初頭の木簡であり、同じ調査で出土した出石郷の表記を取る木簡

T23は、国郡郷里制下もしくは国郡郷制下の木簡であるから、少なくとも霊亀3年（717）以降、

との見当がつく。また、1996年度の町教委担当の内田地区第7次調査出土木簡19（3）も、「石高

椅郷」とあり、031型式という荷札状の形状からみて出石郡高椅郷のことと考えられる（但し、「郡」

脱か）ので、天平12年（740）以降の木簡である。前述の延暦16年（797）の白米の荷札11

（1）は、当然、郡・郷の表記である。

なお、周辺の遺跡に目を配ると、袴狭遺跡の南の尾根筋を南に越えた出石神社の所在する谷筋の宮内

地区から2点の紀年銘木簡が出土している。

一つは、1998年度に町教委担当の宮内黒田遺跡の調査で出土した大型の木簡（21宮内黒田遺跡

（1））である。天平勝宝4年（752）10月9日の日付をもち、耕地にかかる土地の貸借に関わる木

簡と考えられる。内容は今一つ判然としないが、袴狭遺跡群で出土した木簡の中では最古の年紀である。

もう一つは、1995年度に県教委担当の宮内掘脇遺跡の調査で出土した木簡（18宮内堀脇遺跡

（1））である。永禄12年（1569）の年紀をもつ木簡で、此隅山城を居城とした山名氏の守護所に

関わるものである。

袴狭遺跡出土木簡の年代　このようにしてわかる袴狭遺跡出土木簡の年代を整理すると、だいたい次の

ようになる。

第一は、8世紀から9世紀初頭の時期の木簡である。時代でいうと、奈良時代から平安時代初頭とい

うことになる。但し、8世紀前半に遡るものは現状では少ない。

第二に、9世紀から10世紀の平安時代前半の木簡である。但し、これは内容的に二つに分けられる

可能性がある。

第三に、此隅山城に関連すると思われる、16世紀後半の、安土桃山時代の木簡である。

一口に袴狭遺跡出土木簡といっても、このような大きく3時期のものが含まれている。それは、この

場所が古代から中世にかけての長い間重要な地域として利用されてきたことの証である。

木簡の時期と遺構の変遷　袴狭遺跡出土木簡のこの時期区分は、遺構の状況とほぼ対応している。すな

わち、第一の8世紀から9世紀初頭の木簡は、祭祀遺物が大量に見つかった下層の自然流路、及び内田

地区の下層遺構の時期に対応する。袴狭の谷筋の上流にあたる荒木遺跡も、年代的に対応する時期の遺

構である。

第二の9世紀から10世紀の木簡は、上層の流路、及び砂入遺跡で見つかった小枝を敷き詰めた道路
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遺構の時期にあたる。この時期は内田地区において自然流路を埋め立てる大々的な整地が行われ、建物

が建てられた時期でもある。これは袴狭遺跡群における大きな画期といえよう。祭祀遺物の年代的な区

別は難しいが、祭祀遺跡としての性格は、下層・上層の時期を通じて、すなわち8世紀から9世紀、さ

らに10世紀まで存続する。その中にあって、時期を画する大きな造営が9世紀初めに内田地区で行わ

れているという状況なのである。だから、あるいは祭祀遺物にも、そうした時期的な違いとの対応があ

るのかも知れない。

第三の16世紀後半の木簡は、下坂地区の調査で見つかった持仏堂風の建物や、1995年度の入佐

川遺跡の調査で見つかった武家屋敷に対応し、この時期にも山名氏に関連する整地を伴う大規模な造営

が行われており、袴狭遺跡南側の此隅山城との関連が考えられる。

以下本稿では、これらのうち第一番めと第二番めの時期の木簡について、注目すべき木簡を基本的に

は年代順に取り上げて論じていくこととし、第三番目の時期の木簡については考察の対象外としこれ以

上の言及はしないことをお断りしておく。

3．袴狭遺跡出土木簡各論

A、下層対応の時期の木簡

里制木簡T20　袴狭遺跡の木簡の中で、最も年代的に古いと考えられるものは、内田1区の下層（第

5遺構面）から出土した国・郡・里の表記をとるT20である。荷札木簡ではないので郷長をサトオサ

の音に引きずられて里長と表記した可能性もなくはないが、基本的には里制下、すなわち、大宝元年

（701）から霊亀3年（717）までの年代が与えられる。

袴狭遺跡群の木簡で8世紀初頭に遡るのはこれ1点のみであるが、国名から表記する8世紀初めの木

簡が出土したことの意義は大きく、袴狭遺跡の地が8世紀初頭から但馬国における重要な地域であった

ことの現われとみてよい。

論語習書木簡T21里制木簡T20と同じ調査で出土した（但し出土地点は離れる）T21も内容的

に注目される。この木簡は一面に『論語』公冶長第五の冒頭の習書、もう一面に「右為頒符捜求」とい

う墨書がある。両者は別筆で記されている。木簡の上端は原形を保っているから、「右」と書き出す面は

原木簡の裏面であったはずで、『論語』の習書は、裏面冒頭の「右」へと続く表面の文言を削り、二次的

に書き記したものであろう。従って、『論語』の習書は「右為頒符捜求」よりも後から書かれたと考えら

れるが、『論語』の習書のある方の面が、元々の表面であったことは明らかなので、この面を表面とした。

『論語』のような漢籍は役人の手習いには欠かせないものであり、平城宮・京を始め多くの古代の官

衛遺跡、あるいは東大寺などの寺院からも『論語』・『千字文』・『孝経』・『文選』などを記した習

書木簡が見つかっている。このような習書木簡の出土は、袴狭遺跡の地における事務官人の存在を裏付

けるものである。

一方、裏面の「右為頒符捜求」の文言も注目される。頒符は課役（調・庸・雑格）の免除を認める符

のことで、宮人個人の課役免除に関わる文書である。正倉院に残る天平6年（734）出雲国計会帳の

実例では民部省符で出されている。賦役令には宮人の役職ごとにどの範囲の課役が免除されるかの規定

があり、官位をもっている官人は自動的に課役が免除された。地方において官位をもっているのは基本

的には国府や郡衛の宮人であり、頒符も宮人の存在と密接に関わる内容である。「頒符のために捜し求め」

たのが何かはわからないが、宮人の事務の一端を窺わせる史料である。課役の免除などは国府の管轄事
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項であり（国司の守の職掌に租調格役がみえる）、頒符は民部省から国府へ送られるものであるから、一

口に宮人といっても郡衛の宮人よりも国府の宮人の事務を窺わせる史料として重要である。T21は、

宮人、特に国府の存在と密接に結びつく重要な木簡といってよかろう。なお、T20の出土地の近くか

らは、もう1点論語の習書木簡T22が見つかっている。（但し、上層遺構より出土。後述）

国符木簡　次に年代的に古いことが明確なのは、1996年度の町教委担当の内田地区第7次調査で出

土した但馬国府から出石郡司に宛てた国符木簡（19（1））である。天平勝宝7年（755）5月の日

付をもつ袴狭遺跡の紀年銘木簡としては最古のものである。下端は折れているが現状でも55cmの長さ

のある長大な木簡で、文字は非常に癖のある字体で大きめにゆったりと記されている。郡が発給した符

の木簡（郡符木簡）は類例が多数知られるようになってきたが、国の符は少なく、これまでに長野県更

埴市の屋代遺跡群で信濃国が更級郡司等に宛てた国符木簡1点が出土しているのみである（（財）長野県

埋蔵文化財センター『長野県屋代遺跡群出土木簡』第15号木簡）。この木簡の場合には、宛先が更級郡

司なので信濃国を発給主体とする国符とわかるが、袴狭遺跡の国符木簡は「国符」と明確に示す国符木

簡の初例である。郡符木簡には具体的な郡名は書かないものの「郡符」で書き出す木簡が多いので、書

式としては当然あり得るものといえよう。

このような文書木簡の場合、宛先で廃棄される場合と差出に戻って廃棄される場合の両様がある。屋

代遺跡群の国符木簡の場合には、同時に郡符木簡も出土しているので、両者が出土し得るところとして

は、埴科郡衛を想定できる。つまり複数の郡司を宛先にしているので、各郡に逓送された後、最終的に

は埴科郡街で廃棄されたと考えられる。しかし、袴狭遺跡の国符木簡の場合には、廃棄元は宛先の出石

郡司のいる出石郡街、差出の但馬国府のいずれとも決めがたい。他の共伴木簡や史料と総合的に考えて

いく必要がある。とはいえそのいずれかであるのは間違いないから、当然のことではあるが袴狭遺跡が

郡衛以上のクラスの地方官衛遺構であることは確実である。

宝亀9年（778）銘の稲の出納木簡T25　その次に年代的に古いことが明瞭なのは、谷外地区で出

土した宝亀9年（778）銘の稲の出納木簡T25である。この木簡は郡街との関わりが深い。すなわ

ち、「西七倉稲」の記載から、少なくとも西ブロックに7棟の稲倉があり、しかも西ブロックを含む複数

の倉の建つ区画があったことがわかる。こうした稲倉の存在形態からみて、この稲倉は正税を収納する

正倉であり、稲は正税穎稲の可能性が高い。それを「下す」とは出挙本稲としての支出であろう。

租として収納された稲（穎稲）は、原則としては中央には送られず、郡ごとに普通は郡衛に置かれた

正倉に蓄えられる。そしてこれは出挙の本稲として農民に貸し付けられ、その維持・運用が図られる。

また、一部は脱穀して稲穀（籾のついた状態の米）として正倉に収納し、満杯になるとこれを検封して

不動倉と認定し、正倉のカギを中央に送って国司や郡司が勝手に開封して用いることができない文字通

り律令国家の財源となる。一般にこうした租と出挙利稲に基づく穎稲や稲穀を正税と呼ぶ。毎年中央に

報告されるその収支決算報告が正税帳であり、但馬国のものも天平9年（737）のものの一部が正倉

院文書として現存している。穎稲（稲穂についたままのイネ）1束を脱穀すると、稲穀（籾のままのコ

メ）1斗が得られ、これを脱G・鴇精すると白米5升が得られる。これは現在の量にすると約2升、約

3kgである。つまり、穎稲20束から米1石（今の4斗＝約60kg）という勘定になる。

正倉は普通国府ではなく郡衛に置かれた。単独で設置するのではなく、数棟ずつの倉からなるいくつ

かのブロックが設けられることが多い。こうした正倉の区画を正倉院と呼ぶ。郡衛を構成するのは、勿

論正倉だけではなく、郡庁や厨の空間などもあったが、倉は総柱の建物で認識し易いので、正倉は郡衛
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を象徴する施設として、発掘調査によってみつかった遺跡の性格を論ずる重要な素材となることが多い。

つまり、総柱倉庫のブロックの検出をもって、郡衛と認識することが多いのである。正倉からの出納の

記録は正税帳に細かく記録されて中央に報告されるが、その最も基本的な資料として、各正倉には出納

記録として倉札がかけられていた。この木簡はそうした木簡そのものではないにしても、それに関わる

帳簿の木簡である可能性が高い。すなわちT25は、但馬国出石郡の郡衛の正倉の西ブロックの第7番

めの正倉（穎稲倉）の出納記録であろう。

当然正倉の出納記録は、正税帳の資料として国府にも報告されたであろうが、それは紙の文書で報告

された可能性が強い。国府では各郡から報告されたものを集計して一通の文書に編成する作業が行われ

ただけであり、各正倉の出納記録は実際には郡衛の実務であった。従って、木簡によるこうした正倉の

出納に関わる基本資料は郡衛の事務に関わるものとみてよかろう。郡名が表記されていないことも、こ

れが一つの郡、恐らく出石郡内の正倉の記録であることの有力な裏付けとなる。従って、このような木

簡が出土するということは、内田地区や谷外地区の近辺ないしその上流地域に正倉を含む出石郡の郡街

の所在を想定できよう。但し、T25が出土したのは平安時代前半の水田土壌層であり、廃棄年代は微

妙である。

なお、内田1区の調査で出土した西二行二倉の出納木簡T13も、正倉の出納記録に関わる木簡であ

るが、T25とは時期が異なり上層対応の時期の木簡であるので、後述に委ねる。

複数の里（郷）長からの穎稲の進上を記す帳簿状木簡　奈良時代に遡ることが明らかな．のは以上の木簡

のみであるが、8世紀末から9世紀初頭に下るものの、基本的には同じ下層の遺物と考えられる木簡が

ある。その中でも年代的に古いのは1996年度の町教委担当の内田地区第7次調査で見つかった、複

数の里（郷）長からの稲の進上を記した延暦14年（795）3月17日の日付をもつ帳簿状木簡（1

9（2））である。少坂は出石郡の郷名であり、「某里長所進稲」という記載様式からみて、出石郡宛の

進上と考えられるが、この穎稲の進上の性格は定かではない。なお、この木簡は、従来は確認されてい

ないが、出石郡における余戸里の存在を示す木簡でもある。

養父郡石禾郷の白米の荷札　次に古いのは1988年度の袴狭川流域の圃場整備に伴う町教委担当の調

査で出土した白米の荷札である（11（1））。延暦16年（797）正月20日の年紀をもち、（但馬国）

養父郡石禾郷を進上主体とする。養父郡は出石郡の南に接する郡で、『和名類衆抄』の但馬国養父郡の項

には、石禾（以佐和、伊佐波）がみえ、全部の文字は読み切れていないけれども、この地域を指すとみ

て誤りあるまい。田令の規定の建前上は、年料春米（白米）は租を春いて貢進することになっていたが、

実例からみると、正倉の穎稲を出倉・精白して貢進することが広く行われていて類例も多い。袴狭遺跡

の養父郡石禾郷の白米の荷札木簡は、平城宮や長岡京で出土し実際に中央に送られた年科春米（白米）

の荷札木簡と何ら遜色なく、この木簡がなぜ但馬国内で、しかも養父郡域ではなく、隣の郡とはいえ別

郡である出石郡域にある袴狭遺跡から見つかったのかが大きな問題となる。

一つの解釈は、養父郡から出石郡へ白米を移送する際の荷札という解釈である。郡内における米の移

動を示す木簡の実例は少なく、例えば租の籾の荷札が京都府の遠所遺跡から出土している（「京都・遠所

遺跡出土木簡（補遺）」『木簡研究』15）が、郡を越えた移動の可能性ということになると、神奈川県

綾瀬市の宮久保遺跡出土木簡の事例（『木簡研究』6・『宮久保遺跡と出土木簡』）がある程度であろう。

しかし、個人名を記した荷札であるから郡を越えた正倉間の移動とは考えにくく、また郡から郡への貢

進ということもあり得ない。郡衛から国府の倉への貢進という可能性はなくはないが、国名を省略した
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白米の荷札の実例はあるので、国名はないものの中央への貢進を念頭においた荷札の可能性が高いので

はなかろうか。ただ、中央への貢進と考えるにせよ、郡から国への貢進と考えるにせよ、それが出石郡

から出土していることは、出石郡に但馬国全体の中央への貢進に関わる事務を取り仕切る施設が存在し

たと考えなくては解釈がつかないであろう。出石郡に国府が存在した可能性を裏付ける史料といってよ

く、さらにいえば袴狭遺跡がその国府関連施設の一郭にあたる可能性を示す重要な史料といってよい。

但し、なぜ、これが国府に持ち込まれたかは依然として明確でない。国府で一旦中央へ貢進する白米を

とりまとめて、荷札の付け替えを行うのであろうか。一概には断定できないが、ここでは一応中央へ送

られるべきものが何らかの理由で国府で廃棄されたものとみておきたい。

なお、郡を越えた木簡の出土は、その遺跡が国府関連遺跡であることを積極的に裏付ける証拠となる

（郡間の米の移送という可能性は考慮する必要があるが）。兵庫県日高町の祢布ケ森遺跡（気多郡に所在）

から、朝来郡や二方郡に関わる文書の題簸軸が出土し（『木簡研究』18、第19次調査出土木簡

（1）・（2））、ここが第二次但馬国府の可能性が高くなったことが想起される。袴狭遺跡の木簡は、第

一次但馬国府の所在地をめぐる議論に重要な史料を提供するものといえる。

皇后宮税木簡　同じ調査では、「皇后宮税」とみえる注目すべき木簡（11（2））も出土している。年

紀はないが、養父郡石禾郷白米荷札の年紀の延暦16年（797）には皇后がおらず（桓武皇后の藤原

乙牟漏は延暦2年（783）立后、延暦9年（790）没）、次に嵯峨天皇皇后として橘嘉智子が立后す

るのは弘仁6年（815）で、同14年（823）に没している。これ以前では、光仁天皇皇后井上内

親王（宝亀元年（770）立后、宝亀3年（772）廃后）があり、その前は聖武天皇皇后の光明皇后

に遡る（天平元年（729）立后～天平勝宝元年（749）。皇太后になる際に皇后官職を紫微中台に改

組）。このように皇后官職の置かれた時期は限られており、8世紀から9世紀初めという下層の遺物の年

代からみると、桓武、光仁または聖武の皇后の可能性が高いと思われる。

では、「皇后宮税」とは何か。税は租を蓄えたもので、正倉に保管された田租と出挙稲起源の穎稲をい

う。「皇后宮税」は、皇后宮の封戸に関わるものを指すのは間違いないが、この木簡が封戸からのコメの

徴収のいかなる場面で用いられたのかには、二通りの可能性が考えられる。すなわち、封戸からの徴収

物については、令に規定があり、租は半分が封主の取り分となったが、その徴収方法は、皇后官職によ

る封戸の直接経営を考えるか、地方行政機構を通じた封戸の間接経営を考えるか、二通りがあり得るの

である。奈良時代の例では、「左大臣家税」の事例があり（左大臣は藤原武智麻呂）、日代を派遣した直

接経営の様子がわかる（『大日本古文書』編年文書巻2、153～154頁）が、この木簡の場合直接経

営における現地での出先機関の木簡であるならば、皇后宮税は自明のことであり、出石と書く必要もな

いであろう。間接経営の場合には、一旦郡衛の正倉に収納されたものを適宜出倉して封主に送るものと

思われ（奈良時代には近江国愛知郡に置かれた東大寺の封戸租の徴収の事例がある）、この木簡の場合も

その可能性が大である。すなわち、一郷あたりの収穫高から封戸一戸の輸租高が40束と計算で求めら

れるので、封主に宛てるべき分も機械的に算出が可能なのであり、その分を正倉から支出すればよいの

である。このように考えると、この木簡は郡街に関わる木簡である可能性が高いということになる。

秦部木簡T31　国分寺2区から出土したT31も下層対応の時期の木簡である。秦部姓の者3人を列

記しており、この地域における渡来系の秦氏の存在を示す。谷外地区から出土した上層対応のT27に

も秦部牛万呂と秦部旅人がみえ、また墨書土器にも下層対応の時期、上層対応の時期いずれにも「秦」

を含むものが多数ある。
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まとめ　以上、8世紀から9世紀初めの下層対応の時期と考えられる木簡の主なものを紹介・検討した。

そこから明らかになったのは、袴狭遺跡出土木簡は、この時期の但馬国における律令国家の地方行政の

一端を鮮やかに示していることである。しかし、その内容はけっして単純ではない。大別して国府に関

係する木簡と、郡街に関係する木簡があることがわかった。国府関連の木簡としては、論語・頒符習書

木簡T21、養父郡石禾郷の白米荷札（11（1））が挙げられる。里制木簡T20も強いていえば国府

関連であろう。一方、郡衛関連の木簡としては、宝亀9年銘の稲の出納木簡T25、皇后宮税木簡（1

1（2））が挙げられる。国符木簡（19（1））は両者の可能性があり、いずれとも決めがたい。

すなわち、袴狭遺跡出土木簡のうち下層に対応する8世紀から9世紀初めにかけての木簡は、この時

期の但馬国府と出石郡衛の両者の存在と密接に結び付いた木簡といってよい。このような木簡の出土は、

この時期に袴狭遺跡の地域に但馬国府と出石郡衛が所在した可能性が非常に高いことを示している。

このうち、但馬国府の所在地については、周知のように但馬国府は延暦23年（804）正月に気多

郡高田郷に移転したことが『日本後紀』に記されており、当初の国府はほぼ8世紀の終わりで一応廃絶

していることが知られている。かつては出石郡に第一次国府が所在したとの考え方が支配的であったが、

最近はむしろ否定的な見解の方が強かった。しかし、『出石町史』が小字「国分寺」の存在を根拠として、

旧来の説の積極的な復権を図ったことに加えて、今回の木簡の出土によって、出石郡における但馬国第

一次国府所在説が再浮上したといってよいのではなかろうか。

具体的な遺跡の位置は、木簡は包含層や自然流路から出土したものが多いので明確にはしがたいが、

袴狭遺跡内田地区ないしその袴狭川の上流地域を考えるのが自然であり、現在の袴狭集落の地域が想定

できよう。但し、袴狭遺跡の所在する谷の北側に立地する荒木遺跡の存在も見逃せない。けっして遺跡

の中心部という様相ではないが、遺構は立派であり、国府関連遺構と考えてしかるべき状況を呈してい

る。しかもこの遺跡は8世紀の早い段階に出現し9世紀には連続しないことが明らかになっている。第

一次国府の年代と合致するのであり、第一次国府の遺構としての必要条件をクリアーしている。従って、

谷筋南側の袴狭川流域だけではなく、北側の小野川流域をも含めた広い範囲に第一次但馬国府の遺跡が

広がっている可能性を考えておく必要があろう。但馬国府と出石郡衛がどのような位置関係にあったか

は明確でないが、国府所在郡の郡衛がどのように成立してくるのか、その事例を積み重ねていくことが

何よりも重要となってこよう。

B、上層対応の時期の木簡

こうした状況は9世紀初めのある段階を境にして大きく変化する。出土した木簡の内容からそのこと

を確認していくことにしよう。

諸郷徴部の題森軸　この後の遺跡の性格を端的に示す木簡は1993年度に町教委の内田地区第4次調

査（H地区）で出土した、諸郷徴部の題畿軸の木簡（16（1））である。題畿軸は官街における日常の

事務において使用され、これもその一例である。徴部は例えば、大国郷売券（時期的にも近い）に類例

があり、郡司のもとで各郷の税の徴収にあたった郡の下級役人である。彼らからは税の納入状況などに

関わるものなど、様々な文書が送られてくる。16（1）はそれを保管しておくための文書の巻物の軸

であろう。ただ、徴部からの報告は必ずしも紙の文書であることを前提としてはいない。受け取った紙

の文書そのものを直接貼り継いでいくことも勿論ありうるが、受け取った紙の文書や木簡を書き写した

ものを保管するということもあり得たであろう。

さて、この木簡で特に注目すべきは、「諸郷」の記載である。各郷ごとの状況を把握するのはこれは郡
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街の仕事である。国府は郡衛の仕事をいわば取りまとめるだけである。現地に直接関わるのは、この段

階ではまだ郡なのである。つまり、この題畿軸は郡衛における事務作業の中で作成されたことが明らか

で、郡衛の存在を明確に示す木簡といえる。

西二行二倉の出納記録の木簡T13　郡衛の所在を示す木簡としては、内田1区の調査で出土した西二

行二倉の出納記録の木簡T13も重要である。西ブロック第二列の二番めの倉の出納記録の木簡で、下

層対応の時期の宝亀9年（778）銘のT25と同様に、正倉の出納記録とみられる。但し、同じ郡衛

の正倉とはいっても、西二行二倉という番号の付け方は、T25の西七倉という番号の付け方よりも整

然とした正倉の配置を想起させる。下層から上層への建て替えによって、より整然とした配置をもつ正

倉群に建て替えられたことが考えられ、時期の違いを示すものであろう。

画指木簡T27　同じく郡衛に関連すると考えられる木簡として、谷外地区で出土した画指木簡T27

がある。「口分桑」は班給された陸田（畑）を指すのであろうか。この木簡には注目すべき点が二つある。

一つは、木簡の右端に見られる3つの墨点と「本」の記載であり、これは画指であろう。画指は署名の

できない人がサインの替わりとして個人の識別が可能な指の関節の位置を線で示すもので、「本」は指の

根本の方向を指す。ここには記載がないが普通は人差し指を用いることが多い。

画指木簡は、長屋王家木簡に多数の事例がある。その場合には、署名の替わりではなく、個人の識別

のためのいわば身分証明書、といっても現在のそれとは使い方が少々異なり、本人がもつのではなく、

恐らく画指木簡に見える人々を管理する側で、本人であることを確認するために用いたものと思われる。

墨線ではなく、刻み目で指の位置を示したものもあり、食指（人差し指）と明記している木簡もある。

いずれも関節の間隔は狭く、女性かあるいは子供のものである可能性が高い。奴と明記するものがあり、

しかも姓を記すものがないから、これらは奴脾や小（少）子の本人照合のための画指木簡であろう。こ

れらの長屋王家木簡の画指木簡は、本人の確認という用途に用いられたもので、木簡としては小型であ

る。

これと比べると、T27は40cm近い大型の木簡であり、長屋王家木簡のような用途をもった木簡と

は考えにくい。むしろ、文書に通常見られる画指の用途に近い事例、すなわち署名の替わりに記された

ものと考えられるのではないか。画指をここにみえる秦部牛万呂の戸口である秦部旅人のものとみるの

である。桑の次の一字が判読できないので、この木簡の用途はこれ以上明確にできないのが残念ではあ

るが、秦部旅人の分の畑に関する文書木簡、あるいはその畑で採れた桑の荷札ということもあり得るで

あろう。

もう一つ注目すべきは、出石郷というように、郷から書き出す書式である。個人の本貫地を記すのに、

郷名から書き出すのは、郡名が自明であったからである。すなわち、これは出石郡において作成された

木簡であることが明らかであり、郡衛に関連する木簡である公算が大である。もし国府において作成す

るのであれば、出石郡出石郷と記したであろう。諸郷徴部の題簸軸とともに、郡衛の事務処理を背景に

した木簡であって、近くに郡衛の存在を想定することができよう。

これらの木簡によって郡衛の所在を推定する時に重要なのは、これらの木簡が遺構に伴うものではな

いものの、自然流路から出土した遺物ではなく、自然流路を整地した遺構面に伴う包含層中の遺物であ

るという事実である。つまり、相当距離流されてきた可能性を考慮する必要がないのであって、この整

地を行って築かれた上層の遺構そのものが、9世紀段階の郡街に関わるものである可能性を示唆するの

である。総柱の倉庫なども見つかっており、ここがこの段階における出石郡衛の一画である可能性は高
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いであろう。

擬大領木簡T26　谷外地区で出土したT26は、原木簡の天地を逆にした上で、墨書を削って人形に

転用したものである。擬大領という郡司の職名がみえており、T25とともに郡衛を直接示す史料とし

て注目される。原木簡は形態は不詳ながら大型かつ厚手で、書風も端正であり、郡司の勤務評定に関わ

る木簡の可能性が考えられる。

調布・史生のみえる木簡　この時期の木簡で役所の存在を直接示すものはこれだけである。しかし、1

992年度の町教委の内田地区第3次調査（I地区）の調査で出土した木簡も重要である。調布・史生

のみえる木簡（15（1））は、物品の納入ないし支給に関わる木簡で、充てられた人物と物品名が書き

上げられているのであろう。そこに史生という国府の宮人や、調布が見えるのが注目できる。郡街には

史生は置かれていないので、これを国府における事務とみるべきか、国府から史生が国司巡行などで郡

街に赴いた際のこととみて、郡街における事務とみるべきかは断定できないが、上層の整地が国府移転

に伴うもの、あるいはその後のものとみるならば、後者を考えるべきであろうか。ただ、厳密にはこの

整地と第二次国府成立の前後関係はもう少し詰めていく必要が残るであろう。

質物付札　人名＋「質物」＋物品名という構成をとる質物付札（15（3）（4））も内容的に珍しく注

目すべき木簡である。何らかの貸借に伴って質物の設定が行われ、その質物そのものに付けられた付札

である。この付札が付けられていた物品名、つまり何が質物になっていたかは、鍬以外は明瞭でないが、

あるいは宮司における宮人に対する出挙（銭または稲）に伴うものであろうか。宮司における出挙は日

常的に見られ、木簡にも類例がある（但し、質物の付札は初見）し、正倉院文書にも写経所における出

挙（月借銭）の証文が多数残っており、質物の具体像を知ることができる。鍬の事例はなかったが、自

分の住まい（土地・建物）・（給料の）布・太刀・姫などさまざまなものが質物とされている。こうし

た観点からみると、質物の鍬は宮人に季禄として賜られる鍬であろうか。

一社木簡　一社とみえる木簡（15（5））も注目される。一社は但馬国一宮の出石神社を指すか。天平

9年．（737）但馬国正税帳には各神戸に納められた調のDとその直稲の記載があるが、それによると、

記載のある朝来郡粟賀社、同押坂社、養父郡養父社、出石郡出石社の四社の中では、ずばぬけて多くの

分量が充てられており、出石神社の封戸が但馬国内の神社の中では郡を抜いていたことがわかる。つま

り、天平年間に既に出石神社の地位が格段に高かったことを示すのである。

物忌札　この他上層対応の時期の木簡として注冒すべきものに、物忌札の断片二点がある。内田1区の

調査で出土したT16と1996年度の町教委担当の内田地区第7次調査で出土した19（13）であ

る。これらは、長岡京左京三条三坊の三条条間北小路北側溝から出土した、長岡京期の完形の物忌札

（長さ1104mm幅43mm厚さ7mm。㈲向日市埋蔵文化財センター・向日市教育委員会「長岡京左京第4

28次調査報道発表資料」、1999年7月、による）が出土しているが、袴狭遺跡のこの物忌札は、年

代的にはこれらに次ぐ時期のもので、平城京の東三坊大路東側溝から天長の紀年銘木簡（告知札）と一

緒に出土した物忌札（『木簡研究』16）に匹敵する時期の可能性がある。形状的にも幅27mm厚さ5mm

（T16）、幅32mm厚さ5mm（町教委調査出土分）で、いずれも長岡京のものよりはかなり小振りと考

えられ、平城京東三坊大路東側溝の幅32mm厚さ4mmの物忌札に近い（なお、出石町教育委員会の小寺

誠氏のご教示によると、町教委第7次調査出土の物忌札は上層対応か下層対応かの判断は難しいとのこ

とであるが、ここでは内容から一応上層対応とみておく）。

論語習書木簡T22　内田1区の調査で見つかった「論語序何畳集解」と記す論語の習書木簡T22も
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注目される。前述のT23とは異なり、『論語』の習書の反対面が本来の表面であったと考えられるので、

『論語』習書のある面を裏面とした。木簡の裏面を習書に再利用したものであろう。

奈良時代の『論語』は、魂の何畳が註釈を加えた『論語集解』がテキストとして用いられていたこと

が明らかになっている。『論語集解』には解題に相当する序があり、「論語序」と題されている。何畳の

『論語集解』が用いられていたことを直接示す「何畳集解」と習害した二条大路木簡の一点（奈良国立文

化財研究所『平城宮発掘調査出土木簡概報』－以下『平城木簡概報』と略称－29、40頁下段）や、

「論語序」と記す習書木簡（『平城木簡概報』15、31頁上段、『木簡研究』16－奈良・東大寺）の事

例はあったが、「論語序何畳集解」と記すのはT22が初出である。前述の二条大路木簡の『論語集解』

の習書に「論語学而第一　何畳集解」とあるのと同じ構成である。

「論語序」の習書の書かれたT22は、もともとかなり長大な帳簿木簡であった。上下が折れており

肝腎の事書き部分が不明瞭であるが、日付・事書きの下に人名を列挙し、「入」の文字に近いチェック

（合点であろう）を加えている。事書きのうち「大」の文字は明瞭であり、それに続く文字も勇が「長」

であることは確実で、「帳」と読める可能性がある。従って、大帳作成に関わる何らかの個別のチェック

に関わる帳簿の可能性が指摘できる。大帳は郡衛で作成した歴名に基づき国府で作成する帳簿であり、

どれだけの調唐の収取が見込めるかの集計帳簿である。何分文字に不確定な要素があるので、確実なこ

とは言えないけれども、大帳と読めるならば、国府の事務に関わる木簡の可能性も考えられる。

なお、「入」字状の合点は、袴狭遺跡の他の木簡にもみえる。具体的に挙げると、1990年度の内田

地区の確認調査で出土したT2、及び1996年度の町教委担当の内田地区第7次調査出土木簡19

（4）である。19（4）は下層に伴う遺物であるが、T2は内田地区の上層遺構面（第3遺構面）に対

応する遺物であり、T22と年代的にも近いとみてよい。

天禄3年（972）銘木簡T15　同じ内田1区の調査で出土した、袴狭遺跡の古代の木簡の中で最も

新しい年紀をもつT15も注目される。内田地区で出土していることからみて出石郡衝に関わる木簡の

可能性が高く、袴狭遺跡が天禄3年（972）という10世紀後半まで存続していたことを示すととも

に、その仏教活動の一端を示す証拠ともなろう。

禁制木簡T8・T39・T40・T42　上層に伴うと考えられる木簡の中で、最後に特に取り上げて

論じておきたいのが、いわゆる禁制木簡である。すなわち、大坪1区出土のT39、深田地区（坪井）

の第2次確認調査出土のT8がそれであり、T39と同じ層から出土したT40も同種の木簡の断片の

可能性があり、また条里記載の木簡という点では、深田1区出土のT42も関連する木簡とみてよい。

最初に注目を集めたのは、大坪1区出土のT39である。この木簡には延喜6年（906）4月13

日の年紀がある。六条九里廿坪（これには固有名詞が与えられており、椎下田と称されている）にある

田二段が、土野郷（「はの」と読めば、和名類緊抄に出石郡の郷としてみえる埴野郷にあたるか）の出石

永社の戸口某が管理する田であることを告知し、その権利の侵害やそこへの無断侵入を禁止するすると

いう内容を、民部卿（藤原有穂と特定可能）の書吏、つまり彼に国から与えられた家政機関の宮人であ

る車持公の名前で発給する文書木簡である。藤原有穂は北家の傍流で魚名の子末茂の曾孫である。春宮

大夫や中納言、民部卿を務め、延喜7年（907）12月に没している。なお、末茂の系統の著名人と

しては、保元の乱の遠因となった鳥羽天皇皇后美福門院得子がいる。

禁制木簡の機能　禁制木簡で注目すべき点は大きく三つある。一つは木簡としての機能である。中世、

特に南北朝時代以降には、禁制と称される文書の事例が多数ある。それは、寺社の境内や町といった特
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定の地域を限って軍勢の侵入や竹木の伐採、課役の賦課など、その地区に損害をもたらす行為を禁止し

て、違反者を処罰する旨を示す文書である。但し、文書で平安時代にまで遡る事例はなく、ましてや木

簡では初出であるが、禁制という言葉自体は平安時代の格にみえており、ある場所を「禁制」するとい

うのは、その場所を独占的に占有して、他人が利益を得ることを禁ずるという意味で用いられている。

廣野誠氏は、例えばT39をそうした具体例の一つとみて、しかも禁制の対象となる田そのものに立

てられたいわば告知札、いわば看板と考えられた。595mmという大型の木簡であるのもそのためとみ

ることができる。深田地区（坪井）第2次確認調査出土のT8も完形品ではないが、本来はかなり大型

の木簡であったと考えられることから、けっして文字は大きくはないものの、これらが実際に掲示を意

図して作成された可能性は高かろう。切り込みはなく、また下端も尖ってはいないので地面に突き刺し

たというわけではなさそうであり、板に打ちつけて掲示したり、あるいは結びつけて掲示したりしたの

であろうか。いずれにせよ、実際の掲示を考える点は、廣野誠氏の見解を指示したい。

禁制の発給者　第二は、禁制の発給者である。T39にみえる延喜6年（906）は、延喜の荘園整理

令の出された延喜2年（902）の直後であり、中央の貴族が各地に荘園を所有し始めていた時期であ

る。この時の荘園整理令では、証拠が明らかで国務を妨げない範囲で荘園の存続が認められており、恐

らく荘園整理令の審査によってその所有の存続が認められた結果、かかる勝示が行われたのであろう。

従って、藤原有穂が出石郡に所有した荘園に関わる木簡といってよい。

但し、その掲示の主体がいずれの機構であったかは木簡からだけでは明瞭でない。すなわち、荘園と

して認定した但馬国側、すなわち実際には国府や郡衛がこれを行ったのか、それとも各荘園領主ごとに

独自に掲示したのかという問題である。この点については決め手はなく、むしろ郡衝がいつ頃まで存続

したかという上層遺構の時期から考えていく方が早道ではないかと思う（10世紀後半に降るT15の

存在も示唆的）が、場所を異にした同様の木簡が他にも見つかっており、また同じく条里を記載した木

簡も出土していることからみると、これは公的な権力に基づいて行われたと考える方がよいのではなか

ろうか。

廣野誠氏は、T39は元々郡衛で廃棄されたとみておられる。これらは実際に掲示されはしたものの、

一旦郡衛に集めて保管されたものが洪水で流されたと考えておられるわけである。しかし、廣野氏は木

簡の掲示自体は、荘園に対する郡衛の干渉を排除するために荘園領収の側が行ったと解釈しておられる。

この場合なぜ荘園領主が立てた勝示が郡衛に持ち込まれたかの説明が難しい。荘園領主の側で立てたの

ならばそのまま郡街とは無関係に洪水によって流出し埋もれたと考える方がむしろまだ自然であろう。

条里復原の問題　この点は実は第三の問題とも密接に関わってくる。すなわち、T39に記された六条

九里廿坪、すなわち椎下田などの所在地の問題、ひいてはこの地域における条里制の問題である。実は

この椎下田と覚しき場所を記した鎌倉時代末に措かれたと考えられる絵図がある。もと出石郡宮内村在

住の神床氏（出石神社の社家で天日鉾の後裔と伝え、もと糸井造、のち里人の称に従って「かんどこ」

を名乗った。神領支配と神事を兼務した）に伝来した神床文書の中にある「但馬国出石神社領田園」（出

石町指定文化財）がそれである。破損・剥落などの傷みがひどく、しかも一部分が欠損しているが、全

体に条里制による正方形の地割が整然と切られており、中央には河川が流れ大橋が架けられ、出石神社

への表参道の大路が直進している。

竹内理三編『荘園絵図集成』で復原が行われ、その成果は同書や『兵庫県史』に収められている。そ

れによると、図の中央に波状に措かれている河川は今日の出石川であり、そこに架かる大橋は今日の鳥
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居橋、表参道は今日の主要地方道、出石村岡線一鳥居橋一県道宮内庄堺線の上に比定される。図中の大

鳥居は出石神社の鳥居であろう。つまり、出石神社を正面にして東を上にして措かれているのである。

この図は、出石神社の西側に広がる社領の所在を示したものであるが、その中に「シイノモト／一町

内／三反　毘沙門堂田／七反　神田」とあるのが注目される。このシイノモトこそ、木簡に見える椎下

にあたる可能性が高いのである。木簡によるとこれが廿坪にあたるというのであるから、これはこの地

域の条里復原の有力な素材となる。条里制の坪の番号は小字名として継承される場合があり、条里復原

のための重要な素材となるが、この地域には残念ながら直接坪番号を示すような小字名は残っていない。

しかし、木簡の記載は当時の状況を伝える生の史料として小字名以上の重要な価値をもつ。この時、図

のシイノモトの坪の南西（左下）に、「八坪」という名の坪があるのが注目される。このように「但馬国

出石神社領田園」も、時代は鎌倉まで降るけれども木簡と並ぶ重要な条里復原の材料となる可能性があ

る。

そこで、この人坪の記載と木簡の廿坪（椎下田）をもとに条里復原を試みてみると、平行式でも千鳥

式でも八坪と廿坪がこのような位置関係にくることはあり得ない。十人とか廿八とかの一の位のみが小

字名となることも多いので、そのような場合があり得るかどうか考えてみると、平行式の坪並ではこの

ような位置関係になることはないが、千鳥式ならば可能性としては次の四通りの場合があり得ることが

わかる。①南西起点の南北方向への千鳥式、②南西起点の東西方向への千鳥式、③北東起点の東西方向

への千鳥式、④北東起点の南北方向への千鳥式の四種類である。このうち、①と③は「八坪」を十人坪

と、また②と④は「八坪」を廿八坪と考えることになる。

このようなT39と「但馬国出石神社領田園」によって、とシイノモト＝椎下田＝二十坪、及びその

南西の「八坪」を生かした条里復原を試みると、T8・T39・T42の出土地点の条里は一つとして

木簡に記された条里と整合しない。木簡にみえる坪付とこの復原による坪付が大きく隔たってくるので

ある。水系も袴狭川と入佐川に分かれるので、単純に自然に流されてくるということも考えにくい状況

になり、出土地点がいずれも袴狭川水系であることもあって、出石郡衛に一旦収納されたものが流され

てきたという廣野氏の説が生まれることになる。

もう一つの問題は、豊岡盆地のおける既往の条里復原の成果と一致しないことである。豊岡盆地にお

ける条里復原については、いくつかの先行研究がある。古くは『神美村史』における石田松蔵氏の見解

で、出石郡の出石郷を基準として南東隅を基準としたとするものである。『出石町史』もこの見解を紹介

している。次が桑原公徳・山田安彦両氏の研究で、神美村下鉢山付近の地名から、北西隅を基準とする

東西方向の千鳥式と考えた。これを批判したのが石田修一氏で、同じ地域の小字名から、北西を基準と

する東西方向の平行式坪並であるとした。精度は石田修一氏の研究が最も高く、これに従うと、南北方

向が条、東西方向が里となり、北西隅が一条一里となる。

大平茂氏は、こうした既往の条里復原に従った上で、「但馬国出石神社領田園」の「八坪」の記載を生

かすと、絵図のシイノモトは十五坪になって整合しないことから、「但馬国出石神社領田園」のシイノモ

トと木簡T39の椎下とは別地区と捉えた方がよいとして、これまでの見解を修正されている。しかし、

石田修一氏が復原に用いられた上鉢山付近からそのまま条里を南に延ばしてくると、「但馬国出石神社領

田園」の「八坪」にあたる場所は二四坪に相当し、また逆に「但馬国出石神社領田園」の「人里」を基

準にして北に延ばしても、石田修一氏の復原とはうまく合致しない。しかし、史料の扱いとしては、小

字名という変動のあり得る素材よりは、むしろ絵図や木簡という文字資料は捨て難く、絵図と木簡によ
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る復原を取り下げる必要はないと思うし、むしろこれを出発点として条里復原を行っていくべきではな

いかと私は考える。豊岡市の西部に残る南北に長い八条の地名は石田修一氏の復原と条の進行方向が逆

になるし、ましてや豊岡市長谷と倉見の間に東西に延びる五条線という道路があったことや、五条橋が

あったことは、南北方向が条の並びとなる石田氏の復原そのものと整合しない。従来の説を撤回する必

要は全くなく、そういう史料があることを前提とした議論をこそ展開すべきであろう。同じ豊岡盆地で

あっても、郡の違いも考慮すべきかも知れない。

このように考えるならば、「但馬国出石神社領田図」による条里復原と木簡記載条里の不整合は、禁制

木簡は郡街に一括保管されたものが洪水によって流れてきたもので、その作成・掲示も郡衛公権によっ

て実施されたものとみておくのが穏当であろう。但し、禁制木簡の出土地が、国府や郡衛といった役所

の所在を窺わせる木簡とはやや異なる場所から出土していることには注意を要する。すなわち、禁制木

簡が出土した地点は、いずれも袴狭川のかなり下流に位置する。同種の木簡がいずれも下流域で出土し

ているわけであるから、もともとこれらの木簡がこの近辺で廃棄されたと考える余地は残る。但馬国の

条里復原、及び洪水によって木簡がどの程度流れるのかというより根本的な課題を含めて、禁制木簡に

ついてはなお検討が必要であろう。

上層木簡のまとめ　以上、9世紀初め以降の上層の時期に対応すると考えられる木簡について、主要な

ものを取り上げて紹介した。郡衛の存在を示す木簡の存在が明らかになったが、下層の時期のように国

府に直接関連する木簡は含まれていないことがわかった。すなわち、延暦23年（804）の国府の気

多郡への移転以降も、この地域に郡衛が存在し続けたとみてよい。その場合、内田地区にみられる新た

な整地を伴う造営をいかに評価するか、郡衛の拡張とみるか、袴狭遺跡群内における郡衝の移転と評価

するか、移転後に旧国府施設をどのように利用したのかの問題も含めて、これらの点は今後の検討を侯

つことにする。

おわりに

出土した木簡そのものの考察を中心として、袴狭遺跡群の性格も含めて論じてきた。取り上げなかっ

た木簡も多数あり、ここで論じた木簡の解釈についても論の分かれる点はあろう。いずれも問題提起と

して受け止めていただければよいが、本稿を終えるにあたって再度強調しておきたいのは、木簡の内容

から判断する限り、袴狭遺跡群のある地域が、延暦23年（804）の移転以前の但馬国府、及び国府

所在郡としての出石郡衛の所在地であり、国府移転後も出石郡衛はここに置かれていた考えられる、と

いうことである。特に出石郡衛については、この地域に継続的に営まれていた可能性が極めて高い。

調査地の中では、遺構や出土木簡・墨書土器からみて、内田地区の特殊性が際だち、ここは古代を通

じて出石郡衛の一画であったとみてよいと考えるが、官衛の中枢という様相ではない。官街中枢がどこ

にあったかは重要な検討課題である。遺構や木簡の集中する内田地区の、袴狭川上流域方向に隣接する

谷外地区からも官衛関連木簡が出土しているが、ここには顕著な遺構はない。とすれば、大平茂氏が指

摘するように（「兵庫・袴狭遺跡」『木簡研究』17、1995年11月）、袴狭川のさらに上流の地域、

特に袴狭集落の地が最も可能性が高いと考えられる（この点は小寺誠氏からもご教示いただいた）。同じ

谷筋の北端の小野川流域からも荒木遺跡のような大規模な建物群が見つかっており、移転後の旧国府建

物の利用や9世紀段階での造営の意義の問題なども含めて、袴狭遺跡群の所在する谷筋における、国府

や郡衛の施設の存在形態を有機的に捉えていく必要があると思われる。さらに、出石神社のある袴狭と
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は尾根を隔てた南側の谷筋からも、宮内黒田遺跡の天平勝宝4年（752）10月9日の日付をもつ木

簡のように、奈良時代に遡る木簡が出土する遺跡は広がっているのであり、出石神社の存在も含めてよ

り広範囲を総合的に考えていく必要性が提起されているといえるだろう。その意味では、出土木簡から

窺うことのできる袴狭遺跡群の様相は、まだまだその一端を示しているに過ぎないといってよいだろう。

限られた範囲と期間の調査の中から、これだけの大きな成果が上がったのは、兵庫県教委や出石町教

委の発掘担当者の方々のご努力のたまものの思うが、今後遺跡全体の性格を明らかにして活用・保存策

を講じていくためにも、河川改修に伴う部分的な緊急調査だけではなく、是非遺跡全体を見据えた学術

的な調査を将来実施していただくことを念願して本稿を終えることとしたい。

なお、本稿は袴狭遺跡の調査終了を記念して行われた「袴狭遺跡群説明会」での私の報告「袴狭遺跡

群出土木簡をめぐって一木簡の内容と遺跡の性格」（1995年12月23日、於出石町立町民センター）

に基づき、その後の出石町教育委員会担当の発掘調査の成果を加えて再構成したものである。本稿を草

するにあたっては、袴狭遺跡出土木簡の一点一点について再度赤外線テレビカメラ装置による実見の機

会を与えていただいた。その成果は本報告書掲載の釈文に反映させることができた。ご配慮いただいた

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所の藤田淳・鈴木敬二両氏にあっくお礼を申し上げたい。また、

出石町教育委員会担当の調査で出土した木簡について、種々ご教示をいただいた出石町教育委員会の小

寺誠氏にもあっくお礼を申し上げたい。
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第6章　まとめ

1．遺構について

今回の調査で検出されたもっとも古い遺構は弥生時代のもので、内田1区では土坑が、深田1区では

水田と溝が検出された。また、大坪2区では、弥生時代中期後半から古墳時代の井堰が検出された。

それ以降、大坪2区や深田1区で確認されているように、当地周辺は水田として利用されており、他

の地区でも遺構は確認できないものの、河道や砂層以外は水田として利用されていたと考えられる。

次に奈良時代の遺構が確認されている。内田1区では、旧河道が埋没したのちに掘建柱建物や溝が計

画的に配されて築かれており、建物は形を変えつつ平安時代へと継続していく。谷外地区では奈良時代

から平安時代の護岸された旧河道が、下坂地区では同じく奈良時代から平安時代の回廊状の遺構がそれ

ぞれ検出されている。それ以外の地区では衛下地区・深田1区のように水田が検出されている。

平安時代前半では、内田1区において前代に継続して掘建柱建物や溝が築かれている。平安時代中頃

までには新たに礎石建物の倉庫群が検出されており、地区の西半に礎石総柱建物の倉庫群と道路状遺構、

中央に庇付き建物を含む建物群、東側に池状遺構と建物群が復元できる。

この時期でも、周辺の地区では、谷外地区、衛下地区、国分寺2区、大坪地区などで水田とそれに伴

う溝や畦畔が検出されている。

また、国分寺2区では、護岸施設のある溝が、大坪1区では杭列がそれぞれ検出されている。

中世になると、内田1区では溝のみが検出されたのに対し、下坂地区では整地層の上に築かれた礎石

建物（三間堂）が検出されている。他の地区では、谷外地区・衛下地区で水田が検出されている。

このように、今回調査したなかでは、内田1区は奈良時代においてすでに中心的な位置をしめており、

平安時代へと継続する。一方、それ以外の地区では、その前後において水田が営まれている。

やがて、中世になると此隅山城の築城にわかるように、大きな社会変化が当地にも影響を与える。そ

れに対応するかのように、内田1区では前代のような中心的な様相がなくなり、下坂地区で礎石建物

（三間堂）が建立さ咋ている。

2．遺物について

土　器　須恵器、土師器、緑粕陶器、青磁、白磁、陶器、黒色土器、瓦器、瓦質土器、韓式土器、弥

生土器がある。ほとんどが内田1区からの出土である。

須恵器は約600点を図示しており、杯・椀・皿・壷・嚢などの一般的な券種以外に、円面硯10点（346

～351・467・615・897・928）、鉄鉢形土器5点（401・402・468・536・804）、稜椀8点（27・210・211・421～423・

525・1081）がある。また、その中には墨書土器が舶点、内面に漆が付着している土器が2点（526・527）

含まれている。墨書土器には「秦」「泰」を含む文字が書かれたものが多い。

土師器は約300点を図示しており、墨書土器が13点含まれる。

緑粕陶器は32点を図示しており、椀、皿のほか、香炉の蓋（320）もある。

青磁は2点のみ図示した（501・879）。いずれも椀である。

白磁は9点のみ図示した。碗、皿のほか、仏具と思われる高塀（502）、出石焼2点がある。

陶器は12点のみ図示した。灰粕陶器8点（366～341・656）、備前措鉢1点（957）、瀬戸美濃天日椀1点

（506）、黄瀬戸丸皿1点（956）、漆で接がれた唐津か李朝のものが1点（498）ある。

黒色土器は16点のみ図示しており、杯、椀などがある。瓦器は1点（507）のみ図示した。
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瓦質土器は2点のみ図示しており、捨鉢（499）と高杯（1028）がある。

韓式土器の可能性のあるものが1点（1009）ある。弥生土器は十数点のみ図示している。

土製晶　獣足2点（4・907）、土馬2点（809・1007）、羽口2点（622・706）、かまど4点（11・378・668・

822）、土錘68点、円筒形土製品2点（163・687）を図示している。

木　器　図化した以外の木器も含めると、およそ13000点の遺物が1点ずつ登録されている。このうち、

ある程度形状・種類がわかるものが8775点ある。それらの内訳は以下の通りである。

祭祀具は武器形代55点（剣形6点、刀形46点、長刀形1点、鉄形2点）、動物形2501点（馬形1475点、

人形1016点、鳥形10点）、農具形3点（鋤形2点、えぶり形1点）、その他3014点（舟形60点、斎串2927

点、不明形代25点、木像1点、紡錘車形1点）がある。

農具1343点（えぶり1点、臼1点、田下駄1251点、横槌6点、鎌柄3点、鍬6点、鋤3点、竪杵3点、

小型竪杵2点、田舟3点、柄15点、穂摘具4点、木錘38点、籾掬い7点）、容器893点（到物9点、劉物

盤6点、到物桶5点、到物槽53点、劉物鉢5点、到物方形容器1点、円形曲物469点、方形曲物34点、三

宝1点、楕円形曲物21点、有孔曲物31点、挽物椀4点、挽物皿151点、有孔挽物皿27点、高杯2点、蓋4

点、栓14点、漆器蓋1点、漆器皿2点、漆器鉢1点、漆器椀52点）、部材196点、服飾具125点（横櫛3点、

下駄116点、槍扇1点、木履5点）、雑具112点（火錬板65点、箱11点、机8点、自在8点、脚7点、腰掛

け7点、作業台4点、付け木2点）、工具58点（錐柄1点、留針2点、楔視点、鎧1点）、木簡44点、食

事具40点（箸8点、杓子形木器31点、茶第1点）、紡織具29点（かせ1点、かせかけ3点、たたり4点、

糸巻き3点、糸枠9点、紡錘車9点）、遊戯具12点（独楽12点）、建築部材12点（蹴放し1点、梯子10点、

扉置き台1点）、運搬具7点（鞍1点、舟1点、天秤棒5点）、楽器7点（琴1点、箱形木製品1点、さ

さら5点）、漁労具6点（擢6点）、武器（鞘5点）、馬具（鐙2点）であった。

このように、時間軸を無視しているものの、木器の中で祭祀具が占める割合が非常に高く、全体の6

割を越える。そのほとんどが馬形・人形・斎串で、3種で祭祀具の95％を上回っている。次に多いのが

農具の15％程度で、そののうち田下駄だけで90％を上回っている。このことは地盤が軟弱なことに起因

するのかもしれない。次に多いのが容器の10％程度で、そのうち曲物類が60％を占める。

以上のように祭祀具の占める割合が高いのは、袴狭遺跡が形代祭祀を行っていた場所に近かったこと

を示しており、それが奈良時代から平安時代を通じて長期間行われていたことを示している。

また、容器類、特に曲物が多いのは、形代祭祀に使用されたからかもしれない。

金属器　銅印1点、帯金具5点（銅製巡方3点、銅製丸輌2点、餃具1点）、銅製鈴、銅銭、楔形鉄製

品、鍬先、鉄斧、弾丸などが出土した。帯金具についてはほとんどが内田1区からの出土である

石　器　石帯9点（巡方3点、丸輌6点）、硯2点、砥石8点、碧玉製管玉1点、石匙1点が出土した。

石帯はすべて内田1区から出土した。

3．まとめ

木簡の検討によって、延暦23年（804）に行われた但馬国府の移転以前の国府が、この袴狭遺跡周辺に

あったと考えられるようになってきた。しかし、今回の調査では内田1区において一部の施設が認めら

れたのみで、国府の中心となる施設は明らかでない。出石郡衛との関係も不明な点が多い。

他のほとんどの地区からは、水田に埋没した遺物が大量の木製品を中心に出土したのみであった。

ー198－



兵庫県文化財調査報告　第197冊

出石郡出石町

は　か　ざ　い　せ　き

袴　狭　遺　跡
〔本文編〕

小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

（付載：嶋遺跡）

平成12年3月31日　発行

編　　集

〒652－0032

発　　行

〒650－0011

印　　刷

〒657－0834

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

神戸市兵庫区荒田町2丁目1－5

兵庫県教育委員会

神戸市中央区下山手通5丁目10－1

株式会社　廣済堂神戸営業所

神戸市灘区泉通6丁目2－15


