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巻首図版1

遺跡周辺部遠景（北から）

遺跡周辺部遠景（西から）



巻首図版2

エーA区　第2面（西から）

I－B区　第1面　水田（南から）



巻首図版3

I－B区　第2面（南から）

I区　第3面（北から）



巻首図版4

Ⅲ－B区（南西から）

Ⅱ－A区（南西から）



巻首図版5

石組遺構SX4001焼土面（西から）

石組遺構SX4001断面（西から）



巻首図版6

石組遺構SX4001完掘削状況（北から）

1号炭窯（西から）



巻首図版7

Ⅱ区（北西から）



例　　言

1．本書は、神戸市西区伊川谷町長坂に所在する長坂遺跡の埋蔵文化財調査報告書である。

2．発掘調査は、一般国道2号（神戸西バイパス）建設事業に伴うもので、事業者は建設省近畿地方

建設局　阪神国道工事事務所である。兵庫県教育委員会及び神戸市教育委員会の確認調査の成果

に基づき、平成4－8年度にわたって兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所が全面調査を実施

した。

3．遺跡の測量は、国土座標を基準とし、方位は座標北を指す。また標高値は東京湾平均海水準（T．

P．）を使用している。

4．本書に使用した写真のうち、航空写真は各年次に業者に撮影を委託したものを使用している。遺

構写真は、各調査担当者によるものである。また、遺物写真については、平成11年にタニグチフ

ォトに撮影を委託した。

5．本書の執筆は、岡田章一・別府洋二・菱田淳子・銭　英記・服部文章・水嶋正稔が本文目次に記

したとおり分担し、編集は菱田淳子が行った。

6．本書にかかる遣物・写真・図面などは、兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所が保管している。

7．現地調査及び報告書作成にあたり、下記の方々のご協力・ご教示を頂いた。記して感謝いたしま

す。（敬称略・順不同）　泉　拓艮　　川崎　保

凡　　例

1．遺物には基本的に通し番号を付けている。ただし、金属器はM、石器・石製品はS、木製品はW

を番号の頭につけ、土器・瓦・土製品と区別している。また、土器は平成6年度は301番から、平

成8年度は501番からとしているが、それ以外の遺物は年度順に適し番号になっている。

2．土器の図面の断面については、須恵器は黒塗りし、土師器は白抜きのまま、陶磁器は網掛けとい

う区別をしている。

3．本書における遺構名は、調査時の呼称を基本とし、平成4・5年度の第1面は1000、第2両は

2000、第3面は3000をつけ、6年度は4000、8年度は5000を頭につけて、区別している。

．．　　－I
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写真図版54　出土遺物（17）

写真図版55　出土遺物（18）

写真図版56　出土遺物（19）

写真図版57　出土遣物（20）

写真図版58　出土遣物（21）

写真図版59　出土遺物（22）
写真図版60　出土遺物（23）

写真図版61出土遣物（24）

写真図版62　出土遺物（25）

写真図版63　出土遺物（26）

写真図版64　出土遣物（27）

写真図版65　出土遺物（28）

写真図版66　出土遣物（29）

写真図版67　I区の遺構（1）

全景　空中写真（南西から）

写真図版68　Ⅱ区の遺構（2）

北部遺構群（北西から）

全景（南西から）

写真図版69　Ⅱ区の遺構（3）

近世遺構面（南東から）

SX5004（西から）

写真図版70　I区の遺構（4）

SX5004（北から）

SX5004石組除去後（北から）

SX5003（北西から）

写真図版71Ⅱ区の遺構（5）

SE5001検出状況（北東から）

SE5001埋石状況（北東から）

SE5001完掘状況（北東から）

写真図版72　Ⅱ区の遺構（6）

SE5001断割（北東から）

SE5001桶断割（北東から）

写真図版73　I区の遺構（7）

SE5001断割細部

写真図版74　I区の遺構（8）

SE5002（北西から）

SK5002（南西から）

SK5002遺物出土状況（北西から）

写真図版75　Ⅱ区の遺構（9）

SB5001（北西から）

SP5112（南から）
写真図版76　Ⅱ区の遺構（10）

SP5103断割

写真図版77　出土遺物（30）

写真図版78　出土遺物（31）

写真図版79　出土遺物（32）

写真図版80　出土遺物（33）

写真図版81出土遺物（34）

写真図版82　出土遺物（35）

写真図版83　出土遺物（36）

写真図版84　出土遺物（37）

写真図版85　出土遺物（38）

写真図版86　出土遣物（39）

写真図版87　出土遣物（40）

写真図版88　出土遣物（41）
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第1章　調査の経過

第1節　調査にいたる経緯

建設省近畿地方建設局阪神国道工事事務所が行った神戸西バイパス建設事業は、本州四国連絡道路へ

のアクセスと、兵庫県湾岸部における東西方向交通の渋滞緩和を目的に、明石市大久保町松陰から神戸

市垂水区名谷町を結ぶ延長約12．5kmの路線が計画された。

長坂遺跡は、昭和59年から62年度にかけて神戸市教育委員会が行った長坂地区土地改良事業に伴う確

認調査で発見された。神戸西バイパス建設予定地内の確認調査は神戸市教育委員会によって昭和60年度

に行われ、昭和62年度には同じく市教育委員会により追加の確認調査と、バイパス建設予定地北側に沿

った排水路の全面調査が行われた。この結果、縄文時代の土器包含層と古墳時代から中世にかけての遺

構・遺物が検出された。

兵庫県教育委員会では、それまでの神戸市教育委員会の調査成果を受けると同時に、遺構・遣物の分

布が散漫な部分に関しては平成3年度から追加的な確認調査を行い、平成4年度から平成8年度にかけ

て順次全面調査を実施した。

第2節　調査の経過

平成3年度

確認調査　遺跡調査番号　910077

調査期間　平成3年8月5日～8月7日

調査面積169Iが

調査担当者　吉田　昇・岸本一宏

9本のトレンチを掘削した。うち4本で遺構・遺物包含層が検出され、他1本で遣物包含層と同質の

土を検出した。検出された遺構・遺物包含層は平安後期～鎌倉時代のもので、平成6年度および8年度

に全面調査を実施した。

平成4年度

全面調査　遺跡調査番号　920165

調査期間　平成4年5月1日－11月19日

調査面積　7，653正

調査担当者　井守徳男　別府洋二　繊　英記

神戸市教育委員会の調査成果に基づいて、路線内の全面調査を実施した。水田、古墳時代の集落、縄

文時代の遺構を検出した。調査終了直前に縄文時代の遺構面が存在することが判明し、次年度に調査を

行うことになった。

平成5年度

全面調査　遺跡調査番号　930026

－1－



調査期間　平成5年5月14日～9月27日

調査面積　2，281扉

調査担当者　西口和彦　銭　英記　三原慎吾　中村吉孝

平成4年度に調査できなかった市道部分と古墳時代の遺構面下に広がる縄文時代の遺構面を調査した。

縄文時代の住居跡・貯蔵穴が検出された。平成4・5年度の調査区は本報告の工区に当たる。

平成6年度

全面調査　遺跡調査番号　940200

調査期間　平成6年5月24日～9月22日

調査面積　3，494正

調査担当者　岡田章一　岸本一宏　菱田淳子　服部文章（大阪府より派遣）

平成3年度に遺構面が確認された部分の全面調査を行った。古墳時代・室町時代・近世以降の遺構を

確認した。中でも室町時代の遺構は最も多く検出され、炉・炭窯をはじめとする鋳造関係のもので占め

られている。

平成7年度

全面調査　遺跡調査番号　950041

調査期間　平成7年4月19日～4月21日

調査面積180正

調査担当者　岡田章一　服部文章　中川　渉

前年度調査区に接するボックスカルバート部分の全面調査を行った。前年度調査区分と併せて、本報

告のⅢ区に当たる。溝2条、柱穴2、土坑2基、落ち込み1、樹木の根の痕跡と思われる不定形土坑4

基、杭跡などを検出し、平成6年度調査地点で検出された中世の遺構の広がりを確認した。

確認調査　遺跡調査番号　950412

調査期間　平成8年2月13日～2月14日

調査面積　54正

調査担当者　西口和彦　岡田章一

民間の建造物が存在し、これまで確認調査を行えなかった部分に当たり、東西方向にトレンチを1本

設定した。中世の包含層および遺構面が検出された。

平成8年度

全面調査　遺跡調査番号　960030

調査期間　平成8年5月9日～7月12日

調査面積　954正

調査担当者　岡田章一　菱田淳子　水島正稔

中世および近世の遺構が検出された。特に近世の遺構には井戸・埋桶・研状遺構といった建物に伴う

と考えられる遺構が多く、初期伊万里も出土している。平成7年度確認調査分と併せて、本報告のI区

にあたる。
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第1回　調査区配置図
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第3節　整理作業の経過

遺物の整理作業のうち、水洗・ネーミングなどの一部の作業は現場で行ったが、本格的な整理作業は平

成10－12年度に兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所で行った。

平成10年度

遺物の接合・補強、実測、復元、金属器保存までの作業を行った。

平成11年度

トレース・写真撮影・木器保存などの作業を行った。

平成12年度

レイアウト作業、原稿執筆などの作業を行った。なお、平成11年度まで、編集を担当していた繊　英

記が県立歴史博物館に転勤となったため、菱田淳子が編集を代行することとなった。

なお、整理作業に関わったものは、以下のとおりである。

整理担当職員

鋳　英記　菱田淳子　岸本一宏　岡田章一　別府洋二

加古千恵子（金属器保存担当）　中村　弘（木器保存担当）

水嶋正稔（研修員）　服部文章（大阪府から派遣）

非常勤嘱託員

古谷章子　酒井喜美子　杉本淳子　島田留里　岡田美穂　井内ゆり　嘉戸篤子

川村由紀　文江立子

本窪田英子　香川フジ子　早川亜紀子　中田明美　吉田優子　前田千栄子　喜多山好子

島村順子　中西睦子　八木富美子　松末妙子　ほか
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第2章　遺跡の位置と環境

第1節　地理的環境

長坂遺跡は神戸市西区伊川谷町長坂に所在する。神戸附近の地形を大きく規定している六甲山塊は市

城の北東から南東に向かってのびている。全体として三角形を呈し、西側が二つに分岐する。山塊東南

側は多くの断層により階段状の急崖を作り、播磨側は西方に向かって徐々に低くなり、なだらかな丘陵

を形成している。

神戸市西部の高塚山断層より西側は地層区分からいうと大阪層群に広く覆われている。長坂遺跡のあ

る伊川谷地区は、地形区分では明石川の支流である伊川が古播磨灘に開口する部分に形成した扇状地か

らなる洪積段丘と沖積低地からなる。遺跡自体は伊川右岸の扇状地先端部と氾濫原の微高地に立地して

おり、近年に至るまで伊川の堆積作用の影響が強く認められる。

第2節　歴史的環境

旧石器時代

明石市藤江遺跡出土のメノウ製パンドアックスが形態的には古い様相を示し、前・中期旧石器時代人

類の存在を暗示している。しかし、明確な居住跡は見つかっていない上、洪積世人類化石についてもい

わゆる「明石人骨」以外には発見されていないため、新たな資料の検出をまつ状況である。明石川流域

で人類の足跡が確認されるのは後期旧石器時代以降である。伊川流域では池上南山遺跡・上脇遺跡（2）、

明石川流域では雌岡山遺跡などでナイフ形石器が発見されている。現在まで春日町七日市道跡や篠山市

板井・寺ケ谷遺跡のような集落あるいはキャンプサイトと考えられる遺跡は未発見であるが、ナウマン

象等の大型哨乳類が棲息していたことは化石からも確認されており、将来的には集落の発見も期待され

る。

縄文時代

神戸市城では草創期に遡る遺跡は未発見であり、いくつかの遺跡で有舌尖頭器の出土が知られている

だけである。神戸市西部の場合、早期の遺跡も須磨区境川遺跡以西では確認されていないが、前期にな

ると、大歳山道跡（72）が出現する。中期になると遺跡の数がわずかに増え、大歳山遺跡のほか舞子浜

遺跡（75）・垂水日向遺跡（78）等が出現する。後期になると垂水日向遺跡が継続するほか、伊川谷流

域に南別府遺跡と今回調査した長坂遺跡が出現する。晩期では垂水日向遺跡が継続して存在し、大歳山

遺跡・大畑遺跡（61）等でも居住の痕跡が確認されている。この地域で現在まで発見されている縄文時

代の集落は、全体で考えれば前期以来連綿と続いているものの小規模なものが多い。河川の堆積作用や

人為的な改変により本来存在していた集落が発見されていない可能性が考えられる。一方で、小規模な

集団が六甲山地西端から明石川流域の中で居住地点を移動させながら活動していたのではないかという

解釈も示されている。

弥生時代

神戸市城では大開遺跡を始め、弥生時代前期でも古い段階から集落が営まれたことが判明している。

明石川周辺では、吉田遺跡がもっとも古い弥生集落であり、少し遅れて明石川中流域の玉津田中遺跡

ー5－



（58）、明石川と伊川の合流点付近に位置する新方遺跡（25）が出現する。前期後半になると明石川流域

でも遺跡の数が増え始め、やや上流の戸田西遺跡・常本遺跡、下流の居住遺跡・今津遺跡のほか、伊川

流域でも南別府遺跡（19）が出現する。中期になると各集落はその規模を拡大し、中でも前述の玉津田

中遺跡、新方遺跡は拠点的な集落になっていく。また、中期後半には丘陵上・段丘上へ居住域は拡大し、

集落数は一気に増加する。代表的なものとしては西神ニュータウンNo．38遺跡（64）・No．50遺跡

（42）・頭高山遺跡（3）等があげられる。これらは後期にはいるとほぼ終焉を迎える。後期にはいると、

再び居住が開始される吉田南遺跡、玉津田中遺跡の狭間・唐土地区・池上北遺跡（13）、池上口の池遺跡

（18）等、それまでは大規模な集落がなく、生産城であったと考えられる低地部に居住域が移っていく。

しかし、中期末に集落形成が始まり後期前半まで継続する大規模な高地性集落である城ヶ谷遺跡（33）

や中期から後期の変わり目に出現し、集落を囲む環壕を持つとともに吉備系土器や倣製錬が出土してい

る表山遺跡（11）といったこれまでとは傾向の異なった集落も発見されている。

古墳時代

神戸市東部には処女塚古墳・東求女塚古墳・西求女塚古墳といった大型の前方後方墳・前方後円墳が

存在するものの、明石川流域に前方後円墳が築かれるのはやや遅れるようである。流域で最初に築造さ

れたのは、天王山4号墳・5号項（16）や西神ニュータウンNo．44・45遺跡にみられるような竪穴式石室を

欠く方形項である。前期後半になると長大な竪穴式石室を持つ前方後円墳である白水瓢塚古墳が出現す

る。前期末には県下で最大規模の前方後円墳である五色塚古墳（76）が築かれ、小壷古墳（77）など、

今は失われた古墳も含め、大型項からなる古墳群が出現する。また、舞子浜遺跡（75）では、五色塚古

墳に供給された埴輪とよく似た埴輪棺を用いた集団墓がある。五色塚古墳の被葬者が在地勢力の系譜に

連なるのか、中央から派遣された豪族なのかは不明である。5世紀中葉には明石川流域で最大の前方後円

墳である王塚古墳（57）が築造される。後期にはいるとこの地域においても群集項の造営が盛んになる。

垂水丘陵に築かれる高塚山古墳群（66）・舞子古墳群（68）等が横穴式石室を採用するのに対し、柿谷

古墳群（6）・池ノ内群集墳（9）をはじめとして木棺直葬が大半を占める場合が多い。集落では弥生時

代後期から継続するもののほか、出合遺跡（56）のように朝鮮半島系の遺物や初期須恵器を持ち、隣接

して帆立貝式古墳を築造するものも現れる。

古代～中世

律令期の明石川流域については、不明な点が多い。吉田南遺跡では整然と配置された掘立柱建物群が

検出され、木簡・墨書土器・瓦などが検出されていることから、明石郡街である可能性が指摘されてい

る。ほかにも、播磨国府系瓦が採集されている地点もある。平安時代後期になると寒鳳遺跡（21）・白

水遺跡（22）・居住遺跡（55）等で遺構が確認され始めている。ニッ屋遺跡（50）では平安時代末頃の

地方貴族の邸宅と考えられる「コ」に配置された建物群が見つかり、玉津田中遺跡でもほぼ同時期の掘

立柱建物群と居館と考えられる遺構が見つかっており、吉田南遺跡にも中世後期の溝で区画された屋敷

地が検出されている。これらは明石川上流にある神出古窯跡群との関連を持つものと考えられる。

寺院関係では開基が古代に遡る大山寺のような古刺もあるが、発掘された情報はほとんどない。中世

になると日輪寺遺跡（49）で寺院関連遺構が検出されている。その他には頭高山遺跡で室町時代後期の

山岳寺院と考えられる礎石建物・掘立柱建物等が検出されており、瓦葺き建物も含まれている。地元の

伝承および後世の文献から旧「太谷寺」跡ではないかと推測されている。

参考文献

玉津田中Ⅲ・Ⅳ　神戸市埋蔵文化財年報（平成七一九年度）、新修神戸市史第1巻
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遺跡名
1長坂遺跡
2　前開遺跡
3　頭高山遺跡
4　大門遺跡
5　小寺遺跡
6　柿谷古墳群
7　岡遺跡
8　柏ケ谷群集墳
9　池ノ内群集墳
10　上脇道跡
11表山道跡
12　谷ノ上群集墳
13　池上北遺跡
14　鬼神山古墳群
15　鎌谷群集填
16　天王山古墳群
17　北別府遺跡
18　池上ロノ池遺跡
19　両別府遺跡
20　赤羽遺跡
21寒鳳遺跡
22　白水遺跡
23　潤和遺跡
24　今池尻遺跡
25　新方遺跡
26　上池遺跡
27　西神NTN066・67地点遺跡
28　池谷群集墳
29　長谷遺跡
30　櫨谷中遺跡
31如意寺裏山遺跡
32　如意寺遺跡
33　城が谷遺跡
34　青谷遺跡
35　ザブカゼ古墳群
36　光松古墳
37　丸尾谷古墳
38　松本古墳
39　松本遺跡
40　西神NTNG65地点遺跡
41西神NTNG48地点遺跡
42　西神NTNG50地点遺跡
43　栃木遺跡
44　西神NTNG62地点遺跡
45　菅野遺跡
46　花丘群集墳
47　西の谷群集墳
48　居住・小山遺跡
49　日輪寺遺跡
50　ニッ屋遺跡
51万願寺遺跡
52　宝来遺跡
53　今津遺跡
54　小山遺跡
55　居住遺跡
56　出合遺跡
57　王塚古墳
58　玉津田中遺跡
59　芝崎遺跡
60　福中城跡
61大畑遺跡
62　繁田遺跡
63　堅田遺跡
64　西神NTNQ38－40地点遺跡
65　西神NTNG41・42点遺跡
66　高塚古墳群
67　転法輪寺境内遺跡
68　舞子古墳群
69　舞子東石ケ谷遺跡
70　投ケ上銅鐸出土地
71帝釈遺跡
72　大歳山遺跡
73　狩口台遺跡
74　東田遺跡
75　舞子浜遺跡
76　五色塚古墳
77　小壷古墳
78　垂水・日向遺跡
79　野田遺跡
80　乙木町遺跡

所在地
西区伊川谷町長坂
西区伊川谷町前開～前開中
西区伊川谷町前閲～小寺
西区伊川谷町中寺
西区伊川谷町中寺
西区伊川谷町中寺
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町別府
西区伊川谷町別府
西区伊川谷町別府
西区伊川谷町別府
西区伊川谷町上脇
西区伊川谷町別府
西区伊川谷町潤和
西区伊川谷町潤和
西区伊川谷町潤和
西区伊川谷町潤和
西区玉津町高津橋・伊川谷町潤和
西区玉津町高津橋・新方ほか
西区玉津町上池
西区櫨谷町長谷
西区櫨谷町池谷
西区櫨谷町長谷
西区櫨谷町池谷
西区櫨谷町谷口
西区櫨谷町谷口
西区櫨谷町菅野
西区櫨谷町松本 伊川谷町別府ほか
西区伊川谷町潤和
西区櫨谷町長谷
西区櫨谷町松本
西区櫨谷町松本
西区櫨谷町松本
西区櫨谷町栃木
西区平野町常本
西区平野町大畑
西区櫨谷町栃木・松本
西区櫨谷町菅野
西区櫨谷町菅野
西区平野町慶明
西区櫨谷町松本
西区玉津町居住・古墳
西区玉津町中山
西区玉津町ニッ屋
西区玉津町今津
西区玉津町今津
西区玉津町今津
西区玉津町小山・丸塚
西区居住
西区玉津町出合
西区王塚台
西区玉津町田中・平野町大野ほか
西区平野町芝崎
西区平野町福中
西区平野町大畑
西区平野町繁田
西区平野町堅田
西区平野町繁田
西区平野町繁田
垂水区名谷町
垂水区名谷町・奥之坊
垂水区舞子坂・舞子陵
垂水区舞子坂
垂水区舞子坂
垂水区西舞子
垂水区西舞子
垂水区狩口台
垂水区西舞子
垂水区東舞子町
垂水区五色山
垂水区五色山
垂水区日向・陸ノ町・神田町・天ノ下町
垂水区野田通・馬場通
垂水区乙木町
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時期
縄文～近世
平安～鎌倉
弥生
鎌倉
古墳
古墳
弥生～古墳
古墳
古墳
弥生～近世
弥生
古墳
弥生～鎌倉
古墳
古墳
古墳
奈良
弥生～古墳
縄文一鎌倉

古墳
平安
古墳
古墳
弥生
平安
古墳
古墳
中世

中世

鎌倉

弥生
鎌倉～中世
弥生
旧石器～弥生
古墳
古墳
古墳
古墳

弥生
弥生
弥生
弥生
弥生～古墳
弥生～古墳
古墳
古墳
弥生～鎌倉
中世
弥生～鎌倉
弥生
弥生
弥生～古墳
弥生・中世
弥生・中世
旧石器～鎌倉
古墳
弥生一中世
古墳・鎌倉
中世
縄文～弥生
弥生
古墳
弥生～古墳
古墳
古墳
中世
古墳
弥生
弥生
弥生～古墳
旧石器～古墳
弥生
弥生
縄文・古墳
古墳
古墳



第3章　調査の結果

第1節　平成4・5年度の調査

平成4・5年度に調査を行った工区では上下3面で遺構を検出した。今回の調査区は扇状地の先端か

ら沖積低地・微高地を含んでおり、各遺構面を伊川の氾濫に起因すると考えられる層が覆っている。第

1両は調査区の東3分の1程度に分布し、粗砂・小礫を含む褐灰色極細砂層からなる。中砂・礫を含ん

だ灰色細砂層を挟んで、黒褐色の極細砂質シルトで構成される第2遺構面が西に向かって降りながら存

在する。調査区の西端には伊川の旧河道と思われる複数の流路があり、第2遺構面は消失している。以

下、各面ごとの概要を述べる。

1．第1面の遺構　（図版1・2　写真図版1・2）

水田跡（図版2　写真図版1・2）

B区は長坂川による扇状地地形の末端部から、伊川による沖積地にかけて位置しており、一部に長坂

川の氾濫による洪水砂の堆積が認められた。この砂層に覆われて数本の畦畔で区画された水田跡が検出

された。

A区西北部では、シルトから小礫がかなり乱れた互層となって堆積しており、全容は不明なものの溝

や流路の存在が想定された。B区の機械掘削を東南側から開始し、耕土・床土を除去したところ、溝や

流路は及んでおらず、東南端から15mまでは直下で土壌層を検出し、近世以降のものと思われる中に桶

を埋設した深さ約0．4－0．6mの円形の土坑（肥溜めか）4基と、時期不明の小柱穴や小満が検出された。こ

の土壌層からは中世に属する白磁片などが出土している。また、東南端の一部では土壌層や砂層の堆積

が薄く、下層の竪穴住居牡や溝の輪郭も不明確ながら認められた。

更に北西側に掘削を進めると、粗砂層が広がっていることが判明した。調査区の南西には長坂川が流

れており、現在ではコンクリートで固められているが、川底は現在の水田の高さと変わらず、天井川化

している。現在でもよく氾濫するらしい。この粗砂層は旧の長坂川の氾濫による洪水砂と考えられる。

掘削を続けているうちに、砂層直下のシルト～極細砂層が細長く盛り上がっている状況が観察されたた

め、掘削を粗砂層上面で止め，以下を人力によって掘削することとした。粗砂層は調査区の北西側に進

むにつれ、粒子が細かくなり、約70mで消失する。ここから北西側は非常に傾斜が緩くなる。下層の盛

り上がりは水田に伴う畦畔と考えられ、広いもので下幅1．0m、ほとんどのものが下幅0．4m程度、高さ

0．2mまでの規模で、所謂小畦畔である。シルト～極細砂層は水田土壌層と思われる。この土壌層からは

韓式土器片が出土している。

検出された水田跡は南から北へと緩やかに傾斜する地形上に、東西方向の等高線に沿って直線的に延

びる6－7本の畦畔を3－10m間隔で平行に設け、その帯状になった畦畔間を更に南北に区切るもので

ある。検出した際には、東西の畦畔間が帯状を呈しており、一見棚田のような景観を示していた。

東西の畦畔は34．4－35．4mの標高差の間に設けられており、畦畔間の比高差は0．1mのところが多い。

北西端のものは畦畔というより段状になっており比高差は0．2mの部分もある。北西端から4本目の畦畔

は他のものより間隔が狭く比高差は0．01－0．03mとなっている。南北方向の畦畔は一部規格にのらない方

向に設けられているが、その部分に水流の痕跡が残されていることから、一時の水配りのための仮設の
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手あぜの可能性がある。南北の畦畔の両側では比高差があまり認められない。東西方向の畦畔が突出す

る部分があり、この箇所にも南北方向の畦畔が設けられるのであろう。おそらく東西方向の畦畔も南北

方向の畦畔も10m程度の間隔で配されていたものであろうが、洪水によって失われたものか、或いは春

先の水田に水を張る時点で埋没したものか、南北方向の畦畔は不規則に配されている。

畦畔の一部が途切れ、水口を設けている部分が数ヶ所見られる。東西方向の畦畔では南北方向の畦畔

が取り付く位置に設けられている傾向が見える。特に北西から5本目の畦畔の東端に設けられた水口は、

強い水流によって下方が大きく挟られた状況が観察された。この部分の延長線上には、いくつかの水口

が連続して設けられており、この部分が水配りの主流である可能性が高い。南北方向の畦畔には全て水

口が設けられており、その水口は北西端部分に設けられる傾向が見られる。これは1枚の水田の最も低

い部分であり、水配りが容易な位置であることから理解できる。

水田跡の範囲は更に北や西に広がるものと思われるが、洪水砂が及んでいなかったことや、後世に削

平されたことにより検出できなかった。畦畔の方向、東西方向の畦畔は現在の水田の方向とほぼ一致し

ているが、現在の周辺の水田も長坂川の両岸で方向が異なっており、長坂川の扇状地上では明確な条里

制地割りを示していない。検出された水田跡同様に地形に即した地割りを配したものと考えられる。

この検出された水田面を構成する土壌層の下層には5世紀前半代の竪穴住居が営まれている。また、

水田跡は近世の土坑に切られており、中世に属すると考えられる土壌層に覆われている。水田を覆う砂

層からは遺物が全く出土していない。水田土壌層や、下層の竪穴住居牡を覆う層からは韓式土器片が出

土している。ここに水田が営まれた詳細な時期は不明であるが、居住域として放棄された5世紀前半か

ら少し時間をおいて水田化され、洪水砂によって埋没するまでの期間も比較的短いものと思われる。竪

穴住居牡から大量に出土した土師器は、この地点の居住域としての利用を放棄した際の儀式・儀礼の行

為に伴ったものとして理解することもできよう。

A区で検出された竪穴住居跡出土の土器は、B区の竪穴住居牡のものよりも若干新しい要素を含んで

いるが、5世紀前半から中葉は降らない時期のものである。A区の包含層や溝から出土した5世紀末か

ら6世紀初頭頃の須恵器等の土器に伴う時期の遺構をB区に求めるとしたら、この水田跡以外にはない。

B区に居住していた人々は洪水等の何らかの理由で，集落をより高い位置へと移動し、この地区の土地

利用形態を水田へと変えたものと考えれば、この水田は5世紀後半から6世紀初頭頃のものとするのが

最も妥当ではなかろうか。A区西端の溝も水田に伴う水路や居住域と水田を分ける溝としての機能をも

っていたものと思われる。

長坂遺跡では、周辺の神戸市教育委員会の調査でも古墳時代の住居地が多く見つかっており、微妙に

位置を変えながら古墳時代全般にわたって集落が営まれていたことが想定できる。伊川の対岸にある上

脇道跡でも同様に連綿と集落が営まれている。これらの集落を支えていたのは、伊川流域の可耕地であ

り、その支流である長坂川の扇状地上までも水田として開発し、生産高を上げていたものと思われる。

SKlOOl（図版7）

A区の畝状遺構に混じって検出した。長辺1．9m・短辺1．3m検出深度8cmを測る長方形を呈する土坑で

ある。北辺中央に直径約50cmの円形の小型土坑を伴う。埋土には灰が含まれていたが、遣物を検出する

ことができず、時期・性格等は不明である。
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SElOOl（図版13　写真図版12）

B区の伊川寄り、微高地の縁辺部で検出した井戸である。堀方はやや歪んだ円形で直径約1．4mを測る。

断面形は漏斗状を呈している。縦0．2m、長さ0．9－1mの板材を用いて1段の井桁を組んでおり、井戸本

体は直径は異なるものの、幅10～15cm、長さ95cmの板材で組まれた桶を下から上に入れ子状に組み合わ

せた構造を持つ。底を確認できなかったが、桶は最低3段積み上げられていた。

参考文献

工楽善通　『水田の考古学』東京大学出版1991

江浦　洋　「小区画水田造成技術の変革一六角形小区画水田の提唱－」『文化財学論集』

論集刊行会1994

長谷川眞「土師器」『雨流遺跡』兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所1990

雨流遺跡・炉田遺跡の土器については、岸本一宏氏に教示を受けた。

2．第2面の遺構　（付図1写真図版2・3）

第2面では住居跡・建物跡・土坑・溝・流路等が検出された。これらは出土遣物からおおむね古墳時

代に属すると考えられる。これらの遺構群は基本的にI－A区から工－B区東半にかけての扇状地先端

部に営まれている。以下、遺構ごとにその概要を述べることにしたい。

SH2001（図版4　写真図版5）

A区で検出した住居跡である。南北約5．9mX東西約5．6m、検出深度約18cmを測る、やや歪んだ方形を

呈する竪穴住居である。火災にあったと思われ、埋土中に炭化物を多く含み、床面で炭化材を検出した。

東西の辺では幅約25cm、検出深度12cmの周壁溝を検出した。柱穴は4ヶ所に認められ、掘方の径が約60

～64cm、柱痕の径が約20cm、検出深度は約30cm、柱穴間距離は心心間で約2．7－3mである。中央より東

よりに長楕円形の浅い土坑が検出されている。埋土および床面から土師器の小型壷・高杯等が出土した。

SH2002（図版5　写真図版6）

B区東端で検出した。南北約8．2mX東西約7．1m、検出深度約10cmを測る、長方形を呈する竪穴住居で

ある。SH2001と同様火災にあったと考えられ、炭化材が検出されている。柱穴は検出できなかった。埋

土および床面から須恵器の杯・高杯・碧、土師器の壷・高杯等が出土している。

SH2003（図版4　写真図版6）

B区で検出した。南北約4．0mX東西約4．6m、検出深度約0．12mを測る、やや歪んだ長方形を呈する竪

穴住居である。柱穴は4ヶ所に認められ、掘り方の径が約40cm、柱痕の径が約20cm、検出深度は約30cm、

柱穴間距離は心心間で約1．8－2．2mである。埋土から土師器の高杯が出土した。

SH2004（図版6　写真図版7）

B区で検出した。南北約4mX東西約5．4m、検出深度約20cmを測る、長方形を呈する竪穴住居である。

柱穴は4ヶ所に認められ、掘り方の径が約20cm、柱痕の径が約12cm、検出深度は約16cm、柱穴間距離は

心心間で約2．0－2．7mである。手捏ねの小型土師器、土師器の壷・高杯が出土している。
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SH2005（図版6　写真図版8・9）

B区で検出した。南北約4．8mX東西約5．6m、検出深度約24cmを測り、長方形を呈する。柱穴状の浅い

落ち込みを4カ所で検出しており、それぞれの直径は約40cm程度である。小型壷・高塀・鉢を中心に大

量の土師器が一括廃棄された状況で出土している。

SH2006（図版7・写真図版10）

B区で検出した。南北約5．3mX東西約5．6m、検出深度約8cmを測り、長方形を呈する竪穴住居である。

柱穴は4ヶ所に認められ、掘り方の径が約25cm、柱痕の径が約16cm、検出深度は約24cm、柱穴間距離は

心心間で約2．5－2．8mである。土師器の碧・甑・高塀が出土している。

SB2001（図版8　写真図版10）

N450Eに棟軸方向をとり、桁行3間、梁行2間からなる総柱建物である。東側桁行方向で5．5m、北

側梁行方向で4．0mを測る。平均主柱穴間距離は西側桁行方向で1．62m、北側梁行方向で1．58mを測る。

面積は10．30丑fである。柱穴の掘り形の平面形は円形と楕円形で、南側梁行西端の柱穴を欠く。柱穴の規

模は不揃いで径21－52cmである。いずれの柱穴とも柱痕を確認することができ、その径は12－25cmで

ある。

SK2001（図版9）

A区で検出した土坑である。長径66cm、短径54cm、検出深度10cmを測り、平面形態は楕円形を呈する。

埋土は褐灰色細砂～砂質シルトである。須恵器の杯蓋・碧が出土している。

SK2002（図版9　写真図版11）

B区で検出した。長径100cm、短径72cm、2段掘で検出深度14－34cmを測り、平面形態は楕円形を呈す

る。埋土は黄灰色シルト質極細砂で、土師器の鉢・壷・高杯が出土している。

SK2003（図版9）

B区のSH2005とSH2006の間で検出した。短辺約1．76m、長辺約2．6m、検出深度18cmを測り、平面形

はやや歪んだ隅丸の長方形を呈する。埋土は黒褐色シルトで、土師器の器台・高杯が出土している。

SK2004（図版10）

B区の北辺で検出した。長径117cm、短径102cm、2段掘で検出深度13－20cmを測り、平面形態は楕円

形を呈する。埋土は暗褐色シルト質細砂で、土師器の甑・高杯・賓などが出土している。

SK2005（図版10）

SH2006に隣接して検出した。最大長185cm、最大幅145cm、検出深度18cmを測り、平面形態は隅丸三角

形を呈する。埋土は黒褐色シルト質細砂で、土師器の賓・高塀・低脚杯が出土している。

流路

調査区の西端で複数の流路が重なって確認された。これらの流路はいずれも伊川の旧河道に当たり、
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縄文時代の遺構がのる面を切っている。流路は最大幅が検出面で9．5m、深さは全掘していないが検出深

度が約1．5mを測る。最下層には礫混じりの粗砂、中層から上層にかけては粗砂とシルト質細砂が互層を

なして堆積している。

3．第3面の遺構（図版3）

第3面では住居跡状の遺構と数多くの土壌・柱穴状の遺構を検出したが、遣物が明確に含まれるもの

が少なく、基本的に貯蔵穴に類するものがその多くを占めると考えられる。

SH3001（図版11写真図版12）

B区の東端で検出した住居跡である。東西4．6m、南北4．9m、検出深度44cmを測り、平面形態は円形で、

断面形は浅い皿状を呈する。浅い柱穴状の落ち込みが壁面に沿って5カ所で検出されている。遺物は縄

文土器の細片が出土した。

SK3001（図版11写真図版13）

B区西端の微高地で検出した土坑である。断面形は袋状を呈し、検出面で直径約69cm、底面付近で直

径82cm、深さ28cmを測る円形の土壌である。埋土は黒褐色シルト混じり細砂～暗灰色シルトで深鉢が1

点埋納されていた他、サヌカイト製の石器類も出土している。

SK3002　（図版11写真図版14）

B区西端の微高地で検出した。検出面で直径約85cm，深さ22cmを測る円形の土坑である。埋土は暗褐色

シルト混じり細砂で、縄文土器の細片が出土している。

SK3003　（図版11写真図版14）

B区西端の微高地で検出した。検出面で長径64cm、短径57cm、深さ22cmを測る楕円形の土坑である。

埋土は黒褐色中砂混じりの細砂で、擬縄文を施した深鉢1点の他、磨石・石鉢が埋納されていた。

SK3004　（図版12）

B区の東端で検出した。断面形は袋状を呈し、検出面で最大径約100cm、底面付近で125－130cm、深さ

60cmを測る不整形の土坑である。埋土は炭化物を含む層と含まない層が互層に堆積しており、有機物が

貯蔵されていたと考えられる。

4．出土遺物

第2遺構面および包含層からは土器・石器等の遺物が出土している。細片も多く、実測できたものは

一部であるが、遺構出土遺物、包含層出土遺物と縄文時代遺物の順に述べることとする。

SH2001出土遺物（図版14・22　写真図版15・21）

土師器（1－10・158）のみが出土した。1は襲または鉢の底部である。外面にはタタキ、内面にはパ

ケ目が認められる。2－5は小型丸底壷である。2はやや歪な球形の休部に外反する短い口縁部が付く。
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3はやや扁平な球形の休部に直線的に開く口縁部が付く。口縁端部はわずかに外反する。4は球形の休

部に直線的に立ち上がる口縁部を持つ。5は球形の休部に直線的に開く口縁部が付く。口縁端部はわず

かに外反する。6は平底の鉢である。休部は丸みを帯びて立ち上がり、口縁部は内攣する。7－10は高

杯である。8は小型で、大きく開く師部に直線的な脚部を持つ。158は外反気味に開く口縁と球形の胴

部を持つ賓である。頸部には接合時のナデによる調整痕が明瞭に残る。口縁部外面にはパケ目の、休部

外面には縦方向のミガキの痕跡が認められる。

SH2002出土遺物（図版14・15　写真図版15～17）

須恵器（11－28）と土師器（29－39）が出土している。11－16は住居跡検出時に、他は埋土から出土

した。

11－14・17－20は杯である。11は平坦な天井部を持ち、稜と凹線によって天井部と口緑部が明確に分

かれる杯蓋である。口縁端部には明瞭な段を持つ。杯身は底部下半をへラケズリし、受け部はほぼ水平

に延びる。立ち上がりは直線的に延び、口縁端部は内面に段あるいは面を持つ。

15・16・21・22は高塀である。15・21は有蓋高塀で師部の形状は杯身と同様である。短脚で、長方形

のスカシが1段認められる。

23・24は施あるいは小型壷の休部である。凹線で上下を区画し、櫛描波状文あるいは櫛描刺突文を施

す。25は胞で、口縁を欠くが頸部の短い形態である。休部中央に上下を凹線で区画した櫛描刺突文を施

す。26は広口壷で口縁部外面に2条の突帯を巡らせ、その直下に櫛描き波状文を施す。頸部から肩部に

かけてはカキ目を施している。27と28は小型と大型の碧である。いずれも大きく開く口縁を持ち、休部

はタタキ目が残っている。

29は手づくねのミニチュア土器である。30は平底で直線的な休部を持つ椀である。31・32は小型丸底

壷である。31はやや小型で休部外面にケズリを施し、器壁も厚い粗製品である。33は休部外面に段を持

つ特徴的な碧である。35－38は高塀の破片である。師部は直線的な底部から大きく開く口縁部を持ち、

底部と口縁部の境界は明確な段がある。脚部も脚柱部と裾部が明確に分かれる。39は器台の脚部と思わ

れ、3カ所に円形のスカシを持つ。

SH2003出土遺物（図版16）

40は、丸みを帯びた底部を持つ土師器の高杯の杯部である。

SH2004出土遣物（図版16）

41は平底で手づくねのミニチュア土器である。SH2002出土品とほぼ同じ形状を持つ。

42は球形の休部から直線的に開く口縁部を持つ土師器の壷である。

43－46は土師器の高塀である。43は丸みを帯びた師部を持つ。46は大型の高塀で、師部の底部と口縁

部には明確な境界がある。

SH2005出土遺物（図版16～18・22　写真図版17～19・21）

当遺構からは大量の土器が廃棄されたような状況で出土した（46－101・159）。

46－53・56・57は大きくは小型丸底壷として捉えられる土器群である。休部の形態はソロバン玉状に

中央が膨らむものとやや偏平な球形を呈するものがある。表面の摩滅が著しいため、器面調整の判別が
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1

困難であるが、休部内面は板状工具によるケズリを施すものが多い。外面調整については、へラミガキ

を施すものが認められる。54は偏平な休部を持つ小型の壷である。口縁部を欠くが、頸部の径も他のも

のと比べ小さくなっている。外面にへラミガキを施している。55は体部の形態は他と変わりはないが、

明瞭な平底を持つ小型の壷である。体部外面にへラミガキを施している。

58は外面に粘土を貼り付け、二重口線状の口縁部を形作る丸底壷である。休部外面には丁寧なへラミ

ガキを施している。

59は平底の鉢と思われる破片である。休部外面には縦方向のパケ目が残されている。60－64は球形の

休部を持ち丸底の鉢である。64は外面にへラミガキが認められるが、他の個体は外面にパケ目が残る。

60は他の個体に比べ、大きく外側に開き、やや長めの口縁部を持っている。

65はミニチュア時の底部片である。外面にはタタキ目が残り、底部に穿孔を施している。

66－76は壷と思われる土器である。口縁部が残存する個体では、口縁の形態に様々なバリエーション

が認められる。66は口縁休部を上方に折り曲げた受け口状の口緑部を持つ。67・74は漏斗状に開く口縁

部を持つ。68－73は二重口線状を呈する口縁部を持つ。ただし、71・72のように完全な形態の二重口縁

は1例だけであり、あとは口縁部外面に粘土ひもを貼り付け、見かけ上の屈曲部を形成している。外面

にはパケ目だけではなく、へラミガキの痕跡も残る。75・76といった休部片の形態から見て、多くのも

のが平底で、外面にへラミガキを行う。159は端部で外反する口縁と球形の胴部を持ち、底部は平底を

呈する壷である。器面の摩滅が著しいが、外面底部付近には横方向のへラケズリが認められる。

77－80は碧と考えられる。外反する口縁部を持ち、休部は球形を呈する。80の例から、休部は丸底と

考えられる。休部の内外面にはパケ目が残っている。

81－101は高杯である。師部の形態は口縁部と底部の境界が曖昧で皿状のものと、口縁部と底部に明確

な境界を持つものに2分される。境界を持つものの中には92・93のように屈曲部に粘土紐を貼り付け、

垂下させるものも認められる。また、脚部も脚柱部と裾部の境界を持たないものと持つものがあり、境

界を持たない杯部は境界を持たない脚部と境界を持つ杯部は境界を持つ脚部と組み合わされる。外面調

整はへラミガキを多用し、脚部内面には板状工具によるケズリ、裾部内面にはパケ目が施されることが

多い。

SH2006出土遣物（図版19）

102・103は土師器の碧である。前者が内攣する口縁部と細かなパケを施した球形の胴部を持つのに対

し、後者では頸部の屈曲も弱く、休部外面のパケも粗い。104は尖底気味の底部の中央に穿孔を施した

甑で、外面にはタタキ目が残る。105・106は外反気味に開く壷の口縁で、内外面ともパケ目を施してい

る。107は直線的に開く口縁部と球形の胴部を持つ壷である。108・109は高杯で、前者の師部は口縁部

と底部に明確な境界を持ち、後者の師部は口縁部と底部の境界が曖昧で皿状を呈する。110は口縁と裾

の端部を欠く高杯あるいは器台である。

SK2001出土遺物（図版20・22）

111は須恵器の杯蓋である。天井部と口縁部の境には段が残り、口縁端部は内側に少し肥厚し面を持

つ。112は須恵器賓の口緑部で、口縁端部を上下に肥厚させ、頭部にはカキ目を施している。
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SK2002出土遺物（図版20・22）

120－122および160が出土している。120は小型の壷である。やや丸みを帯びた平底で、底部付近には

タタキの痕跡が残る。121は口縁部を欠くが丸底気味の平底を持つ鉢あるいは小型壷であると考えられ

る。122は高杯の脚部で、緩やかに広がる脚柱部から大きく屈曲して開く裾部を持つ。160は下方にやや

膨らんだ平底を持つ長胴の壷である。口縁部は内攣して立ち上がった後、端部付近で外反する。外面底

部付近では、縦方向のへラケズリが認められる。いずれも土師器である。

SK2003出土遣物（図版20　写真図版20）

125は水平な底部から屈曲して斜め上方に開く口縁部を持つ高杯である。杯部内面には丁寧な縦方向

のへラミガキを施している。

126は漏斗状の台部と三角錐状の脚部を持つ器台である。台部と脚部の間は貫通している。外面には

主に横方向の丁寧なへラミガキを施している。127は椀状の台部を持つ器台である。短い脚柱部に裾が

つく形状を呈する。

SK2004出土遺物（図版19）

116はやや尖底気味の平底を持つ鉢状の甑である。底部に焼成前の穿孔が施されており、外面にタタ

キが認められる。

117は端部で外反する椀状の杯部を持つ高塀である。118は高塀の脚部で筒状の脚柱部から急激に開く

低い裾部を持つ。

SK2005出土遺物（図版20　写真図版20）

131・132は外反する口縁を持ち、体部の整形をタタキで行う碧である。口縁端部外面に面を作る。133

は鉢状の杯部を持つ高杯と考えられる。134は浅い皿状の台部を持つ器台である。短い柱状の脚柱部か

ら傘状に開く裾を持つ。

流路出土遺物（図版21写真図版20・21）

流路からは139－146が出土している。139は丸底の直口壷で、休部は縦に長い楕円球状である。外面に

は縦方向のパケ目を施し、内面はへラケズリで仕上げる。146は壷の底部である。

140－145は高杯である。師部は外反して開くものが殆どを占め、脚部は斜めに広がる脚柱部から裾部

が水平開く形状を呈する。杯部の内外面にはへラミガキが施され、脚部も外面にへラミガキが施されて

いる。

その他の遺構（図版19～21写真図版19・20）

113－115・119・123・124・128－130・135－138はその他の遺構から出土した遣物である。113は須

恵器の杯身で、受け部は水平に延び、口縁部は外反気味に立ち上がる。底部は丸みを持ち、口縁端部は

丸く収める。114は器台の破片である。外面にはへラミガキを施している。115は土師器の碧の口緑部で

ある。頸部下にタタキの痕跡が残る。119は土師器の直口壷の頸部である。123は土師器の直口壷である。

休部は内外面ともナデを施している。124は須恵器の杯身で、全体に偏平になり底部は平底化している。

128は外反する口縁を持つ碧である。休部外面には連続螺旋タタキを施している。129は大きく外反して
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開く高杯の杯部で、内外面に丁寧なへラミガキを施している。130は大型の壷の底部と思われる。135・

136は須恵器の小皿で回転ナデを施し、底部はへラケズリの後ナデで仕上げている。137は大きく外反し

て開く高杯の師部で、内外面に丁寧なへラミガキを施している。138は大型の壷の体部下半で、平底で

ある。

．

包含層出土遺物（図版21～25　写真20～23）

147－157・161－209は包含層出土の遣物である。

147－149は弥生土器の壷の口縁である。いずれも端部を上下に拡張し、円形浮文を貼り付けている。

150は壷の肩部で、頸部との境界に貼り付け突帯があり、櫛描直線文と櫛描波状文を施している。

151・152は壷で151は長頸壷である。

153は弥生土器の鉢である。刻み目を入れた突帯を巡らせ、その間を棒状浮文で結んでる。口縁部外

面にも刻みを施している。154－157は聾の破片と考えられる。底部の破片である156・157にはタタキ目

の痕跡が残っている。

161は土師器の賓である。外反して開くは口縁は端部外側に面を持つ。休部は球形を呈する。

162－164は須恵器の碧である。162は斜め上方に立ち上がる口縁部を持ち、端部を内側に肥厚させる。

163は外反して立ち上がる口縁部を持ち、端部は外側に面を持つ。164は大きく外反する口縁部を持ち、

端部は外側に面を持つと同時に下方に少し垂下させる。

165は土師器の二重口縁の壷である。垂直に立ち上がる口縁部外面には2条の凹線を巡らせる。

166－168は土師器の高杯である。166は平たい底から斜め上方に開く口縁部を持つ。167は丸みを帯び

て立ち上がる口縁部を持つ杯部に中空の脚柱部と大きく開く裾部がつく。168は中空の脚柱部と大きく

開いた低い裾部を持つ。

169は丸底の土師器椀である。口縁部はやや内攣している。

170－176は格子目タタキを施した、軟質の韓式土器片である。灰白色を呈し、小片が多いが直口の短

頸壷になると思われる。

177－184は須恵器の杯である。杯蓋は天井部と口縁部の間に明確な段を持つもの、境界が凹線のみに

なるもの、天井部と口縁部の境界が曖昧になるものがある。杯身は口径に若干違いはあるものの、立ち

上がりが大きく、受け部も明瞭である。

185－187は高杯の脚部である。185・186は台形のスカシを持つ短脚である。187は中空で円柱形を呈

する脚柱部である。

188はカップ型の須恵器である。口縁端部は水平方向に肥厚する。休部中央のくびれに長方形の耳が付

く。破片であるため、耳の数は不明である。

189は偏平な底部を持つ平底の小型壷である。190は平底で、休部よりも大きく開く口縁部を持つコッ

プ状の須恵器である。口縁部と休部の境界は強いナデでくびれを形成している。

191は壷の口縁で、端部は外側に面を持つ。192は球形の胴部に高台が付く壷である。194は蓋が付く

形式の壷である。受け部の下に櫛描波状文を巡らせる。195は壷または○の口縁で、端部は外側に面を

持ち、下方に肥厚させる。上下の櫛描波状文帯の間に2条の凹線を巡らせる。193は○である。口縁は

端部で大きく開くもので、休部には凹線を1条巡らせる。

162－164・196－204は須恵器の賓である。162は斜め上方に立ち上がる口縁部を持ち、端部を内側に

肥厚させる。163は外反して立ち上がる口縁部を持ち、端部は外側に面を持つ。164は大きく外反する口
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縁部を持ち、端部は外側に面を持つと同時に下方に少し垂下させる。196は口縁端部を上下に肥厚させ、

櫛描波状文を巡らせる。197も口縁端部を上下に拡張し、頸部に描けてカキ目を施す。198も口縁の形状

は197と同じであり、休部には縦方向のタタキを施している。199は直立気味に立ち上がる口縁で、端部

を上下に肥厚させる。200は大きく開く口縁で、端部は外側に面を持つ。201は大きく開く口縁で、端部

を上下に拡張し、1条の突帯を巡らせる。202は端部を上方に肥厚させ、口縁外面に突帯と櫛描波状文

を巡らせる。203は大きく開く口緑を持ち、端部は丸く収める。口縁部直下に突帯を1条巡らせる。204

は大きく開く口縁を持ち、端部は外側に面を持つ。

205は器台の裾部で、凹線3条と櫛描波状文帯が巡っている。

206・207は土師器の甑である。206は底部を欠くものの、多孔タイプであると考えられる。

208・209は杯の蓋である。207にはつまみの痕跡があり、208には内面にへラ記号が認められる。

210は平底から内攣気味に立ち上がる体部を持ち、口縁で外反する杯身である。

211は施粕陶器で、高台部は露胎である。

212－215は土師質の土鍋・羽釜で外面にタタキ目が認められる。

216・217は東播系の須恵器こね鉢で、端部は外側に面を持つ。

218は焼締陶器のすり鉢で、口縁部は肥厚して外側に面を持ち、凹線を巡らせる。内面には8本単位

の櫛描を施す。

219は瓦当面に唐草文を施す軒平瓦片である。220は平瓦片で。内面には布目が認められる。

第3面出土縄文土器

遺構から出土したものと包含層から検出したものに分かれる。

SK3001出土土器（図版26　写真図版23）

221は巻き貝による条痕調整が全面に施された粗製の深鉢である。直立する口縁部と膨らんだ胴部、す

ぼまる底部を持つ。口縁端部は上方に面を持つ。

SK3003土器（図版26・27　写真図版23・24）

222は巻き貝による回転擬縄文を施し、その上に櫛指の多条沈線が施されている。口縁端部にも沈線

と巻き貝による擬縄文が認められる。口頸部と胴部との区画は明瞭ではなく、施文のモチーフが不定方

向に流れる特徴がある。

223はLRの縄文を施し、側面に円形に区画された隆帯を持つ精製の壷である。隆帯は本来、両側面

に付き、双耳壷といえる形態を持っていたと考えられる。

包含層出土土器（図版27～29　写真図版23～26）

224－274は包含層出土の遺物である。細片が多いため、器形全体を復元しうる資料は少ない。文様構

成の点では沈線による区画と磨消し縄文を組み合わせた土器群が大半を占める。器種的には深鉢と浅鉢

の両者が殆どを占める。施された縄文は、右撚り縄文が殆どを占め、原体には撚りの細かいものと大き

いもの二者があり、時期差を示している。口縁部の形態にも224・225・227・228といった波状口縁と平

縁があり、248・249・253のように、端部で内側に屈曲するものも含まれている。

259は左撚り縄文で沈線による区画と磨消し縄文が一致しない土器で、他の資料とは系統を異にする。
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260・261は多条沈線を施す土器である。

262・263は隆帯による区画の内側に沿って沈線を施す土器である。257のように口縁部に窪みを持つ

タイプの土器と同様に、中期まで遡る土器群である。

265は隆帯に指頭庄痕による刺突を施し、胴部全体に太い短沈線を用いた三角形を基調とする文様を

施す深鉢である。胎土は砂粒が多く、多のものと比べてもやや粗い。近畿圏では共伴例・出土例とも少

なく、長坂遺跡でも異系統の土器である。九州地方に分布の中心を持つ阿高Ⅱ式系統の土器である可能

性も指摘されている。

266はLr rの無節縄文を縦位に連続して施す粗製の深鉢である。264も同様の土器と思われる。

267も221と同様に横方向の条痕による調整が施された粗製の深鉢である。

268－274は底部である。274が一段窪んだ平底である以外は、すべて平底である。271は隆帯の上に円

孔刺突列を施している。皿状を呈する浅鉢の底部ではないかと思われる。

石器・石製晶（図版75～80　写真図版　27～29・87・88）

長坂遺跡で出土した石器・石製品には石嫉・削器・剥片・石包丁・敲石類・砥石があり、各地区で出

土したものを一括して述べる。このうちS7・S15－S17・S23はI区のSK3001、Sl～S6は同じくSK3003、

S8・SlO～S14・S18－S22がI区の包含層から出土している。I区からはS30がSD5001石組、S28・S29・

S31がSX5004、S27が包含層から出土している。Ⅲ区からはS25がSK4048、S26がSD4006石組、S24が

SD4021、S9が包含層から出土している。

石鉄（Sl～S13）（図版75　写真図版27）

すべてサヌカイト製の打製石錨である。凹基無茎式（Sl～S9）・平基無茎式（SlO）・凸基無茎式

（Sll～S13）の3者があり、有茎石錐は含まれていない。Sl・S2は基部の挟りも浅く、調整剥離もやや

粗い。S3・S4・S7は扶りが深く、脚部がやや開く形状を持ち、調整剥離も細かく施されている。S8はや

や大型化し、弧状の挟りを持つ。S9は破損しているが大型化の進んだもので、刃部を中心に調整剥離を

施す。SlOは刃部が一部で並行し、平面形が五角形を呈する。Sllは基部の突出が少なく、平面形は三角

形に近い形態である。S12・S13は柳葉形に近い形態を持ち、基部も突出も明瞭である。

凹基無茎式のものはS9を除いて縄文時代、他の形式のものは出土状況や形態から弥生時代に属すると

考えられる。

削器（S14・S15）（図版76　写真図版27）

S14は側縁に明確な刃部を持つと同時にもう一方の側縁と下縁に設けられた挟り部にも調整を施して刃

部を形成している。S15はやや厚めの素材を利用し、一側線にのみ調整を施して刃部を形成している。両

者ともサヌカイト製で、自然面が残る。

l

ヽ

1

PI

I l

l

J

l

剥片（S16・S17）（図版76　写真図版28）

S16は複数の剥離面を持つ小型の剥片である。S17は大きな剥離面を持ち、片側には自然面を残す。両

者ともサヌカイトである。
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石包丁（S18）（図版76　写真図版28）

片岩系の石材を用いている。破損しているが、2カ所に穿孔が認められる。孔の位置から見て、研ぎ

直され、ある程度摩耗するまで使用されたと考えられる。

敲石類（S19～S23）（図版76・77　写真図版28・29）

S19はやや偏平で縦長の亜円礫を用いた敲石で、端部を中心に敲打痕が認められる。重さは89gを量る。

S20は丸みを帯びた縦長の亜円礫を用いた磨石で、表面は滑らかになっている。重さは782gを量る。S21

は円礫を用いた磨石で、表面は滑らかになっている。重さは884gである。S22は偏平な亜円礫を用い、

上部の平坦面に使用による窪みを持つ凹石である。548gを量る。S23も同様の凹石で、716gを量る。

砥石（S24～S31）（図版78～81写真図版87・88）

S24は縦長の亜円礫を用い、4方向に平坦面を持つ。砥石と考えられるが、磨石である可能性もある。

重さは541gを量る。S25は直方体状を呈し、側面4面のうち3面に明確な擦痕がある砥石である。重さ

は277gである。S26は平坦な底面を持つ礫の上面を砥石として利用している。重さは1049gである。

S27は直方体状を呈し、側面4両のうち3面を砥石として利用している。重さは137gを量る。S28は側面

4両のうち3面を砥石として利用している。重さは619gである。S29も側面4面のうち3両を砥石とし

て使用し、上面はやや弧状に窪む。重さは1097gである。S30は偏平な直方体状を呈し、3面を砥石とし

て使用している。重さは1049gである。S31は側面を4面とも砥石として利用しており、特に上面は弧状

に窪んでいる。重さは1780gを量る。

金属製品（図版30　写真図版29）

Mlは鉄製の金具の一部である。細い板状の素材を折り曲げて作っている。M2は鉄製の薄い金属板に

3カ所の穿孔を持つものである。M3は鋼を含む合金と考えられるへラ状の金属製品である。いずれも

SH2005の埋土から出土している。

M4－M6は包含層から出土した。M4は椀形鉄浮で、径1cm前後の小礫を含んでいる。M5は角釘と思

われる鉄製品である。M6は銅銭である。かなり傷みが激しく銭種は特定できない。わずかに「元」と

「賓」の2文字が判別できる。
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第2節　平成6年度の調査

平成6年度に調査を行ったⅢ区（付図2）は、現在の長坂谷下池から伊川谷に向かって開ける開析谷

前面の谷開口部に当たる。本来は開析谷前面に形成された三角州状の緩やかな傾斜地であったと考えら

れるが、現状では県道平野・舞子停車場線による盛土により、丘陵部及び長坂谷下池側と2－5mの段

差をもって区画された水田面となっている。これらの水田面は調査区北半で2段、南半で3段に区画さ

れており、現地表はT．P．＋45．50m～T．P．＋42．80mを測る。各水田面は山側を削平し前面に客土を施すよう

に形成されたものとみられ、各段直下では現代耕作土層直下で黄灰色系の砂質土層に至る。

各段前面側の客土により耕作面が形成された部分では、耕作土層下で暗灰褐色土層の堆積が認められ、

出土遺物より中世の包含層と判断された。暗灰褐色土層下は黄灰色系の砂質土層となるが、部分的に暗

茶褐色の砂礫層を介する部分も認められた。黄灰色系の砂質土層下には砂礫層や粗砂層の堆積が認めら

れ、それらが部分的に暗灰褐色土層直下で検出されるなど複雑な様相を示す。全体的には、長坂谷の侵

食によりもたらされた堆積物により谷前面に形成された三角州状の緩傾斜地と考えられる。これらの暗

灰褐色土層直下において古墳時代および中世の遺構が検出された。また、調査区北辺部では長坂川の旧

河道とみられる谷状の地形も検出された。

このように調査区付近は、長坂谷の侵食によりもたらされた堆積物により三角州状の緩傾斜地が形成

され、微高地化した三角州状の地形を避けるように東側の丘陵裾部を侵食しつつ長坂川がやや河道を安

定させたことによって古墳時代以降、生活面として活用されることとなった状況が窺われる。しかし、

特に調査区東部では検出された遺構の多くが上部を欠失した状況にあることから、生活面の形成以降に

も谷上部からの土石流等が幾度となく繰り返されたことが窺われる。

なお調査は、発生する廃土置場を確保する必要から大きく2区に分割して実施する必要が生じ、まず

調査に着手した南西側約半分の調査区をA区とした。A区最下段では北西側へさらに遺構が広がることが

予測されたため、A区北西側に皇道を挟んで調査区を追加して設定しC区とした。残るA区北東側約半分

に当たる調査区をB区として順次調査を実施した。

また、調査にあたり、第Ⅴ系国土座標上の基準点を調査区内に移設し、測量用の基準杭を10mごとに

打設した。基準杭は東西方向に東から順にAからFのラインを、南北方向は南から順に1から10のライ

ンをそれぞれ設定し、その交点の番号を杭番号とした。調査区の細分（遺物取り上げの単位）は基準杭

を用いた10m四方のグリッドを設定し、その北西隅の杭番号をグリッド名とした。

今回の調査で検出された遺構は、古墳時代の溝4条、中世の焼土を伴う石敷遺構や炭窯2基、石組み

を伴う土坑や溝、多数の柱穴などである。遺構はA区及びB区を中心に検出され、C区では里道を境とし

て旧河道または下位の段丘面に当たるものと見られ、結果的には若干の近世以降の遺構、遺物が検出さ

れたにとどまった。

1．古墳時代の遺構と遺物

A区中段から下段において、古墳時代中期を中心に機能したものと見られる溝SD4015、SD4016、

SD4022、SD4029が検出された。部分的に方向や断面形状等に類似点が認められ、若干時期をずらしつ

つ順次同様の機能をもって開削されたものと判断される溝である。今回の調査区では、これら以外に明

確な古墳時代の遺構は認められなかった。
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SD4016（図版40・41写真図版43）

A区中段前面の崖面中央付近で検出された溝である。崖面下では下段の造成に伴う削平により途絶し

遺存しない。また中段側に向けても約9mを検出するのみで、上位側は後世に削平を受け遇存しない。

最大幅3．1m、検出長約19mを測る。走行方向はN－470－Wに主軸を置く。北西側延長線上で同一の溝

の残存部と見られる遺構が検出され一連の溝と判断されるが、検出地点付近で後出の溝SD4015に切られ

る形で合流して途絶する。検出地点はA6区からB5区にかけてである。崖面付近では最も遺存状態が

良く、検出面から最深部までの深さ0．6mを測る。断面形状は二段掘りに掘削されており、上部は浅く逆

台形状に深さ約0．2mに掘り窪め、中央部をさらに底部にやや丸みを帯びた逆台形状に深さ約0．4m掘削し

ている。埋土は、暗灰黄色の細砂、黒褐色の極細砂～細砂、にぷい黄褐色の中砂一細砂などで、中央部

には一定埋没が進んだ後に形成されたⅤ字形の堆積が数次にわたり見られ、徐々に埋没しつつ流心部の

規模が縮小しても一定期間その機能を保っていたことが窺われる。

出土遺物からみて古墳時代中期の時期を中心に機能したものと考えられる。

出土遺物（図版48　写真図版54）

この遺構から出土した遺物は319－321の須恵器である。いずれも小片である。319の杯蓋は、推定口径

は12．25cm、器高は4．2cmで、SD4015から出土したものと大差はない。内面に仕上げナデがみられる。320

の無蓋高塀は波状文が施されている。321の器台も突帯で区画された3段の波状文が施されている。また、

上段には3個、中段には6個の長方形の透かしがあったと推定できる。なお、この器台の破片のうち1

点はA6区のSK4027から出土している。

SD4015（図版40・41写真図版43）

I区中段前面の崖面でSD4016に並行するように南西約5mの位置で検出された溝である。SD4016と

同様に崖面下では削平により途絶し、中段側についても約7mを検出するのみで、上位側は後世に削平

を受け遇存しない。しかし崖面下では北北西方向へ続く若干の痕跡を辿ることができ、約5m離れた地

点から溝状に遺構として遣存することが確認された。従って本溝は、中段部から崖下でやや屈曲して走

行する本来は連続する一連の溝であるものと判断された。中段部ではSD4016とほぼ並行しN－570－W

方向に走行する。検出長7．0m、最大幅2．0mを測る。下段部では崖面直下でやや北へ屈曲LN－230－W

方向に主軸を置く。検出長19．0m、幅1．6mを測る。検出地点はB4区からA7区に当たり、全体では検

出長およそ30mを測る。本来は両側へさらに続いていたものと判断される。断面形状についてもSD4016

と類似し二段に掘削され、上部は浅く逆台形を呈し深さ約0．2mに掘り窪められ、中央部はさらに逆台形

状に深さ約0．3mに掘削される。埋土は、中央の最深部が灰自ないし灰黄色の中砂、上部はにぷい黄色の

細砂、にぷい黄褐色の細砂等により徐々に埋没した状況が窺われる。下段部については、本来の溝上部

を欠失し中央の最深部のみが遇存したものと考えられる。下段部での検出部分の中央付近で溝SD4016と

その埋土を切る形で合流する。SD4016がSD4015の南側では検出されず北東方向には連続せず途絶する

ことや方向や形状の類似性から、SD4015はSD4016がほぼ埋没し十分に機能し得なくなった段階で、上

流部では南西にやや位置をずらして新たに開削され、合流部分より下流側ではほぼ位置を変えることな

くやや深く開削し直すように上流部と接続されたことが想定される。従って、両溝は同様の機能を目的

としてSD4015がSD4016に後出するようにやや時期をずらして開削されたものと判断される。機能とし

ては、上流側の方向に当たる長坂川上流部や長坂谷前面の湧水点からの導水等が想定される。

合流部付近と検出部の北端付近で須恵器杯類や土師器高杯等がほぼ完形に近い状態で数個体がまとま
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って検出されている。出土状態や溝の機能から見て水に関わる祭祀の可能性が想定される。

本溝は出土遺物からみて5世紀後半を中心に機能したものと考えられる。

出土遺物（図版48　写真図版53・54）

この遺構から出土した遺物は、301－314の須恵器と、315－318の土師器である。

杯蓋301－308のうち、301が口径13．8cm、器高5cmとやや大型であるのを除き、口径は11．3－12．4cm、器

高は3．8－4．75cmである。杯身309－313の口径は9．7－11．1cm、器高は4．5－5．2cmである。

多くのものの内面に仕上げナデがみられる。303と312、306と310、308と311はセットとして制作され

た可能性が高い。301と312のセットはへラケズリの範囲が広く、306と310及び308と311のセットはいず

れも緑色の自然和が多くかかっている。なお、313の杯身は立ち上がりが高く、端部が丸くおさめられて

おり、玉津田中遺跡にもみられた在地の特徴の強いものである。

314は壷の口縁と思われる小片で、やや赤みを帯びた色調のものである。

315の椀は口径11．3cm、器高6．3cm。器表の残りが悪く、調整は不明である。色調は橙色系である。

316－318はいずれも異なるタイプの高杯である。316は杯部に稜があるタイプで、内面には板ナデ状の

調整がみられる。317は杯部に稜がある大型の高杯で、稜の接合部が剥離している。調整は外面は板ナデ、

内面はナデである。以上の2点の色調は黄色系である。318の高塀は椀状の杯部をもつタイプで、この高

杯だけが脚部まで完存していた。調整は部分的にへラミガキがみとめられる。脚柱部の内面は、へラケ

ズリを行っている。色調は外面は赤色系で、内面は白っぽい。

SD4022（図版44）

A区下段北部C6区で検出された溝である。下段部で検出されたSD4015にほぼ並行するように走行し、

N－150－W方向に主軸を置く。A区中段部前面の段差が北側ではしだいに小さくなるため、SD4015ほど

顕著ではないが、段差部分付近で若干の屈曲を示す。検出地点はC5区からC6区に当たり、検出長は

試掘トレンチを挟んで14．6mを測る。南東側は削平を受け遣存しないが本来はさらに延びていたものと

想定される。北西側は後出のSK4039に切られ、それより以北は周辺遺構面全体が削平を受けたものと見

られ遺存しない。幅は0．5m～1．0mを測る。断面形状は逆台形を呈し、深さ約0．3mを測る。埋土は最下

層に薄くにぷい黄色の細砂～中砂が堆積し、下半は褐色中砂、にぷい黄褐色の細砂等が両側より徐々に

流入し、上半部は灰オリーブ中砂により短期間に埋没した状況を示す。方向等においてSD4015、

SD4016との類似点も指摘し得るが、同様に本来二段掘りの断面形状を有したかについては検出状況から

は明確にし得ない。

図化できるような遺物は出土していないが、SD4015、SD4016と同様の機能を目的として開削された

可能性が高いと考えられるものである。

SD4029（図版45）

SD4015の西側のA区下段西端部付近で検出されたL字に屈曲した溝である。B6区南西部からS－

700－W方向に約5．0m走行したところで後出して形成された落ち込み状の窪地により一旦途絶する。し

かし窪地底部に僅かな痕跡が続く状況が確認され、窪地内で北へ大きく屈曲してN－200－W方向に延び

5ライン付近からやや緩やかに蛇行するように明瞭に検出される。確認トレンチにより一部を欠くが屈

曲点より北へは検出長約4．0mを測る。B5地点付近で幅約0．65m、深さ0．37mを測る。北側では徐々に

形状が崩れやや蛇行しつつ幅を広げ次第に上部の削平が著しくなってA6区北半で途絶する。埋土は下
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部が灰黄色の細砂、上部はにぷい黄の細砂である。東西部分を中心に杯類の須恵器片が出土している。

SD4015に近接して直交方向に派生し、屈曲後はほぼ平行して走行するなど関連性が想定される溝である。

出土遣物からも近似した時期に機能したことが窺われ、上部がかなり削平を受けていること等を考慮す

ると、本来は同様の機能を有する幹線導水施設としてのSD4015から分水し北西部の下流域に分流導水す

る機能果たしたことが想定される溝である。

出土遣物（図版48　写真図版54）

この遺構からは、322－324の須恵器が出土している。322の杯蓋の端部は丸くケズリの範囲は広い。ま

た、323の杯身も天井部外面の全面にへラケズリが行われており、いずれも在地的な要素が濃い。口径は

12．3と12．4cmでSD4015・4016出土のものとほぼ等しいが、器高は322が4．2cmなのに対して、323は5．6cmと

かなり高い。324はごく小片の壷の破片で、335と同様の波状文が施されている。

そのほかの遺構出土の遣物（図版48　写真図版54）

A5区の中世の土坑SK4025からは325の製塩土器が出土している。口径は3．8cmで、残存高は6．1cmであ

る。

ClO区の中世の土坑SK4065からは326の土師器の壷の口縁部が出土している。口径は14．55cmで、残存

高は6．8cm。色調は黄灰色である。

小結

古墳時代に帰属するものと判断される遺構はSD4015、SD4016、SD4022、SD4029の4条の溝である。

これらの溝は、上部の削平により遺存状態が悪く、いずれも断片的に検出し得たに過ぎない。従って各

溝本来の全長、起点や接続先等といった点については明確にし得なかったが、開削される方向や形状な

どについては多くの類似点を指摘するとともにその変遷の過程を示す成果が得られた。また各溝が、後

出の開発に伴って形成された段差の直下で屈曲する傾向を示すことから、もともとこの段差付近に傾斜

変換点が存在したことが窺われ、その傾斜の変化を利用してこれらの溝の方向変えて効率的に導水等の

機能が果たされるよう開削された可能性が想定される。

2．中世の遺構と遺物

C区を除く調査区のほぼ全域で中世の遺構が検出された。検出された遺構は、A区中段の焼土を伴う

石敷遺構SX4001や石組みを伴う土坑SK4031をはじめ、数十基の土坑や溝の他、柱穴などのピットは約

600ヶ所に及んだ。これらの遺構は、暗灰褐色土層直下で検出されるが、A区及びB区北半や各段前面の

崖面直下付近では、後世の削平が著しく部分的には遺構が遣存しないほか、検出された遺構についても

大半が削平により上部を欠失した状況が窺われた。

El区の遺構群

A地区南端に当たる。現況で最上段に当たる水田面を画する部分に当たるが、段差付近は大半が盛土

によるため中段部側への削平は約0．1mと比較的浅い。検出面は上段部でT．P．＋43．80m付近、中段部側で

はT．P．＋43．7m付近である。調査区北辺の盛土側からは著しい湧水が認められた。以下、主要な遺構につ

いて述べる。

－24－



SB4001（図版46）

調査区北辺にほぼ沿うように直線状に検出された3基の柱穴で構成される。掘立柱建物の一部を構成

する南北2軒分の柱列と判断される。北側調査区外へ展開するものと考えられるが全体の規模は不明で

ある。柱列が北及び東側へは連続して検出されないことから、柱穴P－3が建物の北東角に当たるもの

と考えられる。柱間は約2．20mを測る。柱列の方向はN－130－Wである。中央の柱穴P－2は柱痕部が

北東方向に拡張するように検出され、柱材が引き抜かれた可能性を示す。また柱穴P－3はSD4002によ

り北半が切られる。

出土遺物（図版58　写真図版66）

図化可能な土器は出土していないが、この周辺を遺構検出のため、土を鋤取っていた際に、M7・M

8の金属器が出土している。M7は直径3．35cmの環状の鉄器で、鎌の覆輪か。M8は残存長6．5cm、頭部

の幅1．35cmの釘である。

SB4002（図版46）

SB4001とほぼ平行し北側へ1間分ずれた形で検出された4基の柱穴で構成される掘立柱建物の一部と

考えられる柱列である。南からSP4003、SP4004、SP4005、SK4002で構成される。南端のSK4002は、長

径1．1m、推定短径0．60mを測り検出時点では土坑と判断されたが、底部において地山層にやや沈み込ん

だ状況を示す径0．18mを測る柱痕が検出され、位置関係等から一連の掘立柱建物を構成する柱穴と判断

された。柱間はSP4004からSK4002までが約1．80mを測り、SP4003とSP4004との間のみ約1．00mを測る。

北側調査区外へ展開するものと考えられるが全体の規模は不明である。SB4001同様、SK4002を北東角と

する掘立柱建物と推定される。SP4004は礎板状に上部が扇平な石が柱痕部上に据えられており、素掘り

の柱穴から礎板構造に変更されたことが窺われる。各柱穴とも図化できるような遺物は出土しなかった。

SK4001

Ⅲ区南端付近で検出された土坑である。南東半は側溝及び調査区外に当たる。長径約0．80mを測るた

め検出時点では土坑と判断されたが、内部に扇平な石を水平に据えた状況が確認され、なんらかの柱状

構造物を構成する柱穴の可能性が高い遺構である。

SK4003（図版35）

上段部崖面付近で検出された落ち込み状の土坑である。上段前面の段差により北西部を欠く。最大幅

約3．50m、検出長2．50mを測り、東へ向けすぼまるように台形状の平面形を呈する。深さ約0．20mを測り、

埋土は下部がにぷい黄褐色の細砂～粗砂、上部が灰褐色の細砂～粗砂がレンズ状の堆積を示す。細くな

る東端部でSD4002と接続する。

出土遺物（図版51写真図版58）

374－376の土器が出土している。374は須恵器鉢の口縁部である。口緑端部は上下に拡張する。魚住窯

跡群の赤根川支群の製品と考えられる。377は口縁部が屈曲して僅かに外反する土師器鍋である。内面に

は刷毛目調整が、また外面には斜め方向の平行叩き目が残る。375は断面三角形状の鍔をもつ土師器鍋

である。口縁部はやや内傾し、端部を上方に僅かにつまみ上げる。内面には刷毛目調整が、また外面に

は斜め方向の平行叩き目が残る。376は土師器皿である。平底で休部は緩やかに外上方に立ち上がる。器

面の磨耗が著しく、調整の詳細は不明である。
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SD4002

SK4003に接続する小満である。幅約0．30m、深さ0．20m～0．30mを測る。ほぼ東西方向に走行し、東側

は調査区外へさらに延びる。検出長は調査区北辺からSK4003までの間約1mである。埋土はSK4003下部

と極似している。

D2区周辺の遺構群

A区中段の2ライン付近には小規模な段差があり、約0．2mの比高差をもって北側が低くなっている。

時期は不明であるが、中世以降のいずれかの時期に中段城はさらに区画された耕作面が存在したことが

窺われる。この2ライン南側の区域では、やや散漫ではあるが22基のピットや不定形な土坑群等が検出

された。

SK4004（図版35）

SK4003の北西側で検出された土坑である。本来は長辺約2．4m、短辺約1．6mを測ると思われるが、南

辺は大きく形状を崩し南側へ突出するような広がりを示す。深さは0．24mを測る。埋土は下部がオリー

ブ褐色の細砂～中砂、上部が灰黄褐色の極細砂でレンズ状に堆積する。北東辺肩部で土器片がややまと

まって検出された。

不定形土坑群

SK4005－SK4006、SK4010～SK4018に当たる。いずれも不定形な平面形や蛇行する溝状を呈し、柱穴

等の遺構を切るように後出して形成される。形状や埋土の状態に人為性が明確に認められず、検出状況

から判断して中世の遺構群が埋没後に樹生した樹木等の痕跡と判断した。

ピット群

ピット22ヶ所が検出された。やや散漫な状況を示し、SP4024、SP4025、SP4014のように直線的に並ぶ

ものも認められるが、掘立柱建物等を復元するには至っていない。各ピットは掘方の径0．20m～0．40mを

測り、大半のピットで柱痕部が検出され、いずれも何らかの柱構造をもつ柱穴と考えられる。柱痕を検

出したものはその径0．15m～0．20mを測る。SP4013は、径約0．60mを測り柱痕部が検出されないことから

異なる性格を有するものと考えられる。

E3地点周辺の遺構群

中段丘陵側の2ライン北側の区域では、土坑4基と共にピット59ヶ所等が検出され、まとまった遺構

群を形成している。

SK4007（図版35　写真図版47）

E3区東端で検出された楕円形の中土坑である。長径約0．90m、短径約0．50m前後と想定されるが、東

側は側溝に当たり全体は検出し得ていない。深さは約0．07mを測る。土師器皿1点と重ねられた土師器

小皿4枚が埋納された状態で検出された。遺物の出土状況から地鎮等との関連が想定される。
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出土遺物（図版52　写真図版59）

378－381は土師器小皿である。378は平底で休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。底部と休部の界

は丸みをもつ。内外面ともナデ調整を施す。379は378とほぼ同タイプの皿である。380は378と同タイプ

であるが、口縁部外面に強いナデを加え、外面に凹部をもつ。381も378とほぼ同じタイプの皿である。

SK4008（図版35）

E4地点付近で検出された小判型を呈した土坑である。長軸をほぼ南北に置き、長径2．0m、短径

0．75mを測る。深さは0．15mと浅く、埋土は灰黄色極細砂と灰オリーブ色極細砂からなる。

SK4022

D4区で検出された不定形の浅い土坑である。長径約1．4mを測るが性格等は不明である。

SK4021

2ライン付近の段差直下で検出された円形の土坑である。径約2．3－2．6mを測る。深さは0．18mと浅く、

ブロック土を含む埋土である。時期は不明だが、後世の溜井の可能性が高い。

SP4046

SK4021により東半を欠くピットである。径約0．80m、深さ0．10mを測る浅い円形の土坑状の遺構であ

るが、遺構底部南端でさらに約0．30mの深さの柱痕状の小穴が検出された。小穴は径0．15mを測る。上部

の土坑状部分と小穴部は明確に埋土が異なり、本来は前後関係にある個別の遺構と考えられる。

SP4017（写真図版51）

D3区中央付近で検出された長径0．60m、短径0．45mを測る楕円形を呈するピットである。南半が柱穴

状に深くなり、その内部に根固めの拳大の礫を詰めた上にさらにやや扁平な人頭大の石を据え付ける構

造をもつ。人頭大の石には表面の約半分に炎焼を受けた紫灰色から黒色の変色が認められた。他の遺構

からはやや離れた位置にあり単独で存在すること、他の柱穴に比べやや径が大きく下部の石組みと共に

堅固な柱状構造物が想定されるなど注目すべき遺構であるが、性格には不明な点が多い。

ピット群

D4区北西部からE3区にかけてピット59ヶ所が検出されたが、掘立柱建物等を復元するには至って

いない。いずれも掘方の径0．20m～0．40m、柱痕部の径0．15m～0．20mを測り、やや径に大小が認められ

るものの、埋土は共通している。深さは約0．10m～0．40mと格差があり一定しない。遺構面全体がかなり

削平を受けていることが想定されることから、削平により遣存しないピットの存在も想定され、付近で

は複数の掘立柱建物が一定期間数次の建替えを繰り返し展開したことが想定される。

C4区周辺の遺構群（挿図3　写真図版32）

A区中段前面側に展開する遺構群の内、南半に当たる部分である。中段部の前面側は中段部の耕作面

の形成が盛土により構築されているため、中世包含層下が削平を受けず比較的良好に中世遺構面が遺存

する。しかし中段部前端から12－13m奥側に当たる位置に現況には現れない比高差0．1mの段差が検出さ
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れ、それより上部においては検出される遺構の上部が削平された状況を示す。こうした状況は北東側の

D4地点周辺の遺構群にも連続し同様の状況を示す。

検出された遺構は、焼土を伴う石敷遺構SX4001とそれに続く溝SD4006、1号炭窯、2ライン付近に平

行するSD4003等の南北方向の溝群、SX4001とSD4006に囲まれるように点在するC4区のピット群、土

器溜SX4002等である。

SX4001（図版31・32　写真図版36～39）

D3地点付近で検出された焼土を伴う石敷遺構である。検出面はT．P．＋43m付近に当たる。長軸約5．8m、

短軸約4．1m程の隅丸長方形或いは楕円形の平面形に北東方向と北西方向に張り出しを持つように不定形

な平面形を呈し、全体の規模は東西、南北とも約6mを測る。全体を深さ10－20cmほど浅く掘り窪め、

土坑本体の南西部寄りに幅約2．4m、長さ約3．2mのほぼ長方形の範囲に拳大から人頭大の石が敷き並べら

れる。北東側の土坑内部へもやや散漫に石材が点在する状況が認められる。また石敷南西部付近から南

西方向にやや湾曲するように派生する溝SD4006が取り付き、暗渠状に溝内に石列が接続する。これらの

石材は全て上部に強く炎焼を受けており、赤褐色や灰黒色に変色し、熟による亀裂を生じたものも認め

られた。土坑埋土も石敷部分を中心に赤褐色を帯び、かなり高温の炎焼を受けた状況が窺われる。

このように本遺構については、周辺の遺構面と共に上部が削平により遺存していないため、その構造

や性格を十分に解明し得ていない。ただし石敷上部で高温に達する燃焼を行う構造物の下部構造に当た

る遺構であることは明確であり、小規模な鍛冶炉等の下部構造のみが遺存したものである可能性も指摘

し得る。しかしそうした金属精錬や鋳造等に関連する遺構では、副次的に産出される洋が多量に出土す

ることが一般的であるが、今回の調査では周辺の包含層を含め関連する浮等の遺物の出土が皆無に等し

く、そうした性格の遺構であった可能性を積極的に示す状況とは言えない。ただしそれら関連する遣物

を含む層位が、周辺の遺構面と共に土石流等で一旦全て流失した等の可能性も否定し得ない。いずれに

しても本遺構は、周辺で検出された他の遺構との関連と共に、長坂遺跡の性格を検討する上で注目すべ

き遺構と言える。

出土遺物（図版53・58　写真図版60・66）

396は須恵器碧である。口縁部は外反し端部は上下につまみ出す。内面にはへラケズリが施される。外

面は頭部以下に叩き目が残る。東播系魚住窯の製品と考えられる。397・398は須恵器鉢である。397は休

部は直線的に斜め上方に立ち上がり、口縁部は内側に捻り出す。398は休部は直線的に斜め上方に立ち上

がり、口縁部は上下に拡張する。いずれも東播系魚住窯の製品と考えれる。399は土師器鍋である。外面

に断面三角形状の鍔をもち、口縁端部は外方につまみ出す。

Mllは嫉状の鉄製品である。断面は丸い。南東の焼土を含む層から出土している。残存長4．9cm、直径

0．9cm。

SD4006（図版32　写真図版36）

SX4001の石敷南西部付近から東西方向に派生し、やや湾曲しつつ走行する溝状の遺構である。溝内部

にはSX4001の石敦から連続して石列が組まれ、暗渠状の構造を示す。幅約1．2mを測る。SX4001南西部

から南西方向に接続し、北側へやや湾曲するように走行し、Bライン上で調査区南西端に至る。調査区

外へ向けさらに延びるものと判断される。検出長約10．5mを測る。内部の暗渠状の石組は、接続部より

約1．4m程直線的に組まれ、湾曲する溝の南縁に突き当たる地点でほぼ直角に西方向へ屈曲した後、約1．8
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m程進んだ地点で途絶する。屈曲部以西の部分は小さめの礫を多用し、やや崩れたように広がりを示し

つつ溝内部に詰め込まれたかのような様相を示す。以西の部分は素掘り溝で徐々に幅を広げながら西方

に向け開削される。溝底部は、SX4001との接続部でT．P．＋42．9mを測り、西端部ではT．P．＋42．6mを測る。

調査区南西端の南壁下でSX4001の石敷や暗渠部に用いられる石材と同様の拳大の石材の集積が認められ

た。

こうした状況からSX4001からの排水を機能とする溝と考えられる。

出土遺物（図版58・78　写真図版66・88）

M12のスラッグ？とS26の砥石が出土している。残存長3．35cm、幅1．85cm、厚さ1．4cm。

1号炭窯（図版31・33　写真図版40）

SX4001の北約3mで検出された炭窯である。検出状況では幅約0．8m、全長9．35mの溝状を呈し、緩や

かな傾斜をもつ登葉状の構造を示す。検出面は西端でT．P．＋42．8m、東端でT．P．＋43．1mを測り、長軸の方

向はN－700－Wを示す。西端は隅丸方形状を呈するのに対し、東端は丸く収める。従って西側に炊き口、

東側に煙道を備える構造と想定される。埋土は炭片や灰を多く含む灰黒色土で、各壁面は燃焼による熟

を受け紫灰色や赤褐色に変色し厚さ約8cmで堅糸鋸こ硬化する。底部付近の埋土は灰褐色の灰層で、窯内

部に木炭等の焼成品は全く認められなかった。

C3区付近東西溝群（図版39）

SX4001の南側で南からSD4004、SD4003、SD4007、SD4005の東西方向にほぼ平行して走行する4条の

溝が検出された。

SD4004はほぼ2ライン上に位置し、調査区南東辺より約4mを検出し西方へさらに延びる。幅約2．4m、

深さ約0・1mを測る。SD4003は、SD4004の北側に約0．4m離れて検出され、調査区南東辺より約10mを検

出し西方へさらに延びる。主軸はやや北に振りN－800－Wに主軸を置く。幅は約1．2m前後と推定され

るが北肩部はSD4007に切られて欠く。深さ0．08－0．12mを測り、埋土は灰オリーブ、にぷい黄といった

色調の極細砂である。

SD4007は、SD4003の北肩部を切るように開削される。西半は幅は約1．2mを測り明瞭な溝の形態をな

すが、東半は北へ向け浅い落ち込み状に形状を崩し広がりを見せる。深さは0．13－0．2mである。

SD4005はSD4001の北端付近から西へ向け検出された溝である。東端の約1．5mは、幅約0．9m、深さ約

0・1mを測り小規模ながら明瞭な溝状の形態をなすが、以西は浅い落ち込み状に形状を崩しSD4006から

調査区南西端に広がりを見せる。

出土遺物（図版51写真図版58）

363は土師器壷の底部である。底部に三脚をはりつける。火消し壷の底部と考えられる。

ピット群

C4区のSX4001の西側からSD4006北側に当たる区域で、ややまとまってピット群が検出された。いず

れも掘方の径0・20m～0．40m、柱痕部の径0．15m～0．20mを測り、よく似た埋土であるが、掘立柱建物等

を復元するには至っていない。しかしピットの検出状況から見て、SX4001に付帯的に伴う梁行桁行とも

1－2間程度の作業小屋状の掘立柱建物等が数次にわたって建替えられたことが想定される。SP4118の

柱痕部には根固めと見られる黒く焼けた石材も認められた。
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他にも1号炭窯とSX4001の間をはじめやや散漫な状況ではあるが、付近では同様の柱穴が点在して検

出されている。これらは掘立柱建物或いは柵列などを構成したものと考えられるが、具体的な遺構を抽

出するには至っていない。これらのピットの中には根固めに拳大の礫を伴うもの等も認められた。

SP4130（写真図版51）

SX4001の西側のピット群を構成する柱穴の一つである。径約0．30m、深さ約0．50mを測る。底部で径

約8cm、残存高約28cmの柱材Wl（第4図）が遣存する。他の柱穴に比べ深く支持層に柱材が堅固に据

えられる状況が窺われる。なお、Wlの樹種同定は行っていないが、芯持ち材である。

出土遺物（図版53　写真図版60）

408の須恵器椀が出土している。平底で休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。口縁端部は丸みをもっ

て収める。内外面ともヨコナデ調整が施される。東播系須恵器椀と考えられる。

SP4119

SP4130の南側で検出された柱穴である。径約0．30m、深さ約0．35mを測る。底部で柱材の一部が高さ

約0．30mで遺存するが、材は径0．05mと腐食により遣存状態は良好ではない。

SP4122

SX4001西側で検出された柱穴で、底部で柱材の木質が認められた。深さ0．40mを測る。

SP4196

1号炭窯東側で検出された径0．7mを測る柱穴で、底部に柱穴とほぼ同径の円礫を据える。

第4図　SP4130柱根
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SP4371

SD4006を切る形でその北肩部で検出されたピットである。径0．7mを測る。SX4001の石敷と同様の炎

焼の痕跡のある石材が落込むように検出された。明確な柱痕は検出されなかった。

SP4365

SX4001下層で検出された柱穴である。柱痕底部に数個の角礫を用いて礎板状の石材を据え、掘方にも

拳大の石3個を用いて柱痕部分の根固めが施される。柱は抜取られたと見られ柱痕部は拳大の石が詰め

られたように落込む状況が認められた。石材には炎焼を受けた痕跡が認められる。

SP4369

SX4001南縁部下層で検出された柱穴である。柱痕底部に角礫を用いて根固めが施される。用いられた

角礫は、花崗岩、砂岩、チャート等で全て表面に炎焼の痕跡が認められる。

SP4368

SX4001両線部下層で検出された柱穴で、暗茶褐色の掘方に暗褐灰色土の柱痕部のものであるが、柱根

の一部が遣存し下部には拳大の石が添えられる。柱痕部の径は約0．20mを測る。

SX4002

C4区南東部で土器片が集中的に検出された土器溜状の遺構である。やや盛上げられるように集積さ

れた状況が認められる。土器片は須恵器や土師器の小片細片のみで構成され、完形品や復元可能なもの

は認められない。土器の集積を除去すると下部で浅い土坑SK4030が検出され、土坑底部や上部の土器が

集積される範囲で15基のピットが集中して検出された。ピットが先行した状況が認められ、同じ範囲内

で繰返しピットが穿たれた後浅く土坑が形成され、さらにその上部に土器が集積されたものと判断され

たが、上部の土器溜と下部の土坑やピット群との関係や、これら一連の遺構の性格は不明である。

出土遣物（図版51・53・58　写真図版58・60・61・66）

372・373の須恵器の碧が出土している。372は口縁部が大きく外反し、口縁端部は上方につまみあげる。

内面にはへラケズリ調整が、また外面には平行叩き目が残る。373は口縁部が大きく外反し、口縁端部を

上下に僅かにつまみ出す。外面には綾杉状叩き目が残る。

400－402も、SX4002からの出土である。400は須恵器壷である。休部は丸みをもち、縦耳を4カ所は

りつける。頭部は短く口縁部は外反する。402・401はいずれも須恵器の碧である。休部は内題し、頸部

は短く、口縁部は外反する。休部外面には綾杉状の叩き目が残る。

また、M13のスラッグも出土している。残存長5．1cm、幅4．15cm、厚さ0．7cmある。

SX4003

SX4002の南西約1．5m、SD4006の北側で検出された短期間に集中して穿たれたピット群からなる遺構

である。上部は浅く落ち込む長方形の土坑SK4009がピット群に先行して形成される。形状等はやや異な

るもののSX4002と類似した状況を指摘し得るが、遺構の性格について同様に不明である。SP4371では柱

痕底部に砂岩を据え、掘方上部で柱痕部との間に拳大の礫を詰めた状況が認められる。SP4370では柱材

の抜取りに際し根固め等に用いられたと見られる扇平な石材が柱痕部を覆うように検出された他、
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SP4141でも同様に柱痕部に転落したと見られる石材が認められた。

出土遣物（図版52　写真図版60）

382はSK4009出土の土師器鍋の口縁部である。口縁部は直立し、端部は外方につまみ出す。

SK4045

SX4002の北約2m付近で検出された平面楕円形の土坑である。長径0．82m、短径0．6m、深さ0．05mを

測る。出土遺物に乏しく性格も不明である。

D4地点周辺の遺構群

A区中段前面側に展開する遺構群の内、北半に当たる区域で検出された遺構群である。C4区で認め

られた小規模な段差は、D4地点付近で終息し北側は連続する遺構面となる。また付近の遺構面は全体

に北に向け緩やかに下降する状況を示し、東半部では樹木痕状の不定形土坑や北に向け自然流路状の溝

等が展開する。Dラインを挟んでピット24ヶ所が点在する。また内部に石組みを伴う土坑SK4031も検出

された。

SK4031（図版36）

C5区東半で検出された石組みを伴う円形の土坑である。形状はほぼ正円形を皇し径1．3m、深さは約

0．43mを測る。内部には拳大から人頭大の石材を2段ないし3段に積み、内法一辺約0．5mの方形の石組

みを構築する。石組みは北西を除く3面を構築し、北西壁は土坑掘方を底部からの傾斜をやや緩やかに

掘削して他の3両の最上段に当たる高さにのみ1段の石列を造る。この石列を加えると最上段で内法0．6

mx0．7mの方形を呈する。こうした構造から石組みは北西面を正面とし南東面を奥壁と見ることができ、

奥壁に対し両側壁が前面に向け若干開く傾向を示す。石材は石組み内面を中心に焼けた状況が認められ、

石組み内部の埋土は炭混じりの黒灰色砂質土と灰層の互層状を呈する。本来は何らかの上部構造を伴う

ものと見られるが、SX4001等と同様に上部が削平を受け遺存しないため、全体の構造や遺構の性格は不

明である。しかし石材が炎焼を受けることや埋土に炭や灰が混じることから、燃焼等による高温を伴う

構造物の下部に当たる遺構と見られ、SX4001等の周辺の遺構群との関連が想定される遺構である。

ピット群

24ヶ所のピットを検出した。やや散漫に点在し掘立柱建物等を復元するには至っていない。

不定形土坑群

D4区西半で複数の浅い土坑が検出された。やや後出して樹生した樹木痕と判断される。

SD4023

D4区を南から北へ走行する自然流路状の溝である。北へ向け広がりつつ終焉する。

C4地点周辺の遺構群

A区中段前面の崖面付近で検出された遺構群の内、調査区南西側に点在するピット群である。ピット

18ヶ所を検出したが、散漫に点在する状況にあり掘立柱建物等の構成を抽出するには至っていない。
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第5図　D4地点周辺の遺構

SP4170

中段上の前面部B4区で検出された柱穴である。掘方は隅丸方形を呈し一辺約0．45mを測り、柱痕は

径約0．20mを測る。柱痕北側に拳大の礫が配され根固めが施される。

SP4176

SP4170の東で検出された柱穴である。
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出土遺物（図版58　写真図版）

M16－M24の金属器が出土している。これらはいずれも、スラッグの小片と思われる。

SP4385

1号炭窯の南で検出されたやや大きな柱穴である。

出土遺物（図版53　写真図版60）

412はSP4385から出土した須恵器碧の底部である。平底で休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。内

面には刷毛目調整が施され、また、外面には指頭庄痕が残る。

B6区周辺の遺構群

A区下段で検出された遺構群の内、中段前面の崖面下中央付近で検出された遺構群である。中段前面

の崖面付近には傾斜変換点が存在したものと見られ、変換点奥側を開削し削平することによって人為的

に平坦な生活面が造り出されている。この平坦な生活面では崖面直下まで当該期の遺構群が検出される

ことから、その開発時期は中世まで潮る可能性が高いことが解る。また崖下一帯では遺構検出面上を部

分的に茶褐色砂礫層が覆う状況が認められる他、B6区北西側では遺構面基盤を形成する黄灰色砂質層
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下部へ続く砂礫層が部分的に露呈するなどの状況が認められた。こうした状況は上位側では侵食作用の

傾向のみが強く認められる区域から、下位側の堆積作用と侵食作用が相互に認められる区域に移行した

状況を示すものと見られる。検出された遺構はSK4042やSK4046といった土坑と崖面直下でやや集中的に

検出されたピット群である。

SK4042（図版36）

B6区中央付近で検出された隅丸方形の土坑である。一辺2．4×2．7mを測るが南側の角は形状をやや崩

し、さらに丸みを帯びる。土坑内部に一辺約1．5mの正方形の撹乱坑があり中心部を欠く。残存部での深

さ約0．12mを測る。埋土は2層からなり下部が暗灰黄色の細砂～中砂、上部が灰黄褐色細砂～中砂であ

る。機能や性格については不明である。

SK4046

SK4042南東角付近を切る形で検出された土坑である。ほぼ円形を呈し径約0．9mを測る。

ピット群

SK4042と中段前面の崖面との間で集中して検出されたピット群である。いずれも掘方の径0．20m～

0．40m、柱痕部の径0．15m～0．20mを測る柱穴と見られるが、掘立柱建物等の具体的な組合せは明確にし

得ていない。しかしこれらの柱穴は約3．5mX約4．2mの範囲を方形に区画するように巡り、その内部に分

布が希薄な空間を形成する傾向を示す。このことからこの約3．5mX約4．2mの区画は2間×2間程度の規

模の掘立柱建物が数次にわたって建替えられた痕跡を示す可能性が想定される。この他、SK4042の南西

側や方形区画の北東側でもピットが点在して検出されるが、具体的な上部構造を示す組合せ等は抽出し

得ていない。

SP4257（図版46　写真図版51）

方形区画状の柱穴群の北東部に位置する柱穴である。径約0．50mを測る。掘方は緩やかな二段状に掘

り、下部では径約0．30mを測る。低部には掘削した地山層を埋め戻したと見られる層厚約0．10mの暗黄褐

色土が認められた。その上面には約8cm角に加工された砂岩製の角柱状の石材が長短平行して2個礎板

状に並べて据えられる。さらに柱と掘方の間に小礫を詰めた上で同様に角柱状に加工された砂岩製の石

材や扇平な石材を柱に沿えるように設置された状況が認められた。こうした状況から本柱穴に設置され

ていた柱材は、沈下や傾斜を厳重に防止する必要があったことが窺われる。また石材は全て炎焼を受け

表面は黒色を呈する。転用材と見られる角柱状の石材を用い堅固に根固め施す等、上部の構造やその性

格を検討する上で注目すべき構造を示す柱穴と言える。

SP4271（図版46　写真図版51）

方形区画状の柱穴群の北辺に位置する柱穴である。平面形は一辺約0．50mを測るやや隅丸方形を呈し、

深さ約0．45mを測る。遺存状態は悪いが底部で残存高0．15mを測る柱材が認められた。

SK4044

方形区画のピット群の北東部で検出された隅丸長方形を呈する土坑である。長軸1．24m、短軸0．58mを
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第7図　B6区周辺及びB7区周辺の遺構
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測る。

A6区周辺の遺構群

A区下段で検出された遺構群の内、調査区西端付近で検出された遺構群である。遺構面の状況は、B

6区西半の状況に連続するもので部分的に下層砂礫層が露呈する他、後世の侵食により全体的に上部が

削平を受けると共に新たな砂礫層が部分的に堆積するといった状況が認められた。検出された遺構は、

石組みを伴うSK4025やSK4047といった土坑や2号炭窯、点在するピット群等である。

SK4025（図版35）

A5区北東部で検出された土坑である。東西約2．6m、南北約3．0mを測る。土坑内に北西部をコーナー

として拳大前後の石材を用いたL字状の石組みが構築される。石組みは部分的に2段ないし3段検出さ

れたが崩壊が著しく遺存状態は極めて悪い。土坑内にも石材が点在して検出されたが、元位置を保つ状

況にはなく崩落したものと判断された。石組みは北西コーナーから南東へ伸びる辺がやや長く検出長約

2．3m、南西へ延びる短辺が検出長約1．4mを測る。本来はN－640－Wに主軸を置く長方形を呈した石組

みと想定されるが、全体の構造は不明である。深さは0．24mを測る。埋土はレンズ状に堆積する3層か

らなり、最下層が黒褐色の細砂～粗砂、中間に薄く堆積する褐灰色細砂、上部がにぷい黄橙色極粗砂の

ラミナである。崩落した石材は中間層上面に散乱した状況が認められた。SX4001やSK4031等の遺構との

関連が想定されるが、遺存状態が悪く全体の構造や性格は不明である。

出土遣物（図版52　写真図版60）

383は須恵器鉢である。休部は直線的に斜め上方に立ち上がり、口縁部は断面三角形状に肥厚し、端部

は上方につまみあげる。東播系魚住窯跡群の赤根川支群の製品と考えられる。この他、325の古墳時代の

製塩土器が出土しているが、混入であろう。

SK4047

A5区北部、SK4025の北西1．5m付近で検出された径約0．60mを測る土坑である。明瞭ではないが隅丸

方形に近い平面形状を示す。下部に人頭大の石材3個を置き、その上部にやや扁平な石材が据えられる。

何らかの上部構造物の基礎を成すものと想定されるが、その性格は不明である。

2号炭窯（図版34　写真図版41）

調査区西端の5ライン上で検出された炭窯である。幅約1．6m、検出長3．4mを測る長方形を呈し、南

西側は調査区外に及ぶ。北東側短辺には煙道下部と見られる張り出しが幅0．45m、長さ0．6mで設けられ

る。上部の大半は削平され遣存せず、深さは0．22mを残すのみである。埋土は黒色の炭化物のみで、藁

状の植物の炭化遺体が認められた。北西側はSK4026に一部切られる他、本遺構北西側に形成された浅い

段差に切られる。また上部からも撹乱がおよび黒色炭化物層が一部遇存しない部分も認められた。遇存

状態が悪く全体の構造には不明な点が多いが、S－600－Wに主軸を置くように長方形に掘り窪め、南西

側に炊き口、北東側に煙道を設ける形で上部をドーム状に構築した炭窯の基底部と考えられる。

SK4026（図版36　写真図版48）

2号炭窯南西部を切る形で検出された楕円形の土坑である。一部は調査区外に当たり全体の規模や性
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格は不明である。

SK4027

2号炭窯の南西約2．5mで検出された長方形の土坑である。幅約1．5m、検出長3．6mを測り、南西側は

調査区外に至る。長軸方向はN－460－Eに置く。

SK4028

SK4027の北西で検出された土坑である。浅い落込み状を呈し、遺物も乏しく性格等については不明で

ある。

SK4029

SK4027の西側で検出された楕円形を呈した土坑である。南半が調査区外に当たり全体の形状等は不明

である。

SD4011

SK4025の南で検出された溝である。ひしゃげたC字形に屈曲している。幅は0．4－0．7m。深さは0．03－

0．11m。

出土遺物（図版51写真図版58）

364・365が出土している。364は瓦質土器の羽釜である。口縁部は内傾し、外面には2条の凹部が見ら

れる。断面台形状の幅の狭い鍔をはりつける。365は断面三角形状の退化した鍔をもつ土師器鍋である。

口縁部は内傾する。外面の錯以下には斜め方向の叩き目が残る。

SD4013

A7区で検出した溝である。

出土遣物（図版51写真図版56・58）

366・367が出土している。いずれも断面三角形状の退化した鍔をもつ土師器鍋である。口縁部は内傾

する。外面の鍔以下には斜め方向の叩き目が残る。366は底部は丸底で、休部は大きく屈曲し内傾して立

ち上がる。口縁部上端を僅かに上方につまみあげる。鍔は断面三角形状のものを口縁部下にはりつける。

内面には刷毛目調整がまた外面の錯以下には斜め方向の叩き目が残る。367も366と同タイプの土師器鍋

である。

ピット群

SK4025周辺及びA6区からA7区にかけて点在するピット30ヶ所が検出された。いずれも他のピット

群と同様な埋土であるが、散漫で具体的な建物等の組合せは抽出し得ていない。また6ライン付近では

径約0．6mを測る円形の中土坑SK4034や不定形土坑SK4035も認められたが、いずれも性格等については

不明である。

B7区周辺の遺構群

A区下段の北端部では、浅い楕円形の土坑SK4032、SK4033や不定形の土坑SK4037、溝状の遺構
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SD4026、SD4027、ピット6ヶ所等が検出されたが、全体に遺構が希薄である。遺構面全体が削平を受

けているものと見られ、性格等を明確にし得る遺構は認められなかった。

B7区土器群（写真図版49）

伏せた須恵器の椀や小皿が3点ほどまとまって出土しており、B7区土器群として取り上げている。

出土遺物（図版57・58　写真図版64・66）

457の土師器小皿および459・461の須恵器の椀である。

457は平底で休部は斜め上方に直線的に立ち上がる。内外面ともナデ調整が施される。回転台を使用し

て成形され、底部外面は未調整で糸切り痕が残る。

459は平底で休部は僅かに内奪して斜め上方に立ち上がる。口縁端部は丸く収める。内面の底部中央は

やや窪む。460も459とほぼ同タイプの椀である。461は459に比べて休部がやや浅い。底部と休部の界は

不明瞭で休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。いずれも東播系須恵器と考えられる。

また、その周辺からM9の釘が出土している。頭部は一方に折り曲げており、残存長は4．4cm、断面は

おおむね0．5cmの方形である。

SD4021（図版42・43　写真図版45～47）

B区東端で検出された谷状地形西岸からD6区を経てA区北東部のC6区で検出された長方形の大型土

坑SK4039に至る溝である。検出長約25mを測り、緩やかなS字を描き東から西へ走行する。撹乱等によ

り全体的に遺存状態は良好とは言えないが、C6区西半からD6区東半にかけては最も遺存状態が良く、

本来断面形状は2段掘りに開削されたことが解る。この付近では最大幅約2．4mを測り、深さ約0．25mに

上段を掘り窪めた後、その中央部を幅約1．0m、深さ0．2mに開削し下段部とし流路本体部分を形成してい

る。溝は東側を上流としており、谷状地形西岸との接合部で底部はT．P．42．37m、西端のSK4039との接合

部でT．P．＋42．14mを測る。下段部分の埋土は灰黄一灰色の極細砂～細砂で、部分的ににぷい黄色の細砂一

中砂などが両側から流入した状況が認められる。上段部の埋土は、下半はブロック混じりの砂等で人為

的に埋められ、上部は徐々に流入したと見られる砂がレンズ状に堆積する状況を示す。2段掘りが認め

られない東半部の埋土は、円礫を含む流路部分の埋土の両側に灰黄色の極細砂～細砂などが人為的に埋

められた状況を示す。また谷接合部付近では長さ2．7mにわたって5cm前後の円礫から拳大の石が溝底部

に充填された状況が検出され、礫敷の暗渠状の構造を呈したものと判断された。2段掘りの形状が認め

られる溝西半では、下段部両側に径4－5cmの杭列が認められ、Dライン付近やSK4039接合部の東側では、

東端部で検出されたと同様に多量の円礫と拳大の石が多数の土器片等と共に下段低部より検出された。

こうした状況から本溝は、幅約2．4m、深さ0．45mに開削した中央部をさらに幅約1．0mで開削し、西半で

は木杭と土留板等で流路本体を構築し、流路部分に円礫等を充填して暗渠状の構造としたものと見られ

る。上部に木蓋等が存在したかどうかについては検出状況からは判断できないが、溝の廃絶に伴って多

量の土器片が埋没することから上部は開放されていた可能性が高い。また谷状地形との接続部について

も、長坂川の浸食により本来の接続部は流出しているものと見られその接続状況は不明である。しかし

こうした状況から本溝は、何らかの取水施設により長坂川から取水し、円礫等を充填した暗渠状の構造

により汚濁を一定防止しつつSK4039へ導水する機能を有したものと考えられる。出土遺物から14世紀に

掘削され、15世紀を中心に機能し、16世紀に埋没したものと判断される。
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出土遺物（図版49～51・53　写真図版55～58・61）

327は土師器羽釜である。口縁部は内傾し、外面には凹線が2条巡る。口縁端部は僅かに外方につまみ

出す。鍔は断面台形状の幅の狭いものをはりつける。外面の鍔以下には平行叩き目が残る。328も断面台

形状の幅の狭い鍔をもつ土師器羽釜である。口縁部は内傾し、外面に2条の凹線が巡る。口縁端部は327

とは逆に内側に僅かにつまみだす。外面の鍔以下には平行叩き目が残る。329－339は外面に断面三角形

状の鍔もしくは鍔状の突帯をもつ土師器鍋である。329は口縁部はやや内傾し、口縁部外面に断面三角形

状の鍔をナデによって僅かに作りだす。休部外面には平行叩き目が残る。330も断面三角形状の鍔をもつ

が、329に比べて、比較的しっかりとした鍔である。体部内面にはヨコ方向の刷毛目がまた、休部外面に

は斜め方向の平行叩き目が残る。331も330と同様の断面三角形状の鍔をもつ鍋である。鍔の上面と下面

には強いナデを加える。休部外面には斜め方向の平行叩き目が残る。332は口縁部が直立する、口縁部外

面の鍔はかなり退化し、上下を強くなでることによって作りだす。口縁端部は若干外方につまみだす。

休部内面には板ナデ調整が、外面には斜め方向の叩き目が残る。333も退化した鍔をもつ。口緑端部は僅

かに外方につまみだす。休部外面には斜め方向の叩き目が残る。334は底部は丸底で、底部と休部の界は

大きく屈曲する。鍔は上下を強くなでることによって成形し、口縁端部は僅かに外方につまみだす。休

部外面には斜め方向の叩き目が残る。335は鍔の退化が著しく、僅かに突出している程度である。口縁端

部は上方につまみだす。内面にはへラ状工具によるナデ調整が、また休部外面には叩き目が僅かに残る。

336は334とほぼ同タイプの鍋である。口縁端部を外方にややつまみ出す。337も形態、調整技法とも336

とほぼ同タイプであるが、口縁端部を外方につまみださず、丸く収める。外面の叩き目は336に比べやや

上方まで残る。338も337とほぼ同タイプの鍋である。口縁端部も337同様外方につまみださず、丸く収め

る。339は337・338と同タイプの鍋であるが、鍔の退化は一層進み、僅かに突出部をもつ程度であり、休

部はほぼ直立する。口縁部は内傾し、口縁端部は丸く収めずに上面を斜め方向に切っている。335・339

は、16世紀に下るものと考えられる。

340は土師器鍋である。鍔の退化がかなり進み、鍔というよりはむしろ段に変化している。内面には板

ナデ調整が、休部外面下方には斜め方向の平行叩き目が残る。口縁端部は丸く収める。341も鍔がかなり

退化した土師器鍋である。口縁端部は僅かに外方につまみだす。342は土師器鍋である。休部は内題し口

緑部は大きく屈曲して外反する。休部内面には刷毛目調整が、また外面には口縁部直下から斜め方向の

平行叩き目が残る。343も342と同タイプの土師器鍋である。口縁部の屈曲の度合いが343に比べて緩やか

になっている。口縁端部は僅かに丸みを帯びる。休部外面には斜め方向の叩き目が残る。344も343とほ

ぼ同タイプの鍋である。口縁端部は僅かに内側につまみだす。休部外面には斜め方向の平行叩き目が残

る。345・346はいわゆる鉄兜形の土師器鍋である。丸底で休部は緩やかに内題しながら斜め上方に立ち

上がる。口縁部は上方と横方向に拡張し、断面三角形状を呈する。外面の体部下半以下には斜め方向の

平行叩き目が密に残る。346は休部は直線的に立ち上がり、口縁部は拡張せず、やや肥厚する。休部内面

には板ナデ調整が、また外面の口縁部以下には斜め方向の叩き目が残る。

347・348は口縁部外面に断面三角形状の突帯（鍔）をもつ土師器鉢である。347は休部は直線的に斜め

上方に延びる。上下をナデることにより断面三角形状の鍔を作りだす。口縁端部は僅かに外方につまみ

出す。休部内面には横方向の刷毛目調整が加えられる。348も休部は直線的に斜め上方に立ち上がる。口

縁部外面に断面三角形状の鍔を作りだす。内面には横方向、縦方向の刷毛目調整が加えられる。休部外

面には指頭庄痕が残る。

349はミニチュアの瓦質羽釜である。休部は内題し、口縁部外面には断面三角形状の鍔をはりつける。

ー42－

h

r

l



口縁部外面には沈線が2条認められる。350は土師器皿である。平底で休部は直線的に斜め上方に立ち上

がる。口縁端部は尖り気味に収める。内外面ともナデ調整が加えられる。

351－356は須恵器碧である。351は休部は内題し、口緑部は大きく屈曲して外反する。口縁端部は上

下につまみだす。外面は口縁部直下から綾杉状の叩き目が残る。内面には指頭圧痕が認められる。352も

351と同タイプの賓であるが、口縁端部のつまみだしは上方のみで下方へのつまみ出しは認められない。

353は口縁端部のつまみ出しは認められない。354は口縁端部が外方に延び内面に1条の沈線をもつ。355

－357は須恵器鉢である。355は体部は直線的に斜め上方に立ち上がり、口縁部は僅かに肥厚する。口縁

端部は上方につまみあげ、口縁部内面はナデにより凹部をもつ。356は355同様口緑端部が肥厚し、断面

楕円形状を呈する。357は口縁端部を上下につまみ出して拡張し、縁帯状に成形するタイプの鉢である。

358は青磁碗の底部である。高台は比較的高く削りだす。粕は全面に施和され、高台裏は露胎となって

いる。内面中央に巴文状の草花文を印花で施文する。359は青磁碗底部である。高台は比較的低く、休部

は丸みをもって緩やかに立ち上がる。内外面とも施和され、外面の高台脇以下は露胎である。360は施粕

陶器椀の底部である。高台は比較的低く成形され、内外面とも施和される。外面の高台脇以下は露胎で

ある。肥前系（唐津）陶器と考えられる。361は青磁碗の底部である。高台は比較的低く成形され、外側

面を斜め方向に削る。粕は内外面とも施和され、底部外面（高台裏）は露胎である。362は施粕陶器の皿

である。内面には箆状工具で菊花文を施文する。内画面とも灰粕を施和し黄緑色に発色する。美濃大窯

期の製品である

406（図版53　写真図版61）はSD4021から出土した口縁部外面に僅かに鍔の痕跡を留める土師器鍋で

ある。底部は丸底で、底部と休部の界は丸みをもつ。休部は内傾し、口縁端部は斜め上方につまみ出す。

休部外面には斜め方向の叩き目が残る。

他にS24の砥石が出土している。（図版78　写真図版88）

SK4039（図版42　写真図版45）

C6地点北東側で検出された大型の方形土坑である。長辺約5．8m、短辺約3．6mを測り、長軸をN－

510－Wに置く。南東側短辺の南半部にSD4021が接続する。両遺構は切り合い関係にはなく、SD4021の

下部埋土が連続的にSK4039の埋土につながりつつ埋没した状況が窺われた。最深部は北東部の底部で認

められた不定形の深み部分で深さ約0．67mを測る。この深み部分は、SD4021からの流入量が多い段階で、

その流入時の水力で形成された可能性が高いことがその接続部の方向等から窺われる。埋没過程につい

ては土層観察から北東側から徐々に土砂が流入した状況が窺われ、南西部は北東側約半分が埋没した後

もよどみ状に形状を留めたものと考えられる。埋土は、北東側では最下層にオリーブ褐色の細砂～中砂、

その上部ににぷい黄褐色の中砂～シルト、暗灰黄色の中砂～粗砂等が徐々に流入して堆積した状況を示

し、南西側では最下層ににぷい黄褐色の極細砂質シルト、その上部に北東側の堆積物を覆うように灰黄

褐色のシルト～中砂が多量の礫や土器片等と共に堆積し、それらの上に灰黄褐色の中砂一粗砂が堆積し

埋没した状況を示す。南西側のにぷい黄褐色の植物遺体を含むシルト～細砂は一定期間滞水状態にあっ

た状況が想定される。このことは当初一定の流入量があった状態が想定されることなどから、当初は相

当量の貯水機能を果たす必要があった状況が低下したことにより、それに伴ってSD4021による流入量も

低下し、徐々に機能を失い滞水状態に陥ったのち埋没した経緯を示すものと考えられる。

本土坑の機能はSD4021を用いた貯水施設と考えられ、その規模から貯水量は最大約20㌧に達したもの

と推測される。
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C9地点周辺の遺構群

Ⅲ区北西部で検出された遺構群である。I区の状況や調査区西辺で西側へ急激に落ち込む状況が認め

られ、伊川氾濫原への段丘の端部に当たるものと考えられる。基本的にはB8区付近の遺構の空自部分

を挟んでI区下段のA6区やB7区から連続する一連の遺構群である。A6区同様に遺構面の基盤層に

は部分的に下部の砂層の露呈が認められる。検出された遺構は、C9地点を中心に展開する土坑、溝、

ピット群、ClO地点付近に展開する土坑、溝、ピット群などの遺構群と調査区西端の伊川氾濫原へ向け

た段丘への落込みやそうした開析谷の谷尻部と見られるSK4049等である。

SK4049（図版37　写真図版48）

BⅢ区西端で検出された落込み状の大型の遺構である。やや不整形な平面形を呈し西に向け開きつつ

調査区外へさらに続き、低部もさらに下降する傾向を示すC区では連続する中世以前の遺構面が検出さ

れず全体が段差をもって砂層で構成されることなどから見て、A区・C区間には段丘崖が形成されている

ものと見られ、本遺構は本来は下位の段丘面或いは氾濫原に向け形成された開析谷の谷尻部に当たるも

のと考えられる。検出部西端で幅約4．2m、検出長約4．0mを測る。北側斜面で拳大から人頭大の石材が集

中して検出されたが、石組みなどの人為性は明確には認められず上部より投棄されたかのような様相を

示す。石材には炎焼を受けたものが認められた。

出土遺物（図版52　写真図版60）

384はSK4049出土の須恵器賓である。口緑部は大きく外反し、端部は下方につまみ出す。外面の頸部

以下に斜め方向の平行叩き目が残る。東播系魚住窯跡群の中尾川支群の製品と考えられる。

SK4077

B9区南半で検出された浅い土坑である。一部削平されているものの、南北約3．6m、東西約2．6m、深

さ約0．2mを測る。周辺のピット等の遺構に切られるものと切るものがあり、比較的短期間に形成埋没し

たものと考えられる。

不定形土坑群

C9区周辺では浅い不定形の土坑が複数検出された。SK4078－SK4081、SK4057－SK4061等である。

検出状況から付近に樹生した樹木等の痕跡の可能性が高い遺構群である。

SK4052（図版37）

SK4077の北側に隣接して検出された円形の中土坑である。径約0．8m、深さ約0．28mを測る。柱痕部が

認められないことから他の性格をもつ小坑と考えられる。

SK4053（図版37）

SK4077底部中央で検出された中土坑である。径約0．8m、深さ約0．35mを測る。

SK4056

SK4077の南西部を切る形で検出された楕円形の中土坑である。埋土内より土師器の小片の出土が認め

られたが、その性格等については不明である。
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第9回　C9地点周辺の遺構
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SD4031

B9区南半で検出された小満である。C9地点付近で一旦北東から南西に走行した後、9ライン上で

北西に屈曲してN－620－W方向に走行LSK4049東端に接続する。幅0．3－0．6mを測る。SK4077に切られ

その底部で痕跡が確認されている。またSK4049東端部では、その埋土を切り込んで検出されるものの

徐々に輪郭が不明瞭となって終焉する。これらのことから本溝はSK4077に先行して開削され、SK4049が

若干埋没をはじめた時期に機能したことが解る。西へ向け深くなることから谷状のSK4049への排水の機

能が想定される溝である。

SD4043

SD4031の南側で検出された小満である。検出長は1．7mと短いがSK4049との埋没状況や方向、規模等

においてSD4031と類似し、同様の機能が想定される溝である。

SK4051（図版37）

調査区北端で検出された楕円形の土坑である。長径2．55m、短径1．55m、深さ0．32mを測る。底部でピ

ットが検出される他、SD4041を切る等やや後出の遺構と考えられる。埋土内より土師器銅片が出土して

いる。

SK4055（図版37）

SK4051西側で検出された楕円形の土坑である。長径0．84m、短径0．65m、深さ0．2mを測る。底部は丸

底を呈する。出土遺物に乏しく詳細な時期や性格は不明である。

SK4073

C9区北半で検出された長軸1．6m、短軸1．3mを測る楕円形の土坑である。北側をSK4072、南側を

SK4074に切られて欠く。低部に炎焼の認められる石材5個が検出された。

小満群

調査区北辺に沿って3条の平行する溝SD4030、SD4038、SD4039とそれらと直交する方向の溝SD4040、

SD4041が検出された。いずれも幅0．2m～0．5mを測る小満で深さも0．05－0．1m前後である。SD4030は

Nq640－W方向に主軸を置き検出長8．3mを測る。SD4038はSD4030の北側約3．5mを隔ててほぼ平行に

走行し、検出長4．0mを測る。SD4039はSD4038の南へ若干位置をずらしつつ東側へほぼ同方向に走行し、

途中10ライン付近で途切れるものの全体で検出長9．4mを測る。SD4040、SD4041はSD4030東端付近より

一部重複しつつ直交する方向に走行する小満である。SD4041が後出し、SK4051に切られ、検出長3．0m

を測る。

出土遺物（図版51）

370・371はSD4038からの出土である。370は口縁端部を僅かに外方につまみだし、鍔の退化の著しい

タイプの土師器の鍋である。鍔と言うよりはむしろ段に近い。外面の鍔以下には斜め方向の平行叩き目

が残る。371は瓦質火合の口縁部と考えられる。口縁部はやや内傾する。
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ピット群

C9区からClO区にかけて点在するピットが多数検出された。他のピット群のものと同様の埋土を有

する柱穴が大半を占めるが、一部柱痕が明瞭に検出されないものも認められた。ClO地点付近はやや密

度が高く集中する傾向が認められるが、具体的な建物等を復元するには至っていない。これらのピット

の中には礎板状に石を置くものや根固めに石材を置くもの等も認められた。

SP4404（写真図版52）

ClO地点の北約1．5mで検出された径約0．4mの柱穴である。柱痕部は暗茶褐色土で、土師質羽釜片やほ

ぼ完形の土師器小皿等が検出された。検出状況から建物廃絶時の柱材の抜き跡に埋納された地鋲的様相

を示すものと考えられる。

SP4414（写真図版52）

SD4041東側で検出された径約0．2mの小さめの柱穴である。明確な掘方、柱痕の区分はなく、底部に礎

板状に扁平な砂岩が据えられる。上部構造物による荷重のためか石材は柱穴内で柱当たり以外の部分が

3つに割れ、掘方壁面に沿ってほぼ垂直に立った状態となっている。小径ながら柱の沈下を防止を目的

とする構造持つこととそれにも関わらず礎板状の石材に相当の荷重がかかったことが窺われるなど、上

部構造を検討する上で注目すべき遺構である。

SP4490（写真図版52）

SD4038の中央付近両辺を切込む形で検出された柱穴である。柱痕部に扁平な砂岩が礎板状に据えられ

る。柱痕底部に位置しておらずやや上位で検出されているが、平坦面を水平に据えられており、柱当た

りの高さを調整するために用いられたことが窺われる。

出土遺物（図版53）

407はSP4490より出土した休部外面に鍔をもたない土師器鍋である。休部は内湾し、口縁端部は丸み

をもって収める。外面の口縁部下を強くナデて凹部を形成する。

SP4491

C9区北部で検出された柱穴である。上部を後出の土坑SK4074により欠く。底部に根石が据えられ、

その上部に別の板石状の砂岩が掘方内に倒れ込むように検出されている。板石には炎焼を受けた痕跡が

認められる。

SP4492（写真図版52）

C9区南部で検出された柱穴である。柱痕部下半には拳大前後の礫が詰められる他、柱痕部と掘方の

間には炎焼を受けた板石状の砂岩等の石材が根固めに詰められる。

SP4493

SP4492南側で検出された柱穴である。根固めの石材が2個が掘方底部で認められた。
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SP4494（写真図版52）

C9区西部で検出された柱穴である。中央部に根石と根固めの炎焼を受けた板石状の砂岩を伴う柱痕

部があり、後に掘方内南西部に石材を避けるように深く柱材が据え直された状況が窺われた。

D7地点周辺の遺構群

B区南西辺中央部、A区との境界付近では北東一両西方向約15m、北西一両東方向約10mの範囲でほ

ぼ長方形に周囲より基壇状に若干高くなる部分が認められ、それを中心に土坑や溝、ピット等の遺構が

集中して検出される状況が認められた。この基壇状の高まりは、もともと微高地状の自然地形の縁辺を

若干整形して造り出されたものと見られ、明確な盛土等の整地層は全く認められない。基壇状の高まり

は北西辺と北東辺が比較的明瞭に斜面を持って立ち上がり、南西辺は調査区の境界に当たり、やや不明

瞭な状況である。北西辺と南西辺には基壇上面を区画するかのように平行する溝SD4032とSD4048が走

行し、その間の距離は約6mを測る。南東辺ではその中央部付近に隅丸方形の土坑SK4066があり、特に

このSD4032とSD4048及びSK4066で囲まれる範囲の内側では濃密に遺構の集中が認められた。これらの

遺構は土坑8基、溝13条、ピット80基以上に及ぶ。検出された各遺構の機能やピット群により構成され

る個別の建物等の遺構については明確にし得ておらず基壇状遺構全体の性格についても不明な点が多い。

またC9区からD6区に向け弧を描いて走行する溝SD4036やその外側を同じように弧を描いて溝

SD4035が検出された他、D7区東半では不定形土坑数基も検出された。

SD4032

基壇状遺構上面北東辺を区画すると見られる溝である。幅約0．5m、検出長6．7mを測る。中央部付近で

土師器羽釜片等がややまとまって検出された。

出土遺物（図版51写真図版56・58）

368・369の土師器の鍋が出土している。いずれも断面三角形状の退化した鍔をもつ土師器鍋である。

368は鍔が退化し上下のナデによって僅かに鍔を形成している。内面の刷毛目調整は見られない。外面は

鍔以下に斜め方向の叩き目が残る。369も368と同様の鍋で、断面三角形状の鍔を上下を強くナデること

によって作る。外面の錯以下には斜め方向の叩き目が残る。

SD4048

基壇状遺構上面南西辺を区画すると見られる溝である。幅約0．6m、検出長6．7mを測る。南東端で基壇

内側へ屈曲する傾向を示すが、確認トレンチにより欠くため明確にし得なかった。基壇外側へ向け

SD4034、SD4049、SD4050の3条の小満が接続する。

SK4066（図版38）

基壇状遺構南東辺中央部で検出された隅丸方形の浅い土坑である。基壇辺に沿う辺がやや長く、長方

形状を呈する。長辺約2．8m、短辺約2．4m、深さ約0．1mを測る。北角部はやや形状を崩し、炎焼を受け

た拳大から人頭大の石材が散乱するように認められた。埋没後その上部からSP4651－SP4653のピットが

穿たれる。埋土は黄褐色ないしにぷい黄褐色の細砂で、若干の土器が出土している。

出土遺物（図版52　写真図版60）

385は土師器の鉢もしは措鉢である。休部はやや内萄気味に立ち上がり、口縁部下に、僅かに突帯状に
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退化した鍔を作りだす。口縁端部は水平に切り、端部を横方向につまみ出す。内面には横方向、更に縦

方向の浅い措目を施す。休部外面には指頭庄痕が残る。

SK4067

基壇状遺構北西辺南西部で検出された東西にやや長い不定形の浅い土坑である。長軸約5．5m、短軸約

3・Om、深さ025mを測る。埋没後その上部からSP4582－SP4599、SP4602－SP4606等多数のピットが穿た

れる。

SK4065（図版38）

基壇状遺構上面中央部、SK4066の北西1．5mで検出された楕円形の土坑である。南東部を確認トレンチ

により欠き、南辺の一部をSD4057に切られる。長軸検出長1．1m、短軸長0．96m、深さ0．1mを測る。埋土

上半を中心に土師器羽釜片等中世の遺物と、325の土師器壷のような古墳時代の遣物が出土している。

SK4088

基壇状遺構西角裾部でSK4067西端を切るように検出された楕円形の土坑である。A区とB区の間の側

溝で一部切られているが、長軸1．8m、短軸1．3m、深さ0．25mを測る。埋土内より須恵器片等の遣物が出

土している。

出土遺物（図版52　写真図版60）

387は須恵器鉢である。口縁端部は上方につまみ出す。東播系魚住窯跡群の赤根川支群の製品と考えら

れる。

SK4084

基壇状遺構上面東角付近で検出された楕円形の浅い土坑である。南側の一部を確認トレンチにより欠

く。短軸0．8m、長軸検出長0．9mを測る。

出土遺物（図版52　写真図版60）

386は土師器鍋である。底部は丸底で、底部と休部の界は丸みをもち、休部はやや内傾気味に立ち上が

る。外面の口縁部下には上下を強くナデることによって、退化した鍔を形成する。外面の口縁部下には

斜め方向の平行叩き目が残る。

SK4090

SK4065の南側で検出された楕円形の土坑である。大半が確認トレンチ内にあり詳細二は不明な点が多

いが、基壇状遺構上面からの深さは約0．42mと他の土坑に比べ深い。

小満群

基壇状遺構上面においてSD4037、SD4046、SD4047、SD4057等の小満が検出されている。いずれも幅

約0・4m程度の小満であり、断片的に遺存する状況を示しその機能や性格は不明である。またSK4066を挟

んで基壇状遺構南東辺を画するようにSD4051－SD4054の小溝4条も認められる。

ー50－

L

L



SK4041

SD4051の南側で検出された径約1．8mを測るほぼ円形の土坑である。基壇状遺構南角部に位置するが、

SD4051を切る等やや後出して形成された土坑と考えられる。

ピット群

基壇状遺構付近で検出されたピットは80基以上に及ぶ。大半のピットは基壇状遺構を構成する土坑や

溝といった主要遺構を切る形で形成される傾向を示す。いずれも掘方の径0．20m～0．40m、柱痕部の径

0．15m－0．20mを測る柱穴と見られるが、掘立柱建物等の具体的な上部構造は明確にし得ていない。これ

らのピットの中には柱痕部に柱材が遺存するものや礎板や根固めの石材が認められるもの等も認められ

た。

SP4467

基壇状遺構上面、SD4046とSD4037の間で検出された柱穴である。楕円形で、長軸は0．45m、短軸0．3

mo

出土遣物（図版53　写真図版60）

405はSP4467から出土した土師器鍋である。休部は内湾し、休部と頸部の界はやや屈曲し「く」の字

状を呈するが屈曲の程度は比較的小さい。口縁部は外反し口縁端部は僅かに外方につまみ出す。休部外

面には斜め方向の平行叩き目が残る。

SP4470

基壇状遺構上面東角部付近、SD4037の西で検出された柱穴である。直径0．25m。

出土遺物（図版53　写真図版60）

409はSP4470から出土した土師器鍋である。休部と口縁部の界の屈曲はSP4467から出土した405に比べ

て大きく、また、口綾部のつまみ出しもやや大きい。休部外面には横方向の平行叩き目が残る。

SP4452

基壇状遺構東角部の外、0．5mほど離れたところで検出された柱穴である。直径0．2m。

出土遺物（図版53　写真図版60）

410はSP4452からの出土である。外面の口縁部下に断面三角形状の鍔を付ける土師器鍋である。口縁

部がほぼ直立し、外面の鍔以下に斜め方向の平行叩き目が残る。

SP4627

基壇状遺構上面東角部付近で検出された柱穴である。周辺では特にピットが集中し、SD4037等ととも

に複雑に切り合い関係を示しつつ多数の遺構が検出されている。SP4627はその中でも南端近くで検出さ

れ、切り合い関係からは最も後出する遺構と考えられ。掘方の径は0．3mを測り、灰黄褐色シルトを埋土

とし、下端で径約10cmを測る針葉樹を材とする柱材が遺存して検出された。詳細な樹種は不明である。

基壇状遺構上面からの深さは約0．50mを測る。
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SP4457

SK4090北西部を切るように検出された柱穴である。据方の径は0．24mを測り、中央に径約0．10mの柱

痕部をもつ。柱痕部は暗灰色の粘質土を基本とするが内部に針葉樹を材とする柱材の節目部分に当たる

堅頼な部分のみが放射状に遺存する状況が認められた。

SP4468

基壇状遺構上面のほぼ中央、SK4067の南東辺に沿って検出された柱穴である。底部に扇平な石材を礎

板状に据え、さらに掘方と柱痕の間にも石材を詰め、根固めを施す。礎板に用いられた石材は炎焼を受

け黒色に変色し、根固めの石材の一部にも炎焼を受けた痕跡が認められた。

SP4588（写真図版52）

SK4067内で検出された柱穴である。長軸0．55m、短軸0．18m。底部に上面が平坦な石材を礎板状に据え

る。

SP4590

SK4067内で検出された柱穴である。底部に炎焼を受け黒く変色した拳大の円礫数個を据える。長軸

0．5m、短軸0．35mを測り、基壇状遺構上面からの深さは約0．35mを測る。

SK4062（図版38）

D7区南端部で検出された不定形土坑である。長軸は3．55m、短軸は1．6m。深さは0．35m。埋土は最

下層のにぷい黄色の細砂上に灰黄色の細砂～中砂が堆積し、最上部に灰黄褐色の細砂が薄く覆う状況を

示す。明確な人為性に乏しい遺構である。

SK4063（図版38）

D7区中央東よりで検出された小判型を呈した土坑である。長軸1．4m、短軸0．8m、深さ0．2m。性格

等には不明な点が多い。

SK4095

D7区北端部で検出された不定形土坑である。明確な人為性は認められない。

SD4036

C9区からD7区にかけて断続的に弧を描くように検出された溝である。幅約0．45m、検出長は全体

で約23mを測る。埋土は灰黄色の細砂混じりシルトである。調査区東辺の谷状地形の検出ラインにほぼ

平行するような傾向を示すことから、SD4035とともに旧地形に規制された性格を持つ可能性が高い。

SD4035

D7区SK4095付近からD6区にかけてSD4036と同様に断続的に弧を描いて走行する溝である。

SD4036の東方に約4－6mの間隔をおいて走行し、南に進むにつれその間隔がやや開く傾向を示す。

SD4036と関連しつつ機能した溝と考えられる。
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D9区周辺の遺構群

B区北東端に当たる区域で検出された遺構群である。調査区東辺から北端部にかけては旧長坂川の侵

食による谷状地形となっており、後の侵食によって遺構面は谷部への崖面でその一部が遺存せず途絶す

る状況を示す。D9区周辺では北端部へ向けてC9区から連続する遺構面で点在するピット群や不定形

土坑群等の遺構が検出された。全体的に遺構はやや希薄な状況を示し、集落の縁辺的な様相を示す。

SP4434

D9区北東部で検出された柱穴である。径約0．30m、深さ約0．25mを測る。柱痕部は掘方南側に片よ

り、北側には根固めに拳大の石材が3段詰め込まれる。

出土遣物（図版53　写真図版60）

411はSP4434からの出土である。外面の口縁部下に断面三角形状の鍔を付ける土師器鍋である。口縁

部が内傾する。外面の鍔以下に斜め方向の平行叩き目が残る。

SP4435（写真図版52）

D9区北東部、SP4434の南東約1mで検出された径約0．30mを測る柱穴である。柱痕埋土の中位から

拳大の石材が検出されたが、埋土の状況から柱材の抜き取り時に投棄されたか、根固めに用いられた石

材が抜き取り穴に崩落したものと考えられる。

SP4437

調査区北端の侵食崖面際で検出された径約0．25mを測る柱穴である。深さは約0．35mを測る。掘方壁面

中位に張り付くように根固めに用いられたと見られる偏平な石材が認められた。

不定形土坑群

D9区南半からD8区東部にかけて樹木の痕跡等の人為性に乏しい不定形土坑群が検出された。

SK4083－SK4086やSK4092－SK4094である。SK4076・SK4086・SK4094等は浅い土坑で性格等は明らか

にし得ないが、楕円形の平面形を呈する等やや人為性が窺われる。

E6区周辺の遺構群

B区東端に当たる区域である。旧長坂川の侵食による谷状地形が調査区東辺部から北端部に連続して

認められ、その崖面によってD9区周辺と同様に遺構面の一部も侵食を受けていることが窺われる。遺

構の分布も極めて希薄で、先述のSD4021が谷状地形に接続する以外、当該時期に属するものと見られる

遺構は、土坑SK4099とピット18基が点在するのみである。

SK4099

E5区東端の谷状地形侵食崖面際で検出された円形の土坑である。周辺部は遺構が皆無で単独で形成

される。径約0．8mを測るが北半は侵食崖面により欠く。性格については不明である。

ピット群

点在するピット18ヶ所が検出されたが分布は希薄で性格等も不明である。特筆すべき構造等も認めら
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れなかった。

長坂川旧河道による谷状地形

調査区東辺から北端部にかけては旧長坂川の侵食による谷状地形となっている。長坂谷の侵食により

その開口部に形成された三角州状の微高地を避け、長坂川が東側の丘陵裾部に定位化することにより、

調査区東側は一層侵食が進み深い谷状地形が形成されたものと見られる。調査区内ではその左岸側の肩

部を検出したのみで全体の規模等については不明である。谷埋土からは中世期以降の遺物が出土してい

る。

出土遺物（図版54　写真図版61・62）

413は外面の口縁部下に断面三角形状の幅の狭い鍔をはりつける土師器鍋である。体部はほぼ直立し、

口縁部はやや内傾する。口縁端部は上方に僅かにつまみ出す。内面には刷毛目調整が施される。外面の

錯以下は斜め方向の平行叩き目が残る。416は外面に断面三角形状の鍔を付ける土師器鍋である。底部は

丸底で、休部と底部の界は大きく屈曲し休部は内傾する。内面には刷毛目調整が施される。外面の錯以

下には斜め方向の平行叩き目が残る。414は413同様外面に断面三角形状の鍔をはりつける土師器鍋であ

る。形態・調整技法とも413とほぼ同様である。417は土師器鍋である。口縁部は直立し、口縁端部は横

方向につまみ出す。休部外面には横方向の平行叩き目が残る。415は414と同様の外面に断面三角形状の

鍔をもつ鍋と考えられるが、鍔は剥落している。内面には板ナデ調整が施され、外面には斜め方向の平

行叩き目が残る。

418は須恵器片口鉢である。平底で休部は直線的に斜め上方に立ち上がる。口縁部は肥厚し、縁帯を形

成する。東播系須恵器の魚住窯の製品と考えられる。467は須恵器賓の口縁部である。口縁部は外反し端

部を僅かに上下に拡張する。420も須恵器碧の頸部である。外面に綾杉状の叩き目が残る。421は無粕陶

器の壷である。休部は丸みをもち、休部と口縁部の界は大きく屈曲し、やや外方に開く。口縁端部は丸

く肥厚する。休部外面上方には櫛状工具で沈線が施される。備前焼Ⅳ期の製品と考えられる。

小結

中世に帰属するものと判断される遺構は、A区で検出された焼土を伴う石敷遺構SX4001や炎焼を伴う

石材やそれらによって構成される石組みを伴うSK4031やSK4025が特徴的なものとして挙げられる。また

炭窯2基の存在もそれらの高温の燃焼を伴うことが想定される遺構群との関連を強く示すものと考えら

れる。SD4021やSK4037も、長坂川から取水し貯水する機能が想定されるなど、その機能や性格から注

目すべき遺構である。さらに調査区のほぼ全域で複数のピット群を構成する柱穴が多数検出され、具体

的な上部構造はほとんど復元し得ていないものの、その分布の濃密や切り合い関係等から数次にわたる

建替えが繰返されつつ掘立柱建物群が調査区付近の数箇所で展開したことが窺われる。特に個々の柱穴

には、上述の高温の燃焼を伴う遺構群等から転用されたものと考えられる炎焼を受けた石材を根石や礎

板、根固めに用いたものが数多く認められ、こうした柱穴により構成される構造物が一定期間存続しつ

つ営まれたことが想定される。また上部構造物の加重を支え、沈下やずれを厳重に防止しようとする構

造が多く認められる点も注目される。

このように今回検出された中世に属する一連の遺構群は、高温の燃焼を伴う遺構とその燃焼に用いる

炭を供給する炭窯、高温の熱を伴って使用された土坑、冷却や研磨等の目的が想定される貯水施設、沈

下やずれが厳重に防止された柱穴を伴う掘立柱建物群等、全体で金属の精錬や鋳鍛造に関連する生業に
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関わる集落である可能性が想定されるが、副次的に産出されるはずの洋等の出土が皆無であり、当該時

期の本集落に関する性格を明確にするには検討すべき要素も多く残されたものと言える。

3←　近世以降の遺構と遺物

A区では段状に開発が進み上述の中世の集落が廃絶後、耕地化されたものと見られ、各段の前面や直

下等でそれらの形成や耕作に伴う溝が検出された他、B区のC9区を中心として下部の砂礫層を湧水層

としたSE4001等の井戸も検出された。またC区は、一段下位の段丘面或いは氾濫原に当たり中世以前の

遺構面は検出されず、砂層堆積を検出面として近世の土坑SK4048が検出された。

小溝群

A区中段前面部でSD4017－SD4020の小満が検出された。いずれもN－300－E程度の方位で、ほぼ直線

的に流れている。SD4017とSD4019は一連の溝で、SD4018はその北をほぼ接するように流れている。幅

はいずれも0．3m～0．4mである。SD4020はこれらの溝から1．3mほど北にあり、幅は0．9mとやや広い。中

段域の耕作面化に伴いその前面の畦畔等を画する溝と考えられる。

SE4001（図版47）

B区C9区中央付近で検出された円形の井戸である。掘方の径約1．3mを測る。下部の青灰色シルト層

を貫きさらに下位の砂層を湧水層として掘削する。井筒には竹製の編み物が用いられ、井筒の径約0．9m、

編み物の深さは1mまで確認している。編み物は筒状で底部には構造物は無く素掘りである。検出面か

ら最深部までの深さは約2．0mを測る。井筒埋土から近世の瓦片等が出土した。

出土遣物（図版53　写真図版61）

403・404の瓦が出土している。403は巴文軒平瓦である。404は唐草文軒平瓦である。

井戸状土坑群

C9区付近のSE4001周辺では、中世の遺構群より後出するやや大型の土坑群が検出され、湧水層とな

る砂層地帯に集中的に検出されることから近世以降の井戸と判断された。SK4071、SK4072、SK4074、

SK4050がそれらに当たる。これらには掘削途上で砂層の崩落により形状が崩れ、井戸として完掘を放棄

されたと見られるものSK4074等も認められる。

SK4050（図版37）

不定形の土坑で、2段堀になっている。深さは0．38m。

SD4001

SK4003を切る形で検出された小満である。深さ約0．10mと浅く灰色砂質土を埋土とする。埋土の状況

や他の遺構との切合い等から近世以降に属する遺構と考えられる。

SD4008

調査区東端、2ライン付近の段差直下で検出された小満である。段の形成に伴い開削された近世以降
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に形成された溝の可能性が高い。

SD4009

E3区からE4区にかけて検出された小満である。2ライン付近の段差にほぼ直行する方向に走行す

るなど、SD4008同様に近世以降に形成された可能性が高い溝である。

SD4055・SD4056

SD4021の南側、E5区北部で検出された平行する短い小満である。灰色系の砂質土を埋土とし、耕地

化されて以降の鋤溝状の小満が部分的に遇存したものと判断される。

SK4048（図版36　写真図版50）

C区の西で検出された楕円形の土壌である。長軸の長さ3．55m、短軸は2．1m。深さ0．92m。円形の土

墟2基が結合したものである可能性がある。

出土遺物（図版52・78　写真図版59・88）

388－395はSK4048からの出土である。388・389は土師器畑格である。底部は丸底で、休部は内傾する。

休部と底部の界は丸みをもつ。388は口縁部外面に2条の凹線をもち、口縁端部を僅かに外方につまみ出

す。390・391は無罪由陶器措鉢である。390は平底で底部の外周に凹部をもち、低い高台状に作りだす。休

部は僅かに内題気味に斜め上方に立ち上がる。口緑部は上下に拡張して縁帯を形成し、外面には2条の

沈線を施す。内面には8条1単位の措目を施す。堺・明石産の措鉢と考えられる。391は平底で休部は直

線的に立ち上がる。口縁部は上下に拡張し縁帯を形成し、外面に2条、上面に1条の沈線を施す。内面

には密に措目を施す。堺・明石産の措鉢と考えられる。392は無粕陶器の鉢である。底部は平底高台風に

浅く削りだし、上げ底風に中央部に向かって削る。休部は中位で大きく屈曲し直立する。休部外面には

凹線を4条施す。全面に赤土部（鉄泥渠）を施す。

393は施粕陶器椀である。高台は比較的径の小さい輪高台で休部は丸みをもって立ち上がる。口縁端部

は尖り気味に収める。肥前系の京焼風陶器と考えられる。397は磁器碗である。底部の器壁は非常に厚い。

高台は比較的高く、休部は緩やかに外上方に立ち上がる。口縁端部は尖り気味に収める。395は染付磁器

碗である。底部の器壁は非常に厚く、休部は内題気味に斜め上方に立ち上がる。口縁端部は尖り気味に

収める。外面には下から界線2条、雪輪文を淡い呉須で施文する。また、高台裏にも施文される。肥前

系染付磁器のくらわんか手で、18世紀後半代に位置づけられる。

S25の砥石が出土している。

落ち込み肩～包含層出土遺物（図版55～57　写真図版61～65）

422・423は休部外面に断面台形状の鍔をはりつける土師器羽釜である。休部はやや内傾し、口縁部は

更に内側に傾く。口縁部外面には強い回転ナデを加えた結果、凹部が形成される。内面には板ナデ調整

が施され、また外面の鍔以下には平行叩き目が残る。423も422とほぼ同じ形態・技法の土師器鍋である。

424は断面三角形状の鍔を口縁部下に付ける土師器鍋である。口緑部は内傾する。外面の鍔以下には斜め

方向の平行叩き目が残る。425は土師器措鉢である。休部は直線的に斜め上方に立ち上がる。口縁部はや

や肥厚し、端部は上方につまみ出す。内面には櫛状工具による措目が見られる。

426は弥生時代第2様式の壷である。427は土師器の椀で、428は須恵器の杯である。429と430は、同一
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個体の可能性が高い壷である。詳細な時期は不明である。431は波状文を施した須恵器の壷の口縁部で、

427・428と同様に、古墳時代中期のものである。432はカキメを施した須恵器の壷の胴部で、433の底部

と同じく、古代に属するものである。

434は外面に断面台形状の比較的幅の広い鍔をもつ土師器羽釜である。口縁部は直立し、口縁部外面に

は断面三角形状の小さな突帯をはりつける。鉄釜を模倣したタイプの羽釜である。435は口縁部が内傾し

外面には断面三角形状の幅の狭い鍔をつける羽釜である。また、鍔の上方に断面三角形状の小さな突帯

をはりつける。内面には刷毛目調整が、外面の鍔以下には平行叩き目が見られる。436－451は外面の口

縁部下に断面三角形状の退化した鍔をもつ土師器鍋である。436は断面三角形状の比較的しっかりとした

鍔をつくる。口緑部は内傾し、端部は直角に切る。休部内面には刷毛目調整が、また外面の鍔以下には

斜め方向の平行叩き目が残る。445も436と同じタイプの鍋である。437・446は鍔が437に比べて退化して

おり鍔の上下の強いナデによって鍔を作りだしている。438は更に鍔の退化が進んだもので鍔と言うより

はむしろ段に変化している。437－454はいずれも外面の鍔以下には斜め方向の平行叩き目が残る。447・

439は比較的しっかりとした鍔をもつもので、いずれも外面の鍔以下には斜め方向の平行叩き目が残る。

440は437とほぼ同タイプの鍋で、形態・調整技法とも同様である。448は鍔の退化が著しく鍔と言うよ

りは段に変化している。441－450は鍔の退化が進み、断面三角形状の小さな突帯をつくるタイプの鍋で

ある。口縁端部の形態は直角に切るもの（441・442）、丸く収めるもの（449・450）がある。443・451は

鍔の退化が最も進み、僅かに鍔の痕跡を留めるタイプのものである。443は内面に刷毛目調整が施される。

両者とも外面に斜め方向の叩き目が残る。451は口縁端部を僅かに外方につまみ出す。444は鍔が見られ

ないタイプの鍋である。強いナデにより口縁部下に凹部を形成する。内面には板ナデ調整が、また外面

には斜め方向の平行叩き目が見られる。

452は土師器鍋である。休部と口縁部の界は大きく屈曲する。口縁部は外反し、口縁端部は丸く収める。

休部外面には斜め方向の平行叩き目が残る。453も452とほぼ同タイプの土師器鍋である。内面には刷毛

目調整が施される。また、体部外面には斜め方向の叩き目が残る。454・455は休部が外方に開くいわゆ

る鉄甲形の土師器鍋である。454は休部は外方に開き、口縁部はやや厚みを増し、端部は直角に切る。口

縁部内面には強いナデ調整が加えられ凹部を形成する。休部外面には斜め方向の叩き目が見られる。455

も454と形態的にはほぼ同様であるが、口縁部が玉線状に肥厚し、内面の凹部は見られない。456は土師

器措鉢である。口縁部外面に断面三角形状の小さな突帯をはりつけ、鍔状に成形する。内面には横方向

の措目が櫛状工具で施される。457・458は土師器皿である。457はB7区土器群の出土である。458は457

と同様、平底で体部は斜め上方に直線的に立ち上がる。内外面ともナデ調整が施されるが、体部はやや

丸みをもち、口縁端部は尖り気味に収める。両者とも回転台を使用して成形され、底部外面は未調整で

糸切り痕が残る。

459－461は須恵器椀である。459・461はB7区土器群の出土である。460は459とほぼ同じタイプで、

平底で休部は僅かに内題気味に斜め上方に立ち上がる。口緑端部は丸く収める。内面の底部中央はやや

窪む。いずれも東播系須恵器と考えられる。462－464は須恵器鉢である。462は休部は直線的に斜め上方

に立ち上がり、口緑端部は上方につまみ上げる。463は口縁端部を上方につまみ上げ、口縁部内面に凹部

をもつ。また、内面に刷毛目調整が見られる。464は口縁端部が丸く肥厚する。いずれも東播系須恵器と

考えられる。

465は無粕陶器措鉢である。口縁部は上下に拡張し縁帯をつくる。口縁端部の上端は上方にまた下端は

横方向につまみ出す。内面には櫛状工具で6条1単位の措目を施す。備前焼Ⅳ期の製品と考えられる。
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466は無粕陶器の壷の口縁部である。口縁端部は丸く玉縁状に肥厚する。備前焼Ⅲ期の製品と考えられ

る。467は施粕陶器皿である。底部は碁笥底風に浅く削りだし、口縁部は大きく外反する。内面には箆

状工具で菊花文を施文する。内外面とも灰粕を全面に施粕する。美濃大窯期のいわゆる黄瀬戸菊皿と考

えられる。

468－470は青磁碗底部である。468の高台は比較的浅く削りだす。底部内面に草花文をスタンプする。

龍泉窯系青磁碗と考えられる。469の底部の器壁は非常に厚く、高台は比較的低く削りだす。底部内面に

は草花文（昆虫文か？）がスタンプされる。龍泉窯系青磁碗と考えられる。470の高台は比較的低く削り

だす。底部の器壁は非常に厚い。高台上面には高台を削る際の痕が見られる。

471は土師器小鉢である。底部は平底で休部は内題気味に立ち上がり、口縁端部は丸く収める。体部外

面にはロクロ目が明瞭に認められる。底部外面は未調整で糸切り痕が残る。

472は石鍋である。口緑部に断面台形状の短い鍔をもつ。外面には成形時のノミ跡が明瞭に観察される。

473は染付磁器皿である。高台径は比較的大きく、浅く削りだす。休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。

口縁端部は尖り気味に収める。内面には淡い呉須で草花文を描くいわゆる芙蓉手の皿である。肥前系染

付磁器皿と考えられる。474は土錘である。全面にナデ調整が施される。

MlO・M14の金属器も包含層から出土している。（図版58　写真図版66）MlOは釘で、頭部は欠損して

いる。残存長は7．85cm、断面は一辺おおよそ0．5cmの方形である。M14はタガネと考えられる。残存長は

4．3、断面は長方形で、長辺2．6cm、短辺1．2cm。

他にS9の石錐が包含層から出土している。（図版75　写真図版27）
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第3節　平成8年度の調査

国土座標上の基準点を調査区内に移動し、それを基準に測量用の基準杭を10mごとに打ち、東西方向

に東から順にAからDのラインを、南北方向に北から順に1－5のラインを設定し、その交点を杭番号

とし、調査区のグリッド名は、北西隅の杭番号で呼んだ。

確認調査及び平成6年度の調査の成果から、中世の遺構面を想定して調査を行ったが、中世の遺構以

外に、古墳時代及び近世の遺構がみつかった。

1．近世以降の遺構（第11図　写真図版68・69）

この時期の遺構は、調査区の全域にわたって存在する。検出された遺構は、水溜め・井戸・集石遺

構・研状遺構・溝・土坑・落ち込みなどである。遺構の時期は、概ね江戸時代中期（18世紀）以降であ

る。江戸時代前期の遺構は検出されなかったが、包含層からは17世紀前半の肥前系陶磁器が出土してい

る。

溝SD5001と溝SD5002に囲まれる約5．7×15m以上の空間には建物が存在した可能性もあるが、柱穴や

礎石は検出されなかった。

なお、桶を埋めたものが約30基検出されている。桶の大きさは直径1m前後のものが多いが、直径50

cm程のものもある。出土した遣物から詳細な時期を推定することはできなかったが、他の遺構との関係

から江戸時代後期（19世紀）以降のものと考えられる。出土した遺物の中には古い時代のものも含まれ

ており、包含層の遺物が混入したものと考えられる。

SE5001（図版60　写真図版71～73）

SE5001は、調査区北西辺の中程に位置する水溜めである。直径50cm、深さ26cmの結桶を据えて、その

上部に3－4段石を積み上げる構造である。20－40cmの比較的大きめの角礫十数個を桶底近くまで放り

込んで埋めている。掘方の径は約1．5m、現存する石組みの上端から桶底までの深さは、62cmである。

構築方法は次の通り復元できる。

①径1．5mの円形の堀方を掘り、結桶を据える。

②結桶の上端まで比較的しまった粘質土で埋める。

③結桶の上端に径1．5cmの竹管を四方に配す。

④最下段のみ、長軸方向を内側に向けて石を据える。

⑤2段目～4段目は小口を内側に向けて石を積み上げる。

⑥堀方と石組みの間をやや砂質の土で埋め裏込めとする。

この構造物は、竹管の片端を斜めに切って上に向けていること（但し、4本の内1本は下を向いてい

た）、水が溜まりやすいように掘方の埋土を使い分けていることから、扇状地の湧水を利用した水溜めと

考える。

出土遺物（図版69　写真図版82・83）

528は措鉢である。休部は斜め上方に立ち上がり、口縁部は縁帯状に成形する。口縁部外面には沈線が

2条施される。内面には櫛描きの措目が11条1単位で下から上に向かって密に施されている。18世紀後

半以降の堺・明石産措鉢と考えられる。529・530は土師器鍋の口縁部である。断面三角形状の退化した

鍔をもつ。鍔ははりつけではなく、口縁部外面の強いナデによって作りだす。
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SE5002（図版61写真図版74）

井戸SE5002は、調査区の北端中央に位置する。堀方の径は1．5－1．7mである。検出面から1．7m下まで

は埋土を掘削したが、以下は狭く、崩壊する危険性が生じたため確認できなかった。

井戸側となる石組みの内法は上端で65cmであるが、検出面から約50cmで少し狭まり55cmとなる。以下

は、ほぼ同じ径である。よって石組みの断面形状は、上部が少し開くが全体的には筒状である。

埋土の上層には洪水砂と思われる砂が充満しており、さらに検出面から1．5m下で多量の瓦と共に陶磁

器・ガラス・鉄釘・石臼が出土した。出土遣物より井戸の廃絶時期は近代以降であることは明らかであ

る。

出土遺物（図版69　写真図版79）

531は染付磁器鉢である。高台中央部を浅く削り出す蛇の目状凹形高台に成形する。休部は内題気味に

斜め上方に立ち上がり、口縁端部は肥厚して、外反する。口緑部上面には箆状工具で刻み目を入れてい

る。文様は外面の底部には唐草文を、休部には草花文をそれぞれ呉須で描く。また、内面の底部には草

花文がまた、口縁部内面には雷文帯が描かれている。産地は不明であるが、高台部が蛇の目凹形高台に

成形されていることから、19世紀前半以降の製品と考えられる。

532は丸瓦で、玉縁近くと中程に釘穴が2箇所ある。

M26は鉄釘で、ほぼ完形で長さ18．2cm、断面は長方形で、0．8×0．6cm。頭は折り曲げられ、やや扇平に

なっている。出土時には、頭に近い部分が一回り太くなるくらい泥が付着していた。

SX5003（図版59　写真図版70）

集石遺構SX5003は、調査区の南東隅で検出され、調査区外にも広がる。幅3mの浅い窪みの中央に人

頭大の角礫がまとまって出土した。SX5003のすぐ南は長坂川で、この遺構が遺跡の南端に位置すること

や角礫の出土状況から、溝に伴う石組みなどを解体し、ここに廃棄したものと考える。角礫の間から数

点の平瓦片が出土している。

SX5004（図版62・63・68　写真図版68・69・70）

SX5004は調査区の中央に位置する研状の遺構である。堀方の規模は東西3．0m、南北2．6mで、平面形

態は長方形である。断面形状は中央部が窪んでおり、いわゆる二段掘りである。桝は、四辺に杭を打ち

込み、板材もしくは枝払いをした木を横に渡した後、裏込めの小礫と土を入れて構築している。検出時

には両辺の横板材が土庄で内側に倒れていたが、復元すると木組みの内法は東西1．6m、南北1．2mとなり、

深さは40cmを測る。研内からは肥前系染付磁器の碗・皿、肥前系陶器の皿、漆器の碗・皿、砥石、箸、

曲物底板と桶側板の一部など食生活に関連するものが出土している。しかし埋土の上層では土師質十能、

施粕陶器の灯明皿、青磁の仏花瓶の一部など食器以外の生活品も出土している。

桝の南側にのみ拳大～人頭大の石を敷きつめた様子がうかがえるため、この箇所が作業場であったと

考える。また、オーバーフローした水は、西に接する暗渠を通じて溝SD5002に流す構造になっている。

出土遣物と周辺の遺構との関連からこの研状遺構の性格を考えると、扇状地の湧水を利用した井戸も

しくは洗い場と判断される。出土した遺物の示す時期は、江戸時代中期（18世紀前半）～後期（19世紀

前半）であるが、埋土上層の遺物は19世紀前半のものが多く、この時期に廃絶したものと考える。

出土遺物（図版67・68　写真図版77・79・84）

501は陶器鉢である。底部は平底で体部は斜め上方に立ち上がる。休部の内外面とも回転ナデ調整を施
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す。底部外面は未調整である。502・503はいずれも土師器皿である。回転台を使用して成形されており、

底部外面は未調整で糸切り痕が残る。504は須恵器壷の底部である。底部は平底で休部は斜め上方に立ち

上がる。底部外面には箆削り痕が残る。505は陶器の賛盤である。平面形状は細長い楕円形を呈する。成

形は楕円形の底部に休部をはりつけており、底部外面には布目痕がのこる。外面には草花文及び源氏香

が鉄柵で施されている。内面及び底部外面は露胎である。京焼き風の関西系陶器である。506は染付磁器

碗である。底部は平底に近く、休部は直立し、口緑端部はやや尖り気味に収める。休部外面には稚拙な

筆で龍文が呉須で描かれている。呉須の発色はブルーに近く、やや渉んだ感じである。19世紀以降の瀬

戸の製品であろう。507は染付磁器碗である。底部から休部にかけて緩やかに内題気味に立ち上がる。休

部の器壁は薄く、口縁端部は尖り気味に収める。休部外面には草花文が描かれている。18世紀代の京焼

風肥前系磁器であろう。508は緑粕陶器皿である。底部は厚く成形され、休部はやや内題気味に斜め上方

に立ち上がる。高台は断面台形状に粗く削り出され、外面の体部下半以下は露胎である。底部内面には

蛇ノ臼状粕ハギが認められる。また、粕は緑粕の上に白濁粕が二重に施されている。17世紀後半～18世

紀前半代の肥前系陶器（唐津系）である。

509は陶器製の灯明皿である。平底で休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。内面の休部上方に突帯を

巡らせ、灯芯を立てるため、1箇所に切れ目を入れている。内外面とも施粕されるが外面の体部下半以

下は露胎である。19世紀以降の京・信楽系の陶器であろう。510は陶器製の脚付灯明皿の脚部である。平

底で底部外面は未調整で糸切痕が認められる。焼成は軟質で陶器と言うよりは土師器に近い。全面に鉄

粕が施されている。底部には提灯用の釘穴が穿孔されている。19世紀以降の関西系の製品である。511は

染付青磁の簡形碗である。外面には淡い緑色の青磁粕が、また内面にはややくすんだ呉須で界線が2条、

コンニャク印判で五弁蓮花文が施文されている。18世紀代の肥前系磁器である。512は染付磁器碗である。

全体に器壁は厚く、特に底部は厚く成形されている。休部はやや内題気味に立ち上がり、口縁端部は尖

り気味に収める。外面には界線が2条及び菊花文がコンニャク印判で施文されている。文様は呉須が多

いせいか、つぶれた感じである。18世紀前半代の肥前系くらわんか手の碗である。513も同様に肥前系の

くらわんか手の碗である。512に比べやや小振りで体部がやや丸みをもつ京焼鳳のプロポーションを呈す

る。休部外面には松葉文がコンニャク印判で施文されている。514もコンニャク印判手の肥前系染付磁器

碗である。休部外面には菱文の内側に菊花文を配した文様を施文している。515は染付磁器碗である。

512同様コンニャク印判で丸文の中に桔梗文を配する肥前系のくらわんか手の碗である。516も肥前系の

くらわんか手の染付磁器碗であるが、外面の草花文は手描きで施されており、時期は18世紀中頃～後半

の時期が考えられる。517・518も菊花文をコンニャク印判で施文する肥前系染付磁器のくらわんか手の

碗の底部である。底部外面（高台裏）には渦巻き状の「福」字が手描きで施されている。17世紀後半～

18世紀前半代の時期が考えられる。519は染付磁器碗の底部である。外面にはやや黒ずんだ呉須で二重綱

目文が、底部内面には図案化された菊花文がそれぞれ施されている。肥前系染付磁器碗で18世紀前半代

のものであろう。520・521は染付磁器杯である。いずれも粗製で外面にはやや黒ずんだ呉須で松葉状の

文様を手描きで施文している。肥前系の染付で18世紀中頃から後半に位置づけられる。

522は染付磁器の小壷（油壷か？）の休部上半である。外面には渡み筆で草花（あやめ）文が施文され

ている。内面は露胎でロクロ目が明瞭に観察される。肥前系染付磁器で18世紀後半代に位置付けられる。

523も522同様肥前系染付磁器の小壷である。底部は碁笥底で休部は大きく内琴して球形状を呈する。外

面には松葉文・草花文を淡い発色の呉須で施文し、内面は露胎でロクロ目が明瞭に観察される。肥前系

の染付磁器で18世紀後半代の時期が考えられる。524は染付磁器皿である。高台は比較的大きく、休部は
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やや内題気味に斜め上方に立ち上がる。文様は内面の底部には五弁蓮花文がコンニャク印判で施文され

休部には波と松の文様が手描きで施されてる。外面には唐草文、界線が、底部外面（高台裏）には「大

明年製」の4文字が稚拙な筆で描かれている。肥前系のくらわんか手の皿で18世紀中頃一後半の時期が

考えられる。525は土製の十能の把手部分と考えられる。上面には板ナデ調整が施されて平滑であるが、

下面は未調整である。

W2－W5は漆器である。W2は外面黒・内面朱色の椀で、丸に蔦の葉の紋が三方に描かれている。

W3も外黒・内朱の椀で、草花文（？）が黄色で描かれている。W4は内外とも朱漆の椀である。W5

は皿で、内外とも朱漆である。

W6は木製容器の底板である。残っているのは一辺のみで、残りは欠損している。木釘のようなもの

が4－5本みられ、抜けた痕跡のようなものもみとめられる。残存長22cm、幅8．6cm、厚さ1cm。

W7は結桶の側板である。タガで結わえられていたため痛んだと思われる部分が上下2段ある。残存

長23．9cm、幅5．1cm、厚さ0．95cm。

W8－11は、箸である。残存長は10～18cm、太さは0．6－0．8cmである。木取は柾目である。

M25は銅製の円盤である。直径5．4cm、厚さ0．3cm。

他に砥石S28・29・31が出土している。（図版79・81写真図版87・88）

暗渠

研状遺構SX5004と溝SD5002をつなぐ位置に暗渠があり、長さ40cm前後の平らな石3枚を並べて蓋石と

している。蓋石を用いて暗渠としているのはこの箇所のみで研状遺構SX5004への通路の役割を果たして

いる。

SD5001（図版63　写真図版68・69）

幅約50cm、深さ14－21cmの溝で、調査区中央部から西へ溝SD5002に平行して真っ直ぐに伸びる。溝に

付随する石組みが一部に残存している。溝SD5002の一部を新たに掘り直したものと考える。

S30の砥石が出土している。（図版80　写真図版87）

SD5002（図版63　写真図版68・69）

幅約40cm、深さは石組みの上端から25cmを測る溝である。暗渠から南北二方向に分かれた後、西へ伸

びている。暗渠近くの石組みは埋桶によって損壊しており、埋桶との先後関係は明らかである。南に向

かう溝の両側に2－3段積みの石組みを伴うが、北側の列の大部分は失われている。残存する南側の列

の石組みは、箇所によって構築方法に違いが見られる。東半部では20cm程度の石を等間隔（約2m）に

立てて置き、その間に長軸を横にした石を連ねて基底とし、2段目－3段目はやや小振りの石も混ぜて

小口を内に向けて積み上げている。それに対し、西半部では東半部の石より小さいものを使って乱積み

の方法を用いている。北に向かう溝は、石組みを伴う溝SD5001によって断ち切られている。

溝の埋土から18世紀前半の肥前系磁器の皿が出土しているが、包含層の洪水砂に伴うものである可能

性がある。

出土遺物（図版70　写真図版77・81）

554は白磁もしくは染付磁器の皿である。内外面とも透明粕を施粕するが、外面の体部下半以下（高台

脇）は露胎であり、また底部内面も蛇の目状粕ハギが見られる。18世紀前半代の肥前系（伊万里）粗製
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磁器である　555は白磁皿である。比較的低く小さい高台を削りだし、休部は緩やかに斜め上方に立ち上

がる。口縁端部はやや尖り気味である。内外面とも透明粕を施粕するが、外面の体部下半以下（高台脇）

は露胎である。また底部内面も蛇の目状和ハギが見られる。18世紀前半代の肥前系（唐津）の粗製白磁

皿である。

SD5004（図版66）

調査区南東部にあり、幅1．0－2．0m、深さ22cmの溝で、東北東～西南西方向に流れている。

出土遺物（図版70　写真図版77・82）

546は土師器鍋である。底部は中央に向かって突出し休部は垂直に上方に立ち上がる。休部の下面で段

をもつ。口縁部はやや丸みをもって収める。外面の体部下半以下には格子目状の粗い叩き目が残る。16

世紀後半代の西播磨産の土師器鍋であろう。547は土師器措鉢である。外面の口縁下部に退化した鍔状の

突帯をもつ。内面には縦方向の措目を施した後、横方向の措目が施されている。548は手づくね成形の土

師器皿である。内外面とも指押さえののちナデ調整が加えられているが、休部外面には指頭庄痕が残る。

SD5005

調査区北端西半部で検出され、幅約1m、深さ25－35cmを測る溝である。井戸SE5002がこの溝の端部

を切って構築されている。溝の埋土から肥前系陶器の皿と措鉢が出土している。

出土遺物（図版70　写真図版77・84）

550は無粕陶器の措鉢である。平底で休部は斜め上方に立ち上がる。口縁部は上下に拡張し縁帯を形成

する。口縁部外面には2条の沈線を施し、内面には凹部をもつ。休部内面には11条1単位の措目を櫛状

工具で下から上に向かって施す。18世紀後半以降の堺・明石産措鉢と考えられる。551は施粕陶器皿であ

る。高台径は比較的小さく、粗く削りだす。休部は緩やかに斜め上方に立ち上がり、口縁部は外反し、

内面には凹部（溝）を形成する。内外面とも灰粕を施粕するが、外面の体部下半以下は露胎である。底

部内面には砂目跡が3箇所認められる。また、内外面とも灰被りが見られる。17世紀前半代の肥前系

（唐津）陶器皿である。552は施粕陶器皿である。高台は比較的低く休部は内埼気味に斜め上方に立ち上

がる。口縁部は外反する。底部外面にはトキンが認められる。内外面とも灰粕を全面に施粕する。底部

外面（高台裏）には砂目跡が4箇所認められる。また、口縁部には煤が付着しており、灯明皿として使

われた可能性がある。17世紀中頃～後半代の肥前系（唐津）陶器皿である。553は施粕陶器皿である。高

台は比較的低く、粗く削りだし、休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。内外面とも灰粕を施粕するが、

外面の体部下半以下（高台脇）は露胎である。底部内面・外面には砂目跡が認められる。17世紀前半代

の肥前系（唐津）陶器皿である。

SD5006

調査区北東寄りで検出された長さ約7m、幅約30cm、深さ約9cmの浅い溝である。北東から南西方向

に直線的に伸びている。遺物は伴っていない。

SD5018（図版66）

調査区東端近くで検出され、幅約95cm、深さ約20cm、検出長約2mの短い溝である。ほぼ南北方向に

延びている。
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出土遣物（図版70　写真図版82）

556は土師器羽釜である。比較的幅の狭い鍔をもち、口縁部は内傾する。器面が磨耗しているため、調

整技法の詳細は不明である。

l

l

SK5001

確認調査のトレンチの東南東の角に位置している深さ約15cm、約1．1×0．6mの楕円形の土坑である。白

磁碗が1点出土している。

出土遺物（図版70）

549は白磁碗である。比較的高台は高く、休部は内題気味に立ち上がる。底部外面（高台裏）をトキン

状に削り残す。高台畳付には砂が付着し、露胎部は赤褐色に発色する。

落ち込み

調査区北西部で幅2．4m以上、約17mにわたり検出した。水溜めSE5001と溝SD5001が、この遺構の後

から構築されている。落ち込みの埋土は青灰色のシルトで、倒木や石、陶磁器が出土している。

哩桶遺構から出土した遣物（図版69　写真図版79）

SX5005以降は桶を埋めたいわゆる埋桶遺構である。出土した遣物の中には近世以前のものも含まれて

おり、包含層の遺物が混入したものと考えられる。

SX5031出土遺物

526は土師器羽釜の口縁部である。口縁部はやや内傾し、下部にナデによる凹部をもつ。鍔は断面台形

状を呈し、比較的幅はせまい。胎土中には砂粒を多く含む。

SX5016出土遺物

527は須恵器高杯の底部である。内外面とも回転ナデ調整を施す。

SX5026出土遺物

530の鍔は529に比べて更に退化している。外面の鍔部以下には平行叩き目が認められる。

SX5013出土遣物

533は土師器皿である。平底で休部は斜め上方に立ち上がる。回転台を用いて成形されており、底部外

面には糸切り痕が残る。灯明皿として使用されたもので、口縁部の内外面には煤の付着が見られる。

SX5032出土遺物

534は白磁碗である。底部は比較的厚手に成形され、休部はやや内題気味に立ち上がる。

532は玉縁をもつ軒瓦である。M27は鉄釘である。

2．中世の遺構

中世の遺構としては、掘立柱建物SB5001があり、その周辺をとりまく溝SD5007・5008・5013・5014は、

建物と方位がほぼ一致しており、屋敷地を区画する遺構と思われる。さらに明らかに新しい時期の遺構

であるSD5006・5015や、SX5004から派生するSD5001・5002もほぼ同じ方位を指しており、この近辺の

地割りが中世以降ずっと踏襲されていたことを示唆している。

なお、SB5001周辺からは、中世の遺物が多く出土しており、中世の遺構は調査区外へも続いていたと

推測される。
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SB5001（図版64　写真図版75）

調査区北東隅付近に位置する掘立柱建物跡であり、2間×2間分を確認しているが、調査区外にさら

に東に広がる可能性がある。主軸の方向はN380　Eである。柱間約2．1m、柱穴の直径は約30cmである。

柱穴はいずれも断ち割りを行ったが、埋土にやや大振りの石が入っているものは、柱痕と堀方の区別が

明瞭ではなかった。柱穴SP5103は（写真図版76）はかなり密に石が詰め込まれていた。また、白磁碗

541が出土している。また、柱穴SP5004・5005などこの建物の区画内で検出された柱穴からも中世の遣

物が出土している。

出土遺物（図版70　写真図版83）

541は柱穴SP5103出土の白磁碗である。口縁端部を外方に折り曲げる。焼成はあまく、やや黄色味を

帯びた白色を呈する。器面には気泡（虫喰）が認められる。森田・横田分類の白磁碗Ⅴ類相当の碗であ

る。

542・543は須恵器椀である。542はSP5004、543はSP5005から出土した。543は焼成がややあまく、口

縁端部が重ね焼きのため黒色に発色する他は全体に白色に発色している。13世紀代の東播系須恵器椀で

あろう。

SP5112（図版66　写真図版75）

SB5001の南西約1．5m、確認調査時に発見した柱穴である。直径27cm、深さ21cmの柱穴で、10cmほどの

かなり大きな石が何点か入っており、底部付近に須恵器賓の口縁部544がすわっていた。

出土遺物

544は須恵器碧である。口緑部は大きく屈曲して外反する。口縁端部の上下方向への拡張は認められな

い。外面は口緑直下から綾杉状の叩き目が残る。内面にはへラケズリ痕が認められる。東播系須恵器で

窯跡は特定できないが、13世紀中頃～14世紀前半代の所産であろう。

SP5102南東近世柱穴出土遺物（図版64　写真図版76）

SP5102南東の近世と考えられる柱穴であったが、出土した遺物545は13世紀前半のものである。545の

須恵器鉢の休部は直線的に斜め上方に延び、口縁端部は斜め方向に切る。口縁端部の拡張は認められな

い。東播系魚住窯の中尾川支群の所産で、13世紀前半の時期が与えられる。

3．古墳時代の遺構

古墳時代の遺物が出土した遺構は、土坑が4基あるが、SK5002以外は小片で、必ずしもその遺構に伴

うものとは断定できない。遺構はどちらかといえば、調査区東よりに分布している。

SK5002（図版65　写真図版74）

調査区東コーナー付近で検出した浅い土坑である。中世の溝SD5008に切られている。もとは直径1．3m

の円形の土坑か。深さは15cm。古墳時代の高杯535・536と碧の破片が出土している。

出土遺物（図版70　写真図版77）

535・536は土師器の高杯である。535は浅い椀状の杯部をもつタイプであり、脚柱部内面には絞り目が

ナデ消されずに残っている。摩滅が著しく、内外の調整は不明である。536は稜をもつ杯部のみが完存で

出土している。やはり摩滅が著しく、内外の調整は不明である。遣構図に示された遺物である。古墳時
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代中期のものである。

SK5009（図版65）

調査区東コーナーのやや南、中世の掘立柱建物SB5001内で検出した土坑である。直径0．7m、深さ27cm

の円形の土坑である。

出土遺物（図版70）

土師器の碧の口縁部の破片537が出土している。537は単純に外反し、端部は薄く終わっている。外面

はヨコ方向の羽毛の後、ヨコナデ。頸部以下の内面は、不調整で、ヒダ状の凹凸が著しい。古墳時代中

期のものであろう。

SK5010（図版65）

調査区西コーナーの落ち込みの肩部で検出している。長径1．4m、短径82cm、深さ27cmのひょうたん形

の土坑である。深さの異なる2つの土坑がきり合っていた可能性もあるが、土層を確認することはでき

なかった。浅い部分の上層で、土器がまとまって出土している。

出土遺物（図版70）

土師器の壷？の口縁部の破片538が出土している。いわゆる二重口縁の系統に属するものであるが、退

化が著しいタイプである。口縁端部はカットされた後、外側にやや突出している。内外に部分的に横方

向の刷毛目がみられる。内面は部分的にミガキが観察できる。外面の稜より下に、へラ？による平行線

状の文様がみられる。

SK5005（図版65）

調査区西寄り、SE5001の南東に位置している。直径50cm、深さ5cmの円形の土坑である。

出土遺物（図版70　写真図版86）

韓式土器の破片539が出土している。539・540は韓式土器の破片である。いずれもいわゆる軟質のもの

で、外面の残りはよく、細かい斜格子のタタキが明瞭であるが、内面の摩滅は著しく、調整は不明であ

る。

包含層出土の遺物（図版71～74　写真図版78・80～86）

557－566は土師器鍋である。577は強いヨコナデによって段状に成形された鍔をもつ。休部外面には平

行叩き目が見られる。558は断面三角形状のやや発達した鍔をナデによって作りだす。外面の休部上半及

び内面には強いヨコナデ調整が施される。外面の体部下半以下では平行叩き目が残る。559は口縁部が内

傾し、鍔と言うより，口縁部と休部との間が突出して錯状に成形されている。口縁部の内外面には強いヨ

コナデ調整が施されている。560は断面三角形状の鍔をはりつけた後、強いヨコナデを加える。体部ぼ鍔

以下では縦方向の叩き目が見られる。また、内面には板ナデ調整が加えられている。561も断面三角形状

の鍔をはりつけ、口縁端部は僅かに外方につまみ出す。562は鍔が全く退化し、口縁部のヨコナデによっ

て僅かに突出部を形成している。口縁部内外面には強いヨコナデ調整が加えられ、口縁端部を外方につ

まみ出す。563は断面三角形状の鍔をはりつけた後、口縁部内外面に強いヨコナデを加えるもので、口縁

部は内傾する。外面の鍔以下には縦方向の叩き目が認められる。また、比較的厚手に成形されている。

564は口縁部外面の掛1ヨコナデ調整によって鍔状に成形するもので、鍔の退化は著しい。565も564同様、
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口縁部外面の強いヨコナデ調整によって鍔を形成しているが、564に比べ鍔の退化は進んでいない。566

は口緑部の強いヨコナデ調整によって鍔を作りだすもので、口縁端部を外方につまみだす。

567・568は土師器畑烙である。567は平底で休部と底部の界は丸みをもち、休部は内傾気味に直線的に

立ち上がる。全体にナデ調整を施すが、口縁部内外面には特に強い回転ナデを加える。568の土師器畑烙

である。567に比べて、休部は浅く、また内傾せず、休部は直立する。569・570は土師器鍋である。569

は口縁部外面の強いナデによって、また570は断面三角形状の突帯をはりつけることによってそれぞれ鍔

を作りだしている。休部の外面下部にはいずれも斜方向の平行叩き目が残る。

571－574は土師器措鉢である。571は休部はやや内題気味に緩やかに上方に立ち上がる。口縁端部若干

外方につまみだす。口縁部外面に強いヨコナデを施し、浅い凹部をもつ。内面は横方向の措目を密に櫛

状工具で施したのち、7条1単位の縦方向の措目を4cm間隔で施す。572も571とほぼ同形態の措鉢であ

る。571に比べて口縁端部の外反の度合いがやや大きい。573は平底で、休部は内題気味に斜め上方に立

ち上がる。570に比べて口縁部外面の突帯が大きく鍔状に成形されている。内面は横方向の措目を施した

のち縦方向の措目を加えるが、休部の下半から底部にかけては措目は認められない。574は口縁部外面の

突帯が大きく鍔状に成形している。口縁部の内外面に強い回転ナデを施す。内面は横方向の措目の後、

縦方向の措目を施す。

575・577は丹波系措鉢である。575は休部は直線的に斜め上方に立ち上がり、口縁端部はほぼ水平に切

る。内面の口緑部と休部の界には凹部をもつ。内面は5条1単位の措目を櫛状工具で施す。胎土は砂粒

を含み、焼成は堅舟である。576は底部は平底で休部は直線的に斜め上方に立ち上がる小型の措鉢である。

口縁部は直立し、口縁端部上面は水平に成形する。口縁部内面は強い回転ナデが施され凹部をつくる。

休部外面にはロクロ目が明瞭に観察される。内面には4条1単位の櫛描きの措目がほどこされ、また、

底部内面にも交差する措目が施される。産地は現在の所不明である。577は平底で休部は緩やかに斜め上

方に立ち上がる。口縁は内側に折り曲げ断面三角形状に肥厚する。内面の措目は7条1単位である。底

部内面にも同心円状の措目が施される。内面及び休部外面上半には塗り土がほどこされる。18世紀後半

代の丹波系措鉢である。

578は措鉢の口縁部である。休部は斜め上方に立ち上がり、口縁部は上下に拡張し縁帯を形づくる。縁

帯は薄手に成形され、外面には2条の擬凹線が見られる。内面の措目は5条1単位で、間隔を広くとっ

て施される。胎土は精良で暗赤褐色に発色する。内外面とも灰被りが認められる。備前焼ⅣB期の措鉢

で15世紀後半～16世紀前半の時期が考えられる。579も578同様備前焼Ⅴ期の措鉢である。16世紀後半～

17世紀前半の時期が考えられる。580は口縁部を上下に拡張し縁帯をもつ措鉢である。縁帯外面には沈線

が2条施される。口縁部内面にも沈線が1条巡る。内面の措目は10条1単位である。18世紀後半代の堺

もしくは明石産の措鉢であろう。581は丹波焼措鉢の底部である。平底で休部は直線的に外上方に立ち上

がる。休部外面には指頭庄痕が明瞭に観察される。内面の措目は7条1単位である。

582は土師器皿である。平底で休部は緩やかに斜め方向に立ち上がる。内外面とも丁寧にナデ調整を加

える。583は回転台使用の土師器皿である。平底で休部は斜め方向に立ち上がる。内外面とも回転ナデ調

整を加え、底部外面の糸切り痕はナデ消す。

584・585は土師器鍋である。584は口縁部が「く」の字状に大きく外方に屈曲する。器面の磨耗が著し

く、細かい調整等については不明である。585は大きく口縁部が外反し、口縁端部は若干外側につまみ出

す。外面の体部下半以下には平行叩き目が残る。586は青磁碗である。外面には櫛描文、内面には箆描き

文と櫛描雷光文で施文した後、淡い黄緑色の粕を内外面に施粕するが、外面の体部下半以下は露胎であ
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る。岡安窯系青磁碗で12世紀後半～13世紀前半代の時期が考えられる。587は青磁碗もしくは皿の底部で

ある。内面に櫛描きの草花文を施す。内外面とも暗黄緑色の和を施す。龍泉窯系青磁碗もしくは皿で、

13世紀前半代の時期が考えられる。588は須恵器碧の口縁部である。口縁部は大きく外反し、端部は垂直

に成形する。589は須恵器鉢の口縁部である。口縁端部は上下に拡張する。590は無粕陶器碧である。底

部は平底で休部は内題気味に立ち上がる。口縁部は大きく外反する。色調は暗赤褐色を呈する。産地は

不明である。591は猿形土製品である。型作り成形されており、前半身と後半身をそれぞれ別の型で作り、

両者をはりあわせている。内部は中空となっている。全体に櫛状工具によるナデにより体毛を表現し、

腹部はナデにより調整する。底部に1辺3mm程度の三角形状の穿孔が認められる。

M27は鉄釘である。長さ3．2cmと短いが、頭部は残存しているものか？

S32の石製紡錘車は、B3区の包含層からの出土である。一部欠損しており、直径は5．3cm、厚さは0．6

cm。周縁部はわずかに薄くなっている。孔は平面に対し、ほぼ垂直に穿孔されている。孔径は0．7cm。側

面には横方向の擦痕がみられるが、成形時のものか、使用痕かは不明である。重さ29．6㌘。石材は不明

であるが、片岩など層状に剥離する性質をもつ類である。色調は灰色である。

592は備前焼壷である。口縁部は直立し口縁端部は丸みをもつ。休部外面には沈線及び波状文を施す。

593は天日椀である。高台は浅く削り出す平底高台である。休部はやや内湾気味に緩やかに立ち上がり口

縁部はやや屈曲して上方につまみあげる。内外面とも鉄柵を施粕するが、外面の体部下半以下は露胎で

露胎部には化粧土は見られない。美濃梨の大窯期以降の製品であろう。

594－596は肥前系（唐津）陶器皿である。594は高台を粗く浅く削り出し、口縁端部は若干外方にひら

く。口緑部内面には凹部（溝）をもつ。底部内面・底部外面（高台裏）には砂目跡が2箇所認められる。

内外面とも灰粕を施粕するが、外面の体部下半以下は露胎である。17世紀前半の溝縁皿と考えられる。

595は高台を浅く低く削りだし、休部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。内面に鉄柵で文様を描いた後、

灰粕を施粕するいわゆる絵唐津皿である。16世紀後半～17世紀初頭に位置付けられる。582は比較的低い

高台を削り出し休部は緩やかに上方に立ち上がり、体部中位で大きく屈曲して内面に段をもつ。口縁部

は斜め上方に延び、端部は尖り気味に収める。内外面とも灰粕を施粕するが、外面の体部下半以下は露

胎である。また底部内面には蛇の目状粕ハギが認められる。17世紀前半～中頃の時期が考えられる。597

は青磁皿である。比較的高い高台を削り出し、高台裏はトキンを削り残す。休部は緩やかに外方に立ち

上がり、休部と口縁部の界はやや屈曲して、内面では段をもつ。全面に青磁粕を施粕するが、外面の高

台脇以下は露胎である。また底部内面には蛇の目状粕ハギが認められる。高台内面には砂の付着が認め

られる。形態・調整技法の特徴から17世紀後半－18世紀前半代の肥前系磁器と考えられる。598は施粕陶

器皿である。底部は碁笥底で、内外面とも灰粕を施粕するが、底部内面の粕は重ね焼きのため円形にか

きとっている。16世紀後半の美濃の大窯期の製品であろう。599は肥前系施粕陶器皿である。高台は低く

粗く削り出し高台裏はトキンを削り残す。内外面とも灰粕を施粕するが、外面の高台脇以下は露胎であ

る。底部内面には砂目跡が2箇所残る。17世紀前半代の時期が考えられる。600は施粕陶器皿である。高

台を低く削りだし、高台裏はトキンを浅く削りだす。内面の休部と底部の界には浅い段をもつ。内外面

とも白濁粕を全面施粕する。砂目跡が底部内面と高台裏に4箇所残る。李朝陶器の可能性が考えらえる。

601－605は肥前系（唐津）陶器皿である。601は高台を低く粗く削りだす。内外面とも灰粕を施粕する

が、外面の体部下半以下は露胎である。底部の内外面に砂目跡が残る。17世紀前半代の製品である。602

は高台を碁笥底風に非常に浅く削りだす。高台裏には縮緬雛が明瞭に認められる。内面には灰和を施和

するが、外面は露胎である。17世紀前半代の所産である。603も高台を浅く削りだし、底部と休部の界は
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大きく屈曲する。内外面とも白濁粕を施粕するが高台脇以下は露胎である。底部内面には砂目跡が残る。

17世紀前半の時期が与えられる。604・605も高台を浅く粗く削りだす。どちらも高台裏にトキンを削り

残す。605は高台畳付きの幅が比較的広い。604は内外面に白濁粕を、605は灰粕を施粕するが、外面の高

台脇以下は露胎である。17世紀前半の所産である。606は施粕陶器椀である。高台は比較的高く粗く削り

だす。高台裏はトキン状に削り残す。休部は内埼気味に斜め上方に立ち上がる。内外面とも淡い黄緑色

の灰粕を施粕するが、底部外面（高台裏）は露胎である。器面には気泡及び細かい貫人が認められる。

底部内面には箆彫りの不明文が施文されている。

607－610は肥前系染付磁器碗である。607は高台は比較的高く、休部は内題気味に斜め上方に立ち上が

る。休部外面には界線3条と菊花文をコンニャク印判でやや黒ずんだ呉須を用いて施文する。高台裏に

は渦巻状の「福」字文を描く。17世紀後半～18世紀前半のくらわんか手碗である。608は休部外面に手描

きの草花文を描く、くらわんか手の碗である。18世紀後半代の時期が考えられる。609も608同様やや淡

い黒ずんだ呉須で草花文を手描きするくらわんか手碗である。610も608と同様のくらわんか手碗で休部

外面に梅花文を描く。611は肥前系染付磁器の徳利もしくは壷である。内外面とも施和されており、外面

には淡い呉須で縦の界線と「蕎」字文が描かれる。18世紀代の所産であろう。

612は青磁碗である。口縁部は外反し、内外面とも淡い黄緑色の粕が施和される。16世糸己代の龍泉窯系

青磁碗と考えられる。613は染付磁器皿である。碁笥底風の浅い高台を削りだし、休部は緩やかに外上方

に立ち上がる。口縁端部は尖り気味に収める。底部内面に「寿」字文のくずれた文様を黒ずんだ淡い呉

須で施文している。粕調はやや暗い灰色で生掛けのため粕ののりは悪い。底部外面には砂が付着してい

る。肥前系染付磁器皿で17世紀前半代に位置付けられるいわゆる初期伊万里である。614は染付磁器皿で

ある。高台は低く、底部内面にはやや黒ずんだ呉須で草花文を描く。高台畳付には砂が付着する。17世

紀前半の肥前系染付磁器皿である。615は青磁碗である。高台は比較的高く削りだし、高台の外側面を斜

め方向に削る。底部は厚く成形する。内外面とも施粕するが底部外面（高台裏）は露胎である。底部内

面には1条の沈線が巡る。13世紀代の龍泉窯系の青磁碗である。616は色絵磁器皿である。比較的高く径

の大きい高台をもつ。内面の文様は赤絵で「毒」字文・界線を描き、その外側に朱色で竹菓文を描いた

後、青色粕を施和する。さらにその外側には界線2条と山形文を呉須と赤絵で描く。617は613と同一タ

イプの初期伊万里皿である。618も初期伊万里皿である。高台は低く削りだし、畳付きは比較的幅が広い。

内面には淡い呉須で草花文を描く。

619は陶胎染付皿である。高台は浅く低く削りだし、側面は竹節状に成形する。休部は緩やかに斜め上

方に立ち上がり口縁端部は尖り気味に収める。内面には界線2条、草花文を淡い呉須で描く。粕は内外

面に施粕されるが外面の体部下半以下は露胎である。また内面には蛇の目状粕ハギが見られる。形態及

び調整技法の特徴から17世糸己後半～18世紀前半代の肥前系陶器と考えられる。

S27の砥石も出土している。（図版78　写真図版88）
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第4章　まとめ

l

今回の長坂遺跡の調査成果を時代ごとに簡単に纏めると次のようになる。

縄文時代

工区でまとまった資料が検出された。遺構から見れば住居状の遺構が1基ある他は土坑（貯蔵穴）を

中心とする遺構群が検出されている。出土している石器類に関しても土器を埋納していた2基の土坑か

ら右舷や削器が出土している他は、トウール類の出土が少なく、磨石等の存在が目立つという特徴があ

る。これらの点から、今回の調査地点は縄文時代においては堅呆類の貯蔵や加工に特化した地域で、集

落の本体はさらに山寄りの地点にあったものと考えられる。なお、これらの遺構の時期であるが、北白

川C式と思われる資料が少量存在するものの、土器群の中心となるものは中津式から福田KⅢ式、そして

北白川上層式といった磨消縄文に特徴付けられる資料と縁帯文系の資料であり、後期前半の集落として

捉えることが出来る。

弥生時代

この時期については中期の土器と終末期の土器や石鉱が検出されているものの、遺構自体が殆ど存在

しないため、不明である。

古墳時代

古墳時代になると工区を中心に集落が営まれるようになる。工区では6基の方形住居跡が検出されて

いる。うち1基については明確に須恵器が出土し、5世紀後半に位置づけられるものの、他の5基につ

いては土師器のみが出土しており、明確な時期の比定は難しい。住居跡から一括出土した土師器は布留

式の範疇で捉えられるものと考えられるが、一方で既に須恵器が出現している段階のものである可能性

を持つ。従って、ここでは4世紀後半から5世紀前半を中心とする時期にI区のの住居群が営まれてい

たと考えておく。また、I区中央で検出された水田についても、住居群よりは新しいものの、古墳時代

後期に営まれたものと想定され、伊川の氾濫等により失われた居住域を新たに生産城として再構成した

ことも考えられる。

古代

I区では若干遺物が検出されているが、遺構については検出されておらず不明である（銭）。

中世

中世の時期には、工区では鋤溝を伴った畑の跡が、またⅡ区では屋敷地と考えられる掘立柱建物が検

出されているが、もっとも遺構が集中して検出されたのはⅢ区である。

Ⅲ区では調査区のほぼ全域で遺構が検出されている。検出された主な遺構には焼土を伴う石敷遺構S

X4001、石組を伴う土坑SK4001をはじめ、炭窯2基、数十基の土坑や溝の他、建物の規模や上部構造

などは明らかに出来なかったが、複数の群を形成する柱穴などのピット群がある。

特にSX4001は浮などの遺物が皆無に等しいものの、焼土を伴い、石敷の上面が高温の燃焼を受けて

いることなどから金属精錬施設や鍛冶炉などの構造物の下部構造である可能性が指摘できる。

燃焼を伴う石材やそれらによって構成される石組を伴うSK4031やSK4025も特徴的な遺構として挙

げられる。さらに、2基の炭窯の存在もこれら高温の燃焼を伴う遺構群との関連を窺わせるものとして

とらえることができる。

これらの燃焼を伴う遺構群からは遺物がほとんど出土していないため、その所属時期は明確ではない
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が、SX4001から出土した土師器鍋から少なくともSX4001が15世紀後半以後に埋没したことが窺われ

る。

また、これら燃焼に伴う遺構群に関連して長坂川から取水し貯水する機能をもつSD4021をはじめと

する溝や複数の群を形成する多数の柱穴、ピット群が検出されている。特に、SD4021からはまとまっ

た遺物が出土しており、土師器羽釜、播磨地域から多く出土する退化した鍔をもつ土師器鍋、東播系魚

住窯の須恵器碧、龍泉窯系青磁碗、大窯段階の瀬戸・美濃系陶器皿などが含まれている。これらの遺物

から、SD4021は14世紀に掘削され、15世紀代を中心に機能し、16世紀代には埋没していたことが分か

る。

複数の群を形成する柱穴群は掘立柱建物群の建て替えに伴って形成されたものと考えられ、所属時期

は柱穴内から出土した遣物が少量で明確ではないが、溝と同時期に存在したとすると、14世紀前半代～

15世紀代を中心とする時期が考えられる。

これらのことから中世の長坂遺跡では金属の精錬や鍛造に関連する生業を営む集団が、14世紀前半－

15世紀代を中心とする時期に一定期間居住し、16世紀後半に至って、最終的に集落が廃絶した可能性が

指摘できる。

近世

近世段階の長坂遺跡では住居跡などの遺構は見られないものの、全ての地区で井戸・水溜等の水利に

関する施設が検出されている。特にⅡ区では調査区の全域にわたって、水溜め、集石遺構、研状遺構、

溝、土坑、落ち込みなどが検出されている。これらの遺構からは18世紀前半代～19世糸己前半代の肥前系

染付磁器、堺・明石産措鉢などの遺物が出土している。また包含層中の遺物には、17世紀前半代にまで

遡る肥前系陶器碗・皿、丹波系・備前系措鉢などが含まれている。

これらの遺構・遺物から、長坂遺跡では16世紀後半代に中世の集落が廃絶した後は耕地化され、耕作

に伴う溝、水溜め、研状遺構などの施設が形成され、19世紀前半以降に至って、それらが廃棄されたこ

とがうかがわれる（岡田）。

おわりに

長坂遺跡の調査によって、縄文時代～近世の各時期にわたる遺構・遣物が確認され、伊川谷における

集落の変遷を考える上で、貴重なデータが得られた。しかしながら、調査以降の人事異動により、調査

担当者は四散し、整理作業の進行は難航した。編集者の転勤により、報告書作成作業の一貫性が崩れ、

図版・原稿などの体裁も十分に統一のとれないまま、刊行の運びとなった。

図版類の原図・レイアウトの指示は、各年度の調査担当者が分担し、平成6年度調査の図版の原図作

成については、岸本一宏を中心に行ったが、その成果が十分原稿に反映されていないのは、編集者の責

任である。

各調査者の遺跡・遺構・遺物に関する考古学的な見解をつきあわせ、この遺跡全体の意義を考える作

業は、報告書刊行以降の課題としたい。（菱田）
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I区の遺構と遺物



I区の遺構（1）
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図版2 I区の遺構（2）

I－B区　遺構配置図（第1面）



I区の遺構（3）
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I区の遺構（4）
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図版5
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I区の遺構（6）
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I区の遺構（10）
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図版11
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I区の遺構（11）

1．10YR3／2　黒褐
2．10YR2／3　黒褐

3．10YR3／3　暗褐
4．10YR3／2　黒褐

5．10YR3／3　暗褐
6．10YR3／3　暗褐

中砂混じりシルト質極細砂

中砂混じりシルト
シルト混じり細砂

中砂混じりシルト質極細砂
中砂混じりシルト質極細砂
細砂混じりシルト



I区の遺構（12）
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図版15 出土遺物（2）
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出土遺物（13） 図版26
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図版29 出土遺物（16）
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1

1
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く＝亡C＝＝　Ⅰ　＝b M4

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

図版30



Ⅲ区の遺構と遺物



Ⅲ区の遺構（1）

SX4001付近　遺構配置図
0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

－　　－　　　－　－　　　　－　　　－　　　　　　　　－　　－　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

図版31



図版32 Ⅲ区の遺構（2）

暗灰黄　　　細砂～中砂

にぷい黄褐　細砂～中砂

4．2．5Y6／3　にぷい黄　　中砂
5．10YR6／3　にぷい黄橙　中砂～租砂

6．10YR5／2　灰黄褐　　　細砂～中砂



Ⅲ区の遺構（3）

1．10YR5／3　にぷい黄褐　極細砂～細砂
2．10YR5／4　にぷい黄褐　柵砂～租砂

3．2．5Y6／2　灰黄　極細】砂～細砂
4．10YR5／3　にぷい黄褐　極細砂～中砂

5．2．5Y6／2　黄灰　細砂～中砂
6，2．5Y5／2　暗灰黄　極細砂～中砂

7．10YR5／2　灰黄褐　棒鋼砂～棚砂
8．7．5YR3／1黒褐　細砂～中砂

9．2．5Y6／2　灰黄　細砂～中砂
10．10YR6／2　灰黄褐　梅郷砂～珊砂

11．2．5Y5／2　暗灰黄　極細砂～中砂
12．灰層

13．炭層
14．10YR8／2　灰白　梅細砂（灰屑）

15，炭層
16．2．5Y4／2　暗灰黄　柵砂～中砂

17．2．5Y5／1　黄灰　中砂～租砂
18．5Y5／1　灰　極細砂～中砂（灰混じり）

19．5Y6／1　灰　細砂～中砂（炭混じり）
20．10YR6／1褐灰　中砂～粗砂

21．10YR2／1黒　極細砂
22．5YR5／1　褐灰　細砂～中砂（赤化層）

23．炭層
24．7．5YR6／2　灰黄　極細砂～中砂（灰層）

25．娩土・灰層



図版34

1．炭層

Ⅲ区の遺構（4）

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

1．．　案　．：　　　　　　　！



Ⅲ区の遺構（5）

SK4003

SK4007

SK4008

1．7．5YR4／2　灰褐　　　　細砂～租砂
2．10YR5／3　にぷい黄褐　細砂～租砂

0　　　　　　　1　　50cm－一

生

了「
こ二二二二主三一一

1．5Y6／2　灰オリーブ　極細砂

2．2．5Y6／2　灰黄　　　　極細砂

SK4004

SK4025

C－

1．10YR5／2　灰黄褐　　　極細砂
2．2．5Y4／3　オリーブ褐　細砂～中砂

旦神C－

1－・．．＿・トニ＝ ヽ J ギク　 髪 麦

図版35

4　 6　　 12
5　　　　 16

11　　　　 3　　 2 瘍 t lO　 彩
15

1．25Y6／1　黄灰　　　　細砂～租砂
2．10YR6／3　にぷい黄橙　極租砂　　　　ラミナ

3．10YR3／3　暗褐
4．10YR4／4　褐
5．10YR4／1褐灰

6．10YR6／3　にぷい黄褐
7．10YR4／2　灰黄褐

8．2．5Y4／2　暗黄灰
9．10YR6／6　明黄褐

10．5YR2／1　黒褐
11．10YR5／1褐灰

1210YR5／2　灰褐
13．10YR6／2　灰黄褐
14．10YR6／4　にぷい黄橙

15．10YR6／2　灰黄褐

16．10YR6／4　にぷい黄橙

極租砂～細礫　グレーデイング堆積

租砂～極租砂
細砂

細砂
中砂

細砂
細砂～中砂　　地山層の崩壊流入土

細砂～租砂　　遺構底部の滞水泥土
租砂

細砂～中砂
細砂～中砂　　石組の上部裏込め
中砂～租砂　　石組の下部裏込め

中砂～租砂
中砂～租砂

2m

ll，lll　　　：　　　　　　！



図版36 Ⅲ区の遺構（6）

43．2m

1．2．5Y5／2　暗灰黄

2．2．5Y4／2　暗灰黄
細砂　中砂～細礫含む
細砂　中砂～細礫，焼土塊・炭含む

3．5Y6／2　灰オリーブ　細砂　中砂含む

1．10YR5／2　灰黄褐　　　細砂～中砂
2．2．5Y5／2　暗灰黄　　　細砂～中砂

3．2．5Y5／3　黄褐　　　　柵砂～中砂
4．10YR5／4　にぷい黄褐　細砂

0　　　　　　　　1m
1．日　・　＿　！

4．2．5Y2／1黒

5．2．5Y5／2　暗灰黄

6．2．5Y4／1黄灰
7．25Y2／1黒
8．2．5Y4／2　暗灰黄

9．2．5Y5／3　黄褐
10．2．5Y5／4　黄褐

11．10YR5／3にぷい黄褐

柵砂　中砂～細礫含む　炭・灰層

細砂　中砂～細礫含む
細砂～中砂　炭・灰含む

柵砂～極細砂　炭・灰・焼土層
中砂～細礫　淘汰悪い

柵砂～中砂　柵礫・中礫含む
中砂　細砂・細礫含む
中砂　細礫含む

♂

0　　　　　　　　1m
！．．日i l

4秒1A・

5　　　　1・2・5Y6／3　にぷい黄　中砂

‾ミ竿：
10YR5／3　にぷい黄褐　中砂

10YR6／2　灰黄褐　　　中砂

2．5Y5／3　黄褐　　　　柵砂

2．5Y7／2　灰黄　　　　極細砂～細砂

1m

し土　日．1　　　」



、Ⅲ区の遺構（7）

1．5Y5／2　灰オリーブ　中砂～租砂
2．2．5Y7／2　灰黄　　　　細砂～中砂

3．2．5Y6／2　灰黄　　　　細砂
4．5Y7／2　灰自　　　　シルト～細砂　ラミナ

5．2．5Y6／2　灰黄　　　　中砂～中礫
6．5Y6／2　灰オリーブ　シルト混じり細砂

0

L．．．．」＿＿＿”＋J

42．0m
－　A■

下壷l‾〆
1．5Y5／1

2．7．5Y4／1

3．7．5Y2／1

4．5GY6／2

灰　　細

灰　　細

異　　相

緑灰　細

砂 0　　　　　　　　　1m

砂　　　」　．11　　［
砂

砂

SK4052

「
豪卯A’

A－

1．7．5YR5／1褐灰　　細砂
2．7．5YR4／2　灰褐

3．10YR5／2　灰黄褐

細砂

細砂 炭含む

SK4055

「＋
A－

SL

4

K4053

＿＿一二‾‾

A－　2
41．8m

A■

1．7．5YR4／6　褐　　細砂～中砂

2．10YR2／2　黒褐　細砂～中砂
3．10YR4／1　褐灰　細砂　炭含む

4．2．5Y4／1　黄灰　柵砂

4

41．8m
－　A’

†〒‾二二

1・10YR6／8　明黄褐　細砂～中砂　租砂含む　0 1m

2．10YR2／2　黄灰　細砂～中砂　　　　　」⊥⊥＿⊥＿⊥」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　」
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図版38

1．10YR6／2　灰黄褐

2．2．5Y6／2　灰黄
3．2．5Y6／3　にぷい黄

細砂

細砂～中砂
細砂

0　　　　　　　　1m

L．Hl　　＿＝∃

1．2．5Y5／3　黄褐　　柵砂～中砂

2．2．5Y5／2　暗灰黄　細砂

1m

！．，．．l l

Ⅲ区の遺構（8）

1．2．5Y5／2　暗灰黄
2．2．5Y6／1黄灰

3．25Y6／3　にぷい黄

細砂～中砂
中砂～租砂

細砂

0　　　　　　　　　　　1m

1．，．．！　　‥　＿＿」

lrここ二二二二＝二二二二二二二二三二二プ′

勿宗　　　i　　二二二一一一一を一一一頭虜咳努

1　2．5Y5／3　黄褐　　　　細砂

2．10YR5／3　にぷい黄褐　細砂

1m

L．．＿．‥＿＿．＿＿－　　　　　I



Ⅲ区の遺構（9）

」

図版39

1．5Y6／2　灰オリーブ　極細砂

C－

．ノミ‡・『‾〒〒ニヂ／
1．10YR5／3　にぷい黄褐　極細砂

SD4006

型旦mc・

1．10YR5／3　にぷい黄褐　極細砂

竺型勲E・

」　　　　　」

0　　　　　　　　　　　1m

l．，．，l　　　　　！

LlJ

O　　　　　　　　　　　　2m

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」



図版40 Ⅲ区の遺構（10）



Ⅲ区の遺構（11）

SD4015・16

1

・・．1：l‾1．‾‾l　′

1．10YR4／4　褐　　細砂～中砂

B－　　　2　　　　　　　3

・・「二三三‾‾〝．一．．．．．．．

1．10YR4／3　にぷい黄褐　細砂～租砂
2．2．5Y6／3　にぷい黄　　細砂

3．2．5Y6／4　にぷい黄　　細砂

1．10YR5／3　にぷい黄褐　細砂
2．10YR5／4　にぷい黄褐　柵砂

3．10YR3／3　暗褐　　　　細砂～租砂
4．10YR5／2　灰黄褐　　　細砂

5．10YR5／2　灰黄褐　　　柵砂～中砂
6．2．5Y4／2　暗灰黄　　　中砂
7．2．5Y6／3

8．2．5Y4／3

9．2．5Y3／2

10．2．5Y5／2

11．10YR5／3

12．10YR6／3

13．2．5Y3／2

14．2．5Y5／3

にぷい黄　　細砂～中砂
オリーブ褐　細砂～租砂

黒褐　　　　細砂～租砂
暗灰黄　　　中砂

にぷい黄褐　柵砂～中砂
にぷい黄橙　細砂

にぷい黄　　細砂～中砂
黄褐　　　　中砂

D－ 些埴¶D－

「三二二l二

1．10YR4／3　にぷい黄褐　細砂～中砂

2．25Y6／3　にぷい黄　　細砂

7　　39 8
1
4512　61 1
13

「

1．10YR5／3　にぷい黄褐

2．2．5Y6／2　灰黄
3．10YR5／2　灰黄褐

4．10YR3／2　黒褐
5．10YR4／2　灰黄褐

6．10YR4／3　にぷい黄褐
7．2．5Y5／2　暗灰黄
8．2．5Y5／4　黄褐

9．10YR5／4　にぷい黄褐
10．10YR5／3　にぷい黄褐

11．10YR4／3　にぷい黄褐
12．2．5Y6／3　にぷい黄

13．2．5Y7／3　浅黄

中砂～租砂

紳砂～中砂
柵砂～中砂

極細砂～細砂
極細砂一価砂

細砂
細砂
細砂

細砂
細砂～中砂

細砂
細砂～中砂

細砂～中砂

1．10YR5／3　にぷい黄褐　細砂

2．10YR6／2　灰黄褐　　　柵砂～中砂
3．10YR6／3　にぷい黄褐　細砂

4．10YR6／2　灰黄褐　　　細砂～中砂
5．2．5Y6／3　にぷい黄　　紺砂

6．10YR6／2　灰黄褐
7．2．5Y7／3　浅黄

8．5Y7／2　　灰白
9．2．5Y7／3　浅黄

10．2．5Y7／2　灰黄

細砂～中砂
細砂

中砂
細砂～中砂

中砂

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

－　－　　‾　　　　　　－　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　　　　　　　－　－　　－　　　　　　　‾　　－　　　‾　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
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1．10YR6／2　灰黄褐　　　柵砂

2．10YR5／4　にぷい黄褐　細砂～中砂
3．2．5Y5／3　黄褐　　　　中砂

4．10YR5／2　灰黄褐　　　中砂～租砂
5．25Y6／2　灰黄　　　　極細砂～租砂
6．10YR5／2　灰黄褐　　　シルト

7．10YR5／2　灰黄褐　　　細砂～中砂
8．10YR5／3　にぷい黄褐　細砂～中砂

9．2．5Y5／2　暗灰黄　　　中砂～租砂

D－

12．10YR6／2　灰黄褐　　　細砂
13．2．5Y5／2　暗灰黄　　　柵砂

14．10YR4／3　にぷい黄褐　中砂
15．10YR5／2　灰黄褐　　　中砂

16．10YR4／3　にぷい黄褐　極細砂貿シルト
17．2．5Y4／2　暗灰黄　　　シルト～細砂　植物遺体含む

18．10YR4／3　にぷい黄褐　シルト～柵砂　植物遺体含む
19．2．5Y7／6　明黄褐　　　細砂
20．7．5GY6／1緑灰　　　　シルト

10．2．5Y5／2　暗灰黄　　中砂～租砂　礫多く含む　21．2．5Y6／3　にぷい黄　　中砂
11．10YR5／2　灰黄褐　　　中砂～租砂 22．2．5Y4／3　オリーブ褐　細砂～中砂

亡妄尋ご二二二‾申丁己
嘆ミニノ16　　‥9　　‾R

驚：〕オ

1．5Y6／2　灰オリーブ　極細砂～柵砂
2．5Y7／2　灰自　　　　シルト

3．75Y6／2　灰オリーブ　中砂
4．5Y6／3　　オリーブ黄　細砂～中砂

5．5Y6／2　灰オリーブ　細砂
6．5Y7／3　浅黄　　　　中砂～租砂

7．5Y5／2　灰オリーブ　細砂～中砂
8．25Y5／2　暗灰黄　　　極細砂～細砂

9．2．5Y6／2　灰黄　　　　柵砂
10．5Y6／1　灰　　　　　極細砂～細砂

11．5Y6／2　灰オリーブ　中砂～租砂
12．2．5Y6／2　灰黄　　　　細砂

13．2．5Y6／2　灰黄　　　　細砂　礫含む
14．25Y6／3　にぷい黄　　細砂～中砂

15．5Y6／3　オリーブ黄　細砂～中砂
16．25Y6／3　にぷい黄　　中砂　礫多く含む

1．10YR6／3　にぷい黄橙　柵砂～中砂
2．2．5Y7／3　浅黄

3．5Y8／2　　灰白
4．5Y8／2　　灰自

5．2．5Y6／3　にぷい黄
6．2．5Y5／3　黄褐

7．10YR6／2　灰黄褐

8．10YR5／3　にぷい黄褐
9．2．5Y7／3　浅黄
10．2．5Y6／4　にぷい黄

11．2．5Y6／2　灰黄

極細砂～細砂
極細砂～細砂

細砂～租砂
細砂～中砂

中砂
中砂～柵礫

中砂
細砂～中砂

中砂～細礫
中砂～柵礫

5m

Ⅲ区の遺構（12）

SK4039

＋f＝ユ

C－

十善三三一

1．10YR6／4　にぷい黄橙　柵砂
2．2．5Y6／2　黄灰　　　　シルト質極細砂

3．2．5Y7／3　浅黄　　　　極細砂～細砂
4．2．5Y5／2　暗灰黄　　　柵砂～中砂
5．2．5Y6／3　にぷい黄　　細砂～租砂

6．5Y7／2　　灰自　　　　極細砂～租砂

1．10YR4／2　灰黄褐　　　極細砂～細砂

2．10YR4／3　にぷい黄褐　極細砂～細砂
3．10YR5／2　灰黄褐　　　柵砂

4．2．5Y6／2　灰黄　　　　細砂
5．2．5Y7／2　灰黄　　　　細砂

1．2．5Y6／2　灰黄

2．2．5Y5／3　黄褐
3．2．5Y5／2　暗灰黄

4．2．5Y5／2　暗灰黄
5．2．5Y6／2　灰黄

6．2．5Y6／1黄灰

細砂

細砂
畑砂～中砂

極細砂～細砂
極細砂～細砂

極細砂
7．2．5Y6／3　にぷい黄　中砂
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Ⅲ区の遺構（13）
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Ⅲ区の遺構（14）

1．5Y6／2　　灰オリーブ　中砂　礫多く含む
2．10YR3／2　黒褐　　　　中砂　礫多く含む

3．10YR5／3　にぷい黄褐　租砂　礫多く含む
4．10YR6／4　にぷい黄橙　柵砂

5．10YR5／3　にぷい黄褐　棚砂～中砂
6．7．5YR4／3　褐　　　　　中砂

7．2．5Y6／4　にぷい黄　　細砂～中砂
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1．2．5Y5／3　黄褐　　　　細砂～中砂
2．2．5Y6／2　オリーブ褐　柵砂

A－
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1．2．5Y6／3　にぷい黄　細砂
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3　2．5Y7／2　灰黄　　　柵砂
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Ⅲ区の遺構（15） 図版45
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Ⅲ区の遺構（17）

SE4001

X

l

＼

＝ l

‾・．・．・．‘一　、　　、　＿

○

＋

l l

l

重 臣 雲

l
l
雲ロ≡

1ゝ ＝ココ：≡：

l
さ ら

lE
叢

堅 彊 韮

二刀コ巳　　　　　　　　　　 ヨ‾丁三

［聖話　　　　　　　　 ⊇彦

ll
ーiil

、、　　　　　　　　　　　 ／

＼、　　　　 ／′

＼　　　　　 ／′

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 J
＼、＼　 －I

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 J
＼、＼ ／′／

、＼、＼ 、ノ ／メ′

∵

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

l　．＿＿＿」＿＿＿⊥＿＿　　－　　　　　　　　　1

図版47



図版48 出土遺物（18）
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出土遺物（19）
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図版52 出土遺物（22）
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出土遺物（23） 図版53
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図版59 Ⅱ区の遺構（1）

I区　遺構配置図



Ⅱ区の遺構（2）

SE5001
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．安子

／一一一一ノ

I　 ノ　　 ＼ ＼

J l

値

4

1．2．5Y6／2　灰黄　細礫混じりシルト質極細砂
2．7．5Y7／1灰白　極細砂

3．5BG6／1青灰　柵礫混じりシルト質極細砂

4．10G5／1線灰　細礫混じりシルト質極細砂

1m

L．1．　－　呈　　　　　　　　j

図版60



l

、

1．2．5Y7／3　浅黄　細礫混じり細砂
2．2．5Y4／1黄灰　細礫～中礫混じり細砂

1m

！．．．l i　　　　　　　　！

図版61 Ⅱ区の遺構（3）



Ⅱ区の遺構（4）

寿

図版62

1．5G3／1　　暗線灰
2．2．5Y7／8　黄

3．2．5GY6／1オリーブ灰
4．2．5GY4／1暗オリーブ灰

シルト貿珊砂
細砂～中砂

シルト貿細砂
細礫混じり中砂～租砂

5．7．5Y6／1

6．2．5Y6／2

7．5B5／1

8．5Y5／1 2m

11－　－　－　－　　　　；　　　　　　　　j
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Ⅱ区の遺構（5）



Ⅱ区の遺構（6）

．∀－

ニ了

－∀
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1．10YR4／3　にぷい黄褐　シルト質極細砂

SK5009

1．10YR4／1褐灰　シルト質極細砂

2．10YR4／1黒褐　シルト質極細砂
3．2．5Y5／1　黄褐　シルト質極細砂

SK5005

1m

．－－■－－－■■lll－

図版65 Ⅱ区の遺構（7）
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Ⅱ区の遺構（8）

1．10YR4／2　灰黄褐　細砂～中砂

SD5004
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一一一一一一一一．一一．一一一一　－

．t－．一一一一一　　－

Z

1．5Y5／1灰　細砂～中砂

1．10YR4／2　灰黄褐　細砂～極細砂
2．2．5Y5／1　黄灰　　シルト貿極細砂

1．7．5YR5／1褐灰　　シルト質細砂

2　N6／0　　　灰　　　シルト貿細砂
3．10YR6／2　灰黄褐　中砂～租砂

SD5013

′　＼、くこl－－lll一一一一　‾／ン

致；

1．10YR4／3　にぷい黄褐　極細砂～細砂　炭含む

2．2．5Y4／1　黄灰　　　　細砂～中砂

SD5018

1．2．5Y5／1黄灰　細礫混じり極細砂

1m

－　　－　－　－　　　　　　　　－　　　－　　－　　　－　　－　　　－

A－ 旦堕mA・

i　功
1．10YR7／1灰白　シルト質細砂
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B－ 竺旦mB・

劾
1．10YR6／1褐灰　シルト質極細砂～細砂　炭含
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出土遺物（30）
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出土遺物（38）

R

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

■－－－－■■－－■■■

⊂二⊃

千
十
二
－
了

‥‥｝l－－1－‥｝′闇－－－11‥‥‥｛1－－－1

図版76



図版77

S22

出土遺物（39）

10cm

l　－　l l l i j

l

I



出土遺物（40）
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図版79 出土遺物（41）
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出土遺物（42）
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図版81 出土遺物（43）
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I区の遺構（1） 写真図版1

A区　第1画　中世鋤溝（北から）

B区　第1面　水田（西から）



写真図版2 I区の遺構（2）

B区　第1面　水田（南から）

A区　第2両　全景（東から）



I区の遺構（3） 写真図版3

B区　第2面　全景（東から）

B区　第2面　全景（南西から）



写真図版4 I区の遺構（4）

第3面　全景（東から）

第3面　全景（西から）



I区の遺構（5） 写真図版5

A区　SH2001遺物出土状況（東から）

A区　SH2001完掘状況（東から）



写真図版6 I区の遺構（6）

B区　SH2002東半部遺物出土状況（西から）

B区　SH2003完掘状況（東から）



I区の遺構（7） 写真図版7

B区　SH2004遺物出土状況（東から）

B区　SH2004完掘状況（東から）



写真図版8 I区の遺構（8）

B区　SH2005遺物出土状況（北から）

B区　SH2005遺物出土状況（北から）



I区の遺構（9） 写真図版9

B区　SH2005完掘状況（北から）

B区　SH2006遺物出土状況（東から）



写真図版10 I区の遺構（10）

B区　SH2006完掘状況（北から）

B区　SB2001全景（西から）



I区の遺構（11・） 写真図版11

B区　SK2002遺物出土状況（南から）

B区　SK2002遺物出土状況（北から）



写真図版12 I区の遺構（12）

B区　SE2001全景（東から）

第3面　SH3001全景（西から）



I区の遺構（13） 写真図版13

B区　SK3001遺物出土状況（北から）

B区　SK3001遺物出土状況（西から）



写真図版14 I区の遺構（14）

B区　SK3002遺物出土状況（南から）

B区　SK3003遺物出土状況（東から）
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出土遣物（7）
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写真図版22
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写真図版24

265

出土遣物（10）

272

259



出土遺物（11）

憩・野、享霞
‘’トJ、l独

写真図版25



写真図版26 出土遺物（12）
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写真図版28 出土遺物（14）
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出土遺物（15） 写真図版29



写真図版30
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Ⅱ区の遺構（2） 写真図版31

A区　B6区周辺（北東から）

A区　南半D4区周辺（北東から）



写真図版32 Ⅱ区の遺構（3）
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Ⅱ区の遺構（4）
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写真図版34 Ⅱ区の遺構（5）

B区　D7区周辺柱穴群（北東から）

B区　D7区周辺柱穴群（南から）



Ⅱ区の遺構（6） 写真図版35

B区　C9区周辺柱穴群（北東から）

B区　C9区周辺柱穴群（北から）



写真図版36 Ⅱ区の遺構（7）

SX4001焼土面（西から）

SX4001検出状況（西から）



Ⅱ区の遺構（8） 写真図版37

SX4001東西断面（北から）

SX4001南北断面（西から）



写真図版38 Ⅱ区の遺構（9）

SX4001とSD4006（南西から）

SX4001全景（西から）



Ⅱ区の遺構（10）

ヽニ

SX4001完掘状況（西から）

写真図版39

SD4006内集石遺構（北から）



写真図版40 Ⅱ区の遺構（11）

1号炭窯検出状況（西から）

1号炭窯全景（西から） 1号炭窯完掘状況（西から）



2号炭窯（南西から）
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写真図版42

SK4031（南東から）

SK4031（北から）

Ⅱ区の遺構（13）
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Ⅱ区の遺構（14） 写真図版43

SD4015断面（北西から）

SD4015・4016C－C．断面（北西から）

SD4016断面（北西から）
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