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例　　　言

1．本書は兵庫県朝来市山東町粟鹿ほかに所在する粟鹿遺跡（あわがいせき）と一品野田（いっほうの

だ）地区の発掘調査報告書である。

全体は3分冊で構成され、本分冊は粟鹿遺跡A・B・C・D地区分の報告であるが、A地区分には

A地区のほかA2・A3・A4区を含み、同様にしてB地区分にはB2・B3区、C地区分にはC2・C3①・

C3②区、D地区分にはD2・D3①・D3②区の調査分も含んでいる。なお、第2分冊はE・F・G地区

分の報告、第3分冊は写真図版編である。

2．発掘調査は国土交通省（2001年以前は建設省）の依頼を受け一般国道483号北近畿豊岡自動車道春

日和田山道路㈲建設工事に伴って兵庫県教育委員会が発掘調査を実施した。調査は平成10年度（1998

年）に第1次調査として確認調査を、平成11年度（1999年）・平成12年度（2000年）・平成15年度

（2003年）に第2次調査の本発掘調査を実施したものである。

調査年次・地区名および調査番号および現地調査担当者は下記のとおりである。

（分布調査）平成5年度（1993年）遺跡調査番号930013

（分布調査）平成10年度（1998年）遺跡調査番号980072

（確認調査）平成10年度（1998年）遺跡調査番号980147～980150…吉識雅仁・佐々木俊彦・仁尾一人

（全面調査）平成11年度（1999年）遺跡調査番号990004

（全面調査）平成11年度（1999年）遺跡調査番号990004

（全面調査）平成11年度（1999年）遺跡調査番号990224

（全面調査）平成11年度（1999年）遺跡調査番号990305

（全面調査）平成12年度（2000年）遺跡調査番号2000194

（全面調査）平成12年度（2000年）遺跡調査番号2000271

（全面調査）平成15年度（2003年）遺跡調査番号2003098

A地区…岸本一宏・井本有二

B地区…西口圭介・佐々木俊彦

C地区…西口圭介・佐々木俊彦

A2地区…岸本一宏・井本有二

D地区…岸本一宏・服部　寛・戸田真美子

A3地区…深井明比古・尾野幸雄・高木芳史

A4・B2・B3・C2・C3（丑・C3②・D2・D3①・

D3②地区…森内秀造・藤田　淳・仁尾一人

3．出土品整理事業は平成15（2003）年度から埋蔵文化財調査事務所で実施した。主として嘱託員等が

整理作業を担当し、発掘調査担当者のうちの事務所所属職員が作業指示等を行い、これに工程管理の

職員が加わって実施した。また、金属器保存処理は事務所職員の指導のもとに当事務所で行った。

4年にわたる出土品整理事業の担当者は下記のとおりであるが、異動等により年度毎の変動があっ

た。

工程管理担当職員　村上泰樹（現：県考古博物館開設準備室）・岸本一宏・菱田淳子・仁尾一人（現：

兵庫陶芸美術館）

作業指示担当職員　深井明比古（現：県文化財室審査指導係）・森内秀造・岸本一宏・西口圭介・

保存処理担当職員

作業担当嘱託員等

藤田淳・高木芳史（現：県立須磨友が丘高等学校）・仁尾一人

岡本一秀

池田悦子・古谷章子・栗山美奈・八木和子・吉田優子・眞子ふさ恵・西口由紀・

松本嘉子・大前篤子・島田留里・島村順子・村上京子・垣本明美・長川加奈子・
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石野照代・木村淑子・中田明美・西野淳子・蔵　幾子・小野潤子・宮野正子・

河上智晴・前川悦子・高瀬敬子・大仁克子・加藤裕美・三好綾子・奥野政子・

川村由紀・藤井光代・岡田祥子・又江立子・早川有紀・溝上くみ・西村美緒・

高橋朋子・荒木由美子・荻野麻衣・岡田陽子・久保昭夫・清水幸子・藤池かづさ・

西谷美穂・魚住分館　長谷川洋子・早川亜紀子・伊藤ミネ子・家光和子

4．発掘調査にあたっては、但南建設株式会社、長野建設株式会社、株式会社山本組、金下建設株式会

社に委託して実施したが、調査補助は山本亮司・足立裕布・細川晋太郎・小谷義男、現場事務・室内

作業は加門美智代・西田みゆき・三木伊代乃があたった。

5．発掘調査時の遺構の実測は、空中写真測量図化として株式会社日建技術コンサルタント、富士測量

株式会社、株式会社ウエスコ、朝日航洋株式会社、三和航測株式会社に委託した。その他の実測は補

助員が補佐し、調査員が実施した。また、出土品整理時の遺物実測および遺構・遺物図の浄写は嘱託

員が行なった。

6．本書に使用した写真のうち、遺構については調査員が撮影したもの、発掘中の空中写真撮影は各空

測会社に委託して撮影したものを使用した。

遺物写真については株式会社アコード、株式会社タニグチ・フォトに委託して撮影した。

7．出土試料の自然科学分析については、株式会社加速器分析研究所（A3地区土壌の放射性炭素（A

MS）年代測定）、株式会社古環境研究所（A・C・D地区出土炭化材の樹種同定）、パリノ・サー

ヴェイ株式会社（A3地区・D地区火山灰および種実の樹種同定）、株式会社パレオ・ラボ（A・

C・D地区出土炭化材樹種および放射性炭素（AMS）年代測定）に委託して実施した。なお、結果

報告は第2分冊に掲載している。

8．本書の構成・編集は、深井の立案のもと、第2分冊を深井、第1・3分冊および全体の調整を岸本

が行ったが、嘱託員の池田・粉本・前川・高瀬らの多大なる補助があった。

第1分冊の執筆は、各地区担当者である深井・西口・岸本・藤田・高木・仁尾が行い、一部当事務

所職員の岡田章一（第4章第3・5節の中世以降の土器・陶磁器）・菱田（第4章第4節の土器）も

執筆した。分担は本文目次に示した。

9．本報告で使用した図面・写真および遺物は、兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所で保管している。

10．発掘調査および報告書作成にあたっては、下記の方々のほか国土交通省、兵庫県土木部道路建設

課、朝来郡広域行政事務組合、山東町等各方面から多大なる協力を得た。記して感謝の意を表しま

す。（以下、順不同敬称略）

青木哲哉、潮崎　誠、田畑　基、中島雄二、山根実生子、瀬戸谷暗、谷本　進、森岡秀人、

西尾孝昌、濱野俊一、荒木幸治
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凡　　　例

1．本書に使用した方位は、第Ⅴ系国土座標（日本測地系）を基準とし、標高の数値は国土地理院1等

水準点を利用した海抜高（T．P．）を使用した。また、方位は座標北をさす。

2．本書で使用した遺構および遺物番号は、地区名を冠し、地区毎で呼称した。また、遺構略号は、

SA→塀・柵跡、SB→掘立柱建物跡、SD→溝、SE→井戸、SH→住居跡、SK→土坑・土壌、P→柱穴、

SR→流路、SX→墓・不明遺構としている。

3．遺構図の炭・炭化物部分は40％の綱かけ、焼土部分は25％の綱かけ、住居跡貼床部分は10％の綱

かけにしている。

4．遺構等の土層色調名および土器の色調名は『新版標準土色調』（農林水産省農林水産技術会議事務

局・財団法人日本色彩研究所色票監修）により、玉類の色調名は『HV／C基準色票20色相簡略版

（MUNSELLSYSTEMCOLORATLAS）』（株式会社カラーアトラス発行）によるものである。

5・土層名のうち、D地区の多くとA地区の堆積物の粒度区分については、『新版地学ハンドブック』（大

久保雅弘・藤田至則編著、築地書館株式会社発行）により、調査担当者が経験的に触感により判断し

たものである。

6．遺物番号は本文・挿図・写真とも同一とし、地区ごと遺物の種類ごとに通し番号としている。例え

ば、遺物略号については、石製品→S、木製品→W、金属器→M、玉類→Jとし、地区名と番号の間

に略号を記している。ただし、土器類には略号は付していない。

7・土器類実測図のうち、須恵器は断面黒塗り、陶器は断面10％網掛け、磁器の断面は30％綱かけに

している。また、木製品の斜線は年輪をあらわす。

8・本書に掲載した挿図のうち、第1図は国土交通省豊岡河川国道事務所発行のパンフレット、第4図

は国土地理院発行の1／25，000地図をそれぞれ使用したものであり、第6図は旧山東町提供による。
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第1章　調査の経緯と体制

第1節　調査に至る経緯

第2節　確認調査の経過と体制

第3節　本発掘調査の経過と体制

第4節　整理作業の経過と体制

第2章　遺跡の環境

第1節　地理的環境

第2節　歴史的環境

第3章　粟鹿遺跡について

第1節　調査区の位置

第2節　粟鹿遺跡の概要

第4章　各地区の調査

第1節　A地区の遺構と遺物

第2節　A3地区の遺構と遺物

第3節　B地区の遺構と遺物

第4節　B3地区の遺構と遺物

第5節　C地区の遺構と遺物

第6節　D地区の遺構と遺物

1（仁尾）

2（仁尾）

5（仁尾）

8（仁尾）

11（仁尾）

11（仁尾）

16（岸本）

18（岸本）

21（岸本）

56（高木・深井）

64（西口・岸本・

岡田・藤田）

119（藤田・菱田）

149（西口・岸本・

岡田・藤田）

272（岸本・藤田）

本　文　目　次

（第1分冊）
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下　D－SBOl（南から）
カラー図版13　上　A・B地区溝出土土器
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第1章　調査の経緯と体制

第1章　調査の経緯と体制

第1節　調査に至る経過

一般国道483号北近畿豊岡自動車道（以下、北近畿豊岡自動車道）は、兵庫県の中央部東端に位置す

る丹波市春日町（旧、氷上郡春日町）から朝来市和田山町（旧、朝来郡和田山町）を経て、兵庫県北部

の豊岡市とを結ぶ延長約70kmにおよぶ高規格幹線道路である。現在、国土開発幹線自動車道である近

畿自動車道敦賀線や、地域高規格道路である播但連絡道路（姫路市花田町～朝来市和田山町）あるいは

鳥取豊岡宮津自動車道などと一体となったネットワークを形成し、阪神都市圏との連結を強化し、丹波

および但馬地域の産業や経済、都市生活機能の更なる発展を支える地方の根幹となる道路を目指して建

設が進められている。

兵庫県教育委員会では、上記の自動車道建設にともなう埋蔵文化財について、平成3年度に春日イン

ターチェンジから遠坂トンネル青垣町側入口間の遺跡の分布調査を実施した。旧丹波国と旧但馬国の国

境である遠坂を境とし、丹波地域側は北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Iとして、朝来市山東町柴か

ら和田山町市御堂に至る約7・3kmの区間である但馬地域側は北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ（以

第1図　一般国道483号北近畿豊岡自動車道路線図

国土交通省近畿地方建設局　豊岡河川国道事務所発行パンフレットを一部改変
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第1節　調査に至る経過

下、春日和田山道路Ⅱ）として、それぞれ事業者と埋蔵文化財の取り扱いについて協議を行った。春日

和田山道路Ⅱについては、国土交通省近畿地方建設局　豊岡河川国道事務所（当時、建設省近畿地方建

設局　豊岡工事事務所　以下、事業者）と協議を行い、平成5年4月12・13日の2日間、遠坂トンネ

ル山東町側出口から和田山インターチェンジ間の工事計画にかかる範囲の遺跡の分布調査を実施した。

調査では、すでに周知されている遺跡を含め、26地点で遺跡および遺跡と考えられる箇所を確認した。

その後、事業地の範囲等が一部変更になったため、平成10年5月20～22日の3日間、改めて分布調

査を実施し、3地点で新たに古墳あるいは山城と考えられる遺構や遺物の散布地を確認した。

第2節　確認調査の経過と体制

2度の分布調査において、事業範囲内では古墳、山城、遺物の散布地など29地点で遺跡が存在する

可能性が考えられため、平成8年度より遺跡の確認調査を順次、実施した。本書で報告する栗鹿遺跡に

ついては、山東町内の平野部の散布地2ヶ所（NG106・NG107・NGlO7－2・NGlO8地点＝粟鹿遺跡、‰

118地点＝柿坪遺跡）とパーキングエリア計画地内に所在する古墳群（NG120－2地点＝北山遺跡・梶原

遺跡）の3ヶ所6地点とあわせて、遺跡の確認調査を行った。

1．調査の体制

調査担当者　　調査第2斑　　　主　査　吉識雅仁（調査担当）

研修員　佐々木俊彦（調査担当）

技術職員　仁尾一人（調査担当）

遺跡調査番号　NG106地点　　980147

NG107地点　　980148

m107－2地点　980149

NG108地点　　980150

調査期間　　　平成10年10月9日～12月18日

調査面積　　1，651Id

2．調査の方法

旧丹波国から遠坂を越えて旧但馬国に入った口部周辺は、東西に長い平野部を形成し、比較的開けた

立地状況を呈している。春日和田山道路Ⅱの路線ルートは、粟鹿遺跡周辺では平野部をほぼ東西方向に

横断し、粟鹿川に沿って丘陵南裾を通り西進していくが、この平野部に山東インターチェンジの建設が

計画された。Ph106地点およびIhlO8地点は、平野部を東西に横断する山東町柴から但馬一宮のひとつ

である粟鹿神社北側までの約55，000Idの範囲であり、NG107地点は国道427号線から南北方向に進入

する柴川以南の約34，000Idの範囲をそれぞれ対象とした。また、国道427号線に隣接する約2，000扇の

範囲をPb107－2地点として追加し、調査を実施した。但し、現場では調査の進行および管理上、4地点

を一括して取り扱い、トレンチを設定した。このため、各地点に設定したトレンチNGは下記のとおりで

あり、以下、トレンチNdを明記し、確認調査の結果について記載していきたい。

NGlO6地点　　／T12～T17（T15は欠番）

－　2　－



第1章　調査の経緯と体制

PhlO7地点　　／T2－Tll

NGlO7－2地点　／Tl

‰108地点　　／T19～T27（T18は欠番）

現在の国道427号線沿いおよび平野部には、古代山陰道の推定路線が東西方向に想定されていること

から、‰107地点および‰107－2地点では、道路遺構の確認を主目的として調査を実施した。このため、

柴川が形成する谷部から段丘上にあたる南北約400mの範囲に5m間隔で幅2m、長さ10mのトレン

チを設定（Tl～Tll）し、調査を行った。また、南の段丘上では、東西方向に10m間隔でトレンチを

設定（TlO・T13・T17・T20・T23・T25・T27）し、それらのトレンチで確認された遺構の広がりを把

握するため、幅2m、長さ10mのトレンチを任意に追加し、調査を進めた。トレンチは現在の地割り

ごとに番号を付け、その地割り内に設定したトレンチ個々にアルファベットを付して表示した。トレン

チの調査については、遺物包含層まで機械によって掘削、除去し、その後、人力によって遺物包含層を

掘り下げ、遺構を確認した。

3．調査の結果

‰106地点・‰107地点・‰107－2地点・‰108地点の4地点、約90，000Idにおよぶ範囲は、地形

的には国道427号線周辺の低い段丘上にあたる地区（Tl－A．C．D）、柴川両岸の氾濫原にあたる地区

（TトB・T2－A～T6－A）、段丘上にあたる地区（T6－B～T23－B．T24－B．C）、粟鹿川が形成した扇

状地状の沖積地にあたる地区（T23－C～I・T24－A．D・T25－A～T28－B）に分かれており、ほぼこ

第2図　確認調査トレンチ配置図
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第2節　確認調査の経過と体制

れらの地形分類にそって遺構および遺物が発見された。

T1－A．C．Dは、国道427号線に隣接し、古代山陰道の道路遺構が検出される可能性が高いと考え

られた地区である。TトCでは柱穴が検出され、Tl－CからTトDにかけて溝状の窪みが、T1－Aでも

溝が確認された。溝は国道より北西から南東方向にふっており、その性格については判断することはで

きなかったが、Tl－Cからは緑粕陶器片が出土した（一品野田遺跡）。

Tl－B・T2－A～T6－Aでは、表土下から砂礫層が確認されたため、西流する柴川の氾濫原に位置し

ているものと考えられる。一部から遺物は出土したものの、遺構は検出されなかった。

T6－B～T23－B．T24－B．C周辺は、標高約960mを測る粟鹿山の南裾から広がる段丘の末端に位置し、

南東から北西に緩やかに傾斜している。基本的な層序は上方から表土、盛土、黒色シル下層、黄褐色シ

ルト層で、TlO－A～F．H・T11－A．B．D・T13MD～F・T14－A～Dでは黒色シルト層上に黒褐

色シル下層が認められた。表土および盛土は、ほ場整備以後の堆積であり、黒褐色シル下層からは中世

および古墳時代後期以前の遺物が出土し、T20－C．E・Fの黒色シル下層からは縄文後期の遺物がわず

かに出土した。遺構は黒褐色シルト上面、黒色シルト上面、黄褐色シルト上面で確認されたが、黄褐色

シルト上面で遺構が確認されたトレンチでは黒色シル下層の堆積は認められず、表土あるいは盛土下で

確認されたことから、遺構は黒褐色シルトあるいは黒色シルト層から掘り込まれたものと考えられる。

TlO・T12～T14では、黒褐色シルト上面およびその下層である黒色シルト上面からも遺構が確認され

ており、出土した遺物から中世および古墳時代後期、弥生時代後期から古墳時代前期の遺跡であると考

えられた（粟鹿遺跡B・C・D地区）。T16・T17付近は、段丘上に位置しているが、浅い谷状の地形

を呈しており、遺構は検出されなかった。

T7およびT20～T22・T23－A．B・T24－B．Cにおよぶ範囲では、黒色シルト上面およびその下層

である黄褐色シルト上面から遺構が確認されており、出土した遺物から奈良時代および弥生時代後期か

ら古墳時代の遺跡であると考えられた。さらに、T21－D．Eでは、西裾に石列が施された道路遺構が

確認された。ほ場整備前の図面には、粟鹿神社から一品集落北側の谷部にむけて国道427号線まで一直

線に延びる道路が記載されており、今回確認された道路跡がそれにあたるものと考えられる。（粟鹿遺

跡A・E・F地区）。T23－C～I・T24－A．D・T25－A～T28－B周辺は、段丘下に位置し、粟鹿川が

形成した扇状地状の沖積地である。このため、基本的な層序は上方から表土、黄褐色細砂層、灰褐色シ

ル下層、砂礫層で、遺構は黄褐色細砂層上面から確認された。遺構は、土坑、柱穴などで出土した遺物

から奈良時代および弥生時代後期から古墳時代の遺跡であると考えられた（粟鹿遺跡G地区）。

写真1　調査前の状況 写真2　確認調査状況
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第3節　本発掘調査の経過と体制

平成10年度に実施した確認調査の結果、約90，000Idにおよぶ調査対象範囲のうち、約55，000Idの範

囲で本発掘調査が必要と判断された。これを踏まえ、兵庫県教育委員会では事業者との間で協議を行い、

平成11年度より粟鹿遺跡の本発掘調査を開始し、平成15年度にすべての調査を終了した。

各年度の調査の体制および調査の概要については、下記の通りである。

1．調査の体制

平成11年度　来鹿遺跡の初年度の本発掘調査は、A地区、B地区、一品野田遺跡、C地区、A2地

区のあわせて約14，000扇の範囲の調査を実施した。

調査担当者　　調査第2班　　　主　査　岸本一宏・西口圭介

研修員　佐々木俊彦・井本有二

遺跡調査番号　990004

調査地区名　　A地区　3，840d

B地区　2，636Id

一品野田遺跡　631Id

調査期間　　　平成11年5月20日～平成11年9月24日

第3図　本発掘調査区位置図
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遺跡調査番号

調査地区名

調査期間

遺跡調査番号

調査地区名

調査期間

990224

C地区　6，358Id

平成11年10月6日～平成12年3月24日

990305

A2地区　311扇

平成12年2月1日～平成12年3月24日

平成12年度　粟鹿遺跡の第2年次の本発掘調査は、D地区、F地区、G地区、A3地区のあわせて

約24，000扇の範囲の調査を実施した。

調査担当者　　調査第2班　　　主　査　岸本一宏

事務職員　服部　寛

臨時職員　戸田真美子

遺跡調査番号　2000194

調査地区名　　D地区　8，295Id

調査期間　　　平成12年6月6日～平成12年11月7日

調査担当者　　調査第1班　　　主　査　深井明比古

研修員　尾野幸雄・高木芳史

遺跡調査番号　2000196・2000197

調査地区名　　F地区・G地区14，471前

調査期間　　　平成12年7月17日～平成12年12月27日

遺跡調査番号　2000271

調査地区名　　A3地区1，593ni

調査期間　　　平成12年12月26日～平成13年3月9日

平成13年度　粟鹿遺跡の第3年次の本発掘調査は、E地区約6，400Idの調査を実施した。

調査担当者　　調査第1班　　　主　査　深井明比古

研修員　尾野幸雄

事務職員　服部　寛

遺跡調査番号　2001043

調査地区名　　E地区　6，390前

調査期間　　　平成13年6月4日～平成13年9月21日

平成14年度　来鹿遺跡の本発掘調査は、平成13年度までに大半が終了したが、第4年次の調査は、

生活道路として常時使用されている町道および農道部分であるE地区西側の農道粟鹿34号線部分であ

るE2地区および北側の町道長垣四ツ辻線部分であるE3地区の調査を実施した。

調査担当者　　調査第1班　調査専門員　吉田　昇

主　査　渡辺　昇
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遺跡調査番号　2002165

調査地区名　　E2地区・E3地区1，111Id

調査期間　　　平成15年1月27日～平成15年3月25日

平成15年度　粟鹿遺跡の最終年度の本発掘調査は、生活道路として使用されている町道および農道

部分の付け替え工事がすべて完了したため、これらの地区の調査を実施した。F地区西側の県道粟鹿早

田線部分であるE4地区、C地区北側およびD地区北側の町道長垣四ツ辻線部分であるC3①地区・C3

（彰地区およびD3（力地区・D3②地区、A地区西側およびD地区西側の農道粟鹿38号線部分であるA4

地区およびD2地区、B地区西側およびC地区西側の農道粟鹿32号線部分であるB2地区およびC2地

区のあわせて9地区である。また、春日和田山道路Ⅱ建設にともなう用水路の付け替えによって、給水

ができなくなる水田部分の地盤改良工事が実施されたため、該当する水田部分をB3地区として、調査

を行った。

調査担当者　　調査第1班　　　主　査　渡辺　昇

遺跡調査番号　2003097

調査地区名　　E4地区　522Id

調査期間　　　平成15年7月10日～平成15年7月31日

調査担当者　　調査第3班　　　主　査　森内秀造・藤田　淳

主　任　仁尾一人

遺跡調査番号　2003098

調査地区名　　A4地区・B2地区・B3地区・C2地区・C3①地区・C3②地区・D3①地区

D3②地区　4，738崩

調査期間　　　平成15年11月6日～平成16年3月19日

2．調査の概要

A地区　栗鹿遺跡の中央北側に位置するA地区では、弥生時代後期の竪穴住居跡1棟と溝が確認され

た。但馬地域では弥生時代後期の遺跡は丘陵上に存在する時期と考えられていたが、粟鹿遺跡では比較

的低地に存在していることが判明した。また、A地区で確認された溝は、A3地区、B3地区へと連続し

ており、遺跡を巡る周溝と考えられる。さらに、古墳時代中期から後期の竪穴住居跡10棟以上、掘立

柱建物跡1棟が確認された。

B地区　A地区に東接するB地区では、木棺墓3基、扇状地の旧河道上から竪穴住居跡16棟以上が

確認された。前者は弥生時代後期、後者はA地区同様、古墳時代中期から後期の限られた時期の遺構と

考えられる。また、15～16世紀を中心とした中世の柱穴多数、井戸、集石土壌などが確認された。

B3地区　春日和田山道路Ⅱの路線ルートに隣接し、B地区の北側に位置するB3地区では、調査区

の南および東側はほ場整備によって削平されており、遺構は調査区の北側を中心に確認された。遺構は

竪穴住居跡8棟、溝、柱穴などが確認され、他の調査区とは異なり、弥生時代後期から古墳時代前期の

遺構であり、粟鹿遺跡の集落の変遷を考える上で貴重な成果が得られた。また、中世の柱穴多数、土壌

1基なども確認された。
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C地区　B地区の南側に位置するC地区では、弥生時代後期の竪穴住居跡1棟、古墳時代中期から後

期の竪穴住居跡39棟以上が扇状地の旧中州および旧河道上より確認された。また、奈良時代の掘立柱

建物跡が2棟、B地区同様、15～16世紀を中心とした中世の柱穴多数、畠の畝間の溝なども多数確認

された。

D地区　A地区に南接するD地区では、弥生時代後期の竪穴住居跡4棟、木棺墓および土墳墓がそれ

ぞれ1基確認された。また、古墳時代中期から後期の竪穴住居跡が重複するものを含め30棟確認され、

竃や屋内炉をもつもの、貼り床のものなどが認められた。さらに、調査区北側で平安時代後期の掘立柱

建物跡3棟が確認され、この時期にも小規模ながら集落が営まれていたことが判明した。

E地区　D地区に東接するE地区では、弥生時代後期の竪穴住居跡2棟、土器棺墓1基が確認され、

弥生時代中期末から後期初頭と考えられる方形貼石基が確認された。方形貼石基は、残存状況が悪く、

埋葬主体は削平されていたが、山陰地域独自の墳墓であり、兵庫県下で確認された初例である。また、

平安時代末から鎌倉時代の掘立柱建物跡2棟の他、調査区南西一北東方向に約80mにわたる道路遺構

が確認された。道路遺構は、路面に石畳状に石を敷いたもので、粟鹿神社の旧参道であり、中世後半の

洪水により埋没したのち、再度同じ位置に遣り直され、ほ場整備が行われた昭和53年まで機能し続け

ていたものである。

F地区　E地区に東接するF地区では、弥生時代後期から古墳時代の竪穴住居跡6棟と掘立柱建物跡

1棟が確認された。また、奈良時代の掘立柱建物跡5棟、2カ所の柵列跡、溝などが確認され、方形区

画溝で囲まれた大型の掘立柱建物跡群は、古代栗鹿神社の着到殿の可能性が考えられ、付近の流路から

は、「神」あるいは「神［マカ］」、「刀自［女ヵ］」、「満呂」などの文字が読みとれる墨書土器が出土し

ている。このうち、「神［マカ］」と書かれた文字は、『栗鹿大〔明〕神元記』に記されている古代豪族「神

部直」（ミワベノアタイ）の存在が考えられる資料として注目される。

G地区　粟鹿遺跡の西端、F地区に東接するG地区では、弥生時代中期から古墳時代の竪穴住居跡

10棟が確認され、奈良時代の掘立柱建物跡5棟、4カ所の柵列跡なども確認された。また、F地区同様、

判読は困難であったが墨書土器が出土した他、「米万呂□」、「方□」とヘラ書きされた須恵器や丸瓦の

凹面を上にして樋をつないだように並んだ完形の丸瓦4点が出土している。

一品野田遺跡　国道427号線沿いに立地する一品野田地区では、13世紀代の掘立柱建物跡1棟、柱穴、

土壌、井戸などが確認され、その下層からは11～12世紀代の水田跡も確認された。また、古代山陰道

に関わる道路遺構の存在が想定されたが、調査範囲内では側溝などは確認されなかった。

第4節　整理作業の経過と体制

出土品整理事業は、現場での発掘調査が多年度、広範囲におよび、遺物も多量に出土したため、事業

者側と埋蔵文化財調査事務所で協議を行い、4ケ年計画とすることで合意した。

平成15年度　初年度は、平成11－13年度に調査を実施した地区（粟鹿遺跡A・A2・A3・B・C・D・E・F・

G・一品野田遺跡）の遺物の水洗い、ネーミングの各作業を明石市魚住町に所在する兵庫県教育委員会

埋蔵文化財調査事務所の魚住分館において行い、その後、神戸市兵庫区に場所を移し、接合・補強作業

を実施した。
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第1章　調査の経緯と体制

整理担当職員　整理保存班　菱田淳子（工程管理）

整理嘱託員　　　　　　　　吉田優子・眞子ふさ恵・石野照代・中田明美・西野淳子・蔵　幾子

大仁克子・加藤裕美・又江立子

魚住分館　長谷川洋子・早川亜紀子・伊藤ミネ子・家光和子

平成16年度　整理作業の第2年次として、新たに平成14年度に調査を実施した地区（粟鹿遺跡

E2・E3地区）の整理作業を追加し、追加分の遺物の水洗い、ネーミング、接合・補強の各作業と、こ

れまでの作業を継続して、遣物の実測・拓本、復元、分析鑑定の各作業を実施した。

整理担当職員　整理保存班　村上泰樹（工程管理）・仁尾一人（工程管理他）

調査第2班　岸本一宏

整理嘱託員　　　　　　　　池田悦子・八木和子・松本嘉子・島田留里・高瀬敬子・川村由紀

垣本明美・長川加奈子・西村美緒

吉田優子・西口由紀・石野照代・中田明美・蔵　幾子・大仁克子

加藤裕美・岡田祥子・又江立子

魚住分館　長谷川洋子・早川亜紀子・伊藤ミネ子・家光和子

平成17年度　整理作業の第3年次として、平成15年度に調査を実施した地区（粟鹿遺跡A4・B2・

B3・C2・C3①・C3（彰・D3①・D3②・F2地区）の整理作業を追加し、追加分の遺物の水洗い、ネーミング、

接合・補強の各作業と、これまでの作業を継続して、遺物（金属器を含む）の実測・拓本、復元作業に加え、

遺物の写真撮影、写真整理、遺構図の補正、金属器の保存処理等の各作業を実施した。また、兵庫県下

の公立中学校の2年生が行う、地域に学ぶ職場体験「トライやるウイーク」の期間中（11月7日～11

月11日）、神戸市立楠中学校および同　夢野中学校の2名の生徒にも、埋蔵文化財の整理作業の体験と

して、遺物の写真撮影の補助をお手伝いいただいた。

整理担当職員　整理保存班　森内秀造・藤田　淳

仁尾一人（工程管理他）・岡本一秀（金属器保存処理）

企画調整班　深井明比古

調査第1班　渡辺　昇・西口圭介

調査第2班　岸本一宏

整理嘱託員

金属器保存処理

池田悦子・古谷章子・松本嘉子・村上京子・前川悦子・高瀬敬子

溝上くみ・西村美緒・岡田陽子・久保昭夫

吉田優子・眞子ふさ恵・島村順子・西口由紀・木村淑子・中田明美

蔵　幾子・小野潤子・宮野正子・河上智晴・大仁克子・加藤裕美

三好綾子・奥野政子・又江立子・早川有紀・荻野麻衣・荒木由美子

藤池かづさ・西谷美保

栗山美奈・大前篤子・藤井光代・高橋朋子・清水幸子

魚住分館　長谷川洋子・早川亜紀子・伊藤ミネ子・家光和子

トライやる　久保平亮（楠中学校）・溝口案季穂（夢野中学校）
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第4節　整理作業の経過と体制

平成18年度　整理作業の最終年度として、これまでの作業を継続して、遺物の復元、写真撮影、写

真整理、トレース、レイアウト、原稿執筆から報告書刊行までの作業を行った。

整理担当職員　整理保存斑　森内秀造・藤田　淳

岸本一宏（工程管理他）

調査第1班　渡辺　昇・西口圭介

社会教育課　審査指導係　深井明比古

兵庫陶芸美術館　仁尾一人

整理嘱託員 池田悦子・松本嘉子・前川悦子・高瀬敬子

写真3　遺物復元状況 写真4　遺物実測状況
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第2章　遺跡の環境

第2章　遺跡の環境

第1節　地理的環境

兵庫県の北部、旧但馬国南東部に位置する朝来郡4町（生野町・朝来町・和田山町・山東町）は、平

成17年4月1日に合併し、兵庫県25番目の新市、朝来市となった。粟鹿遺跡（第4図1．以下同）

が所在する山東町は、朝来市の東端に位置し、南東部は丹波市（旧氷上郡青垣町）に接し、北東部は京

都府福知山市（旧京都府天田郡夜久野町）と府県境になっている。

兵庫県では、県の中央やや北側に播但山地と呼ばれる中国山地から続く山地によって、瀬戸内海へ流

れる河川と日本海へ流れる河川とに分かれる。朝来市の南端、生野町円山を源流として日本海へと北流

する円山川は、総長約70kmにわたる但馬地域唯一の一級河川である。山東町内では、円山川の支流で

ある粟鹿川や与布土用、磯部川などに沿って平野部が形成され、居住域あるいは農耕地などの生活空間

として利用されているが、町内の地勢は全般に高峻で、三国岳や粟鹿山など一部標高1，000m級の山々

が連立し、町域の大部分は山野に占められている。

調査地周辺は、旧丹波国から遠坂を越えて旧但馬国に入った口部に位置しており、粟鹿川および柴川

に挟まれた東西に長い比較的開けた地形が広がっている。この平野部には、古代山陰道の推定路線が東

西方向に想定されており、現在も丹波と但馬を結ぶ高規格道路（一般国道483号北近畿豊岡自動車道）

が敷設されるなど、古代から変わりなく続く交通路の様相を呈している。しかし、道路建設にともない、

粟鹿遺跡以東では方谷古墳群（6）や柴遺跡（7）、以西では若水A古墳群（24）や芝花古墳群（34）、

柿坪遺跡（50）など柴川や粟鹿川、与布土用の各流域に形成された古代から中世の遺跡が発掘され、歴

史的様相が明らかになりつつある反面、周辺一帯の自然環境および景観は大きく変貌している。

第2節　歴史的環境

粟鹿遺跡が所在する山東町内の埋蔵文化財については、戦後まもない昭和25年、早田において古墳

の調査中に陶棺が発見されたことや、昭和31年、迫間古墳群の調査が関西学院大学によって実施され

るなど、比較的早い時期から発掘調査が行われている。

山東町内における旧石器、縄文時代の遺跡については、これまであまり知られておらず、隣接する京

都府福知山市の夜久野高原において、縄文時代早期の押塑文土器が採集され、菖蒲池遺跡では縄文時代

晩期の集落跡が確認されている。与布土川流域の谷の口部に広がる柿坪遺跡の調査では、縄文時代後期

の土器と剥片石器が出土しているが、遺構は確認されていない。今回の粟鹿遺跡の調査でも、遺構は確

認されなかったものの、縄文時代中期から後期の土器がわずかながら出土していることから、今後、町

内で縄文時代の遺跡が発見される可能性が高まったと考えられる。

弥生時代の遺跡については、朝来市内あるいは但馬地域において、前期中段階の土器が出土している

駄坂川原遺跡（豊岡市）や筒江片引遺跡（朝来市和田山町）などが知られているが、山東町内ではこの

時期の遺跡は発見されておらず、弥生時代中期以後の遺跡が確認されている。このうち、仲田遺跡（60）

は、粟鹿川と与布土用の氾濫原にあたる微高地に立地し、中期後半に限定される集落遺跡である。調査

では、方形の住居跡が確認され、磨製石剣などが出土している。粟鹿遺跡で確認された弥生時代の遺構は、
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第2節　歴史的環境

兵庫県で初例となる山陰地方独自の方形貼石基が中期末から後期初頭と考えられるが、主な遺構は後期

を中心とした住居跡や木棺墓、土墳墓などである。この他、五反田遺跡（26）や森向山遺跡（87）でも

後期の遺構が確認されており、柿坪中山古墳群（51）では、後期前半と考えられる木棺墓が調査されて

いる。

山東町内には総数約550を数える古墳が確認されているが、隣接する円山川流域の和田山町および朝

来町で築造されている前方後円墳は、いまのところ発見されていない。大半の古墳は、直径あるいは一

辺約10mを測る円墳あるいは方墳であるが、今回の道路建設にともない調査が行われた若水A11号墳

（24）は、長径約40m、短径約35mを測る楕円形の墳丘を造り出した古墳時代初期段階の南但馬の王

第4図　周辺遺跡分布図
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第2章　遺跡の環境

1．粟鹿遺跡

2．－品野田遺跡

3．宮裏古墳群

4．大同寺古墳群

5．大原古墳群

6．方谷古墳群

7．柴遺跡

8．柴城跡

9．方谷遺跡

10．栗鹿神社経塚

11．押花散布地

12．新堂谷池南古墳

13．滝ノロ北古墳群

14．滝ノロ古墳群

15．石寺古墳群

16．畑田古墳

17．櫛名谷古墳群

18．櫛名谷西古墳群

19．掘所古墳群

20．大谷口北古墳群

21．西谷古墳群

22．若水B古墳群

23．若水城跡

24．若水A古墳群

25．切戸山古墳群

26．五反田遺跡

27．馬場古墳群

28．馬場散布地A

29．馬場散布地B

30．持谷古墳

31．越田宮之野前遺跡

32．和賀向山古墳群

33．柿坪向山古墳群

34．芝花古墳群

35．芝花墳墓群

36．芝ケ端遺跡

37．芝ケ端古墳

38．芝花散布地A

39．芝花散布地B

40．越田塚脇遺跡

41．越田塚脇古墳

42．椎ノ木古墳群

43．越谷古墳群

44．南越谷古墳群

45．恋谷遺跡

46．三保尾荒地古墳

47．三保東山古墳

48．和賀散布地

49．永徳遺跡

50．柿坪遺跡

51．柿坪中山古墳群

52．越田段古墳群

53．越田四辻遺跡

54．三保遺跡

55．与布土民館跡

56．三保向山古墳群

57．山根古墳群

58．山根畑中古墳群

59．衣笠城跡

60．仲田遺跡

61．上竹散布地

62．小谷城跡

63．ハス子古墳群

64．大師山古墳群

65．天満氏館跡

66．楽音寺散布地

67．梅ケ作遺跡

68．梶原遺跡

69．北山遺跡

70．楽音寺北山1号墳

71．諏訪城跡

72．城ノ越遺跡

73．城ノ越古墳群

74．大月向山古墳群
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75．東南山古墳群

76．寺山古墳群

77．宮ノ谷古墳群

78．大将軍古墳群

79．北大工山古墳群

80．大工山古墳群

81．矢谷古墳群

82．庵山古墳

83．押坂古墳群

84．又木谷古墳群

85．喜多垣古墳群

86．打田2号墳

87．森向山古墳群・森向山遺跡

88．打田古墳（1号墳）

89．滝野城跡

90．向山城跡

91．石部神社古墳

92．鞠散布地

93．陣東氏館跡

94．空山古墳

95．新堂見尾古墳群

96．新堂見尾遺跡

97．新堂見尾城跡

98．磯部氏館跡

99．縄手1号墳

100．塩田上地古墳群

101．日仙寺古墳群

102．宮ノ越散布地

103．田ノロ中山古墳群

104．田ノロ中山遺跡

105．夜久野城跡

106．大月北山古墳群



第2節　歴史的環境

墓といえる古墳であることが判明した。また、朝来郡広域行政事務組合（当時）が調査主体となり、柿

坪中山古墳群（51）東側の独立丘陵に点在する古墳群のひとつである馬場古墳群（27）や、山東盆地を

東に一望できる丘陵上に立地する東南山古墳群（75）などの調査が行われている。前者は、4世紀末か

ら5世紀後半に位置付けられる6基の古墳が調査され、馬場17号墳東棺では出土状況が明確にわかる

子持勾玉が出土し、同19号墳からは和田山町城の山古墳出土の方格規矩鏡と文様構成が類似した方格

規矩八禽鏡が出土している。後者は、5世紀を中心とした時期に位置付けられ、眼下を見下ろす柿坪遺

跡との関係が注目される古墳群である。この他、粟鹿川上流の谷部に立地する西谷古墳群（21）は、横

穴式石室を埋葬主体として、現在25基が確認されている。これら古墳群の状況から、山東町内では6

世紀前半までの木棺直葬墓や竪穴式石室を埋葬主体とする古墳は、町内中央部の山東盆地あるいは小河

川によって形成された各谷を見下ろすことができる尾根上に立地し、続く6世紀後半以降に出現する横

穴式石室を埋葬主体とする古墳は、各河川上流部の山麓あるいは谷部に立地している傾向がうかがえる。

また、昭和53年ごろに行われた柿坪遺跡の調査では、弥生時代中期の住居跡や古墳時代前期の集落跡

が発見され、但馬地域最大の集落遺跡といわれていた。今回の道路建設にともない東西約360m、南北

約40mの範囲におよぶ調査が実施され、古墳時代全般にわたる住居跡約120棟、掘立柱建物跡34棟な

ど、数多くの遺構が確認され、多量の遣物が出土している。

歴史時代の遺跡については、これまで国場整備などの土木工事中に部分的な調査が行われたのみであ

り、遺跡の調査から歴史的な様相を理解することはできない状況である。そのなかで、越田宮之前遺跡

（31）では、8世紀後半から11世紀に至る井戸や土坑、多数の柱穴が確認されており、周辺地城からは、

平安時代の墨書土器や「寺」様の漆記号をもつ奈良時代の須恵器なども出土、採集されている。このた

め、これらの遺跡および散布地周辺は、兵主神社から粟鹿神社へ通じる重要な位置に立地していること

と併せ、古代の役所的な性格をもつ遺跡と考えられている。また、県指定天然記念物ウツギノヒメハナ

バチの群生地として有名な楽音寺からは、経瓦が出土している。

なお、繰り返しになるが、今回の道路建設にともない、山東町内では粟鹿遺跡や柿坪遺跡、若水A

11号境を含め、16地点（第4図）において比較的広範囲におよぶ調査が行われ、多くの成果を得るこ

ととなった。粟鹿遺跡および周辺の遺跡についてみれば、古代山陰道は側溝等、明確にそれらの痕跡を

確認することはできなかったが、柴遺跡から「輝子」の文字が記された木簡が出土したことによって、

これまで柴、和賀、大同寺など複数あった粟鹿輝家推定地が柴遺跡あるいは近接する地点に所在してい

たと考えられる成果が得られた。また、出石神社（旧出石郡出石町）とともに、但馬国一の宮である粟

鹿神社の前面に位置する地点（F地区）で出土した「神」あるいは「神マ」と判読できる墨書土器およ

び建物跡群は、『粟鹿大［明］神元記』に記されている古代豪族「神部直」と粟鹿神社との関係を考え

る上で貴重な資料といえるものである。

参考文献

『兵庫県大百科事典』神戸新聞出版センター1983年

『兵庫県の地名』　日本歴史地名大系第29巻I　平凡社1999年

『永徳遺跡』朝来郡山東町教育委員会1979年

『西谷古墳群・迫間古墳群』山東町教育委員会・武庫川女子大学考古学研究会1979年

『持谷古墳発掘調査報告書』山東町教育委員会1988年

『年報』平成11年度～平成13年度　兵庫県教育委員会1999－2001年

『兵庫県遺跡地図』兵庫県教育委員会　2004年
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第2章　遺跡の環境

第5図　遺跡周辺の地形

ー15　－



第1節　調査区の位置

第3章　粟鹿遺跡について

第1節　調査区の位置

朝来市山東町に所在する粟鹿遺跡は、標高962mの粟鹿山から北側に開析された谷によって形成され

た扇状地形の北端部中央に位置している。扇状地扇端の北側には山陰帯花崗岩類からなる山塊が東西に

連なっており、その南側の東西方向にのびる開析谷を南側からの扇状地端が直交方向に埋めるようなか

たちになっている。扇端は、西流する柴川により浸食され、段丘崖状を呈している。調査区のうち、A

地区北端はちょうど崖部分にあたる。

現在、粟鹿川は南東から北西方向に流れ、この扇状地を斜めに横切るが、もとは扇状地形に沿う方向

であったと思われる。今回の報告では掲載することができなかったが、各発掘調査区の遺構面以下のた

ちわり調査を実施した結果、シルト状堆積物と砂礫の堆積物により形成されていることが判明している。

200m
！一　一　一　一i　　　；　　　　　　I

第6図　調査区と周辺の地形図（圃場整備前）
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第3章　粟鹿遺跡について

また、A・D地区では遺構面において、平面的にも溝状に砂礫が堆積している部分を数状観察できる。

その後、黒ボク層が扇状地形の上部全体を覆うように堆積しているが、低い部分には二次堆積も認め

られる。検出した遺構のうち、中世のものはこの二次堆積層を遺構面にしているようであり、弥生～古

墳時代の遺構は一次堆積上面あたりを面としていた可能性が高い。圃場整備により削平を受けた部分で

はこの黒ボクは削られて黄灰色系のシルトや砂礫が耕土直下でむき出しとなっている。

なお、遺跡南東側には、田中眞吾氏により「裁頭段丘」と名づけられた台地が存在している。田中氏

によれば、この台地を作り出した河川がすでになくなっており、栗鹿川の新しい沢が下刻、下方侵食を

行い、この台地の上流側に続いていた古い扇状地である台地部分を削り取ってしまったとされている。

また、台地の高いほうから順にI～Ⅳ面に区分され、最も古いI・Ⅱ面は約12．5万年前頃の最終間氷

期以前の古い形成と考えられ、低いものほど順次新しい時期の形成とされている。

氏によれば、遺跡が立地する部分の扇状地は約1万5千年前項晩氷期以降と考えられているが、調査

時の基盤層中に含まれる火山灰がATであることが同定されていることから、少なくとも2万4千年以

降であることは疑いないであろう。

川

第7回　旧地形復原等高線図
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第1節　調査区の位置

引用・参考文献　兵庫県土木地質図編纂委員会編1996『兵庫の地質』兵庫県土木部

田中眞吾・中島和一編1998『ひょうごの地形・地質・自然景観』神戸新聞総合出版センター

第2節　粟鹿遺跡の概要

粟鹿遺跡の調査は昭和51年（1976年）10月に始まる。圃場整備事業に伴う事前調査である。山東町

教育委員会を調査主体とし、藤井祐介氏（故人）を調査担当者として調査が実施されている。分布調

査の結果、遺物が採集された数地点の確認調査であるが、今回の調査区のC・D地区から南東方向に約

350m離れた地点にあたる。平安時代の掘立柱建物跡や横穴式石室を内蔵する古墳の存在が推定されて

いる。

続く昭和52年（1977年）10月には、前年とは工区を違えた圃場整備事業地内において、兵庫県教育

委員会の松下勝（故人）・井守徳男を調査者、調査主体は山東町教育委員会を調査主体として確認調査

が実施された。分布調査により須恵器・土師器が採集された、字名が大門・猪子垣等の地点について、

調査を実施した結果、須恵器・土師器が出土したものの、遺構は発見されなかった。なお、出土須恵器

の中には稜椀も認められた。調査が行われたグリッドのうち、いくつかが今回調査のD・E地区にあたる。

当該地区内は条里区画が良好に残存していたが、圃場整備後は坪境の畦畔のうち、南北方向のものは

ほぼそのまま畦畔や農道として残存しているが、東西方向の坪境畔は、水田区画ラインでかろうじて残

存している。条里区画の方向は、E地区付近では真北より東へ2050′、座標北からは東へ2030′のず

れである。この条里が施行された時期については明確な答えは用意できていないが、C・D地区で検出

された中世の建物跡の多くが条里方向にほぼ合っている一方、C・F地区で検出された奈良時代建物跡

の方向は、条里方向とのずれが目立つ。積極的な根拠に欠けるが、付近の条里区画は中世あたりまで降

る可能性を考えておきたい。

一方、古代山陰道推定ラインは、遺跡北側の国道427号線とほぼ重複していると推定されているが、

条里方向とは全く異なる方向である。また、粟鹿神社参道は柴川の氾濫原で途切れてはいるものの、推

定山陰道とほぼ直角に接続する。条里は地形に合った方向で区画されることが多いが、この参道は条里

方向よりもむしろ地形に沿った方向であることに注意しておきたい。一方、栗鹿神社および本殿・拝殿

の方向がどこまで遡るか不明であるが、地元の信仰の対象であった粟鹿山に背を向けるかたちで拝む粟

鹿神社および古代山陽道と直角に接続する参道を合わせて考えると、政治権力による新たな整備として

少なくとも現在の方向の条里が施行される以前に遡ることを想定しておきたい。

栗鹿遺跡周辺には字名が残っており、E地区は「大門」、F地区は「御陵柿」、B・C地区は「東長垣」、

D地区は「酋長垣」、A・B3地区は「花之木」にそれぞれ含まれる。なお、A地区の北側は「漱（水溜

りやじめじめした土地の意）」の字名であることから、柴川の氾濫原であることが考えられ、「花之木」

の「花」は突き出した扇状地の「鼻（端）」かもしれない。粟鹿遺跡の今回の調査における遺構検出状

況から、調査区周辺に遺跡が広がっていることが判断されるが、圃場整備により削平を受けたため、遺

構等が残存している部分はあまり多くないと思われる。その中にあって、B・C地区の東側は確認調査

の結果により、すでに削平を受けてしまっていることが判明している。G地区の西側半分の周囲には遺

跡が広がっている可能性は少ない。また、A地区の北西側についても、第7図では表現されていないが、

谷状地形となっているため、遺構が存在する可能性が少ない。
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第3章　粟鹿遺跡について

第8図　粟鹿遺跡遺構全体図
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第4章　各地区の調査

第4章　各地区の調査

第1節　A地区の遺構と遺物

概　要

A地区は当初水田2筆分、平面形が四角形2つの調査区であったが、調査の進展にともない、遺構・

駁撃

20m

I　　・　l　　　　＿＿＿‥［

第9回　A地区遺構全体図
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第1節　A地区の遺構と遺物

第10図　A地区南北断面図

1型二旦nA－

0　　　　　　　　　　　　　20m

！日日i　　；　　　　　I

包含層が調査区外にひろがることが判明したため、その部分を拡張し、調査面積は3，840Idとなった。

調査区は北側に緩やかに下がる傾斜地形であるが、調査区北端は、その北側の水田面との比高差が2ユ

mあり、遺構面からでも1ユmの落差をもって低くなっているため、遺構のひろがりは無いものと判断さ

れる。この段差は河岸段丘状を呈している。また、調査区北端での東西両端は、道路予定地幅いっぱいで

ある。調査区内では、各水田の高所側である南部が圃場整備によって削平を受けていたため、浅い遺構は

ほぼすべて消失していることが判断できた。また、調査区東部でほ乳黄灰色の極細粧砂を遺構面としてい

たが、西側にゆくにつれ、黒ボク層が徐々に厚くその上に堆積していた。西側ではこの黒ボク層上面が遺

構面と思われたが、遺構埋土と地山との識別が非常に難しく、何度も精査を繰り返したり、検出面を掘り

下げるなどを行った。第11図で黒ボクIとした土層の上部には古墳時代の土器を含んでいた。

一方、調査区東部で北流する溝（A－SDlOOl）が、南方にのびることが判明したため、溝の延長部分お

よび遺構が削平されていないと判断される部分について、A2区として追加調査を実施した。面積は311

扇である。同様に南側の水田についても、遺構が残存していると判断できる部分をA3区として調査した。

A・A2地区で検出した遺構のうち、最も多いのが古墳時代の竪穴住居跡で、掘立柱建物跡も検出した。

また、弥生時代後期前半の溝と弥生時代後期末～古墳時代初頭の竪穴住居跡のほか、時期不明の柱穴・

土壌・溝も検出した。それらはすべて同一面で検出した。

2．盛土（圃場整備時）

3．旧耕土（近世か？中世の土器包含）

4．黒ボクI（上方に古墳時代土器含む）

139．0m

■一・・一　一・．・．一一　－．．－．・．一一．．．－　－　－　一一　一　－　－・－．－．・．・．・．・－一一

4－．黒ボクⅡ（無遺物、Iよりも砂礫多く含む）

6．黄～黄灰色（砂礫多く含む、無遺物）

1．10YR3／1．5黒（暗乳灰）色　極細粧砂。
2．10YR3／1黒（暗乳灰）色　極細粒砂で細粒砂～中粒砂

多く含む　亜角～亜円小礫多く含む
3．10YR2／2黒褐（茶褐）色　極細粒砂～細粒砂で

中粒砂～柵礫やや多く含み、亜角小礫少量含む
4．10YR1．7／1黒（黒）色　租粒シルト一極細粒砂

柵礫～亜角小磯を微量含む
4′．10YRl．7／1黒（黒）色　租粧シルト～極細粒砂

中粒砂～亜角小礫を微量含む
5．2．5Y5／3黄褐（黄～黄灰）色　砂礫層　細粒砂～柵礫

部分的に円・亜角・亜円小礫～大礫の礫層部あり

0　　　　　　　　　　　　1m

！一　一　一　一；　　　　［

第11図　A地区基本土層断面図

A－SDlOOl（第12～16図　図版3・15～17）

検出状況　A地区東部で検出した南北方向の溝である。溝北端

は段丘崖までのびるが、圃場整備により削り取られ、北端の形状

等は不明である。南部はA2地区のさらに南で自然消滅している。

検出面は黄灰色土で、A地区下段面のほぼ中央でA－SH106

と重複するが、本港が完全に埋まってから竪穴住居跡が構築さ

れている。

溝の調査は、A2地区も含め6区画に分割して、遺物出土状

況および埋土の観察を行った。

形状・規模　本港は、A3地区およびB3地区で検出された溝

と位置関係・規模・断面形状において同一のものと判断される。

また、出土遺物からみた時期においても同時期である。

本地区内では、溝は南東方向から北方向へと大きくカーブを

措き、高所側である南東端は削平により消滅し、途切れている。

溝幅は最も広い北部で2．7m、検出面からの深さは最も深いと

ころで56cmを測る。溝底は平坦な部分が多く、溝の断面形状

は逆台形を呈する。溝底の幅は63cm～1．2mを測る。

溝は延長約59mにわたって検出した。底の高さでは、最高
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第4章　各地区の調査

第12図　A地区東部遺構配置図
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第1節　A地区の遺構と遺物

1．7．5YR2／1黒（黒褐）負　極細粒砂で細粒砂混じり　¢2～5cm大の中礫含む
上半部に土器多く含む

1′．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂混じり　中礫を多く含み、1層と3層が混じった
ような層　上部に土器を含む

1〝．1層と3層が混じった層　柵礫多く含む　上部に土器含む
2．7．5YR3／1黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂（1層よりも粘性やや強い）

細礫含む　地山土混じる

2′．7．5YR3／1黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂（1層よりも粘性やや強い）
柵礫含む　地山土多く混じる

2〝．7．5YR3／1黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂（1層よりも粘性やや強い）′　細礫含む

3．7．5YRl．7／1黒（黒褐）色　租粧シルト～極細粒砂　軟質　¢3～15cm大の中礫～大礫含む
4．5Y6／4オリーブ黄（乳黄灰）色　細粒砂　中礫～大礫含む　地山

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！一　一　一　一i l　　　　　＿＿　　　！

第13図　A－SDlOl土層断面図

位と最低位の比高差は1．6mで、

約2．7％の傾斜である。なお、北

端は水田崖により消失している。

A3・B3地区で検出した溝と同

一と思われるが、その機能につい

ては、環濠とはいえず、単なる排

水のためかも知れず、不明である。

理　土　埋土の土層は4箇所で

観察した。検出時点での最終埋土

は、黒褐色系のいわゆる黒ボク層

で、主として上部に土器を含んで

いた。土器は図示したうちの半数

以上が溝の4区から出土したもの

で、3区出土のものが15％以上

を占める。A2地区内では土器は

ほとんど出土しなかったが、黒褐

色系の埋土の上部が削平を受けて

しまっていた理由によるものと思

われる。

溝は最初西側から埋まり始め、

暗茶褐色系の極細粧砂（第13図

の2層）が堆積しているが、溝北

部ではその前に溝底に黒褐色の租

粒シルト一極細粒砂が堆積してお

り、緩やかな水の流れがあったこ

とを示している。いわゆる地山は、

乳黄灰色の細粒砂である。

出土遺物　出土土器は第15・16

図に示した。

A－1～23は嚢であるが、一部に壷や鉢とすべきものも含んでいる。

嚢には口緑端部を上下に拡張し、端面に複数の凹線文を施すもの（嚢A類、A－1－12）と、端部を

上下に小さく拡張し、端面は凹面を呈するもしくは平坦なもの（嚢B類、A－13－19・23）および口緑

端部は拡張せず丸いもの（棄C類、A－20～22）がある。A－23は壷の可能性がある。A－13・14は器高

が低く、鉢とすべきかもしれない。嚢A・B類の調整はすべて外面縦パケで、内面は横方向のヘラ削り

である。ただし、A－13やA－14では、底部付近が縦方向のヘラ削りになっているが、A－27－31に示

した底部内面のヘラ削りをみると、ほぼすべて縦方向であることから、これが基本と考えられる。

嚢A類は口緑端部の形状により細分できる。上下に拡張し、端面が斜めになるもの（A－1・4・5・12）と、

垂直になるもの（A－2・3・6・10・11）があり、上方にのみ拡張するもの（A－7～9）もある。また、
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第4章　各地区の調査

拡張の大きなものから小さなものまで認められる。弥生後期初頭～

前半の範噂でとらえておきたい。一方、嚢B類は後期後半～末の時

期を与えられるようである。また、嚢C類は弥生後期末～古墳時代

前期の特徴を示している。

壷はA一別～26の3点を図示した。A一別は長頸壷あるいは直口壷

の口縁部で、端部は丸い。A－25・26はともに口緑端部を上下に拡張し、

凹線を施すが、A－25は頚部が細長く、外面には須恵器のカキ目のよう

に櫛目文のような文様を施す。中部瀬戸内地域でみられる器形である。

器台は3点（A－32～34）図示した。A－32は口径24．4cm、器高

21．7cm、脚端径20．1cmを測る。口縁端部は下方に拡張し、端面に

は3条の凹線をめぐらす。脚部には4または5方透かしを上下3段

に施す。A－33・34は口縁端部を上下に拡張するが、A－34の杯部は

外反しない。高杯にはいわゆる有稜高杯（A－35～39）と丹波・丹

後系の口縁部が屈曲するもの（A－40～42）の2種が認められる。

有稜高杯杯部にはA－35のように口緑部が直線的なものとA－37・

38のように大きく外反するものがあり、A－39のように口径18．6cm

の小さなものも認められる。丹波・丹後系の高杯は口縁端部を上方

に拡張し、端部外面に凹線あるいは擬凹線をめぐらせる。

第14図　A－SDlOl地区分割図　　A－44・45は鉢で、A－46は台付鉢であろう。口縁端部外面に2

条の擬凹線をめぐらしている。

A－49～51は高杯あるいは器台および鉢の脚部である。裾端部に凹線を施すものも認められる。

A－53・54は蓋である。A－53は内外面とも丁寧なヘラ磨きを行い、上端部には突帯を貼り付けている。

上面の平面形は正円ではなく、歪んでいる。残存高6．5cmを測り、口径は12．4cmである。

A－55は縄紋土器と判断される胎土・色調をもつもので、浅鉢の可能性がある。底面には半裁竹管に

よる「十」字形の文様が措かれ、体部にもヘラ措文様の一部が残存している。また、体部と底部とはい

ったん屈曲しているが、その部分にも沈線を施しているように看取できる。なお、当初土偶の脚の可能

性を考えていたが、深井氏のご教示により、土偶ではないとの判断にいたった。底径は4．7cmを測る。

A－SH107（第12・17～19図　図版4・17・18）

検出状況　調査区北東部で検出した。残存状況は悪く、検出面からの深さはわずかである。また、北端は

圃場整備前段階の水田により削り取られている。また、北東隅は長方形撹乱により破壊されている。遺物は、

北西部より土器がややまとまった状態で出土している。住居跡埋土は黒褐色の極細粒砂で、炭も含んでいた。

形状・規模　平面方形の竪穴住居跡で、方向はほぼ方位に合っている。北端は削平されてしまっている

ために南北規模は不明となっている。東西方向は北端で6．2m、南端では5．8mの規模で、南北方向は

最大5．0m遺存している。検出面からの深さは最大でも約7cmと浅い。床面は南端と北端の差が約5cm

あり、北に若干傾斜している。

柱　穴　柱穴は4箇所で検出した。柱穴の位置は住居跡壁から約80cm～1．3m内側にあるが、大半は

約1m内側である。柱間は南北方向西側で約2．8m、東側でも約2．8mである。東西方向北側では約3．1m、
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第15図　A－SDlOl出土土器（1）
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第16図　A－SD101出土土器（2）
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l旦Z塑E－

1

安㌣存在／／杉方2／彬訝午米桝Z彩
1．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細礫～中礫含む　土器・炭含む　粘質
2．7．5YR2／2黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂で極租粒砂～細礫含む　粘質

第18図　A－SH107土層断面図

0　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！一一一　一i l　　　　＿　　！

南側では2．9mを測る。柱穴掘り方は平面径約30～50cmの円形で、柱痕も径約23－28cmの円形である。

柱穴の床面からの深さは、掘り方で約36～60cm、柱痕では約35～50cmを測る。

出土遺物　出土土器は第19図に示した。器台・高杯・嚢などがある。

A－56は器台で、A－59も器台と思われる。A－56・59ともに、口緑端部は主として上方に引き伸ばし、

若干下方に拡張している。A－56の端面には凹線文をめぐらしている。外面全面および杯部内面をヘラ

磨き、脚柱部内面はヘラ削り、裾部内面はパケ調整である。脚部に円形透かしを3方向に穿っている。

口径19．3cm、器高16．4cm、脚部径17cmを測る。弥生後期末頃の特徴を示していると判断される。

A－57・58は高杯杯部で、丹波・丹後系の特徴を有する。A－57は口緑部外面に擬凹線を施し、口径

23．9cmを測る。A－58は杯一口緑部の器壁が薄く、口縁部外面は無文である。庄内期に降るものであろう。

A－60・61は嚢で、A－60は口緑端部を上方に拡張する。A－61は山陰系の複合口緑の形態であるが、

口緑部外面に櫛措直線文と判断できる文様を施している。口径17．1cm、庄内期前半と思われる。

その他に嚢底部（A－62）、有孔鉢底部（A－63）、脚台（A－64）、庄内前後に特徴的な櫛措波状文・直

線文が施された壷肩部（A－65）、外面に櫛措波状文を有する器種不明口縁部（A－66）がある。

∈≡≡ヨ一一≡－一成6

＝I

‾‾‾‾琵

亡ミミ＞
A－65

1－　－　－　－i　　　　：　　　　　　　　I

第19図　A－SD107出土土器
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第20図　A地区南西部遺構配置図
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第4章　各地区の調査

A－SH105（第20～24図　カラq図版6　図版4～6・10・18～20）

検出状況　A地区南西隅、調査区を三角形に拡張した部分で検出した竪穴住居跡である。遺構ベース土

はいわゆる黒ボクで、黒ボク下部は礫を多く含む層に変化している。黒ボク層上面で土器片および焼土

が認められたため、遺構の存在を想定して精査を行ったが、地山と埋土の識別が非常に困難であったた

め、何箇所もサブトレンチを設定し、土層の識別に努めた。

形状・規模　平面方形を呈するが、隅丸に近い。外辺は方位とは約450振れている。一辺約4．4～4．8mで、

検出面からの深さは38cmである。ただし、その後D地区において、本遺跡の竪穴住居跡の構築方法が

解明できたため、本住居跡は床面をつきぬけて、当初の掘削面まで一気に掘り下げてしまったことが判

明した。土層断面ほぼ中央の水平ラインが床面となる。すなわち、第1層は埋土、第2層は住居構築時

の埋め土である。したがって、検出面から床面までの深さは、検出面から約13cmとなる。

埋土からは大きな破片の土師器が多量に出土し、埋め土からは小破片の土師器が出土した。

屋内施設　住居跡南西隅付近で竃を検出した。また、ごく一部で周壁溝に類するものも検出したが、定

かでない。土墳状の小さな凹部はいくつか検出したが、柱穴は検出できなかった。

竃　焚口をほぼ北東方向に向けた竃である。煙道部および天井部は検出できなかったが、袖は高さ約25

cm遺存しており、幅約90cmを測る。濁黄褐色の土を積み上げて壁としている。掛口の直下には土師器高

杯を転地逆に設置し、支脚としている。仮に第23図A－73の嚢をこの上に設置した際、嚢の体部最大径

より少し上の部分が竃上面とすると、竃検出面より5cm程度高かったものと推定される。したがって、竃

の高さは30cm程度であった可能性がある。なお、竃南東袖脇では嚢口緑部（A」犯）が出土している。

出土遺物　本住居跡から出土した遺物はすべて土師器であり、須恵器は全く含んでいない。

第23図A－67～80と第24図A－81－85は嚢である。口緑部が複合口縁のように一度屈曲した後外反

する口緑部をもつ嚢I類（A－68－72）、口緑端部のみ外反する嚢Ⅱ類（A－73－76）、口緑端部はほとん

ど外反しない嚢Ⅲ類（A－77～81）、口緑部が外反し、端部を丸くおさめる嚢Ⅳ類（A－82－85）の4種に

分類できる。嚢Ⅱ類およびⅢ類のなかには口緑部が直線的なものと内湾するものがある。嚢の体部外面は

すべてパケ調整で仕上げており、内面は横方向のヘラ削りであるが、底部付近の削りは縦方向である。

A－67は嚢I類よりも屈曲が鋭く、ほとんど外反しない。山陰系に近い嚢または壷口緑部と思われる。

嚢I類としたなかでも、A－68～70のように屈曲が大きいものとA－71・72のように小さいものがあり、

A－72の口緑部形態は、嚢Ⅱ類としたA－73・74に近いものである。時期的変化と想定される。A－72の

口径は14．2cm、器高19．0cm、胴部最大径は20．3cmを測り、底部は丸いが、若干尖底気味である。

嚢Ⅱ類のなかでも、口縁端部が鋭い稜をもって外反するもの（A－73～75）と稜が鈍いもの（A－76）

があり、鈍いA－76は嚢Ⅲ類としたA－77に近い形状となっている。A－73の口径は17．5cm、器高27．9cm、

胴部最大径は26．4cm、体部はほぼ球形で、A－72よりも底部付近の丸みが強い。

嚢Ⅲ類は全体をうかがえるものが無いが、口縁部内面をパケ調整している点が特筆できる。また、

A－78のように受け口状のものも認められる。

嚢Ⅳ類のA－85は小型であるが、口径11．0cm、器高12．4cm、体部最大径13．2cmを測り、球胴である。

高杯はA－86－93の8点を図示した。A－92は単なる杯かもしれない。A－86・87のように鈍いなが

らも杯部外面に稜をもつものと、椀形に近く稜を持たないA－89～91がある。また、A－88のように弱

く屈曲する形態のものも認められる。A－89は竃支脚に転用されていたもので、口径14．6cm、器高11．5cm、

脚径9．2cmを測る。脚部内面は磨滅している。A－90は口径13．8cm、脚径9．7cm、器高8．9cmと低いもの
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皿
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1．10YR3／1黒褐（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂微量含む　亜角礫含む　土器含む
2．10YR2／1黒（黒）色　租粒シルトで細粒砂～中粒砂微量含む　亜角礫多く含む　土器含む
3．10YR1．7／1黒（黒）色　租粒シルトで中粧砂微量含む　亜角礫含む

4．10YR3／1．5黒褐（明黒褐）色　極細粧砂で中粒砂含む　¢1～3cm大の小礫多く含む
5．10YR1．7／1黒（黒）色　租粒シルトで細粒砂～中粧砂微量含む　亜角礫含む

0

第21図　A－SH105

である。脚部は一度屈曲する形態であるが、A－93のように大きいものからA－90のように小さいもの

まで認められる。

杯または鉢のA－94は、口径13．4cm、器高6cmを測り、底部は尖り気味に丸い。外面調整はヘラ削り
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a 異型a－

1

7

！

1　 1 3

3　　　　　　　　 6　　　 7

㍉
2

4　　　　　　　　　 5　　　　　　　 1旬

咳　 8

′二二六

l

＋
1．10YR2／1黒（黒）色　極細粒砂で細粒砂少量含む　焼土少量混じる
2．10YRl．7／1黒（黒）色　4層に近い　租粒シルト極細粒砂　細粒砂少量含む　焼土少量混じる
3．10YR3／1黒褐（黒褐）色　5層に近い　極細粒砂で細粒砂～中粒砂少量含む　焼土多く混じる
4．10YR1．7／1黒（黒）色　2層に近い　極細粒砂で細粒砂少量含む　焼土少量混じる
5．10YR3／1黒褐（黒褐）色　3層に近い　租粒シルト極細粒砂　橙色焼土多く混じる

6・10YRl・7／1黒（黒）色と10YR5／3にぷい黄褐（濁黄褐）色　極細粒砂で細粒砂混じり　焼土多く混じる　0
7．10YR5／3にぷい黄褐（濁黄褐）色　租粧シルト～極細粒砂
8．10YRl．7／1黒（黒）色　租粒シルト～極細粒砂
9．2．5Y4／2暗灰黄（緑灰）色　極細粒砂～細粒砂　中粧砂～極租粒砂混じる　貼床
10．10YR3／1黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂で細粒砂混じり　貼床
11．10YR2／1黒（黒）色と10YR5／3にぷい黄褐（濁黄褐）色　極細粒砂
12．10YR1．7／1黒（黒）色　租粒シルト～極細粒砂
13．10YR2／1黒（黒）色　極細粒砂～細粒砂
14．10YRl．7／1黒（黒）色　租粧シルト　中礫微量含む

15．10YR2／1黒（黒褐）色　租粒シルト　中粒砂　中礫　焼土混じる
16．2．5Y2／1黒（黒灰）色　極細粧砂～細粒砂　中粧砂混じり（地山）

第22図　A－SH105竃

後多方向のナデ、内面は柵かなへラ磨きとなっている。口縁部は内外面とも横ナデ調整である。

A－SH101（第20・25～27図　図版6・10・20）

検出状況　A地区のほぼ中央部で検出した竪穴住居跡である。圃場整備により大きく削平を受けており、

周壁はほとんど遺存していなかった。検出面は黄褐色細粒砂で、亜円～亜角礫を多く含んでいる。一部

に残存していた埋土は黒褐色の極細粧砂である。

形状・規模　平面長方形を呈し、主軸は南北に近い。長軸方向の規模は4．6m、短軸では3．6mを測る。

検出面からの深さは約5cmであった。

屋内施設　幅約30cm前後の周壁溝をめぐらし、両辺では周壁港内に杭跡が認められた。南辺中央には楕

円形の土壌（A－SKlOl）が存在し、長径106cm、短径90cm、深さ33cmを測る。住居跡内には柱穴や土壌

状のものが多く存在していたが、主柱穴は4本と思われる。なお、中央西寄りの床面で焼土を検出した。
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第23図　A－SH105出土土器（1）
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第24図　A－SH105出土土器（2）

柱　穴　主柱穴は住居跡南寄りの位置にあり、南北柱間は2．03・1．98m、東西は南側で1．86m、北側

では1．71mを測る。柱穴掘り方は円形で、径40～50cm、深さ26～32cm、柱痕は径20～30cmの円

形で、深さ25－32cmを測る。柱の中心を結んだラインは、東側壁から65cm、西側壁からは80cm、南

側壁からは1．0mであり、北側壁からは1．4mと最も広い。なお、柱穴のうち、南側の2箇所については、

根固めと思われる15－20cmの角礫を検出している。

出土遺物　第27図A－95に示した高杯杯部片が埋土中より出土している。有段の小型高杯で、口径

10．5cmを測る。ほかに、布留塑裏口緑部の細片や高杯脚部、小型の平底鉢底部などの細片も出土している。

A－SH102（第20・27・28図　図版7・20・23）

検出状況　調査区西部中段で検出した方形の竪穴住居跡である。本住居跡の西側にはA－SH103やSH104

が近接している。この住居跡も削平により遺存状況が悪く、検出面からの深さは10cmを測るにすぎない。

礫を多く含んだ黄褐色～黄灰色細粒砂を遺構面としている。北辺は削平により消失した部分がある。

形状・規模　住居跡の南北軸方向は北からやや西に振れている。規模は北側ではやや広く4．1m、南側
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第25図　A－SH101
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第4章　各地区の調査

1墾二坦E－

1 奴 胞　 頭 ＋

1．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂少量含む　中礫～角礫大礫含む
2．1に10YR5／3にぷい黄褐（濁黄褐）色　中粒砂～租粒砂　ブロックを含む

3．1に地山（2．5Y5／3黄褐色　細粒砂）ブロック混じる
0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！日11i l l

第26図　A－SHlOl土層断面図

では3．9mである。南北方向では3．8mを測る。

屋内施設　壁に沿って幅約20cm前後の溝をめぐらす。深さは5cm程度である。柱穴の可能性があるピ

ットは2基検出した。また、住居跡内東辺ほぼ中央で周壁溝に沿うかたちで土壌を1基検出した。平面

長方形に近く、長辺60cm、短辺50cm、検出面からの深さは30cmであった。

柱　穴　住居跡南北辺に合致する方向で並ぶ柱穴らしきもの2基を検出したが、北に偏っており、本住

居跡に伴うものか判断できない。柱穴は平面円形で、径34cm程度、深さ38cm前後である。柱痕は検出

できなかった。柱穴間距離は1．3mを測る。

出土遺物　第27図A－96－99に示した嚢・鉢等のほか、北東部埋土から棄体部の大きな破片などが出

土している。この体部破片はA－96・97とは別個体である。

嚢は2点図示した。A－96は口径19．2cmを測り、口縁部は外反気味に外上方にのびる。口縁端部は面を

もつ。体部内面は横方向のヘラ削り、外面はパケ調整である。A－97は口径18．7cmを測る嚢口緑部である。

口縁部は屈曲し、複合口線状を呈し、端部には内傾する面をもつ。端部の形態は布留型口緑部に近い。

A－98は小型丸底鉢で、口径14．3cmを測る。外面の稜はやや鋭い。内面調整は横方向の柵かいへラ磨き。

A－99は脚台状の底部である。径3．5cmで、指頭庄痕が多く残る。

A－SH103（第20・29～31図　図版7・8・10・21・22）

検出状況　調査区中段西部に位置する。3棟の竪穴住居（a～C）が重複するものと判断している。

形状・規模　いずれも方形・隅丸方形の住居跡である。

A－SH101

㌔：］戎5

0　　　　　　　　　10cm

LL．」」」＿　　　」

A－SH102

一千二＿…
三‾

第27図　A－SHlOl・SH102出土土器
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第1節　A地区の遺構と遺物

1．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト質極細粧砂　租粒砂～細礫　中礫（亜円・亜角）少量含む

1′．1と同一だが、中礫～大礫（亜円・亜角）多く含む

‾一一一＼）・・‾

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

L　一　一　一i　　　；　　　　　　＿＿＿　！

第28図　A－SH102
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1．10YR2／1黒（黒灰）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂～細礫多く含む　中礫～亜角大礫含む　土器多く含む　SH－AlO3a埋土
2．10YR3／1黒褐（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂～中礫多く含む　土器含む　SH－AlO3b埋土
3．10YR2／1黒（黒灰）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂～中礫含む　土器含む　SH－AlO3C埋土

4．10YR3／2黒褐（明茶褐）色　細粒砂で中粧砂～細礫含む　木の根か？
5．10YR1．7／1黒（黒灰）色　租粒シルト一極細粒砂で細粒砂～細礫含む　中礫含む　木の根か？

6．10YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂～亜角大礫含む　遺構ベース土
7．2．5Y6／4にぷい黄（黄灰～黄褐）色　細粒砂で中粒砂～亜角大礫含む　黄色地山

2m

第29回　A－SH103

最も古いと考えられるA－SH103Cの辺は方位と合致する方向で、南北4．9m、東西4．5m程度である。

検出面からの深さは25cmである。SHlO3bは長方形で、主軸は方位から約450振れている。長軸4．3m、
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第1節　A地区の遺構と遺物

第30図　A－SH103重複関係模式図

短軸3．3mで、深さは検出面から30cmであった。最も

新しいと判断したSHlO3aも長方形を呈するが、主軸は

SHlO3bとは約900振れている。規模は3棟中最も大き

く、長軸6．5m、短軸4．6mを測り、検出面からの深さ

は15cmであった。

屋内施設　3棟の住居跡のうち、SHlO3Cのみ周壁溝を

有していた。幅25cm、深さ5cm程度で、主として南お

よび北辺で検出している。また、床面で焼土を検出して

いるが、SHlO3aに伴うものと考えられる。柱穴はいく

つか検出しているが、SHlO3aおよびSH103Cに伴うも

のと考えている。

柱　穴　SHlO3aに伴うと考えられる柱穴は3箇所で検

出している。南西隅の柱穴を欠くが、径35～65cm、深

さ30－35cmで、柱痕は径23cm、深さ35cmである。南

北柱間は2．3m、東西では1．6mである。柱穴中心ライ

ンは住居跡壁から、東側で1．25m、北側で1．5m内側になっている。SHlO3Cに伴うと考えられる柱穴

も3箇所で検出し、南西隅を欠く。南北方向の柱間は2．4m、東西方向は2．2mを測る。掘り方は径45

～65cm、深さ22～30cmで、柱痕は径25cm、深さ25cmである。柱穴の中心をつないだラインは、住

居跡北壁から1．15m、東壁から90cmそれぞれ内側に位置する。SH103bに伴う可能性がある柱穴は北

東部の1箇所のみ検出している。

出土遺物　A－SHlO3aから出土した土器は第31図A－100－105に、SHlO3bから出土した土器は

A－106－113に、SH103C出土土器はA－114に示した。A－115－130はSH103のうちa～Cのいずれ

のものか峻別できない。

A－100－101は土師器杯、A－102は土師器高杯と思われる。高杯外面には稜を有するが、非常に鈍い。

脚部は屈曲して外方に開く。須恵器杯は口径11．0cm、器高4．7cmを測り、たちあがり部上端はやや凹面

をなす。TK－23型式期ととらえておきたい。

一方、SHlO3b出土の須恵器杯（A－108）はたちあがり部が高く、体部が扇平でヘラ削りの範囲が広

く、TK－208型式期あるいはTK－23型式期への過渡的様相を示している。蓋（A－107）についても同

様である。A－107は口径12．4cm、器高4．6cm、A－108の口径は11．3cm、器高4．5cmである。嚢（A－106・

112）はともに口縁端部が丸く、外側に少し拡張し、A－112の口縁部は内湾する。A－109－111は土師

器杯である。A－109は口径12．8cm、器高4．8cm、A－110の口径は12．4cm、器高は3．9cm、A－111は口径

10．1cm、器高4．4cmである。

A－SHlO3Cから出土したA－114は、鉢あるいは杯または高杯である。小片のため口径等は不明である。

A－115の嚢は口径13．4cm、胴部最大径23．1cmを測る。体部内面は横方向のヘラ削り、外面は板ナデ

である。A－116は高杯の可能性があり、A－119は杯である。A－117・118・120～122は杯または高杯

あるいは鉢類である。A－122の口径は12．3cm、器高4．3cmを測る。A－124～127は高杯で、脚部はほ

とんど屈曲せずに外反する。A－128・129は須恵器杯で、A－129は口径11．1cm。たちあがり部が高く、

TK－208型式期の可能性がある。A－130の嚢は口緑部がやや湾曲し、端部は面をもち、外側に若干引き
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第31図　A－SH103出土土器
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第1節　A地区の遺構と遺物

のばす。口径19．2cmである。

A－131はA－P1016埋土から出土した嚢で、口径12．9cmを測る。体部外面はパケ、内面は横方向のヘラ

削り調整。A－132はAqPlO17出土の鉢で、口径12．6cm、器高5．9cmを測る。外面底部付近はヘラ削り調整。

A－SH104（第20・32～34図　カラー図版5　図版7・9・10・23～25）

検出状況　調査区中段西端近くで検出した。検出面および床面の土層は黄灰色～黄褐色の極細粒砂～細

粒砂で、礫を多く含んでいる。

形状・規模　平面隅丸長方形を呈し、南北の長軸方向は東に振れている。南北長軸5．3m、東西短軸は

4．6mであるが、南端では4．0mと狭くなっている。検出面から床面までの深さは約20cmを測る。

屋内施設　周壁溝は検出されなかったが、柱穴・竃・土壌を検出した。

柱　穴　主柱穴を4箇所で検出した。住居跡の中心よりも北へ偏っている。柱痕と思われる部分の中心

を結んだ線は、東側および西側壁から80cm、北壁から90cm、南壁からは1．6mそれぞれ内側を通る。

掘り方の平面形は歪なものが多いが、円形に近い。径は50～86cm、深さは24～52cm、柱痕はあまり

明確ではなかった。柱間と思われる距離は、東西方向北側で2．3m、南側で2．7m、南北方向では東側

で2．4m、西側で2．5mを測る。北西柱穴検出面からA－133の土師器嚢、南東柱穴からA－137の土師器

高杯、南西柱穴埋土からA－140、北東柱穴埋土からA－143・144がそれぞれ出土している。

竃　住居跡北壁の中央で検出した。東側の袖は残存状況が悪く、5cm程度の高さしか遺存していなかった。

西側袖の残存高は22cmである。竃の主軸方向は住居跡の主軸とはややずれて、焚口は南西方向に向いて

いたようである。この竃の燃焼部にもA－SH105と同様、土師器高杯を逆さに置いた支脚が検出された。

土　墳　本住居跡内では土壌を2基検出した。住居跡南東隅柱すぐ北側のものは長径52cm、短径46cmの

楕円形を呈し、深さ33cmで底は平坦である。竃西側で検出した土壌は径50cmのほぼ円形で、深さは34cm、

土壌の北西側、壁との隙間から須恵器高杯（A－142）が出土し、その隣の主柱穴掘り方上面から出土した

土師器嚢（A－133）とともに、住居跡内に置かれていたものと判断でき、住居廃絶時を示す資料であろう。

出土遺物　土師器嚢（A－133）は口径20．4cm、器高20．1cm、胴部最大径23．1cmのやや浅いものである。外

面は刷毛調整で、煤が付着している。内面は横方向のへラ削り。口緑部は外反し、端部は丸いが外上方に

やや尖り気味である。A－134は屈曲する口縁部で、口径17．5cm、A－135・143・144はA－SH105で嚢Ⅲ類

としたもので、端部を外上方に少し引きのばす。口緑部はすべて内湾する。A－135は口径17．6cm、A－143

は口径17．8cm、A－1姐の口径は18．3cmで、いずれも体部外面はパケ、内面は横を基本としたへラ削りである。

竃内で支脚に使用されていた土師器高杯のA－136は、口径13．6cm、器高11．2cmを測り、杯部表面はヘ

ラ磨きで、脚部は屈曲して開き、脚部の底面は磨滅している。A－137も土師器高杯であるが、杯部外面

に稜を有する。口径14．7cm、器高11．5cm、脚部径8．3cmで、脚部は屈曲して開き、内面はヘラ削りを行っ

ている。A－138は小型鉢で、口径12．8cmを測る。口縁部の屈曲は鈍い。A－139・140は高杯または杯で、

A－139は口径15．5cm、内面はパケもしくは板ナデで、放射状へラ磨きを暗文状に施す。外面は横方向のヘ

ラ削りである。A－141の土師器杯は口径13．4cm、器高5．2cmを測り、内面パケ、外面へラ削り調整である。

A－142は須恵器無蓋高杯で、器高12．0cm、口径13．9cm、脚部径10．1cmを測る。杯部外面には2条の

鋭い突帯とその下に櫛措波状文を施文し、文様の下には段を有する。杯部の深さは5．5cmと深い。脚部

には長方形透かしを3方向に穿つ。脚端部は丸みをもつ。脚端部の形状は異なるが、杯部の形態から

TK－23型式期と思われる。なお、A－PlOlOより焼土塊が出土している。

－42　－



第4章　各地区の調査

A

1．10YRl．7／1黒（黒褐）色　租粒シルト～極細粒砂　中粒砂～極租粒砂と中礫～亜角大礫含む　0
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第32図　A－SH104
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茨‡

芳2

二一ノ　　　　　　　　　　こl－′

1・へ∴：／ 1．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　租粧砂～中礫少量含む
2．10YR3／1黒褐（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂少量含む

1．7．5YR3／1黒褐（茶褐）色　極細粧砂～細粒砂　焼土含む
2．7．5YR2／1黒（暗茶褐）色　極細粒砂で細粒砂混じり　中粒砂～細礫含む
3．7．5YR2／2黒褐（茶褐）色　極細粒砂　焼土微量含む
4．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粧砂～細粒砂　中礫含む
5．10YR5／3にぷい黄褐（黄褐）色　細粒砂～中粒砂　中礫微量含む　　d
6．10YR3／2黒褐（黒褐）色と2．5Y6／3にぷい黄（黄）色　細粒砂

A－SK（P）102

1．10YR1．7／1黒（黒）色　極細粒砂で租粒砂少量含む　中磯少量含む

1．10YRl．7／1黒（黒）色　極細粒砂で租粒砂と中礫少量含む

第33図　A－SH104断面図
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第4章　各地区の調査
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第34図　A－SH104出土土器

A－SH108（第35～38図　図版11・12・24・25）

検出状況　調査区下段西端で検出した方形住居跡で、A－SHllOと重複関係にあり、本住居跡の方が新

しい。また、A－SH109とも近接している。埋土はいわゆる黒ボクで、上面および床に近い部分から土

器が出土している。なお、西側は用地外にあたるため、東西規模を確かめることができなった。

形状・規模　平面は隅丸方形に近いと思われるが、西壁が未検出であるため、正確なことはいえない。

東側壁はほぼ南北方向で、4．4mの規模、西端では南北4．0mとやや狭くなっている。残存している東

西規模は3．4mである。検出面から床面までの深さは22cmを測る。なお、A－SHllOの床面との差は5

cm程度であり、本住居跡の方が高い。

屋内施設　全周すると思われる周壁溝を検出した。幅25cm程度、深さ11cm程度である。南西部では壁

より内側に入っているようにみえるが、壁の崩落によるものかも知れない。また、柱穴状のピットをい

くつか検出しているが、本住居跡に伴うものか不明である。柱穴は平面円形で、径25－60cm、深さ5

～39cmを測る。なお、中央に存在する柱穴はA－SHllOに伴うものである。

出土遺物　第38図に示した土器のうち、本住居跡の範囲から出土していると判明あるいは判断でき

たものは、A－145～150と砥石A－Slである。他の3点は遺構検出中に出土したもので、A－SH108と

SHllOのいずれの部分から出土したものか不明である。

嚢はA－145－148の4点を図示した。A－145～147の3点の口緑部は「く」の字状に外上方に外反

気味にのび、端部は内側がやや薄くなるように仕上げている。体部外面はパケ、内面はヘラ削りである。

A－145の口径は14．5cm、体部最大径は16．4cmを測る。A－148の口緑部は外反し、端部は丸くおさめる。

－45　－



第1節　A地区の遺構と遺物
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第35図　A地区北西部遺構配置図

A－149・150は壷口緑部と思われる。口緑端部は嚢A－145～148と同じつくりである。

A－Slは砥石の破片と思われる。厚さ1．2cmの板状の砂岩あるいは凝灰質砂岩で、両面および一側面

を砥面としている。

A－SHllO（第35～38図　図版11・12・14・25）

検出状況　調査区下段西端に位置する。AqSHl09に近接し、A－SH108と重複するが、本住居跡の方が

古い。西側約2／5は用地外に続く。

形状・規模　隅丸方形あるいは方形の竪穴住居跡で、東壁の方向は南北方位から450近くずれる。東壁

の南北規模は6．9m、北壁では5．4m程度で、長方形を呈する。検出面からの深さは24cm程度である。

屋内施設　主柱穴を3箇所で検出し、周壁溝は一部で撹乱により消失しているが、全周し、幅約25cm、

床面からの深さは8cm前後である。主柱穴に囲まれた内部のほぼ中央に土壌（A－SK107）1基が存在する
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第4章　各地区の調査

A－SH108・110

潤三二題、＿
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第38図　A－SH108・SH110出土遺物

／

が、中央土壌の可能性がある。この土壌は歪な楕円形で、長径1．3cm、短径1．0cm、深さ約30cmを測る。

また、北東隅付近には、径40cm、高さ十数cmの白色粘土の集積が認められた。

柱　穴　3箇所で検出した柱穴は平面円形の掘り方で、径35～50cm、深さ55～85cm、柱痕は径23～33cm、

深さ55－82cmを測る。柱間は北側で2．8m、東側で2．9mを測り、柱中心を結んだラインは北側壁から1．8m、

東側壁から1．9mそれぞれ内側に位置する。なお、不正確であるが、南側壁からは2．0mである。

出土遺物　本住居跡と特定できる遺物は認められなかった。第38図A－151－153は上面検出時に出土

した土器であるが、出土位置からはA－SH108と峻別できない。

A－151は土師器高杯杯部で、有段あるいは有稜と思われる。口径は21．7cmを測る。A－152はいわゆ

るナデ嚢で、丹波・丹後系とされるものである。口径16．8cm、体部内面はヘラ削り調整。A－153は小

形器台と思われる。口径8．6cmと小さい。外面は柵かいへラ磨き調整で仕上げている。

A－SH109（第35・39・40図　図版11・12・24）

検出状況　調査区下段西部で検出した竪穴住居跡である。A－SHlO8・SHllOは西側に近接している。

残存状況が非常に悪く、周壁溝の一部と柱穴等を検出したに過ぎず、住居跡底も検出面と同じ高さであ

る。なお、本住居跡が位置するのは、扇状地形を構成する層のうち、溝状に走っている砂礫層にあたる。

形状・規模　隅丸方形の竪穴住居跡であるが、南東部の周壁溝および柱穴・土壌を検出したに過ぎない。

住居跡の規模は、2本柱と仮定し、残存部分から推定すると、東西約4．6m、南北約3．7mの規模となる。

屋内施設　柱穴は2箇所で検出したが、ほかに見当たらないことから、主柱穴は2本の住居跡であった

と考えられる。周壁溝は住居跡南東部分で「L」字形に検出した。溝幅は15－30cm、深さは5cm程度

である。埋土はいわゆる黒ボクであった。周壁溝が途切れる北端には土壌（A－SKlO6）が1基認められる。

この土壌は東西に長い楕円形を呈し、長軸80cm、短軸60cm、深さ25cmである。土壌上部が溝と一体

になっている。なお、柱穴との位置関係から、土壌は東側壁のほぼ中央に位置していると推定される。

柱　穴　柱穴掘り方は径40・50cmの円形で、深さ42・58cm、柱痕は円形で径18・23cm、深さ24・54

cmを測る。柱間は1．9mで、柱の中心を結んだラインは、東側壁から2．2m、南側壁から柱まで70cmである。
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出土遺物　第40図A－154は大型の鉢で、口径22．2cm、器高10．5cmを測る。底部は平底で、葉脈が庄

痕として残っている。底径11．2cmである。内面はヘラ削りで仕上げている。A－155は小型の壷で、口

径8．0cm、器高7．5cm、体部最大径7．6cmを測る。体部内面はヘラ削りである。2点ともAqSKlO6検出

面出土である。

堂迦A

＋

1．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂で中粒砂～租粒砂と中礫～大礫を多く含む

0

A－SK106

王政盛
＿■l

1旦三二聖C・

1．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で中粒砂～租粒砂含む
中礫～大礫含み、巨礫少量含む

第39図　A－SH109

－　50－
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A－SH106
A－SH109
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第40回　A－SH109・SH106出土土器

A－SH106（第12・40・41図　図版3・13・17）

検出状況　調査区下段東部において弥生時代の溝A－SDlOlと重複して、溝が埋まった後に築造された

竪穴住居跡である。遺存状況が悪く、壁の立ち上がりは殆ど残っていなかった。

形状・規模　方形の竪穴住居跡で、残存する周壁溝から、南北4．6m、東西4．5mの規模と推定できる。

屋内施設　床面には硬化面の残存部分が認められた。周壁溝は南西および北東側でどちらも「L」字形

に残存しており、幅約18cm、深さ5cm程度遺存していた。柱穴は2箇所で検出されたが、住居跡中央

に位置することから、主柱穴は2本であったと考えられる。また、南側壁ほぼ中央に土壌が存在していた。

A－SH109同様、上部は周壁溝とつながっている。長径76cm、短径56cmの楕円形で、深さは20cmを測る。

柱　穴　掘り方の径は40・50cm、深さ42・26cmで、柱痕が確認できたのは西側の柱穴のみで、径22

cmであった。柱穴間は1．3m、柱穴の中心を結んだラインは北側壁から2．4m、南側壁から約2．3mの

距離である。柱穴から東西壁までの距離は、東側で1．4m、西壁とは0．85m程度の距離である。

出土遺物　第40図A－156・157に示した土器が出土している。A－156は埋土出土で、小片であるが、

器台の脚部と思われる。径は18．8cmを測る。内面はヘラ削りである。A－157は西側柱穴下部から出土

しており、A－SDlOl埋土に含まれていた土器の可能性がある。有孔鉢の底部で、内外面はヘラ削り調

整で、孔は焼成前に穿たれている。

A－SBlOl（第20・42図　図版2・13）

検出状況　調査区西部中段北部で検出した掘立柱建物跡で、東側に塀または柵のA－SAlOlを伴う。

形状・規模　2間四方の側柱建物跡で、柱心間では南北方向が3．4m、東西方向が3．2mの規模である

ことから、南北方向が桁である可能性があるが、東および西側の中央柱が若干外側に位置することから、

棟は東西方向かもしれない。南北の軸方向はNOOである。南北方向の規模では東側が3ユmとやや短い。

東西規模では北側が3．1mと南側に比べて若干短い。柱間は1．5～1．75mである。

柱　穴　柱穴掘り方はすべて平面円形で、径45～60cm、深さ15－40cm、柱痕は径15～20cmで、検

出できたすべてが円形である。深さは15～30cmを測る。
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1．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　極租粒砂～中礫多く含む　貼床土
2．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　周壁溝埋土

3．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　租粒シルト～極細粒砂　A－SDlOl埋土

4．2．5Y6／4にぷい黄（灰黄）色　細粒砂　中磯～大礫非常に多く含む所もあり

翫
1．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂　柵礫・炭含む
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第41図　A－SH106
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第42図　A－SBlOl・SA101
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A－SA102
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第43図　A－SA102

A－SAlOl（第20・42図　図版2）

検出状況　A－SBlOlの東側に0．9～1．1m離れて存在する塀または柵である。柱穴は3基検出した。

形状・規模　N1030′E方向で、柱心間で5．2mの規模である。柱間は2．4・2．8mを測る。

柱　穴　すべて平面円形で、掘り方の径は46－56cm、柱痕はすべて円形で、直径16～30cm、深さ

19－34cmである。

A－SA102（第20・43・44図　図版2・25）

検出状況　調査区西部中段北部で、AqSBlOl・SAlOlの東側に位置する。

形状・規模　柱穴5基が東西方向に並んでおり、柱心での規模は5．6mである。E20N方向である。

柱　穴　柱穴掘り方はすべて円形であり、径40cm程度が大半で、東端のみ60cmと大きい。柱痕は径

15～19cmが大半で、東端のみ25cmと太い。すべて平面円形である。深さは8－27cmを測る。柱心で

の柱間は1．3～1．66mである。

出土遺物　A－PlO22埋土から第44図A－163の須恵器椀片が出土している。口径16．1cmを測る。平安

時代後半と思われ、A－SA102の時期に近いと思われる。

その他の柱穴（第9・12・35図　図版2・3・14・24・25）

検出状況　柱穴は調査区下段および中段東部、A2地区で多数検出した。図示できる遺物を伴うものが

少ないが、下段中央部のA－PlO59では柱痕から縄紋土器の破片が、下段東部のA－P1033柱痕・PlO72

掘り方からは器台または高杯の脚裾部片、同じく下段東端のA－PlO48の柱痕からは嚢口緑部片、下段

北西端に近いA－PlO70からは土師器托の大形破片がそれぞれ出土している。

出土土器　A－158は深鉢と思われる縄紋土器小片である。外面は条痕をやや斜め水平方向に施す。

A－159は土師器嚢口緑部の小片であるが、古墳時代～中世のうちいずれとも決Lがたい。口径は18．6

cmを測る。A－160・161は高杯または器台の脚裾部である。2点とも裾端部を上方にのみ薄く拡張し、

端面は凹面を呈し、内面パケ、外面へラ磨きと共通の特徴を示す。A－160は裾部径19．5cm、A－161は

径18．7cmである。弥生時代後期の所産と思われる。A－162は土師器托と思われる。1．7cmと高い平高台
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第44回　A地区柱穴出土土器

から曲折して外上方に直線的に長くのびる杯部を有し、端部は外反気味である。底部外面は回転へラ切

り、その他は回転ナデである。口径14．8cm、器高4．1cm、高台径7．5cmを測り、硬質の焼成で胎土も精

微である。平安時代後期頃の可能性がある。

包含層出土土器（第45図　図版24・26）

包含層出土土器のうち、A－164は突帯文土器で、口緑下1．4cmの位置に断面三角形の突帯を貼り付け

ている。A－165～171の7点は弥生時代後期の土器である。A－165・166は嚢、A－167は器台と思われ、

A－168は中期の嚢の可能性がある。A－169は口径16．8cmの壷口緑部である。A－172～176は古墳時代

前期を中心とした土器である。鉢（A－172）・嚢（A－173・174）・高杯（A－175・176）がある。A－178は

軟質の緑粕陶器で、オリーブ黒色の寒由を全面に施す。A－179・180は須恵器椀で、回転糸切りの高台が

高く、11世紀代の可能性がある。A－177の須恵器嚢は外面平行夕タキ、内面へラ削りで、中世と思われる。

口径16．6cmを測る。

宗‾頂164
0　　　　　　　　　　　　　10cm

－　－　－　－　－　　－　‾　　－　－　－　　　－　　　　　　　　　　　－　－　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　－　　　　－　－　　－　　　－

〒≡〒二＝亮＿165

［　＝＝コ二二二二「♂
A－
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第45回　A地区包含層出土土器
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第2節　A3地区の遺構と遺物

概　要

位置　現在の行政区画では大字粟鹿字花之木にあたる。地形的には、段丘上の南東一北西方向に緩や

かに傾斜する緩斜面の標高139m付近に位置する。遺跡の立地する基盤層は、洪水起源の砂礫層で構成

されるが、一部において火山灰を含む土層を検出した。火山灰は同定の結果、鹿児島から噴出したAT

（姶良）火山灰を含む二次堆積層であることされている。

遺構面　遺構面は1面であり弥生時代の遺構としては溝1条、古墳時代では竪穴住居跡2棟、中世で

は掘立柱建物跡などがある。縄文時代から中世までの遺物が281入りコンテナで6箱出土した。

基本層序

遺跡は扇状地上をベースとしている。ベースはシルトを含む砂層とシルト質砂層が、氾濫等によって

繰り返し堆積した土層から成っている。当地区では、包含層は部分的に残存しているだけで、基本的に

耕土直下で検出されるベース上に弥生時代から奈良時代の遺構が構築されている。全般に圃場整備にと

もなってベース面が大きく削平され、水田の畦下にあたるところでは遺構が全く検出されない。

住居跡

A3－SHOl

検出状況　調査区北端で検出された。今回の調査で検出できたのは、住居の隅に当たる部分で、大半は

調査区外へと続く。

形態・規模　平面は方形を呈する。

屋内施設　周壁溝を検出した。

周壁溝　検出面での幅は15cm、深さは16cmを測る。

A3－SHO2

検出状況　調査区西南部に位置する。後世の削平を受けて依存状況は良くないが、全域を検出すること

ができた。検出面からの深さは最大で15cmを測る。

形態・規模　平面プランは方形を呈する。南北方向で4．4m、東西方向で3．9mを測る。

屋内施設　カマド・柱穴を検出した。なお、周壁溝は検出されなかった。

カマド　北辺中央に造りつけられている。燃焼部は幅35cm、奥行き50cmを測る。

柱　穴　床面では柱穴が6基検出されたが、住居の主柱穴となるものは中央部の4基と考えられる。

出土遺物

A3－1須恵器　杯身　口縁は短く立ち上がる。体部は全体に丸みをおび、上半からヘラケズリが認

竪穴住居跡一覧表

遺構番号 形状 規模 （m ） 主柱穴 周壁溝 時　 代 燃焼施設 そ　 の　 他

A 3－SH Ol 方形 （1．7 ×1．5） 不明 有 古墳時代 ？ 不明 南西隅のみ残存

A 3－SH O2 方形 3．9 ×4．4 4 無 古墳時代 北壁に竃

A 3－SH O3 方形 （3．3 ×3．5以上） 不明 無 古墳時代 不明 焼土面（3 ×3．5m ）

ー　56　－



第4章　各地区の調査

1＼＼J／！

第46図　A3地区遺構全体図
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第2節　A3地区の遺構と遺物

1．10YR2／1黒色　細砂～極細砂　大半耕土

2．10YRl．7／1～3／1黒色～黒褐色・7．5YR3／1黒褐色　極細砂～細砂で租砂～柵礫含む、黒ボク二次堆積層
3．10YR4／1褐灰色・2．5Y5／2暗灰黄色・2．5Y5／6黄褐色　砂礫・砂質シルト

40m

第47図　A3地区南～西壁土層断面図

められ、その単位が読み取れる。口縁内面直下の屈曲はほぼ認められない。

A3－2　須恵器　杯身　口緑の直立はやや傾く。体部は底部にかけて直線的にのびる、外面の削りは

底面近くに認められる。口縁内面直下の稜線は認められない。

A3－SHO3

検出状況　調査区北西の角に位置し、住居の東南隅から東辺に沿って約3．5mの範囲で検出された。依

存状況は非常に悪く、検出面からの掘り方はほとんど見られなかったが、床面には焼土、土器細片が含

まれており、方形のプランを認識することができた。なお床面の大部分は後世の撹乱を受けている。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　床面では柱穴が6基検出されたが、住居の主柱穴となるものは特定できなかった。

出土遺物

A3－3　土師器　高杯　杯部資料である。丸みをおびながら口緑部にいたるもので、内面底付近にヘ

ラミガキが認められる。

0　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！Hlli l　　　　＿＿＿　！

第48図　A3－SHOl平面図
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掘立柱建物

A3－SBOl

検出状況　調査区西端に位置する。後世

の撹乱を受けているため、北端中央の柱

穴を消失している。

形態・規模　2間×2間の総柱建物であ

る。南北方向で6m、東西方向で5mを

測る。西辺中央では2基の柱穴が検出さ

れている。

柱　穴　平面形は円形を主としており、

直径は25～40cmである。検出面からの

深さは、最大で40cmである。建物の主

軸はN80E。
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139．10m

1．7．5YR3／2黒褐色　¢2mm大礫少量含む細砂、炭・焼土塊混（カマド内埋土）
10YR2／1黒褐色　細粒砂～極細粒砂　シルト若干含む（カマド内埋土）

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

第49図　A3－SHO2
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第2節　A3地区の遺構と遺物

’　＿ノ

∈∃≡之
0　　　　　　　　　10cm

！一　一　一　一；　　　！

第50図　A3－SHO2出土須恵器

出土遺物

A3－4　土師器　杯　底部からやや外反しながら口緑にいた

る。体部外面にはロクロ調整のナデが明瞭に残る。

溝

A3－SDOl

検出状況　調査区北東端で検出された。東西方向に走向し、調

＞

第51図　A3－SHO3

0　　　　　　　　　　　　1m
！一　一　一　一l　　　　＿　［

0　　　　　　　　10cm
」」」⊥⊥」－！

第52図　A3－SHO3出土土師器

査区東側および北側へさらに伸びる。一部暗渠によって撹乱を受

けている。

形態・規模　検出面からの深さは最大で40cm、最大幅は195cm

を測る。

出土遺物

A3－5　弥生　壷　口緑が大きく開くものである。口緑端部は

外側に拡張され、体部にその境付近にはヘラガキ沈線がみられる。

A3－6　弥生　壷　体部は球形で柵かなパケ調整がみとめられ、口緑部にかけて直立した頚部をもつ。

体部上半には断面四角形の把手が認められる。

A3－7　弥生　壷　口緑直下に4条の擬凹線が施文され、体部上半に把手が付けられる。

A3－8　弥生　嚢　口緑端部に3条のクシ状工具による施文があり、体部は長胴形である。
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第53図　A3－SBOl

0　　　　　　　　　10cm

L　一　一　一；　　　！

第54図　A3－SBOl出土土師器

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

A3－9　弥生　台付無頸壷　体部最大径は下半にあり、口緑はす

ぼまる。上部に比べてしっかりした脚部をもつ。全体は丁寧なヘ

ラミガキが施されており精製された胎土である。

A3－10　弥生　台付鉢　やや小型で半球形の杯部をもつもので、

脚部以下は欠損する。

A3－包含層出土遺物

A3－11弥生　壷　頚部下半に凹線が4条めぐり胴部上半に断面四角形の把手が付く。胴部にはクシガ

キ列点文が3列施される。表面には柵かなパケ目調整、内面下半はケズリが見られる。

A3－12　弥生　壷　長胴形を呈し、胴部上端に断面四角形の把手が付く。頚部は欠失しており、胴部表

面はパケ目調整、内面はケズリが見られる。
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第2節　A3地区の遺構と遺物

1．10YR7／1黒色　中礫少量　租粧砂～細礫わずかに含むシルト混じり細砂

2．10YR7／1黒色　中礫少量　租粒砂～細礫やや多く含む柵砂～極細砂

第55図　A3－SDOl

萱．・・く 『。
20cm

l　一　一　一　一；　　　；　　　　　　　　l

第56図　A3－SDOl出土土器

A3－13　弥生　高杯　杯部の資料である。杯下半からなだらかに口緑部にいたる。下半部に僅かな段が

見られる。

A3－14　弥生　高杯　高杯脚部以下が残存する資料である。脚柱部がやや長く中空であり、脚端部は上

方に拡張される。脚下部には6方に穿孔があり、脚上部と下部に7条のヘラガキ沈線が2帯めぐる。

A3－15　須恵器　椀　糸切底からなだらかに口緑にいたる資料である。12世紀後半ころと考えられる。

A3－16　白磁　碗　口緑は玉緑で体部は湾曲する。12～13世紀の中国製品と考えられる。
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第57図　A3地区包含層出土遺物

小　結

A3地区では、弥生時代から中世までの遺構を検出した。全体に遺構の密度はまばらで、弥生時代の

遺構としては、調査区北西辺を西流する大溝があげられる。周辺からは住居跡など生活遺構は検出され

ておらず、集落の末端を区画する機能や、後背湿地に水田が営まれているとすれば、潅漑用の水路とし

て機能していたことも想定される。古墳時代の遺構は住居跡が3棟検出されている。集落の範囲はさら

に北に広がる。中世の遺構は掘立柱建物1棟を検出している。
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第3節　B地区の遺構と遣物

第3節　B地区の遺構と遣物

概　要

B地区（2，636nて）

B地区は農道を挟み、C地区の北側に位置する。南北幅約30m・東西長約100mの長方形の一枚の

水田に設定された調査区である。

調査前の現況では一枚の水田であるが、圃場整備によって改変を受けており、圃場整備前の図面から

は、もともとは南から北へ大きく3段、東西方向には大きく2枚の計6枚に分かれる水田であったこと

が判っている。また、調査区中央に浅い谷部があることも圃場整備前の図面から伺えた。

調査の結果、調査区の大半は圃場整備に伴い削平を受けており、現耕作土・圃場整備時の盛土直下か

ら地山面が出現していることが判明したが、航空写真に現れている様に、調査区中央部に存在する谷部

と調査区西半部の一部において黒ボク土が残存しており、比較的遺構が削平されずに残っていた。

調査の結果、黒ボク土が残存している部分では2面、地山面が出現している部分では1両で遺構を検

出した。

遺構の時期は第1両は中世（12世紀～16世紀）、第2両は弥生時代後期・古墳時代後期の時期である。

また、第2面上からは縄文時代後期の探鉢土器片が出土している。

B2地区（144nj）

B地区の西側に隣接する南北方向の短い調査区で、南にC2地区が続く。

C2地区から続くU字溝の埋設による撹乱が伸びており、これによって遺構の一部が壊されていた。

遺構の密度は散漫で、竪穴住居跡1棟（B－SH201）と3条の溝、ピットが検出されている。

各遺構面の概要

以下に各遺構面の概要と遺構について述べて行く。

第2面の概要（第58図　写真図版33）

第2両は弥生時代後期・古墳時代中期～後期にかけての遺構面である。B地区の中央部から西半部を

中心に竪穴住居跡16棟以上、木棺墓3基を検出した。

また、B－2地区では竪穴住居跡1棟（B－SH201）と3条の溝、ピットが検出されている。

竪穴住居跡（第59図　写真図版34）

竪穴住居跡はB地区中央東よりに1棟（B－SH2001）、中央部西南よりで4棟（B－SH2004・B－SH2005・

B－SH2010・B－SH2014）、調査区西半部北よりで11棟以上（B－SH2002・B－SH2003・B－SH2006～

BqSH2009・B－SH2011－B－SH2016）を検出した。また、竪穴住居跡である可能性が高い遺構として

B－SX2004を検出している。

これらの竪穴住居跡の時期は出土土器から5世紀後半～6世紀初頭と考えられる。

検出された竪穴住居跡はすべて方形もしくは隅丸方形であるが、後世の削平を受け、周壁溝やその一

部が残存しているものが多い。竪穴住居跡の規模は概ね一辺5m前後である。
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B3地区

第58図　B地区第2面遺構全体図
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第3節　B地区の遺構と遺物

第59図　B地区第2面遺構平面詳細図
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第4章　各地区の調査

第60図　B－SH2008～SH2015他　住居跡配置図

調査区西半部の住居跡（第59図　写真図版34）

調査区西半部の住居跡は重複し切りあうB－SH2002・B－SH2008・B－SH2009・B－SH2011・BqSH2013・

B－SH2015の一群と更に西に単独であるB－SH2012がある。東よりには谷状の落ち（B－SR2001）の上

に営まれたB－SH2003・B－SH2006・B－SH2007の一群がある。

B－SH2008（第60・61・64図　写真図版38・39・63）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2009・B－SH2013・B－SK2015と切りあい新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形、東西辺3．75m・南北辺3．50m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　周壁溝・カマド・柱穴を検出した。

周壁溝　カマド部分を除きほぼ全周している。幅約20cm・床面から深さ15cmを測る。

カマド　北壁に舌状の隆起を検出した。明瞭な袖などは確認できていない。上面から土師器嚢片が出土

している。

柱　穴　径15cm～60cmの大きさの柱穴を12個検出しているが主柱穴は特定できない。東壁溝の2基

は住居跡に伴うものであろう。
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第3節　B地区の遺構と遺物

1

2

3

4

5

6

7

8

9

焼土

10YR2／2黒褐色　細砂混じり極細砂　¢3～5cm礫含む
10YR2／2黒褐色＋10YR4／3にぷい黄褐色（まばらに）
10YR2／3黒褐色　柵砂混じり極細砂

10YR2／3黒褐色　小礫混じり極細砂　¢2～3cm礫少量含む

10YR2／2黒褐色　4）0．5～1cm小礫、4）2－5cm礫混じり極細砂　若干炭含む
10YR2／2黒褐色　極細砂

10YR3／1黒褐色　¢約1cm以下の礫混じり極細砂（少々粘り気）
10YR2／2黒褐色（上層より暗）¢3～5cm礫混じり極細砂
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第61図　B－SH2008
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塑二旦聖B－

20m

くく

1．10YR3／1黒褐色　租砂～4）5cm礫混じり極細砂
2．10YR2／2黒褐色　租砂～¢2cm礫混じり極細砂
3．10YR3／1黒褐色　租砂混じり極細砂

直cm礫含む

／　4・10YR3／1黒褐色抑5cm礫含む極細砂
5．10YR3／1黒褐色　租砂混じり極細砂

まばらに直～2cm礫含む

6．10YR2／2黒褐色　直～5cm礫含む極細砂
若干炭含む

7．10YR4／3にぷい黄褐色　租砂混じり極細砂

郎cm礫含む

くく

8．10YR2／2黒褐色　租砂～直cm小礫混じり極細砂
若干炭含む

9．10YR4／2灰黄褐色＋10YR3／1黒褐色　租砂～

直cm礫混じり極細砂　まばらに郎～10cm礫含む
10．10YR3／1黒褐色　直cm礫混じり極細砂

11．10YR2／2黒褐色　租砂混じり極細砂　直～5cm礫含む
若干炭含む

12．10YR3／2黒褐色　抑5cm以下礫混じり極細砂
13．10YR2／2黒褐色　極細砂

14．10YR2／2黒褐色　抑5cm礫混じり極細砂

（租砂～抑5cm小磯含む）¢2～10cm礫含む

第62図　B－SH2009・SH2013
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第3節　B地区の遺構と遺物

出土遺物　B－14～B－18を図示した。すべて土師器で、嚢・壷・高杯・製塩土器がある。

B－14は外反する口縁の端部を外下方に丸く肥厚させ、口径は18．5cmである。同じく嚢のB－16は無

花果形の体部で、口緑端部を欠失するが、口径12．8cm、器高19．8cmであろう。体部最大径は17．4cmを測る。

壷と思われるB－15は口径17．6cm、口緑部は複合口縁にも似た形状である。B－17の高杯杯部は口径15．9

cm、杯部の深さ5．8cmを測り、口径に比して深い椀形の杯部である。杯部内面は横ナデの後、放射状に施

したヘラ磨きと思われる調整が沈線状になっている。コップ型の製塩土器B－18は口径4．1cmである。

B－SH2009（第60・62～64図　写真図版38・39・62）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2008と切りあい先行し、B－SH2013・B－SK2015と切

りあい新しい。

形状・規模　平面形状は方形、東西辺3．6m・南北辺4．0m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　周壁溝・カマド・柱穴を検出した。

周壁溝　カマド部分を除きほぼ全周している。幅約20cm・床面から深さ10cmを測るが、壁面に一部沿

わない所があり建て直されている可能性が高い。

カマド　南東壁際に焼土を検出した。明瞭な袖などは確認できていない。上面から土師器片が出土して

いる。

柱　穴　径10cm～80cmの大きさの柱穴を19個検出しているが主柱穴は特定できない。壁港内の柱穴

は住居跡に伴うものであろう。

出土遺物　Bl～B13を図示した。B－1・2は竃の上から出土し、B－7は混入の可能性がある。

嚢はB－1～3・5・6の5点を図示したが、口縁部の形態はいずれも異なる。

高杯はB－4・8～11の5点を図示した。B－8・9は有稜高杯で、それぞれ口径は23．6・24．8cmを測る。

B－8は杯部が浅く、B－9は深い。脚B－10の裾部は曲折して開くが、B－11は外反しながら開く。

杯B－7は口径11．8cm、器高3．9cmを測り、底部外面はヘラ切り調整である。飛鳥時代であろう。

B－12の小型の丸底壷は、口径8．8cm、体部最大径は9．2cmを測り、体部径が口縁部径をわずかに凌ぐ。

製塩土器B－13は口径4．0cmを測り、コップ形を呈する。

第93図B－Mlは墓と思われる鉄器である。残存長11．5cm、先端部は厚みと幅を減じている。

B－SH2013（第60・62・63・65図　写真図版39・40・62）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2008・B－SH2009と切りあい先行する。

形状・規模　平面形状は隅丸方形、東西辺4．0m以上・南北辺6．0m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　周壁溝・柱穴を検出した。

周壁溝　南辺・西辺に巡る。幅約20cm～30cm・床面から深さ20cmを測る。

柱　穴　径20cm～40cmの大きさの柱穴を12個検出しているが主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器の壷（B－22・26）・嚢（B－23～25）・高杯（B－27～31）、須恵器施（B－32）がある。

B－22は弥生中期の壷口緑部、B－26は小型の丸底壷で、口径7．6cm、体部最大径7．0cmを測る。

嚢は中型と小型がある。中型の口径は17．4cm、小型は11．5cmと11．0cmである。

高杯の有稜杯部のB－27は口径15．3cm、椀形のB－28は口径13．3cmを測る。脚部は屈曲気味に外反す

るが、高い中空脚部のB－29や2段に屈曲してひろがるB－31がある。
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1．10YR2／2黒褐色　細砂混じり極細砂　抑5cm以下小礫含む

2．10YR3／1黒褐色　4）0．5cm以下小礫混じり極細砂　4）3－5cm礫含む
3．2．5Y6／2灰黄色＋10YR3／2黒褐色　60．5cm以下小礫混じり極細砂（まばらに4）3cm礫含む）

4．10YR3／1黒褐色　細砂混じり極細砂　4）1cm及び4）3～5cm礫含む
5．10YR3／1黒褐色＋2．5Y6／2灰黄色　極細砂　抑5cm以下小礫混じり

6．7．5YR3／1黒褐色　¢2～5cm礫混じり極細砂

1．10YR2／2黒褐色　4）1～2cm礫混じり極細砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．10YR2／2黒褐色　4）5cm礫混じり極細砂
2．10YR3／1黒褐色　租砂混じり極細砂　4）2～3cm礫含む　　　　　　　　　　　　　8．10YR2／2黒褐色　極細砂

3．10YR4／3にぷい黄褐色＋10YR2／2黒褐色　4）1～4cm礫含む極細砂　南→北へ小→大　9．10YR2／1黒色　極細砂　4）2～3cm礫含む
4．10YR2／2黒褐色　4）3cm礫含む極細砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．10YR3／3暗褐色　小礫混じり極細砂
5．10YR3／1黒褐色　小礫含む極細砂　微量に炭含む　　　　　　　　　　　　　　　　11．10YR3／3暗褐色　小礫混じり極細砂

6．10YR2／2黒褐色　租砂～¢3cm礫混じり極細砂

B－SH2009・SH2013土層断面図焼土部分

2m

1．10YR3／1黒褐色　¢1cm礫含む　租砂混じり極細砂
2．2．5Y6／2灰黄色　め3cm礫含む　極細砂
3．10YR3／2黒褐色＋2．5Y6／2灰黄色　細砂混じり極細砂

¢1cm以下小礫含む
4．焼土

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

B－SH2009焼土部分

第63図　B－SH2009・SH2013　Ⅱ

須恵器嵐は柱穴から出土している。口縁部はすべて欠損しているため、意識的に打ち欠かれた可能性

がある。体部径は11．8cmを測り、頚部と体部に波状文を施す。TK－23型式期と思われる。

第93図B－M2に示した不明板状鉄製品片が出土している。厚さ1mm程度で、鉄鍵の可能性もある。

B－SH2015（第65・66図　写真図版40・62）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2009・B－SH2011・B－SH2013と切りあい先行する。

形状・規模　B－SH2009・B－SH2013と切りあい北半部を水田造成によって消失している。
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第3節　B地区の遺構と遺物

B－SH2009
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第64図　B－SH2009・SH2008出土土器
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第4章　各地区の調査

♂9
B－SH2013

′
′

B－SH2015

貢

I紹＿．／九，＝ミ一一≪

B－29

B－SH2002

毎。。
第65図　B－SH2011・SH2015・SH2013・SH2002出土土器

平面形状は方形もしくは隅丸方形と推測される。規模は東西辺5．7m、主柱穴の配置から南北辺5．0m

前後と推定される。床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　周壁溝・柱穴を検出した。

周堕溝　東辺・西辺の一部を検出している。幅約20cm・床面から深さ5cmを測る。

柱　穴　径40cm～50cmの大きさの柱穴を3個、残欠1個検出している。主柱穴であろう。

出土遺物　嚢1点（B－21）を図示した。底部は欠失するが、無花果形の体部と思われる。口径11．3cm、

体部最大径15．0cmを測る。小型の嚢で、口縁部は外反する。

B－SH2011（第65・67図　写真図版41・63）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2015と切りあい新しい。
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第66図　B－SH2015
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第67図　B－SH2011
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第4章　各地区の調査

形状・規模　B－SH2009・B－SH2013と切りあい北半部を水田造成によって消失している。

平面形状は方形である。規模は東西辺4．2m、南北辺は不明である。床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cm～35cmの大きさの柱穴を2個検出している。主柱穴か否かは不明である。

出土遺物　土師器嚢B－19・B－20を図示した。B－19は大型鉢の口緑部と思われ、複合口緑である。口

径は27．6cmを測る。B－20は小型嚢で、外反する口緑部の口径は13．1cm、肩部内外面はパケ調整である。

B－SH2002（第65・68図　写真図版41・63）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2011の北側に位置する。

形状・規模　北半部を中心に大半を水田造成によって消失している。

平面形状は隅丸方形である。規模は東西辺6．0m、南北辺は不明である。床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　壁溝・柱穴を検出した。

周壁溝　南辺において検出している。幅約20cm・床面から深さ5cmを測る。

柱　穴　径20cm～35cmの大きさの柱穴を6個検出している。北よりの2個の柱穴が主柱穴の可能性が

ある。2基の土坑は上層の遺構である。

出土遺物　土坑内から出土した須恵器有蓋高杯杯部B－33と土師器杯もしくは高杯杯部B－34を図示し

た。B－33は口径11．3cmで、たちあがり部は直線的で端面は凹面となる。外面下端は回転ナデである。

TK－23型式期。B－34は口径13．6cmで、外面はユビ押さえ後横ナデ、内面はヘラ磨き調整である。

0　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！一　一　一　一i　　　；　　　　　　i

第68図　B－SH2002

調査区西半部東よりの住居跡群

東よりには谷状の落ちの上に営まれたB－SH2003・B－SH2006・B－SH2007の一群がある。

B－SH2007（第69・70・74図　写真図版41・42・64・65）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2003・B－SH2006と切りあい先行し、B－SR2001と切り

あい新しい。

形状・規模　平面形状は方形、東西辺3．6m、南北辺は3．8m前後と推定される。床面までの深さ15cm

を測る。

屋内施設　周壁溝・カマド・柱穴を検出した。
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第3節　B地区の遺構と遺物

第69図　B－SH2003・SH2006・SH2007・SR2001

周壁溝　2本の溝を検出した。幅約20cm・床面から深さ20cmを測るが、壁面に沿わない所が多く、建

て直されている可能性が高い。

カマド　北壁際に全長1．1m・幅0．9mの張り出しを検出した。平面では明瞭な袖などは確認できてい

ないが、断ち割ったところ、上層に焼土が堆積し、下層では袖部の残欠と考えられる左右の盛り上がり

を確認した。また上面から土師器片が出土している。

柱　穴　径20cm～30cmの大きさの柱穴を6個検出しているが主柱穴は特定できない。北壁際5個の柱

穴は住居跡に伴うものであろう。

出土遺物　B－35・B－36を図示した。どちらも高杯と思われるが、B－36は杯かも知れない。B－35は杯
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坦坦虫B－　　　　C

1．10YR4／2　焼土混じり灰黄褐色　租砂混じり極細砂

2．10YR3／1黒褐色　抑5cm礫混じり極細砂

顧姦妄瘍瘍

第70図　B－SH2007

些二聖C・

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！一　一　一　一i l　　　　　　＿　　i

部外面に非常ににぷい稜を有する。口径12．7cm、器高10．0cm、脚部径9．8cmを測る。脚部は外反し、屈

曲しない。竃出土である。B－36は口径12．2cm、浅い器形と思われる。内面の調整はパケである。

B－SH2006（第69・71・74図　写真図版41・43・65）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2007と切りあい新しい。

形状・規模　平面形状は長方形である。長辺にあたる南北4．45m、短辺にあたる東西辺は3．30mである。

床面までの深さ18cmを測る。

屋内施設　周壁溝・柱穴を検出した。
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第3節　B地区の遺構と遺物

闇
t

芦
CD
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1．10YR2／2黒褐色　租砂混じり極細砂

2．10YR2／2黒褐色　租砂混じり極細砂　¢2－5cm礫含む
3．10YR3／2黒褐色　¢2～5cm礫混じり極細砂

4．10YR2／1黒色＋10YR4／3にぷい黄褐色　中砂混じり極細砂　西→東4）2－5cm礫混じる（上層Pit埋土）

5・10YR3／1黒褐色　極細砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

第71回　B－SH2006

2m
！一　一　一　一；　　　：　　　　　　　　l

周壁溝　西側壁際にある溝と北壁から北東隅を経て東壁に巡る溝の計2本の溝を検出した。西側の溝は

幅約28cm・床面から深さ8cmを測るが壁面に沿わない所が多い。北東隅側の溝は幅約16cm・床面から

深さ20cmを測る。東壁構内より土師器が出土している。

柱　穴　径30cm～50cmの大きさの柱穴を6個検出しているが主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器高杯B－37・B－38を図示した。B－37は杯かもしれない。口径13．0cm、器壁は8mmと厚い。

内面は板ナデ調整である。住居跡と重複して存在するB－P1680から出土している。B－38は中実の脚部で、

脚部径10．6cmを測る。外面はヘラ磨きを雑に施し、内面はヘラ削り調整である。
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第4章　各地区の調査

B－SH2003（第72・74図　写真図版41・43・64・65）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SH2007と切りあい新しく、B－SH2006と切りあい古い。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ長方形の住居跡である。北西隅をSH－B2006によって損壊している。

規模は長辺にあたる東西4．0m、短辺にあたる南北辺は3．65mである。床面までの深さ7cmを測る。

屋内施設　カマド・柱穴を検出した。

カマド　北壁際中央より検出した。馬蹄形状に検出している。盛り上げた黒褐色土上を焼土が巡った状

態で検出している。高さは約15cmである。

柱　穴　径20cm～40cmの大きさの柱穴を11個検出しているが主柱穴は特定できない。

出土遺物　B－39－B－42の4点を図示した。

B－39は須恵器杯で、口径10．9cm、たちあがり部は内傾し、端部は丸い。TK－10型式期と判断できる。

1些迦C－　　　　D

4．焼土

5．10YR2／2黒褐色　抑5cm小礫混じり極細砂

第72回　B－SH2003
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第3節　B地区の遺構と遺物

B－40は須恵器嚢の口縁部で、口径16．7cm、口緑端部は上下に拡張する。MT－15－TKlO型式期で

あろう。

B－41は土師器鉢または椀で、口径12．3cm、器高7．0cmを測る。外面パケ、内面ユビ押さえ後ナデ調整。

B－42は大型の土師器楽である。口縁部は外上方に直線的にのび、端部は丸くおさめる。口径23．5cm

を測り、体部最大径は25．3cmのようである。外面横方向のパケ、内面は斜め方向のヘラ削りである。

B－SH2012（第73・74図　写真図版44・65）

検出状況　調査区西端において検出した。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ長方形の住居跡である。規模は長辺にあたる東西6．00m、短辺に

‾㌧「二一一′　－

1．10YR3／1黒褐色　細砂混じり極細砂　小礫含む

2．10YR3／2黒褐色　細砂混じり極細砂　¢1～5cm礫含む

坦些聖C・　3・10YR2／3黒褐色　租砂～小礫混じり極細砂
4．10YR4／4褐色　極細砂混じりの砂礫層　¢2～10cm礫　南→北に小→大
5．2．5Y7／2灰黄色　細砂
6．10YR3／1黒褐色　租砂混じり極細砂

7．10YR2／3黒褐色　小礫混じり極細砂

0

第73回　B－SH2012

－80－
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第4章　各地区の調査

あたる南北辺は4．70mである。壁溝は巡るが、住居跡は削平され深さは殆ど残っていない。よく残る

部分で7cmである。また、床面には厚さ10cmの敷き土が認められた。

屋内施設　壁溝・柱穴及び小規模な溝を3条検出した。

カマド　カマドと特定できる遺構はない。しかし、南壁際中央より小規模な溝2本と径53cmのピット

P－2097を検出している。カマドの袖に沿って巡る溝及び燃焼部に設えた土坑の可能性が考えられる。

柱　穴　径20cm～40cmの大きさの柱穴を13個検出しているが主柱穴は特定できない。

壁　溝　四周を巡っている。幅約30cm、深さは床面から15cmを測る。構内には壁を支えたと考えられ

る径10cm程度の柱穴が13個検出されている。深さは10cm程度である。

出土遺物　B－43～B－48の6点を図示した。

B－43は土師器嚢で、口縁部は内湾し、端部はほぼ水平な面をもつ。口径17．8cm。

B－44も嚢と思われるが、壷かもしれない。口径13Jcmで、体部内面のヘラ削りは頚部まで及ばない。

B－45の小型壷は、口縁部が直口に近い。口径5．4cm、器高7．2cm、体部最大径7．4cmを測る。

高杯はB－46の杯部とB－48の脚部がある。杯部は外面の稜は認められない。口径17．6cmで、杯部の

深さは3．8cmと浅い。外面下部にパケ調整が残る。脚部は径10．6cmで、外反しながら開く。

B－SH2007

∈5

B－SH2006

ll一言≡：三

：ラ7 ＿l‾lニゝ

B－SH2003

∈∃≡＝議＿。9

第74図　B－SH2007・SH2006・SH2003・SH2012出土土器
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第3節　B地区の遺構と遺物

B－47は須恵器無蓋高杯の杯部と判断したが、杯蓋かもしれない。口径16．8cmとやや大きく、斜め外

上方に直線的に開く。口緑下部に沈線状の凹面がめぐる。TK－10型式期頃と思われるが、定かではない。

調査区中央の住居跡群（第75図　写真図版44）

調査区の中央にはB－SH2004・B－SH2005・B－SH2014・B－SH2010・C3①qSHO4・B－SX2004が南北

方向に切りあい重複して並んだ状態で検出されている。またB－SX2004周辺にはB－SK2003・B－SK2005・

B－SK2008が存在する。

B－SH2005（第75・76・80図　写真図版44・65）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SX2004と切りあい新しく、B－SH2004と切りあい古い。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ隅丸長方形の住居跡である。南西半をB－SH2004によって損壊して

いる。規模は長辺にあたる東西5．4m、短辺にあたる南北辺は4．9mである。床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　長卓由70cm～80cm・短軸50cm～60cmの大きさの柱穴を2個検出している。主柱穴とは考え難い。

出土遺物　B－55のみが図示できた。高杯杯部で、内面は刷毛のちヘラミガキを放射状に施している。

B－SH2004（第75・76・80図　写真図版44・45）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SH2005・B－SX2004と切りあい新しい。

形状・規模　南北方向に長辺をもつ長方形の住居跡である。規模は長辺にあたる南北4．6m、短辺にあ

たる東西辺は3．9mである。床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　B－56・57の2点を図示した。B－56は土師器裏口緑部で、口緑部は内湾し、端部はほぼ水平

な面をもつ。口径17．2cmを測る。B－57の外反しながら開く高杯脚部は径9．8cmで、内面はヘラ削りを施す。

B－SX2004（第76図　写真図版44）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SH2004・B－SH2005・B－SK2003に切られ、特に南半部の

状況が詳らかではない遺構である。形状・他の住居跡との位置関係から推して竪穴住居跡と推断できる

ためこの項において述べておく。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ長方形の住居跡の可能性が高い。規模は長辺にあたる東西7．3m、

短辺にあたる南北辺は5．35mである。床面までの深さ10cm弱を測る。

屋内施設　柱穴4個を検出したが、主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

B－SH2010（第75・76・80図　写真図版44・65・74）

検出状況　調査区中央南半において検出した。B－SH2014・C3①－SH04と切りあい新しい。本住居跡

はその北半部の調査を平成11年度（990004）B地区の調査において行い、南半部を平成15年度C3①

地区においてSH05として調査を行った。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ隅丸長方形の住居跡である。南西半をB－SH2004によって損壊して
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三三二二二

C3（カーSHO4

×＝－77，490

第75図　B－SH2004・SH2005・SH2014他住居跡配置図
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第3節　B地区の遺構と遺物

◎

］

⊂】

B－SX2004

0　　　　　　　　　　　　　2m

1．7．5YR2／1黒色　礫混じり極細砂　抑5cm以下礫混じる
2．10YR2／2黒褐色　抑5～3cm礫混じり極細砂
3．10YR2／1黒色　租砂混じり極細砂
4．7．5YR2／1黒色＋10YR3／2黒褐色　租砂混じり極細砂
5．10YR2／1黒色　極細砂
6．10YR2／1黒色　柵砂混じり極細砂

塑旦A一芸言3‡芸2農芸監禁砂軒5cm礫含む
9．7．5YR2／1黒色　租砂混じり極細砂

10．7．5YR2／1黒色　租砂混じり極細砂

1坦迎1B－

老；案彬彬光雲彬〃米桝タ／杉髪シ祐／訝詔詔彩
／

／　′
′

第76図　B－SH2004・SH2005
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第4章　各地区の調査

1．10YR1．7／1黒色
2．2．5Y4／2暗灰黄色　シルト混じり租中砂　貼り床か？

3．10YR1．7／1黒色　中細砂質シルト　¢3cm以下礫含む L　一　一　一；　　　；　　　　　　　　】

4．2．5Y3／1黒褐色　中細砂質シルト　¢3cm以下礫含む
5．10YRl．7／1黒色　中細砂質シルト　¢3cm以下礫含む　3よりやや黒く、締まりがない　C3①－SHO4周壁溝か？

第77図　B－SH2010

いる。規模は長辺の東西辺が4．45m、短辺にあたる南北辺は3．70mである。床面までの深さ25cmを測る。

屋内施設　壁溝・柱穴を検出した。

柱　穴　径25cm前後の大きさの柱穴を6個検出している。主柱穴は特定できない。

壁　溝　西壁から北壁の半ばまで巡る。また東壁より40cm程度内側に全長約70cm溝状遺構がある。壁

溝の幅約35cm～40cm、深さは床面から10cmを測る。

出土遺物　B－52～B－54を図示した。すべてC3（去区出土で、いずれも高杯と思われる。

B－52は脚部片であるが、大きく開く短い脚と思われる。B－53は外反しながら開く脚部で、径11．9cm

を測る。B－54は杯部と思われ、口径13．8cmを測り、内面はヘラ磨き調整である。

B－SH2014（第78図　写真図版44・45）

検出状況　調査区中央南半において検出した。B－SH2004・B－SH2010と切りあい古い。

形状・規模　東西方向に長辺をもつ隅丸長方形の住居跡である。北西半をB－SH2004によって、南辺を

B－SH2010によって損壊している。規模は長辺にあたる東西4．60m、短辺にあたる南北辺は3．60mであ

る。床面までの深さ8cmを測る。
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第3節　B地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐色　黄色粒混じり極細砂　4）2～4cm礫少量含む
2．10YR3／2黒褐色　租砂混じり極細砂

3．10YR2／2黒褐色　砂礫層（¢2－3cm）

第78図　B－SH2014

0　　　　　　　　　　　　　　　　2m
！一一一　一i l　　　　　　！

屋内施設　柱穴・焼土を検出した。

柱　穴　径30cm前後の大きさの柱穴を3個検出している。主柱穴は特定できない。

焼　土　住居跡のほぼ中央から径25cmほどの円形の焼土を検出している。移動式カマドの使用に伴う

ものと推測される。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

C3①－SHO4（第79・80・91図　写真図版60・65・66・74・75）

検出状況　調査区中央南半において検出した。B－SH2010と切りあい古い。本住居跡は平成15年度C3

①地区においてSH04として調査を行った。B地区においては削平を受け消失している。本調査区は旧

農道下にあり、B地区・C地区に比べ削平が少なく、消失を免れたものと考えられる。C3①区で「コ」

字形に検出されているが、本来は、B区にも続く住居跡である。壁の立ち上がりはなく、周壁溝と屋内

施設のみがある。

形状・規模　東西方向に長辺をもつと考えられる長方形あるいは方形の住居跡である。南西半を

B－SH2010によって損壊し、北東半は削平により消失している。規模は長辺にあたる東西4．65m、短辺

にあたる南北辺は残存長2．20mである。床面までの深さ5cmを測る。

屋内施設　周壁溝と屋内区画溝、中央土坑、土坑を検出した。柱穴は確認できなかった。また、中央土
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二十二三二

C3①－SKO2

「‾∴‾／

［一㍉jロー惨

第79回　C3（D－SHO4およびC3①－SKO5・SKO2

坑の西側にはごく狭い範囲であるが焼土や貼り床と考えられる部分が認められる。

周壁満　幅15－30cm、深さ約10cmである。西辺では確認できなかった部分（破線部分）があるが、

B－SH2010の埋土と重なるため、識別できなかったものである。

屋内区画溝　東辺から南辺にかけて「L」字形に配された細い溝である。南辺では中央付近にある浅い

土坑に取り付き、そこから先は確認できなかったが、これも周壁溝と同じくB－SH2010の埋土と重なる
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第3節　B地区の遺構と遺物

ためかもしれない。幅5－20cm、深さ約5cmで、周壁溝の半分ほどしかない。周壁溝との間隔は東辺

で約1m、南辺はその1／3程度の約30cmである。

土　坑　区画溝の内側に1基（C3①－SKO5）、東辺側の区画溝と周壁溝の間に3基が「L」字形に並び（C3

①－SKO2～SKO4）、南辺側の中央付近にも1基（C3①－SKO6）ある。SK05は不整円形を呈し、長径75cm、

短径55cm、深さは約30cmである。「L」字形に並ぶ3基のうち北側の2基（SKO2・SKO3）は共に径

約50cmの円形状で、深さは約35cm、底部は平らに掘削されている。SK02からは口緑部以外は完形の

嚢1点（B－59）が横転した状態で出土している。SK04とSK06は深さ10－15cmほどの浅い土坑である。

焼　土　床面上から径20cm～30cmの焼土2箇所を検出した。

出土遺物　床面の区画溝の脇から土師器高杯（B－49）が出土し、土坑SK－05からも土師器高杯（B－50・

51）が出土している。土坑SK02からは土師器嚢（B－59）が出土している。

B－50は有段高杯であるが、段および稜は非常に鈍い。口径22．0cm、杯部の深さ6．9cmを測る。杯部

は内外面ともヘラ磨き調整である。庄内～布留期の所産と思われるが、庄内期の新しいものの可能性が

高い。B－49の脚部は屈曲気味に外下方に開く。脚部径は10．8cmで、内面はへラ削りを施す。B－51は

あまり屈曲せず下外方に開く脚部で、脚柱部は中空である。外面はヘラ磨き調整。

第91図のB－59は嚢あるいは壷であるが、日録部を欠失している。平底気味の底部で、体部は丸い。

頚部は屈曲して外反気味の口縁部にいたる。体部最大径は17．6cm、体部外面はパケ調整で、一部削り

が加わる。体部内面はヘラ削り調整であるが、削る方向が一定していない。口縁部はパケ調整である。

庄内期の新しい段階に位置づけられるであろう。

C3（D書SHO4

B－SH2010

／一手ゝ
B－52

虻

第80図　C3①－SHO4、B－SH2010（C3①－SHO5）・SH2005・SH2004出土土器

B－SH2001（第81図　写真図版46）

検出状況　調査区中央東よりにおいて検出した。

形状・規模　北半部を水田造成によって消失している。

平面形状は方形である。規模は東西辺4．4m、南北辺は不明である。残存長は1．10mである。床面ま

での深さ8cmを測る。

屋内施設　柱穴・不定形の落ち込みを検出した。

柱　穴　径20cm～30cmの大きさの柱穴を2個検出している。主柱穴か否かは不明である。また、長軸

70cm・短軸55cm・深さ12cmの不定形の落ち込み1基が検出されている。
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1．10YR3／1黒褐色＋10YR4／3にぷい黄褐色　シルト質極細砂

2．10YR2／1黒色　細砂混じり極細砂　¢2～5cm小中礫含む
3．10YR4／3にぷい黄褐色　シルト質極細砂
4．10YR3／2黒褐色　柵砂混じりシルト質極細砂

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

I　一　一　一　一i　　　　；　　　　　　　　！

第81図　B－SH2001

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

B－SH2016（第82図　写真図版46）

検出状況　調査区西半において検出した。

形状・規模　北半部を水田造成によって消失している。

平面形状は隅丸方形である。規模は東西辺4．9m、南北辺は不明である。残存長は0．9mである。床

面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴・不定形の落ち込みを検出した。

柱　穴　径20cm～25cmの大きさの柱穴を3個検出している。主柱穴か否かは不明である。また、長軸

70cm・短軸40cm・深さ30cmの不定形の落ち込み1基が検出されている。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

翫
1．10YR3／1黒褐色　¢0．5～1cm礫混じり極細砂
2．10YR2／1黒色　¢1～2cm礫含む租砂混じり極細砂

3．10YR3／2黒褐色　¢1～2cm礫混じり極細砂

第82図　B－SH2016

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
JL．」」＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿　＿i

B2区の竪穴住居跡

B2－SHOl（第83図　写真図版76）

検出状況　B区の竪穴住居跡の中では最も西端に位置する。幅1mの撹乱溝が中央部を南北方向に走る
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第3節　B地区の遺構と遺物

ため、東西に分断されてしまっている。このため、南西隅から西辺にかけての一部と、北辺の一部が検

出されたに過ぎない。

規模・形態　方形の住居跡と考えられる。規模は南北3．3m、東西4．8m以上、深さ10cmである。

屋内施設　周壁溝や中央土坑は確認できなかった。柱穴はいくつか検出されているが、この住居跡に伴

うと考えられるものは抽出できなかった。

埋　土　黒色土の1層のみである。

出土遺物　遺物は出土していない。

第83図　B2－SHOl

木棺墓

木棺墓はB－SX2001－B－SX2003の3基をB地区において検出した。

1．10YR2／1黒色　極細砂～細砂

¢3～5cm礫を若干含む
10YR3／3暗褐色ブロックを若干含む

B－SX2001（第84・85図　写真図版47・66）

検出状況　B－SX2001は調査区西端で検出した。

形状・規模　東西方向に卓由をもち、全長3．6m・幅1．7mの長方形の墓境に全長2．10m・幅0．7mの棺

痕跡を検出した。残存する棺の深さは25cmである。

墓　墳　墓墳埋土は上下2層に分かれ何れも黒色土を使用している。上層埋土には径5cm～10cmの礫

を棺側に沿って入れている。

木　棺　棺は若干胴張りした状態で検出された。小口孔は確認されなかった。棺の幅は、西小口付近で

60cm、東小口付近では55cmを測る。

出土遺物　棺内には遺物はなく、墓境内より台付き壷・石器が各1点出土している。壷の時期は弥生後

期に属するものと考えられる。B－58・B－Slを図示した。

土　器　第85図B－58に示した台付壷は出土位置・出土状況より副葬あるいは供献用土器と思われ、

完形品に近いが、破砕土器供献のような状況は示さない。器高12．5cm、口径7．5cm、胴部最大径13．4

cmを測り、口緑部は体部から屈曲して短く上方にのびる。体部と口縁部境の屈曲部には、1．8cm間隔の

2個一対の孔が2方向に穿たれている。孔径は3mm程度である。体部は算盤玉の形に近く、内外面とも

細かく丁寧なヘラ磨き調整を施している。脚部との接合には円板充填を用いている。脚部は短い筒状の

脚柱部から外反して下外方に直線的に開くが、脚端部は上下に拡張している。拡張部のすぐ上には径3
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第4章　各地区の調査

1．10YR3／1黒褐色　橙色粒混じりシルト質極細砂　¢5～10cm小礫含む

2．10YR2／1黒色　4）2～8cm中礫～大礫含む細砂混じり極細砂
3．10YR2／1黒色（上層よりやや赤昧）租砂混じり極細砂

4．10YR3／3暗褐色　シルト質極細砂　¢5cm中礫含む

第84図　B－SX2001
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第3節　B地区の遺構と遺物

［三二〕B＿。1

0　　　　　　5cm
！一　一　一　一！

第85図　B地区木棺墓出土遺物

mmの円孔をほぼ9mm間隔で合計23個を

外側から穿っているが、貫通しているの

は7個である。脚部径は8．3cm、脚部内

面はヘラ削り、外面はヘラ磨きであるが、

脚柱部外面には11条の沈線をめぐらす。

B－Slは砥石片で、幅3．8cm、厚さ1．9

cm以上、長さ5．6cm以上であるが、欠損

している。砥面は3面認められる。頁岩

と思われる。

B－SX2002（第86図　写真図版48・49・66）

検出状況　B－SX2002・BqSX2003は調査区中央南端において検出した。2基は東西方向に軸をもち、

並行している。

形状・規模　全長3．10m・幅1．20mの長方形の墓壕に全長2．45m・幅0．60mの棺痕跡を検出した。

墓　墳　墓墳埋土は上中下3層に分かれ何れも黒色土を使用している。上層埋土には径10cm～15cmの

礫を入れている。

標　石　墓壕の西端には1辺25cm前後・厚み10cm程度の不整な隅丸三角形の河原石が検出されている。

石は木棺の足元側におかれた標石であったと考えられる。

木　棺　棺の両端には小口孔が検出されている。小口孔は東側では全長60cm・幅30cm・墓場底からの

深さ18cmを測る。西側の小口孔は全長50cm・幅25cm・墓墳底からの深さ23cmを測る。

小口孔の位置から木棺の内法での規模は全長1．55m・幅は東小口内側で60cm、西中口内側では50

cmを測る。

頭　位　内法寸法から埋葬時の頭位は東向きと考えられる。

出土遺物　棺内・墓境内ともに遺物の出土はなかった。

B－SX2003（第87・88図　写真図版48・50）

検出状況　B－SX2002・SX2003は調査区中央南端において検出した。2基は東西方向に軸をもち、並

行している。

形状・規模　全長2．4m・幅1．0mの長方形の墓壕に全長1．4m・幅0．6mの棺痕跡を検出した。

墓　墳　墓墳埋土は上下2層に分かれ何れも黒色土を使用している。上層埋土には径10cm～15cmの礫

を入れている。墓墳底までの深さは約20cmである。

標　石　墓壕の西端には全長50cm前後・幅20cm・厚み20cm程度の不整な形の河原石が径15cm前後の

石2個とともに検出されている。石は木棺の足元側におかれた標石であったと考えられる。

木　棺　棺の両端から小口孔は検出されなかった。小口幅は西側では55cmを測る。東側では全長50cm・

幅25cm・墓墳底からの深さ23cmを測る。

小口孔の位置から木棺の内法での規模は全長1．55m・幅は東小口内側で0．60m、西小口内側では50

cmを測る。

頭　位　内法寸法・出土遺物から埋葬時の頭位は東向きと考えられる。
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第4章　各地区の調査

一、　　　－1

1．10YR2／1黒色＋10YR3／2黒褐色（まばらに）抑1～0．5cm
租砂～小礫混じり極細砂

2．10YR2／2黒褐色　細砂混じり極細砂　租砂～小礫若干含む

3．7．5YR2／1黒色　極細砂（租砂含む）
4．10YR3／1黒褐色＋10YR5／2灰黄褐色　極細砂（租砂含む）

5．7．5YR3／1黒褐色（やや暗）極細砂（租砂含む）
6．7．5YR2／1黒色　極細砂

7．10YR4／2灰黄褐色＋10YR3／1黒褐色

「　」プ二ゝ

8．7．5YR2／1黒色＋10YR4／2灰黄褐色　的2～0．5cm礫含む極細砂
9．10YR2／1黒色　極細砂（租砂含む）
10．10YR3／1黒褐色（やや暗）¢2cm礫少量含む極細砂
11．10YR3／2黒褐色＋10YR4／2灰黄褐色　極細砂

1m　　　　　12・10YR2／1黒色＋10YR4／2灰黄褐色　細砂～中砂混じりシルト質極細砂

」⊥」＿」＿＿＿＿⊥⊥＿‥＿　　　　！

第86図　B－SX2002

出土遺物　棺内の東半棺底からはガラス小玉8個が出土している。2基の木棺墓の時期は定かではない

が、主軸の方位をB－SX2001と同じにとっており、同時期である可能性が高い。

ガラス玉は径4．5～5．0mm、厚さ3．5～5．0mmであるが、径4．5mmが大半である。孔径は1－2mmで、
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0　　　　　　　　　　　　　1m

」⊥」＿」＿」⊥＿＿＿＿　　　　！

「1－7∠二二ゝ

第87図　B－SX2003

「

」0

「

ガラス小玉出土状況

0　　　　　　5cm

！一　一　一　一［

141．0m

1．10YR3／1黒褐色　租砂～小礫（抑5cm以下）
含む極細砂

2．7．5YR2／1黒色　やや粘り気のある極細砂

3．10YR2／2黒褐色　極細砂
4．10YR2／2黒褐色　租砂含む極細砂

重量は0．10－0．13gを測る。B－J6・J8は孔径が小さく、青色（5PB3／8）を呈し、他の暗青色（5B・

10Bの3／8と3／4）と異なるが、同一製法であろう。製法は「吹きガラス」で、小玉として裁断した後、

再度熟を加えて穿孔バリを丸くしたと思われ、微細な連続気泡が丸いことと、外側面に平坦面があるこ

とから想定できる。

◎　　㊥　　㊥

①　　田　　の
B－JI B－J2　　　　　B－J3

㊥　　㊥　　⑥

①　（D　（D
B－J4　　　　　B－J5　　　　　B－J6

第88図　B－SX2003出土ガラス玉

－94－

㊥　　◎

①　（∋
B－J7　　　　　　B－J8
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第4章　各地区の調査

土　坑

土坑は3基図示した。B－SK2003・B－SK2005はともにその形状から土墳墓の可能性が考えられる。

B－SK2003（第89図）

検出状況　調査区中央において検出した土坑である。B－SX2004と切りあい新しい。

形状・規模　軸を南北方向にとる。長軸約2．60m・短軸約1．05m・深さ30cmを測る隅丸長方形の土坑

である。土坑内の北端と南端からは1辺20cm前後の石が検出されている。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

B－SK2005（第89図）

検出状況　調査区中央において検出した土坑である。B－SX2004とSX2005の間に位置する。

形状・規模　軸を東西方向にとる。長軸約2．25m・短軸約0．95m・深さ10cmを測る隅丸長方形の土坑

である。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。

B－SK2005

「
「

141．0m

勿彪
1．10YR2／2黒褐色　¢3cm小礫含む　細砂混じり極細砂
2．10YR2／1黒色　細砂混じり極細砂

3．10YR3／1黒褐色　黄色粒混じり極細砂
4．10YR3／1黒褐色＋10YR2／1黒色　黄色粒混じり極細砂

B－SK2008

一一一千
141．0m

llll一／
／／／／て／：／／．／／／／／／／／／／／っ′／／／／／／／／ウ／′

2m
！－1－　－i　　　：　　　　　　　i

第89図　B－SK2003・SK2005・SK2008

B－SK2008（第89図）

検出状況　調査区中央において検出した土坑である。

形状・規模　長軸約1．55m・短軸約1．15m・深さ25cmを測る不整な楕円の土坑である。

出土遺物　図示できる遺物は出土しなかった。
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第3節　B地区の遺構と遺物

第90図　B－SX2005

た。口径14．9cmを測る無蓋高杯の口緑部と思われる。

B－SX2005（第90・91図）

検出状況　調査区中央におい

て検出した落ち込みである。

SX－B2004の北側に位置する。

形状・規模　軸を東西方向にとる。

長軸約12．80m・短軸約3．20m・

深さ10cmを測る不定形な土坑で

ある。形状は屈曲する直線あるい

は方形の集合体とも評すべきもの

で、全長4m前後の竪穴住居跡が

3基程度切りあって存在している

可能性が高いが、判然としない。

柱　穴　径20cm前後の柱穴を5

個検出した。

出土遺物　B－63は口径14．9cmを

測る有稜高杯杯部で、杯部の深さ

は4．8cmである。B－P2179出土。

B－SX2006（第92図）

検出状況　調査区西半において検

出した土坑である。

形状・規模　不整な円形を呈して

いる。長径約4．5m・短卓由約4．1m・

深さ10cmを測る土坑である。

土坑内施設　士坑内から柱穴・集

石を検出している。

柱　穴　径40cm～60cmの大きさ

の柱穴を4個検出している。性格

は不明である。

集　石　土坑の東半には1辺40

cm前後の礫が入れられている。

出土遺物　須恵器B－61を図示し

土坑・柱穴等出土土器（第91図）

B－60はB－SKlOll出土の壷肩部で、頚部内面の状況から、複合口緑になるものと思われる。体部外

面はパケ後へラ磨き調整、内面はパケ後へラ削りを行っている。

B－62はBqP2115の柱痕から出土した製塩土器である。口緑端部を欠失するが、口径3．6cm程度と忠
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第91図　B地区土坑・柱穴等出土土器

！一一一一i l　　　＿＿　　　！

第92図　B－SX2006

われる。下膨らみのコップ形である。

B－64はB－P2032出土の土師器嚢である。口径は12．1cmで、日録部は短く外反し、端部は丸くおさめ

る。外面は縦パケ、内面は不定方向のヘラ削りである。器壁が厚いことと器表調整から、中世の可能性

が高いものであるが、断足しがたい。

B－65はB－P1301の柱痕から出土した嚢である。口径11．5cmを測り、口縁部は直口ぎみに直線的に短

くのび、端部は内傾面をなす。口緑部付近の体部は急に内側に曲折する。体部外面は縦パケ調整、内面
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【コ

0　　　　　　　　　　　　　10cm
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第93図　B地区出土鉄製品

辛
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は斜め横方向のナデである。器形および調

整から、中世に降る可能性が高いものであ

るB－M3はB－SKlO13畔内から出土した。

腸挟柳菓式の短頸系尖根鉄である。鉄身部

は先端を欠失するが、残存長5．4cm、鉄身

部幅1．9cm、鉄身部の厚さ4mmを測る。逆

刺部分先端での幅は2．4cmである。頚部に

は三角形状の突起を有する。この突起は柳

菓鉄に逆刺を造出するために圭で切った際

に生じるものである。

茎はその多くを欠損するが、形状から、

先端が尖るものと思われる。残存する全長

は8．5cmである。

第1面の概要（第94図　写真図版51）

B地区において調査された第1面は中世（12世紀～16世紀）の遺構面である。遺構の密度は西半部

で特に濃く、比較的長く使用された集落址の一画であったと考えられる。

柱穴約800個・井戸B－SElOOl、石組遺構B－SXlOO2、集石土坑B－SXlOO5～B－SX1008を検出した。

掘立柱建物跡・柱穴群

柱穴は調査区東半の石組遺構B－SXlOOl周辺、調査区中央の井戸B－SElOOl周辺、調査区西半部の3

箇所に大まかには分かれて検出されているが、調査区西半部に特に密集している。建物として19棟・

柵列1列が復元できた。うち東半部の建物は1棟である。

B－SBlOOl（第95・103図　写真図版54・56・70）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOO2・SBlO03と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN880Eにとる総柱建物跡である。桁行東西3間（7．0m）・梁行南北2間（5．0m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は2．4m・2．2m前後に分かれる。梁行は2．0m・3．0前後

の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径20cm～30cmである。

出土遺物　柱穴P－1428からは白磁碗（B－95）が出土している。

B－95は白磁碗である。体部は内攣気味にほぼ直上に延び、口緑端部は外方に水平方向につまみ出す。

内外面とも透明粕を施和し器面には細かい貴人が見られる。森田分類白磁C群に相当し、15世紀代に

比定される。

B－SB1002（第95図　写真図版54・56・70）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOOl・SBlO03と重複し、SBlO03より新しい。

形状・規模　桁行方位をN70Eにとる総柱建物跡である。桁行南北3間（5．2m）・梁行東西2間（5．6m）
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第94図　B地区第1面遺構全体図
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の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は2．0m・1．6m前後に分かれる。梁行は2．6m・3．0m

前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　柱穴B－P1320からは土師器托（B－97）が出土している。

B－97は土師器托の底部と考えられる。ロクロ成形で内外面とも回転ナデ調整を施す。底部外面は未

調整でヘラ切痕が残る。

B－SB1003（第95図　写真図版54・56）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOOl・B－SBlO03と重複し、SB1002に先行する。

形状・規模　桁行方位をN210Wにとる総柱建物跡である。桁行南北3間（4．9m）・梁行東西2間（3．1

m）の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は1．6m前後、梁行は2．6m・1．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径30cm～40cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1004（第95図　写真図版54・56）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlO05と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をNllOEにとる総柱建物跡である。桁行南北3間（6．1m）・梁行東西2間（4．8m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．0m前後、梁行は1．7m・3．0m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遣物はない。

B－SB1005（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlO04と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をNOOEにとる建物跡である。桁行南北2間（4．0m）・梁行東西1間（2．0m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．0m前後、梁行は2．0m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1006（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlO07と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN40Wにとる建物跡である。桁行南北2間（4．5m）以上・梁行東西1間（2．5

m）の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．0mと2．5m、梁行は2．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径30cm～40cmである。うち2個の柱穴には円礫が検出されている。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1007（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlO06と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN40Wにとる建物跡である。桁行南北2間（4．5m）・梁行東西2間（2．6m）
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の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．0mと2．5m前後、梁行は2．0m前後と0．6mの柱

間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1008（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。

形状・規模　桁行方位をNlO Wにとる建物跡である。桁行南北2間（4．0m）・梁行東西1間（1．9m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は2．0m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1009（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOllと重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN710Eにとる建物跡である。桁行東西2間（4．2m）・梁行南北2間（2．9m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．1m、梁行は1．5m前後と1．3mの柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径25cm～30cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SBlOlO（第95図　写真図版54）

検出状況　調査区西半において検出した。SBlOllと重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN260Wにとる建物跡である。桁行南北2間（3．0m）・梁行東西1間（1．5m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は1．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1011（第95・103図　写真図版54・70）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOlOと重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN900Eにとる建物跡である。桁行東西3間（4．5m）・梁行東西1間（2．0m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約1．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　柱穴B－P1634からは土師器皿（B－96）が出土している。

B－96はロクロ成形の土師器皿である。平底で体部はやや深く器形は椀状を呈する。内外面とも回転

ナデ調整を施す。底部外面は未調整で糸切痕が残る。

B－SB1012（第94図　写真図版54）

検出状況　調査区中央西よりにおいて検出した。

形状・規模　桁行方位をN880Wにとる建物跡である。桁行東西2間（4．5m）・梁行南北2間（3．0m）
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第4章　各地区の調査

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．0mと2．5m、梁行は1．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径10cm～15cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1013（第95図　写真図版55・56）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SBlO14と重複し先行する。

形状・規模　桁行方位をN5．50Eにとる建物跡である。建物は井戸SElOOlを囲む東西3間（3．5

m）・南北3間（4．5m）の側柱部分SB1013－aと東西2間（3．0m）・南北2間（3．0m）の総柱部分

SB－BlO13－b部分よりなる。柱間はSBlO13－aの桁行で1間が1m・1．5m・2m、梁行1間約1．2mの

規模である。また、SB1013－bでは1間分は約1．5m前後の柱間をとっている。

柱　穴　SBlO13－aでは円形を基本とし径50cm～80cm、SB1013－bでは円形を基本とし径15cm～20

cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1014（第95図　写真図版55・56）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SBlO13と重複し新しい。

形状・規模　桁行方位をN890Eにとる建物跡である。桁行東西2間（5．0m）・梁行南北1間（1．4m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は2．5mである。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1015（第95図　写真図版55・56）

検出状況　調査区中央において検出した。B－SBlO13の東側に隣接する。

形状・規模　桁行方位をN50Eにとる総柱建物跡である。桁行南北2間（4．2m）・梁行東西2間（3．1m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．1m、梁行は1．7m・1．4mの柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径15cm～20cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1016（第95図　写真図版55）

検出状況　調査区中央北東よりにおいて検出した。B－SB1017・SBlO18の西側に隣接する。

形状・規模　桁行方位をNlOO Wにとる建物跡である。桁行南北2間（2．9m）・梁行東西1間（1．2m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約1．4mである。

柱　穴　円形を基本とし径20cm～30cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1017（第96図　写真図版55）

検出状況　調査区中央北東よりにおいて検出した。B－SBlO18と重複する。先行する可能性が高い。

形状・規模　桁行方位をN890Eにとる建物跡である。桁行東西3間（4．8m）・梁行東西南北3間（3．2m）
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の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．2m・1．5m・1．1m・0．9mとまちまちである。梁

行は1．3m・1m・0．9mの柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径20cm～30cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1018（第96図　写真図版55）

検出状況　調査区中央北東よりにおいて検出した。B－SBlO17と重複する。

形状・規模　桁行方位をN900Eにとる建物跡である。桁行東西3間（6．3m）・梁行南北2間（2．8m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約2．1m、梁行は1．5m・1．4mの柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径20cm～30cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SB1019（第96図　写真図版55）

検出状況　調査区東半において検出した。

形状・規模　桁行方位をN50Wにとる側建物跡である。桁行南北3間（3．8m）・梁行東西2間（3．1m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は1．6m・0．6m、梁行は1．5m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし径30cm～40cmである。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

柵　列

柵列を2箇所検出している。

B－SAlOOl（第96図　写真図版56）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOO3・B－SBlO09の間に両者と並行して位置する。

形状・規模　軸方位をN700Eにとる。全長6．0mを測る。

柱　穴　4個の柱穴を検出している。円形を基本とし径40cm前後である。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SA1002（第96図　写真図版56）

検出状況　調査区西半において検出した。B－SBlOOl・B－SBlO04の間に位置する。

形状・規模　軸方位をN820Eにとる。全長6．0mを測る。

柱　穴　4個の柱穴を検出している。円形を基本とし径40cm前後である。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

井　戸

井戸は1基検出している。

B－SElOOl（第97・103図　写真図版57・71）

検出状況　B地区中央において検出された石組の井戸である。

形状・規模　掘り方径約2．5m、井戸内径約1mを測る。上面から約2mまで掘削したが、石組からの
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第97図　B－SElOOl

湧水が激しく、底面までは確認していない。

出土遺物　井戸は井戸に使用していた石材・濁灰色シルトによって埋められているが、埋土内から16

世紀末代の手控ね土師器皿等が出土している。

土師器皿B－100・101はいずれも非ロクロ成形で、底部と体部の界は不明瞭で体部は緩やかに斜め上

方に延びる。B－100は口緑部内外面はヨコナデ調整、体部内面および底部内面には板ナデ調整を施す。

B－101は内外面とも指おさえの後、ナデ調整を施す。

無粕陶器嚢B－102は平底で体部は直線的に斜め上方に延びる。内外面とも回転ナデ調整を施し、体

部外面には指頭庄痕が残る。色調・胎土から丹波焼と考えられる。

無粕陶器壷B－103は壷あるいは鍋の口縁部と考えられる。口緑部は大きく外方にひらく。内外面と

も回転ナデ調整を施す。色調・胎土から丹波焼と考えられる。
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土　坑

石組遺構・集石土坑を含め32基の土坑を検出した。

B－SX1005～SX1008（第98図　写真図版58・59・71・72）

検出状況　集石土壌B－SXlOO5－SXlO08は井戸B－SElOOlの北側において検出した。

形状・規模　長楕円形もしくは隅丸長方形に数度に渡って掘削した浅い皿形の廃棄土坑群である。

B－SX1005は全長4．2m・幅2．6m・深さ42cmを測る隅丸長方形の土坑である。土坑内の東半に集石

が顕著である。

B－SX1006は全長4．0m・幅3．0m・深さ40cmを測る隅丸長方形の土坑である。土坑内には集石が顕

著である。

B－SX1007は大半をSXlO06に破壊されている長楕円形の土坑である。深さ10cmを測る。集石は部分

てきに存在する。

B－SX1008は全長4．1m・幅3．0m・深さ30cmを測る長楕円形の土坑である。土坑内に集石はまばらである。

出土遺物　土坑内には径30cm前後の河原石が多量に投入されており、SXlO06からは河原石とともに

土師器鍋片・備前焼壷片・青磁無文碗片、鉄製品が出土している。備前焼壷は備前焼編年Ⅳ期にあたる

甲
Cn

〉く
t

⊂：⊃

3

甲
Cn

〉く
l

⊂：⊃
⊂：）

CD

B－SXlOO5　　140．5m

1．10YR2／2黒褐色　極細砂　¢3cm内外礫含む
2．10YR2／1黒色　中砂混じり極細砂

3．10YR2／2黒褐色　細砂質極細砂　¢3－5cm内礫多し
4．7．5YR2／2黒褐色　細砂（ベース土か土壌化）

5．10YR3／2黒褐色　柵砂　¢2cm内外の礫含む
6．10YR3／3暗褐色　租砂
7．10YR3／1黒褐色　シルト混じり極細砂

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

第98図　集石土坑B－SX1005～SX1008
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と考えられる。

B－SXlO06ではB－109・B－113－B－119を図示した。

土師器皿B－109は非ロクロ成形の土師器皿である。平底で体部は緩やかに斜め上方に延びる。口緑

端部は尖り気味に収める。口緑部内外面は強いヨコナデ調整を施す。底部内外面および体部外面は指お

さえの後ナデ調整を施し、体部外面には指頭庄痕が残る。京都系土師器と考えられる。

土師器鍋B－113は体部は内攣気味にほぼ直上に延び、口縁部は内傾する。外面の口緑部と体部の界

に断面三角形状の退化した鍔を貼り付ける。粘土紐巻上げ成形で、口縁部内外面には強いヨコナデ調整

を加える。体部内面は板ナデ調整、体部外面は未調整で斜め方向の平行叩き目が微かに観察される。長

谷川分類播磨型IA類に相当し、15世紀前半代に比定される。

須恵器鉢B－114は体部は直線的に斜め上方に延び、上下に拡張する。内外面とも回転ナデ調整を施す。

さらに内面には板ナデ調整を加える。内外面とも煤が附着する。東播系須恵器鉢で14世紀代に比定さ

れる。

備前焼壷B－115は頚部は直立し、口緑部は小さい玉線状に肥厚する。内外面とも強い回転ナデ調整

を施す。外面には胡麻状に灰被りが見られる。備前焼壷で14世紀から15世紀代の所産と考えられる。

備前焼嚢B－116は頚部は短く直立し、口緑部は断面楕円形状に肥厚する。内外面とも強い回転ナデ

調整を施す。体部外面には胡麻状に灰被りが見られる。備前焼Ⅳ期相当で、15世紀代に比定される。

白磁皿B－117は断面台形状の低い高台をもち、体部は緩やかに斜め上方に立ち上がる。内外面とも

透明粕を施和し灰白色（アイボリーホワイト）に発色する。華南産白磁皿で13世紀後半から14世紀代

の所産であろう。

青磁碗B－118は休部は僅かに内攣気味に斜め上方に延び、日録端部は丸みをもつ。外面にヘラ彫り

の文様が微かに見られる。内外面とも青磁粕を施すが、灰被りのため褐灰色に発色する。龍泉窯系青磁

劃花文碗と考えられるが、非常に租製でおそらく14世紀代以降の製品と考えられる。

青磁碗B－119は底部の器壁が非常に厚い。内面に印花で崩れた草花文を施文する。内外面とも青磁

粕を施和し、底部外面（高台裏）は中央部を残して、蛇

の目状に粕をかきとる。龍泉窯系青磁椀で15世紀代に

比定される。

鉄製品は1点出土している。B－M5は鉄釘である。断

面形状は四角形である。釘頭を無くしており、先端につ

いても鋭さを欠く。

B－SXlO05では土師器鍋B－111・B－112を図示した。

土師器鍋　B－111は口縁部は断面長方形状を呈する。内

外面ともヨコナデ調整を施し、体部内面は板ナデ調整を

加える。長谷川分類鉄かぶと形I類相当で15世紀前半

代に比定される。

B－112も同様の鍋である。口綾部の断面形状は楕円形

状を呈する。長谷川分類鉄かぶと形Ⅱ類相当で15世紀

中頃に比定される。
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1．10YR3／1黒褐色　細砂混じり極細砂

2．10YR2／1黒色　シルト質柵砂　¢1～2cm小礫含む
3．10YR2／2黒褐色　シルト質極細砂

4．10YR2／2黒褐色　シルト質極細砂
5．10YR3／1黒褐色　シルト質細砂

6．10YR2／2黒褐色　小礫混じりシルト質極細砂

B－SK1024

2m
LL．＿⊥」⊥－＿＿　＿＿l i

第100図　B－SX1002・SK1003・SK1024
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B－SK1026
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1．10YR2／2黒褐色　中砂混じり極細砂　4）4cm中礫少量混

2．10YR3／2黒褐色　極細砂　¢2～3cm小礫混
3．10YR2／2黒褐色　細砂混じり極細砂
4．10YR3／2黒褐色　中砂混じりシルト質極細砂
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黄橙の粒含む

2．10YR2／2黒褐色　租砂混じりシルト質極細砂　¢1～2cm小礫含む
黄橙の粒含む

3．2．5Y4／2暗灰黄色　極細砂
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第101図　B－SK1018・SK1026・SK1008・SK1013
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B－SX1002（第100図　写真図版60・71）

検出状況　調査区東半において検出した。

形状・規模　石組遺構B－SXlO02は東西辺2．25m・南北辺2．15m・深さ約30cmを測る不整形な方形の

石組である。石組は自然石を積み上げ壁面を造っている。1・2段分が残存していた。床面には一部敷

石が残存する。また、石組内へ下りるために簡易な階段が造られている。

出土遺物　石組内の敷石上からは木製の杓が出土している。時期は不明であるが、石組閣から磨滅した

丹波焼措鉢底部が1点出土している。

無粕陶器鉢B－110は平底で体部は直線的に斜め上方に立ち上がる。内外面とも回転ナデ調整の後板

ナデ調整を施す。内面は磨耗が著しい。色調・胎土から備前焼と考えられる。

B－SX1003（第100図　写真図版61）

検出状況　調査区西半において検出した集石土坑である。SBlO02と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　径約1．6m・深さ約20cmを測る不整形な円形の集石土坑である。径30cmの自然石を土坑

底に敷いた状態で検出されている。

出土遺物　図示できる出土遣物はない。

B－SK1024（第100図　写真図版61）

検出状況　調査区中央において検出した土坑である。SBlO16と近接する。

形状・規模　径約1．9m・深さ約30cmを測る不整形な円形の土坑である。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SK1018（第101図　写真図版61・71）

検出状況　調査区中央北よりにおいて検出した土坑である。SXlOO5～SXlO08と近接する。

形状・規模　底辺約3．0m・高さ約2．4m・深さ25cmを測る不整形な隅丸三角形の土坑である。内部に

石列を巡らせた浅い土坑状の部分が存在するが性格は不明である。

出土遺物　東播系須恵器B－106が出土している。B－105同様、東播系須恵器魚住窯の製品である。口

縁部が断面三角形状に肥厚するもので、B－105よりやや古く、13世紀代の所産と考えられる。

B－SK1026（第101図）

検出状況　調査区東半において検出した土坑である。

形状・規模　長辺約2．2m・短辺約1．15m・深さ10cmを測る隅丸長方形の土坑である。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

B－SK1008（第101図　写真図版61・71）

検出状況　調査区東半において検出した土坑である。SBlO19と重複する。

形状・規模　長軸約1．7m・短軸約1．0m・深さ15cmを測る隅丸長方形の土坑である。土坑内からは1

辺20cm前後の板石が検出されている。また埋土には若干の炭を含む。

出土遺物　土師器皿B－104、須恵器鉢B－105が出土している。
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第3節　B地区の遺構と遺物

土師器皿B－104は非ロクロ成形の土師器皿である。

平底で底部と体部の界は不明瞭で体部は緩やかに斜め

上方に延びる。口緑部内外面は強いヨコナデ調整が、

体部外面は指おさえの後、ナデ調整がそれぞれ施され

る。

須恵器鉢B－105は口緑部が断面楕円形状に肥厚す

る。内外面とも回転ナデ調整が施される。口緑部外面

には重ね焼痕が見られる。東播系須恵器魚住窯赤根川

支群の製品で13世紀後半から14世紀代に比定される。

B－SK1013（第99・101図　写真図版61・67）

検出状況　調査区中央において検出した土坑である。

形状・規模　長軸約1．35m・短軸約0．8m・深さ15

cmを測る隅丸長方形の土坑である。

出土遺物　鉄鎌が土坑内より出土している。

B－M4は鉄鎌である。基部を中心に刃部の一部と柄

部の大半が残存する。刃部は峰部分が主に遺存してお

り、刃は残っていない。柄は木質がよく遺存しており、

丸木の柄に中子を入れ、鉄輪と目釘によって固定した

状態が観察できる。

溝状遺構　B－SDlOOl（第102図）

検出状況　調査区東半において検出した。旧水田の段

差に沿って東西方向に走る。

形状・規模　幅70cm・深さ40cmを測る。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

各柱穴の出土遣物（第103図　写真図版70）

P1317　土師器皿B－91・B－92はいずれも非ロクロ

成形の皿である。

B－91は平底で体部は短く直線的に斜め上方に延び

る。口縁部内外面は強いヨコナデ調整を施す。体部内

面は指おさえの後、板ナデ調整を、外面は指押さえの

後ナデ調整をそれぞれ施す。外面の体部下半から底部

および体部内面には指頭庄痕が残る。

B－92は平底で体部は短く、やや外反気味に斜め上

方に延びる。口緑部内外面には強いヨコナデ調整を、
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第3節　B地区の遺構と遺物

体部・底部内外面には不定方向のナデ調整を施す。

P1391B－93は非ロクロ成形の土師器皿である。平底で体部は緩やかに斜め上方に延びる。口縁部内

外面には強いヨコナデ調整を、底部内面には不定方向のナデ調整を、底部外面は指おさえ後、ナデ調整

をそれぞれ施す。

P2036　B－94は非ロクロ成形の土師器皿である。平底で体部と底部の界は不明瞭である。体部は緩や

かに斜め上方に延びる。口縁部内外面には強いヨコナデ調整が、底部内面にはヨコナデ調整が、底部外

面は指おさえの後ナデ調整がそれぞれ施される。

P1353　B－98は黒色土器椀の底部である。底部内面には細かいミガキ調整が加えられる。底部外面は

未調整で糸切痕が残る。12世紀前半代の所産であろう。

P1484　B－99は須恵器鉢である。体部は直線的に斜め上方に延び、口緑部は断面三角形状を呈する。

内外面とも回転ナデ調整を施す。東播系須恵器鉢で12世紀後半代に比定される。

土坑出土遣物（第103図　写真図版71）

SK1017　B－107は非ロクロ成形の土師器皿である。平底で体部と底部の界は不明瞭で体部は緩やかに

斜め上方に延びる。口緑部内外面には強いヨコナデ調整が、体部外面は指おさえの後ナデ調整が、体部

内面は仕上げナデ調整がそれぞれ施される。外面の体部から底部にかけて指頭庄痕が残る。

SK2012　B－108は土師器杯である。底部を欠く。体部から口縁部かけて丸みを帯びて立ち上がる。口

緑端部は丸く収める。調整は摩滅が激しく詳らかではない。ヨコナデの可能性が高い。

包含層出土の遣物（第104・105・106図　写真図版69・72・73）

縄紋土器

B－66は縄紋土器で、深鉢と思われる。縁帯文系の波状口縁で、沈線間に縄紋が残る。沈線外は磨消す。

弥生土器　B－67－69は弥生時代の土器である。

B－67は広口壷口縁部と思われ、端部を上下に少し拡張する。端面は凹線文状の凹面をなし、上部に

櫛刻み文を施す。口径17．3cmを測る。

B－68・69は底部である。B－68の底部中央には焼成後の円形穿孔が認められる。底径5．5cm、外面はヘ

ラ磨き、内面へラ削り調整である。B－69は底径7．8cmで、調整はB－68と同じである。外面に煤が付着する。

B－70は器種不明である。釣鐘形に近く、銅鐸形土製品の可能性もある。図上端中央に穿孔が認めら

れるが、径は不明である。外面にはヘラ措で山形文とその上下に直線文を措いている。残存高約5．5cm。

古墳時代の土器

土師器　古墳時代の土師器は18点図示した。

B－71～75の5点は嚢である。B－71・72の2点は複合口緑で、口径はそれぞれ18．5cm、15．6cmを測
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第104回　B地区包含層出土土器

る。B－71の頚部内外面にはパケが認められる。B－73・75は外反する口縁部で、B－75口緑部がやや長く、

口径13．3cm、B－73の口径は14．2cmである。体部から「く」の字状に直線的に開くB－74の口径は11．8

cmを測る。
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B－76は壷で、口径11．6cmである。B－77は浅い鉢または椀で、口径9．8cm、器高4．6cmを測る。内外

面はヘラ磨き調整である。B－78は深い鉢と思われ、口径10．4cm、残存高6．4cmを測る。内面はパケ後削り。

B－80～84は高杯杯部で、有稜で稜が鋭いものと稜が鈍いもの、椀形のものがある。有稜のもののう

ち、B－80は口径18．7cm、B－81は口径19．1cm、杯部の深さ6．5cmである。B－82の口径は21．5cmと大きく、

B－83の口径は17．5cm、杯部深5．5cmを測る。椀形のB－84は口径13．4cmである。

高杯脚部と思われるB－85－88は中空のBq85・87と中実のBq86・88がある。Bq88は中央にわずか

に孔がある。内湾しながら開くB－85、外反しながら開くB－86～88があり、B－86は低い脚部である。

B－89は脚台としたが、遺存状況が悪く、孔がふさがれるかどうか不明である。天地逆で器台かもし

れない。

須恵器　須恵器は2点図示した。B－90は確認調査のトレンチ12－Cから出土した。いずれも杯である。

B－79はたちあがり部が内偵し、端部は凹面をなす。口径11．9cm、器高5．1cmで、MT－15型式期である。

Bq90は口径9．9cm、器高3．5cmで、底面はヘラ切りである。TKq217型式期である。

古代以降の土器（第105図　写真図版72・73）

土師器皿　B－120～126はいずれも土師器皿である。土師器皿は成形技法から非ロクロ成形のもの

（B－120・121・123・125・126）とロクロ成形のもの（B－122・124）とがある。ロクロ成形のもの（B－122・

124）は平底で体部は直線的に斜め上方に延び、口緑端部は丸みをもつ。内外面とも回転ナデ調整を施

し、底部外面は未調整で糸切痕が残る。非ロクロ成形のものは小型のもの（B－120・121・123・124）

とやや大型のもの（B－126）に分類される。大型のもの（B－126）は平底で、体部と底部の界は不明瞭で、

体部は緩やかに斜め上方に延びる。口縁部から体部にかけて2段ナデ調整を施す。小型のものは比較的

器壁が厚く、体部と底部の界が不明瞭なもの（B－120・123・125）と器壁が薄く体部と底部の界が不明

瞭なもの（B－121）に分けられる。小型のものはいずれも口緑部内外面に強いヨコナデ調整を加え、体

部外面には指おさえの後、ナデ調整を施す。

土師器鍋　B－127は頚部は直立し、口緑端部は玉線状に肥厚する。口緑部内外面はヨコナデ調整、体

部内面には横方向のパケ目調整が見られる。体部外面は未調整で斜め方向の平行叩き目が残る。長谷

川分類播丹型Ⅳ類相当で15世紀前半～中頃に比定される。B－128・129もB－127同タイプの鍋である。

B－130は体部は僅かに内攣気味に斜め上方に延び、口緑部は内側に玉線状に肥厚する。口縁面には強い

ヨコナデ調整を加え、体部外面は未調整で斜め方向の平行叩き目が残る。長谷川分類鉄かぶと形I類相

当で、15世紀前半代に比定される。

備前焼壷　B－131は体部は直線的に斜め上方に延びる。内外面とも回転ナデ調整を加える。胎土・色調

の特徴から備前焼壷の底部と考えられる。

無相陶器蜜　B－132は大きく外方にひらく。口緑部上面に凹線が1条巡る。口縁部内面から外面にかけ

て灰被りが見られる。胎土・色調の特徴から丹波焼と考えられる。

備前焼措鉢　B－133は口縁部が上下に拡張して緑帯を形成する。口縁部外面には凹線が2条巡る。内外

面とも回転ナデ調整を施す。備前焼Ⅴ期相当で、16世紀代に比定される。

施和陶器鉢　B－134は体部は斜め上方に延び、口緑部は上面に水平に端面をもつ。口縁部内外面に灰粕

を施粕するが、体部内外面は露胎である。瀬戸・美濃系灰粕陶器の香炉の可能性が高い。

天日椀　B－135は体部は僅かに内攣して斜め上方に延び、口縁部外面は強いナデ調整によりやや窪む。
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第105図　B地区包含層出土土器（中世2）

内外面とも鉄瓶を施粕し茶褐色に発色する。瀬戸・美濃系天日椀で16世紀代の所産であろう。

青磁碗　B－136は底部の器壁が非常に厚く、高台は細く低い。内外面とも青磁粕を施粕するが、高台畳

付から高台裏は露胎である。また、底部内面の粕は輪状にかきととる。龍泉窯系青磁碗で14世紀代に

比定される。B－137は口縁部を輪花状に成形

する。内外面とも青磁寒由を施寒由し、オリーブ

灰色に発色する。龍泉窯系青磁碗で15世紀

代の所産であろう。

青磁皿　B－138・139はいずれも口緑部が外

方にひらく青磁皿片と考えられる。いずれも

龍泉窯系青磁で16世紀代の所産であろう。

石製晶（第106図　写真図版68）

砥　石　4面とも砥面とした角柱状の砥石

である。欠損はしていないようである。長さ

19．8cm、重量787g、凝灰質砂岩であろう。
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第3節　B地区の遺構と遺物

小　結

第1面中世（12世紀～16世紀）、第2面弥生時代後期・古墳時代後期の2面の遺構を検出した。第

1両の示す濃密な中世遺構の分布及び中世全般にわたる時期は調査地点を含む周辺に長期間存在した集

落の存在を示している。

第2面において検出された竪穴住居群はA地区と同様極めて限られた時期に集中的に造られた様相を

示していることが特徴である。

B地区の遺構は段丘化した扇状地に位置している。この地形は、粟鹿川によって形成されたもので、

後述する一品野田遺跡の位置する段丘よりも古い時期に形成されたと考えられる。調査区では、埋没し

た旧中州と旧河道が分布しており、検出された第2面の遺構は旧河道上にも分布を見せている。一般に

は、微高地上に住居址や墓址が立地することから、B地区において検出された遺構と微地形との関係は

興味深い。

何れにしても、第1面・第2面において検出された時期の遺構は道路を挟んだ南側（C地区）におい

ても広範囲において検出されており、以後の調査によって各時期の全容が明らかになってくるものと考

えられる。

また、縄文後期の遺物が出土していることから周辺に縄文時代の遺跡が存在する可能性も考慮する必

要がある。

最後に、以下に中世遺物の記述に係わる引用・参考文献を挙げておく。

引用・参考文献

1．兵庫県教育委員会　2004『兵庫津遺跡　Ⅱ』

2．乗岡　実　2000「備前焼捨鉢の編年について」『第3回　申近世備前焼研究会資料』

3．森田　勉1982「14世紀～16世紀の白磁の分類と編年」『貿易陶磁研究』No．2　日本貿易陶磁研究会

4．上田秀夫1982「14～16世紀の青磁碗の分類について」『貿易陶磁研究』No．2　日本貿易陶磁研究会

5．藤澤良祐1995「古瀬戸」『概説　中世の土器・陶磁器』中世土器研究会

6．長谷川　眞　2005「丹波」『全国シンポジウム　中世窯業の諸相～生産技術の展開と編年～』資料集「全国シン

ポジウム　中世窯業の諸相～生産技術の展開と編年～」実行委員会

7．大橋康二1993『肥前陶磁』ニューサイエンス社
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第4章　各地区の調査

第4節　B3地区の遺構と遺物

1．調査の概要

B3地区では平安時代～中世の遺構と弥生時代後期～古墳時代初頭の遺構を二つの遺構面に分けて調

査した。当地区も他地区と同様には場整によって旧地形が平坦化されており、削平が著しい南側と東側

では遺構面は1面となる。調査面積は1590前である。

基本層序（第107図）

基本層序を北壁と西壁の断面で示す。上位から、第1層：耕土、第2層：ほ場整備に伴う盛土、第3層：

ほ場整備前の旧耕土、第4層：灰褐色の砂混じりシルト、第5層：暗灰褐色の砂混じりシルト、第6層：

黒灰色のシルト質砂礫、第7層：黒灰色の礫混じりシル下層、第8層：黒灰色のシルト質砂礫となる。

第8層は遺跡が立地する扇状地を構成するもので、図示した範囲より下位では黄褐色を呈している。

粟鹿遺跡は完新世段丘と考えられる地形面上に立地しているが、これは扇状地が粟鹿川などの営力によ

って段丘化したものである。第8層の上面は西端で低くなり、中央部から東にかけては比較的高い位置

でみられ、東端付近では盛土直下に露呈する。このことから、調査区の東半には扇状地の微高地である

旧中州が存在すると考えられ、逆に西端には埋没した旧河道が存在すると推定される。

第7層はクロボクが二次堆積した層で、純粋なクロボクに比して色調が明るく砂が混入する。その上

部は旧表土に相当すると考えられ、土器片が混入し遺構が検出される。しかし、この層順では遺構の輪

郭を確認するのに困難を伴う。第7層の上面で検出された第1遺構面は、埋土の土色などから明らかに

判別しうるものであった。第7層をかなり掘り下げて遺構の検出を行った第2遺構面も本来は第7層上

面あるいはその付近から掘り込まれたものと考えられる。また、第7層はほ場整備による削平によって

調査区の南側ほど薄くなっており、南東側などでは第2層直下に黄褐色のシル下層が露呈する。このた

め、第1遺構面と2遺構面を区別しうるのは調査区の北西側の約半分ほどに限られる。

第7層の上位にある第6層や第5層は旧河道がみられる西端に分布している。これらは第2遺構面の

遺構（弥生時代後期～古墳時代初頭）よりも後の堆積物で、旧河道の最上層の埋土であると考えられる。

このことは、B3区が立地する完新世段丘が第5・6層の堆積後に段丘化し、安定した地形面となった

ことを物語るものと考えられる。

第1遺構面（第107図　図版86）

多数のピットと土坑1基を検出した。ピットは調査区の南東隅近くと中央部南寄りに集中する。この

あたりは第7層が削平されており、第2遺構面のピットも重なると考えられる。埋土の違いで分離を試

みたがうまくいかないようであった。したがって、第107図では第1遺構面と第2遺構面の遺構を区別

せずに掲載している。

第1遺構面では建物跡の存在を明確に示すようなピットの配列は確認できなかった。ピットは出土遺

物から主に平安時代後期以降のものと考えられるが、弥生時代末～古墳時代初頭と考えられる土器も出

土している。両時期の遺構の混在が予想される。

第2遺構面（第107図　図版77）

第7層の下部で、弥生時代後期の溝1条（B3－SDOl）と弥生時代末～古墳時代初頭の竪穴住居跡8棟
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第4章　各地区の調査

（B3－SHOl・02①～③・05・06・10・12）、溝2条（B3－SDO2・B3－SDO3）などを検出した。

弥生時代後期の溝（B3－SDOl）は調査区の西側を屈曲して南北に走行する。断面形が逆台形を呈する

箱掘りの溝である。埋土上部を中心に多くの土器が出土している。この溝は調査区西側の谷部を回って

A3地区からA2地区へ、さらにA地区へとU字形に続いている。溝の西側では遺構、遺物とも希薄で、

この溝と切り合う2棟の竪穴住居跡も溝の埋没後に建てられたものと考えられる。

弥生時代末～古墳時代初頭の竪穴住居跡は調査区の北側を中心に分布し、南側では検出できなかった。

これには、ピットのように深く掘削された遺構以外は削平されてしまい、住居跡として捉えられなかっ

た可能性も考えられる。

8棟の住居跡の分布は東側のSHOl・02①～③と西側のSHO5・06・10・12に分かれる。住居跡が検

出された場所は黒灰色土（第7層）の堆積が比較的薄く、下層の黄灰色土まで掘り込まれた遺構を検出

できたものである。東西の住居跡の間は黒灰色土が厚く堆積し、土器が出土することから何度も精査を

試みたが、住居跡は検出できなかった。土器は黒灰色土の上面から15cmくらいまでの深度に多く含まれ、

部分的に炭層や焼土なども認められた。SH05の東側のようにコンテナ2箱分ほどの土器が集中してい

た部分（B3－SHO7）もある。住居跡の空自部分にも平面的な広がりをもつ遺構が存在した可能性は否定

できないが、貼り床や硬化面をもった明瞭な床面、柱穴などが確認できなかったことから、住居潮と判

断するには至らなかった。ただし、遺物の広がりなどから、平面形を推定したこうした部分もSHとい

う遺構名を付けて示している（B3qSHO7、B3qSHO9、B3－SHll）。

8棟の住居跡は、平面形では円形の系統（SHO2①・06・12）と方形の系統（SHOl・02②・02③・

05・10）に大別されるが、主柱穴の数や中央土坑の有無なども含め、個々の変異は大きい。他地区で検

出されている古墳時代の住居跡が方形を基調としていることとは対照的である。

なお、住居跡には後述のように弥生時代後期を中心とする遺物が出土しているものもあるが、時期幅

も認められるため、ここではすべて弥生時代末～古墳時代初頭の遺構として報告している。

この他、竪穴住居跡に近い時期の遺構として調査区中央付近には南北に走行する溝（B3－SDO2）や調

査区の北西隅付近の溝（B3－SDOl）がある。

2．弥生時代後期の遺構と遺物

溝

B3－SDOl（第108～110図　図版85）

検出状況　調査区の西端近くを南西から北へ走行する溝である。A地区、A2地区、A3地区の溝と繋がり、

調査区西側の谷を「U」字状に区画する溝となる。溝より西側の等高線は、溝とほぼ並行しているのに

対して、東側はそれほどでもない。溝より西側に旧河道が存在することが北壁断面の観察で明らかにさ

れており、地形の変化点付近に溝が掘削されていることを示すと考えられる。

なお、この溝と竪穴住居跡2棟（B3－SHlO・SH12）が重なっているが、新旧関係を明らかにした上

で調査することができなかった。住居跡からの出土遺物は少なく、遺物から前後関係を判断することは

難しいが、SDOlのほうが古く、溝の埋没後に住居跡が築造された可能性が高いと考えている。

規模・形態　溝の底は平らに掘削されているため、断面形は逆台形状を呈する。上幅で2．0～2．5m、

底幅と深さは約1mあるが、南側ほど削平によって浅くなり、南端では深さは約50cm、幅も2m弱程

度となる。また、調査区北端付近では底幅が狭くなり、「Ⅴ」字状の断面を示す。
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第4節　B3地区の遺構と遺物

110YR3／1黒褐色　租中砂質シルト　¢5cm以下の礫を含む
210YR3／1黒褐色　租中砂質シルト　¢5cm以下の礫を多く含む
310YR2／1黒色シルト質租中砂とにぷい黄色（2．5Y6／4）租砂～小礫の互層

2m　　　4　2．5Y4／1黄灰色　シルト質租中砂　互層状だが3層ほど明瞭ではない

LL」」⊥土＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」　　　　510YR3／1黒褐色　シルト質租中砂　4）15cm大の礫が密につまる

第108図　B3－SDOl・SDO3
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第4章　各地区の調査

理　土　5層に分層した。底付近の3～5層は、地山の黄色土と黒色土が互層になったり礫が多かった

りしており、水流の影響が認められる。それより上は黒褐色の砂質シル下層が厚く堆積している。

出土遺物　港内の遣物は多く、弥生時代後期の土器が多数出土している。上層～中層を中心に出土した

もの（1－21）と最下層から出土したもの（22－35）に分けて報告する。

上層～中層出土（1～21）

1－5は直口の壷の口縁部である。1・2は外面に縦方向の刷毛目がみとめられる。2は肩部以下に

横方向に箆ケズリを施す。3は口緑部上半に8条の凹線を施す。外面は縦方向の箆ミガキを施す。4は

口縁端部直下に凹線を2条めぐらす。縦方向の箆ミガキ、内面は横方向の箆ミガキのみ。化粧土か？5

は口緑部の下8mmほど下がった位置に2条凹線が巡る。内外面とも刷毛目が残る。

6・7は壷の底部である。6は下部に工具痕が残る。外面は刷毛目後ナデ、内面は箆ケズリ。7は外

面縦方向の刷毛目のち縦方向の箆ケズリ。内面は縦方向の箆ケズリ、底部外面はミガキ状の板ナデ。

8－15は嚢の口縁部である。8・9は口縁端面を上方に拡張する。8は板状工具による強いナデで

凹線状となる。口緑部内面には工具の当たりが数カ所認められる。外面には薄くススが付着している。

9は口緑端部外面に2条の凹線を施す。内面は横方向の板ナデ。外面に一部黒斑がみられる。10・11

は単純にくの字状に屈曲するのみである。胴部は張りが無い。10は口緑端部をつまむような指オサエ

が巡る。口緑部外面に刻み状の工具の当たり痕がみられる。11の口緑部内面には横方向の板ナデ。外

面は頚のくびれ部を除きスス付着。12－15は外反する口縁端部を上下に拡張し、胴部は球形に近い形

状である。13・15は凹線を2条、14は擬凹線を3条施している。12の口縁部は内外面ともヨコナデ。

頚部外面に調整前の工具の当たりらしきものが認められる。13の口縁部も内外面ヨコナデ。外面は全

体にスス付着。14は外面に薄くススが付着している。いずれも胴部外面は刷毛目、内面は箆ケズリ。

16は大型の把手付き嚢の胴部で、口緑を欠く。肩部に横方向に貼り付けられた把手の接合は左右と

下に粘土を貼り足しているが、上部は接合部が露出している。

17・18は嚢の底部である。17の外面は刷毛目で、底面まで刷毛目が施されている。内面はナデで置

き溜り黒斑がみられる。18の外面はタタキが施され、底部にも及ぶ。内面は板ナデを施すが、粘土の

継ぎ目が残る。

19はくの字状口緑の嚢である。胴部は倒卵形で、底部は欠損するが小さな平底であろう。口縁部は

内外面とも刷毛目後ナデ。胴部の外面は刷毛目、内面の頚部直下は横方向、下位は縦方向の箆ケズリ。

外面はスス付着。

20はやや大型の有孔の鉢である。外面は右下がりの刷毛目、内面は右下がりの箆ケズリ。

21は器台である。口緑端部を上下に拡張し、4条の凹線を施す。摩滅が著しく調整は不明な部分が

多いが、外面は刷毛目もしくは箆ミガキ、内面は横方向の刷毛目。外面に黒斑有り。

最下層出土（22－35）

22・23は高杯である。22は口縁端面を上方に拡張し、3本の擬凹線を施す。内外面は箆ミガキを施す。

23は口線部が屈曲するもので、端部は外に引き出され、外傾する面を持つ。外面の稜の上にスス付着。

内面下半は縦方向の箆ミガキ。摩滅のため調整不明の部分が多いが、本来は多くの部分に箆ミガキを施

していたものと思われる。

24は高杯の脚部である。ラッパ状に広い裾広がりの器形である。5つの円形の透孔を穿つが、間隔

は不均等である。外面は刷毛目後縦方向の箆ミガキ、内面はナデ。
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第109図　B3－SDOl出土土器
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第4章　各地区の調査

25～28は低脚杯である。25は口緑端部をわずかに欠く。脚部と杯部の接合部に横方向の箆ミガキを

1条巡らせる。外面は刷毛目後箆ミガキ。内面も摩滅が激しいが箆ミガキと思われる。脚部内面ヨコナデ。

26の外面は刷毛目、内面は刷毛目後板ナデ。脚端部はヨコナデをせず、手づくねで成形した不整形の

ままである。脚部内面は刷毛目が残る。27はやや大型のものである。口緑部はヨコナデ、体部外面は

刷毛目、内面は摩滅している。脚部の外面は指オサエ後縦方向の指ナデ、内面は指オサエ後指ナデ。28

はむしろ上げ底の鉢とすべきか。外面は箆ケズリ後板ナデ、内面は板ナデの工具の当たりが残る。脚部

は内外面とも指オサエが残る。

29は蓋である。体部の内外面は刷毛目、頂部は指オサエ、ナデで仕上げる。

30～33は小型の嚢である。30の口縁部外面はヨコナデ、内面は軽い板ナデ。胴部外面は刷毛目後ナ

デか。工具痕が見られる。内面は箆ケズリ。31は平底の底部で外面は刷毛目後ナデ、内面縦方向の箆

ケズリ、底部外面も刷毛目を施す。底部焼けている？32の頚部は板ナデ、胴部外面は刷毛目後ナデ。

内面は横方向の箆ケズリ。逆Ⅴ字形の箆措き痕と刺突文2点が記号文状に措かれる。内面黒斑有り。

33は口緑部ヨコナデ、胴部外面は摩滅のため調整不明であるが刷毛目か？内面は箆ケズリ。

34は肩部に横位の把手のある嚢である。口緑部に凹線を2条施す。胴部外面は刷毛目、内面は箆ケ

ズリ。把手部は挿入している。

35は高杯である。外面は不明な部分もあるが主に箆ミガキ、全体に摩滅のため内面調整は不明である。
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第110回　B3－SDOl最下層出土土器
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第4節　B3地区の遺構と遺物

3．弥生時代末～古墳時代初頭の遺構と遺物

竪穴住居跡

B3－SHOl（第111～113図　図版78・89・90・100）

検出状況　B3地区の住居跡の中では最も東端に位置する。周辺は基盤層が高く、削平のため黒色土の

堆積がほとんど認められない。住居跡は壁の立ち上がりがわずかに残っていただけである。北隅を除き

ほぼ全域が検出された。

規模・形態　長方形の住居跡で、平面規模は5．9mx4．2mを測る。深さは最も深いところでも5cm程

度が残存していたにすぎない。

屋内施設　主柱穴が2基検出された以外には、周壁溝や土坑は認められなかった。

主柱穴　掘形の直径は40～50cm、深さは約50cm。その中央に直径15－20cmの柱を据えている。掘

形の埋土には地山土を起源とするにぷい黄色のシルト質細砂がブロック状に入る。

理　土　炭化物を含む黒色土で、部分的に貼り床（2層）を行っている。貼り床はにぷい黄色のシルト

質租中砂層で、厚さ1cm以下、主柱穴よりも南側で部分的に広がる。

出土遺物　埋土から弥生時代後期中葉を中心とする壷や嚢、高杯などの小片が出土している（36－

44）。このうち高杯（43）は床面直上から出土している。また、砥石（S2）も床面直上から出土している。

36の壷は口緑端面を上方に拡張し、凹線を4条巡らせる。内面は縦刷毛後ナデ、外面は縦刷毛のち

横方向の箆ミガキ。

37～41は嚢の口緑である。いずれも口緑端部を拡張するが、細部の形状は異なる。37、41は拡張

部に凹線を巡らす。37の外面はススが付着している。38は外面縦刷毛、内面上方は箆ミガキ、下部は
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第111回　B3－SHO1
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第4章　各地区の調査

横箆ケズリ、口縁部から頚部にかけて黒班がある。

42・43は器台の脚部である。42は縦方向の刷毛後ミガキ、脚端部は横方向の刷毛目である。43は3

方向の円形の透孔を穿つ。外面は刷毛目のち箆ミガキ、内面は刷毛目後ナデるが、刷毛目が多く残る。

44は厚みのある皿状の土器である。歪みがあるが復元径で20cmを越える。外面は指オサエとナデで

仕上げるが粘土の継ぎ目が残る。製塩や鋳造関係など特殊な用途が想定される遺物であるが、古墳時代

以降の混入の可能性もある。

S2は黒灰色の粘板岩製の砥石である。表裏とも中央に鋭く深いⅤ字状の溝が形成されている。研磨

痕はほぼ全面に認められるが、表裏面では窪んだ部分には及んでおらず、特に、左図では散漫である。

B3－SHOl

●ノ＼

二三

∈≡≡∃‾≡≡召。
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＿二二三〕二　三二
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第112回　B3－SHOl・SHO2出土土器
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第4節　B3地区の遺構と遺物

「
0　　　　　　　　　　　　　10cm

上＿＿＿」＿」＿＿＿」＿＿⊥＿＿i…＿＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿‥＿＿！

第113図　B3－SHOl・SHO2出土石器

側面は横断面でみると外攣しており、荒い研磨痕が全面に広がる。

B3－SHO2（力～（彰（第112～115図　図版79・80・89・90・100）

検出状況　SHOlの西側にあり北半は調査区外に延びる。3棟の住居跡が重複し、（彰が最も古く、これ

より新しい②と③はその内寄りに位置する。②と（彰の前後関係は明確ではないが、南北方向の横断面を

みると、外側の③の周壁溝の埋土（7・8層）は貼り床（5層）とは区別しえたのに対して、内側の②

では周壁溝と貼り床と区別することはできなかった。したがって、内側の（彰が古く、外に拡張するよう

に（彰が建てられたと考えておきたい。

出土遺物　検出段階で3棟の住居跡を識別できなかったため、遺物も一括して取り上げている。弥生土

器の壷や嚢、台付鉢、高杯が出土している（B3－45～B3－56）。このうち、49の嚢はSHO2（彰の床面か

ら出土している。また、石器ではSHO2③の床面から砥石（S3）が、同じくSHO2③に帰属すると考え

られる土坑内から砥石（Sl）が出土している。

45・46は複合口緑の壷で45は、頚部に箆措きの波状文を施す。46は頚部内外面を密に箆ミガキを施す。

47～54は嚢である。47～49はくの字状の口縁の嚢である。47は住居跡周辺の出土であり、時期的に

下るものか。48の外面にはススが付着している。49は右上がりの螺旋タタキを施す嚢である。内面上

半は右上がりの刷毛、下半は指ナデによるナデ上げである。50～53は、口縁端部を上方に拡張する嚢

である。50・51は、拡張部に板状工具によるナデを施し、外面にススが付着している。54は複合口緑

の大型の嚢である。調整はヨコナデのみ。

55は台付鉢の脚部である。脚端上面に爪庄痕様の痕跡が多数残る。

56は口緑端部が屈曲する高杯で、内外面にミガキがみとめられる。

Slは淡緑灰色をした凝灰岩製の砥石で、節理に沿って大きく破損しているため、砥面は側面にわず
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第4章　各地区の調査

かに残るにすぎない。ただし、表裏ともわずかに研磨痕が認められることから、破損後もしばらくは使

用されたものと思われる。S3は淡黄色をした凝灰岩製の砥石である。砥面は横断面、縦断面ともほぼ

平坦で、全面に研磨痕が認められる。表の面では中央に向かって浅く窪んでおり、裏面では中央がごく

浅く縦3単位ほどに分かれている。

B3－SHO2①（第114図　図版79・80）

規模・形態　復元径約7．7mの円形住居跡で、北半は調査範囲外となり、検出範囲は1／2に少し満たない。

深さは20～30cm位で、床面には約5cmの厚さで貼り床が施されている。

屋内施設　調査区の北端で中央土坑の一部が検出された。主柱穴もこの住居跡に伴うと考えられるもの

を3基識別した。

中央土坑　調査区壁際にあり、検出範囲は1／2以下である。東西1m以上、深さ20cm以上となる。埋

土には炭化物が若干含まれるが、炭化物は下層の8層のほうがやや多い。また、中央土坑の南側約1m

のあたりに堤状の隆起があり、その間が少し低くなっている。この低くなった部分には、径40cmほど

の範囲に薄い炭層の広がりが認められた。住居跡②・③の柱穴と重なっているため、わずかな範囲しか

確認できなかったが、中央土坑に付随する炭層と考えられる。

周壁溝　幅約20cm、深さ10～20cmあり、地山の黄色土がブロック状に混じる黒色～褐灰色土が埋土

となっている。

主柱穴　位置関係と住居跡②・③の貼り床との前後関係から第114図に網掛けで示す3つをこの住居跡

に伴う柱穴と判断した。径20～30cmで、深さは50cm余り、3つのうち西側の2つには底に拳大ほど

の礫が詰められていた。

埋　土　約20cmの層厚があるものの、黒色中細砂質シル下層の1層で分層することはできなかった。

貼り床　調査区北壁の東西断面で明瞭に観察できる（2・3層）。黄褐色～褐灰色をしており、礫が多

く含まれている。周壁溝側の2層に比べ、内側の③層は堅く締まっており、屋内での使用状況が反映さ

れていると考えられる。南北断面では確認できなかったが、住居跡②・③に大きく切られているため、

詳細は不明である。

B3－SHO2②（第115図　図版79・80）

規模・形態　方形住居跡で、東西5．8mほどの規模が推定できる。住居跡①の床面で周壁溝の存在から

確認できた住居跡であり、深さは約20cmである。床面は次の住居跡③によって撹乱され、本来の床面

は遺存していないと考えられる。

屋内施設　周壁溝と主柱穴2基、土坑を検出した。

主柱穴　径約30cm、深さは約60cmである。

土　坑　南辺側の主柱穴の間に土坑1基がある。この土坑はSHO2②と③のどちらに伴うものであるか

は明らかではない。埋土上部に貼り床に使用される黄褐色の地山土が認められないことから、最も新し

いSHO2③に伴う可能性のほうが高いかもしれないが、第115図ではSHO2②の土坑として図示している。

90cmx60cmの楕円形状を呈し、深さは約30cmである。埋土は4層に分かれ、いずれも黒色の租中砂

質シル下層であるが、中位の2、3層にはにぷい黄色地山土の小ブロックが混ざる。
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第4節　B3地区の遺構と遺物

B3－SHO2（彰（第115図　図版79・80）

規模・形態　方形住居跡と考えられるが、③に比べかなり丸みの強い形態をとる。東西方向で6mほど

の規模が推定できる。SHO2②と同じくSHO2①の床面で周壁溝が存在したことから確認できた住居跡

であり、深さは約20cmである。

屋内施設　周壁溝と主柱穴、土坑がある。

主柱穴　位置関係から第115図右に示す3穴をこの住居跡に伴う主柱穴と判断したが、北壁際の1穴は

‾‾‾‾‾‾‾‾－一一－一一一一一一一一一エ　ー一一一一一一一一一・L

‾l：‾：圭∴
㌧＿　＿　－　＿－

B3－SHO2南北断面

110YR2／1黒色　シルト質租中砂　¢3cmの礫と炭化物を含む
住居跡①埋土

210YR4／1褐灰色　シルト質租中砂　地山土をブロック状に含む

住居跡①の周壁薄塩土
310YR2／1黒色　シルト質租中砂　住居跡③塩土

4　2．5Y6／3　にぷい黄色　租中砂混じり粘土
黒色土をブロック状に含む　住居跡③の貼り床

510YR2／1黒色　シルト質租中砂　住居跡③の貼り床
610YRl．7／1黒色　シルト質中細砂　住居跡③の貼り床

710YR4／1褐灰色　シルト質租中砂　住居跡③の周壁薄埋土
810YR3／1黒褐色　シルト質中細砂　住居跡③の周壁溝埋土
9　7．5YR3／1黒褐色　シルト質租中砂　撹乱

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

139．6m

B3－P4　　　A A’

1、㌔：二

110YR2／1黒色　シルト質中細砂　細礫を含む
地山粒を多く含む

210YR3／3　暗褐色　シルト質極細砂

2m

B3－SHO2東西断面

110YR2／1黒色　中細砂質シルト　¢5cmの礫を若干含む　住居跡①埋土
210YR4／1褐灰色　シルト貿粗中砂　¢3cmの礫を含む　住居跡①の貼り床
32．5Y5／3　黄褐色　シルト質租中砂　¢2cmの礫を含み、硬くしまる　住居跡①の貼り床
410YR2／1黒色　中細砂質シル下　地山黄色ブロックを若干含む　住居跡①周壁溝埋土
52．5Y6／4　にぷい黄色　粗中砂混じりシルト　¢3cmの礫を含む　住居跡①周壁溝埋土
62．5Y6／4　にぷい黄色　租中砂混じりシルト　¢2cmの礫を含む　住居跡①の中央土坑埋土
710YRl．7／1黒色　細砂質シルト　炭化物を若干含む　住居跡①の中央土坑埋土
810YR2／1黒色　中細砂質シルト　にぷい黄褐色の地山粒を含む。

炭化物をやや多く含む　住居跡①の中央土坑埋土
910YR2／1黒色　中細砂質シルト　∂5cmの礫を若干含む

（1層よりわずかに暗い？）住居跡③埋土

102．5Y5／4　黄褐色　シルト混じり租中砂　硬くしまる　住居跡③の貼り床
1110YR7／4　にぷい黄橙色シルトと10YR2／1黒色シルトがブロック状に混じる

住居跡③の貼り床

1210YR2／1黒色　シルト質租中砂　¢3cmの礫を含む　黄色地山の細粒を
僅かに含む　上面に炭化物が薄く入る　住居跡③の貼り床

1310YR7／4　にぷい黄橙色　シルト混じり租中砂　¢3cmの礫を含む　住居跡③の貼り床
1410YR2／1黒色　中細砂質シルト　住居跡③の貼り床
1510YR2／1黒色　中細砂質シルト　にぷい黄褐色の地山細粒と

¢3cmの礫を含む　住居跡③の貼り床
1610YR2／1黒色　租中砂質シルト　下部ににぷい黄色（2．5Y6／4）の

シルト混じり租中砂のブロックが大きく入る　住居跡②のピット埋土

110YR2／1黒色　シルト質中細砂
210YR2／1黒色　シルト質中細砂　細礫を含む

にぷい黄褐色（10YR5／4）のシルトブロック（¢3cm程度）を多く含む
310YR4／3　にぷい黄褐色　シルト質中細砂　紳礫を含む

にぷい黄褐色（10YR5／4）のシルトブロック（¢5cm程度）を多く含む
410YR3／4　暗褐色　3阻粒シルト　細砂を含む

第114図　B3－SHO2①～③
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第4章　各地区の調査

SHO2（力の柱穴かもしれない。径25～30cm、深さは55cmほどある。

土　坑　SHO2（彰の土坑と同一である。

埋　土　黒色土の1層で、貼り床（東西断面の11～15層、南北断面の4～6層）をもつ。

出土遺物　床面から完形に近い嚢（B3－49）が横転した状態で出土し、砥石（S3）も出土している。また、

土坑内から砥石（Sl）が出土している。

乳二‾llLlT

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

‾　I＿　：　＿　：　〉

B3－土坑

110YR2／1黒色　シルト質中細砂　細礫を含む

部分的に黄褐色（10YR5／6）のシルト質極細砂のブロック（¢5－20mm）を多く含む
210YR5／6　黄褐色　シルト質租中細砂　黒色土（10YR2／1）をやや多く含む
310YR4／6　褐色　シルト混じり極細砂

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！一　一　一　一・　　　l　　　　　　　＿＿＿‥i

139．6m
A’

二l去

110YR2／1黒色　租中砂質シルト
210YR2／1黒色　租中砂質シルト

にぷい黄色の地山細粒を多く含む
310YR2／1黒色　租中砂質シルト

にぷい黄色の地山ブロック（¢2cm）を含む
410YR2／1黒色　租中砂質シルト

ーl三一‾
139．6m

C
核

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m
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第115図　B3－SHO2（診・（彰
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第4節　B3地区の遺構と遺物l

B3－SHO5（第116・117図　図版81・90・91）

検出状況　北壁際にあるため、側溝の掘削で北隅の一部が失われているが、ほぼ全体の規模がわかる。

規模・形態　隅丸方形の小規模な住居跡で、4．5mx4．1m（推定）を測る。深さは最も深いところで

も10cm程度にすぎない。

屋内施設　主柱穴4基と小規模な土坑1基、周壁溝を検出した。

主柱穴　4本を方形に配し、直径は約30、深さは35－45cmである。

土　坑　中央付近にあり柱穴よ

りわずかに大きいため土坑とし

た。径約45cm、深さは約30cm

である。

周壁溝　東辺中央から南辺を経

て西辺中央まで「コ」字形に浅

く掘削されている。

埋　土　炭化物を含む黒色土の

1層である。東西横断面では、

中央付近を中心に地山の黄色土

によると思われるごく薄い貼り

床が認められるが、平面的な広

がりを捉えることはできなかっ

た。

出土遺物　埋土から弥生土器の

壷や嚢、高杯などが出土してい

るが、小片が多い。

胃等＿57

‾‾丁：

∈

‾二三

黒色　租中砂質シルト　¢10cm以下の礫・炭化物を含む

4m

第116図　B3－SHO5
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第117図　B3－SHO5出土土器
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58は壷の破片である。櫛措き波状文と櫛措き直線文が確認でき中期のものと思われる。

59の嚢は複合口緑の上部が内傾し、擬凹線が3条巡る。外面は全て黒班。60は外面にススが付着し

ている。61は小型の嚢の下半部である。底部は尖る。大きさの割に器壁は厚い。62は平底の底部で、

外面に木葉痕があり、内外面に黒班残る。内面横刷毛後、縦方向に板ナデ。

63は深手の鉢で、内湾する体部は刷毛冒を施す。64・65はミニチュア鉢の底部である。底面周辺は

指オサエしている。

66・67は高杯である。66の杯部内面に黒班が見られる。67の脚部には、4方向の円形透し孔が穿た

れている。外面は赤彩されているか？

B3－SHO6（第118～120図　図版82・90～94）

検出状況　調査区の中央よりやや西側にあり、西半は黒色土の堆積がほとんど無く、黄褐色の砂礫層上

面で比較的容易に検出できたが、東半は黒色土をかなり掘り下げて検出している。

規模・形態　径7．5－8mの少し歪な円形住居跡である。南半では主柱穴のあたりで屈曲し、攣曲も小

さいことから五角形状の平面形を呈するようにも見えるが、北半はなだらかな円弧を措いている。深さ

は最も深いところで約20cmある。東端には長径3mほどの歪な土坑があるが、この土坑の埋土（1層、1’

層）はまったく締まりがなく、バサバサとしている。北に向かって深く決れるように落ちくぼんでいく

ようであったので、途中で掘削を止めた。人が掘った穴というより、自然現象による陥没坑という感じ

が強い。

主柱穴　5本と考えられ、深いものは50cmほどの深さがある。SH05などと比べるとしっかりと掘削

されている。

中央土坑　長径約1mの楕円形で、短径は60～70cmと推定される。深さは約30cmあり、底からは高

杯の杯部（B3－90）が横転した状態で出土した。サブトレンチの掘削で北半を破壊している。

周壁溝　北西側では確認できなかったが、それ以外では幅約20cmで、5cmほどの深さがある。南東側

は周壁溝が二重に巡り、拡張を行っていることがうかがえる。内側の周壁溝の上面には明褐色の小礫層

がごく薄く被っているため、拡張に伴い埋められていることが知れる。

埋　土　黒色のシルト質中砂層の単層で、細分はできなかった。床面は明瞭な貼り床とは言い難いが、

西半を中心に踏み締めたように少し硬くなっている状況が認められた。面的あるいは一つの層として捉

えることはできなかったため、図化していない。

出土遺物　土器は他の住居跡に比べ多く出土しており、古墳時代の土師器の嚢、壷などがあるが、時

期的なばらつきがある。出土位置が明らかな遺物としては、床面から完形の小型丸底壷1点（86）が出

土している（図版82下右）ほか、中央土坑内からは高杯（90）が、周溝上面からは嚢の口緑部片（82）

が出土している。上述の陥没坑から出土したものも多い。

69の嚢は概ね布留式の範噂に納まるが、口緑端部下が凹線状に窪む。

70の壷の口縁部には、9本の線からなる波状文が施されている。71の壷の頚部には、刷毛目の上か

ら山形文が箆で措かれている。72の壷の肩部は残存率が低いため、直径は推定の城を出ない。73は複

合口縁の大型の器形である。ヨコナデで仕上げられている。74は二重口縁の壷である。内面下端に横

方向の削りがみとめられる以外はヨコナデであるが、内面には板状工具を使用した可能性がある。内外

面に黒班がみられる。
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第4節　B3地区の遺構と遺物

310YR3／1黒褐色　シルト質中細砂
上面に明褐色の小礫を層状に含む　周壁溝埋土

4　7．5YR3／1黒褐色　シルト質中細砂
明褐色の小礫を多く含む　地山

4m

1・ふ一一r一一′

0　　　　　　　　　　　　1m

j　一　一　一　一；　　　　つ

110YR2／1黒色　租中砂質シルト　¢3cm礫を含む
下部に黄褐色地山土の細粒を含む

2　2．5Y4／3　オリーブ褐色　シルト混じり租中砂
地山土を主に、黒ボクを含む

310YR2／1黒色1層と同じだが、若干明るい

第118回　B3－SHO6
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第4章　各地区の調査

75～84は嚢である。75は弥生時代中期の嚢であり、混入と考えられる。内面は横方向の削り、外面

は縦刷毛で煤けている。76は全面ヨコナデで仕上げられており、端部は上方につまみ上げられている。

77は口縁部外面に箆状工具による直線文に近い凹線が3条巡る。78～80は外反気味に開く口縁の嚢で

ある。端部は丸く終わる。肩部はなで肩で、残存していない個体も胴部は倒卵形と思われる。外面は縦

方向の刷毛目。78は薄く煤が付着している。80は口緑部内面に横方向の刷毛目、内面肩部はナデ、下

半は縦方向の箆ケズリ。81は布留式の口縁部である。外面は全面に煤が付着している。内面の頚部以

下は横方向の箆ケズリ。82も外反気味に開く口緑の嚢である。78～80に比べ、口縁部は短く、器壁は

∈∃妄司書。
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第119図　B3－SHO6出土土器（1）
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月
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第120図　B3－SHO6出土土器（2）

厚い。内面は頚部直下から縦方向の箆ケズリである。外面に黒班有り。83は複合口緑の嚢である。口

縁部外面は横方向の刷毛目、体部対面はタタキの後刷毛目、内面の上位は横方向、下位は縦方向の箆ケ

ズリである。84の胴部の外面はタタキ後刷毛、内面は板ナデもしくは削り、内外面とも下半は煤けて

いる。

85－88は鉢である。85は内外面とのヨコナデが粘土の継ぎ目が残る。86の鉢は外面を横方向に密

に箆ミガキを行っている。内面は板状工具で調整し、板ナデ・ミガキ状の部分もあれば、ケズリになっ

ている箇所もある。黒班あり。87は布留I式の複合口緑の鉢である。内外面とも箆ミガキを施している。

88はミニチュアの鉢である。内外面とも指オサエ、指ナデで租く仕上げている。外面に黒班有り。

89～97は高杯と器台である。89・90は、深手の杯に大きく広がる脚部を持つ。杯部および脚部外面

は箆ミガキを密に施している。89の脚部外面には一部ミガキの下の刷毛目が残る。90の杯部内面は刷

毛目の上に不定方向にややまばらに箆ミガキを行っている。91は杯部内外面に横方向の箆ミガキを密

に施す。脚部天井部は刷毛目が残る。92は器台か。外面は摩滅のため、調整不明である。内面は横方

向の箆ケズリである。93の脚柱部は、底部中心より若干ずれた位置にある。外面は全面箆ミガキ。内

面は脚柱部中央に絞り目を残す。94の脚は円形の透かし孔をおそらく3方向に配置する。外面は刷毛

目後ナデもしくは箆ミガキ。95は小型の器台である。外面は縦方向の箆ケズリ後租い箆ミガキ、内面

も箆ミガキ。96は複合口縁の器台で、外面はヨコナデ、縦方向の箆ミガキは摩滅している。内面は横

方向の箆ミガキが残る。97の器台は口縁端部が垂下し、スタンプ文で加飾している。下半は剥離して

いる。外面は縦方向の刷毛目、箆ミガキ、内面は刷毛目後箆ミガキ。98は土師器のカマドの破片か。

外面は縦方向の刷毛目、内面は斜め方向の刷毛目で、下端の面は押されて肥厚する。黒班あり。
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第4章　各地区の調査

B3－SH10（第121・122図　図版83・94）

検出状況　東半がSDOlと重複しているが、SDOlの調査時には未確認であったため、前後関係を意識

せずSDOlを掘り下げている。

規模・形態　方形住居跡で、南北方向の一辺は5m、深さは約10cmである。SDOlの東側の等高線を

見ると、SHlOの真向かいあたりの間隔が少し密になっている（第108図）。これが住居跡の東辺を示

すのであれば、一辺5mはどの方形住居になる。しかし、SDOlの西壁で検出された主柱穴2本は図

に示すように深く掘削されているにもかかわらず、これに対応する柱穴が東側では見つかっていない。

SHOlのような2本柱の長方形住居跡となる可能性の方が高いのではなかろうか。

屋内施設　周壁溝と主柱穴を検出した。

周壁溝　西辺と南辺に浅く巡る。

主柱穴　南北に並んで2基ある。径25－30cmで、北側ものは約60cmの深さがある。

埋　土　黒色のシルト質租中砂層である。細分はできなかった。

出土遺物　埋土中から弥生時代後期から古墳時代にかけてやや時期幅のある主に嚢が出土している（99
1

－102）。

99・100は拡張した口縁端部に擬凹線を2条巡らす。99は頚部に煤が付着しており、100は黒班が見

られる。101は丸底のミニチュアで、外面はナデ、内面は箆ケズリ。102は嚢の底部で膨らみがある。

底面はナデ、外面は刷毛目、内面は箆ケズリ。

110YR2／1黒色　シルト質租中砂
¢5cm以下の礫・炭化物を含む

110YR3／1黒褐色　シルト質租中砂　¢10cm以下の礫・細礫を含む

第121図　B3－SHlO・SH12

－137　－



第4節　B3地区の遺構と遺物

孟表現

一一一三

〒芋≡モー一一♂ ＼、

B3－102

一罰l、＿＿♂
B3－106

20cm

！一　一　日；　　！　　　　　　　i

第122図　B3－SH10・SH12出土土器

B3－SH12（第121・122図　図版83・94）

検出状況　南側はSHlOと同様にSDOlと一部が重複し、SHlOともわずかに重なる。SDOlとの前後関

係は不明であるが、埋土のわずかな違いからSHlOよりは古いと判断した。

規模・形態　楕円形の住居跡で長径約6m、短径約5m、最も深いところでも5cmほどの深さしかない。

屋内施設　床面には柱穴状のものが10ヶ所以上認められたが、浅いものや少し深めのものなどが不規

則に散らばり、主柱穴を確定することはできなかった。周壁溝は認められなかった。

埋　土　黒褐色のシルト質租中砂層である。細分はできなかった。

出土遺物　嚢が出土している（103～106）。

103は布留式に類する嚢である。内面は横方向の箆ケズリ。104の日録部は複合口緑の上半に櫛目？

が施されている。外面に黒班あり。内面に箆ケズリ。105は口緑端面を上方にわずかにつまみ上げる。

口縁部に煤が付着している。外面の調整は摩滅で不明である。肩部内面は箆ケズリである。106の嚢の

口緑部は断面三角形を呈する。頚部以下に箆ミガキらしいものがみられる。内面は箆ケズリ。口緑部に

は煤が付着する。

ピット（第107・123図　図版77・93・97）

検出状況　第1遺構面で検出されたものと第2遺構面で検出されたものがある。

出土遺物　いずれの遺構面のピットからも弥生時代～古墳時代の壷、嚢、高杯などが出土している。

107は壷あるいは器台の口緑部である。外面は板ナデの後ヨコナデ。内面下端はミガキまたは削りで

ある。

108は弥生土器の壷の底部である。外面は刷毛目後箆ミガキ、内面も箆ミガキ。外面に設置覆い黒斑、

内面に置き溜り黒斑がみられる。

109は杯部外面に稜をもつ高杯である。脚柱部は中実である。杯部と脚部の中心が若干ずれている。

杯部外面は刷毛後箆ミガキ、杯部脚部外面は箆ミガキ、脚部内面は刷毛である。杯部内面に黒斑がみら

れる。

110～112は土師器の嚢である。110は胴部の器壁が厚く、口緑端部はつまんでヨコナデして終わる。

胴部外面はナデ、内面は箆ケズリ。111は典型的な布留式の土師器の嚢である。口緑端部はわずかに内

側に傾く。胴部はほぼ球形で、外面は煤が付着している。112は口緑部である。外反する口緑部の内外
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（

第123図　B3地区ピット出土土器

面はヨコナデ。頚部以下の内面は箆ケズリ。端部は外側に丸く膨らむ。

10cm

！一　一　一　一；　　　！

溝

B3－SDO2（第124・125図　図版85・93・97）

検出状況　調査区の中央付近を南北方向に走行する港である。最下層には砂礫層がレンズ状に堆積して

おり、断面で見ると溝であることがよく分かる。しかし、上部の層は黒色土であるため、輪郭を捉える

ことができず、最下層の砂礫層の部分しか溝として検出できなかった。したがって、北端から南へ7．5

mほどの長さのうち、砂礫層が存在しない部分では途切れてしまっている。

規模・形態　調査区北壁の断面では幅75cm、深さ15cmある。

出土遺物　溝とその周辺からは、古墳時代初頭の土師器嚢や鉢などが数個僅出土している（113～

119）。比較的大きな破片が南と北に分かれて出土しているが、北側の一群の一部だけが確実に溝の中（砂

礫層部分）にあり、他は砂礫層の部分から西側に30～70cm外れている。このうち、最も南西にあった

破片と北端の砂礫層内から出土した土器が接合したことから、土器はすべてこの溝の中にあると判断し

た。なお、北壁の断面図をみると溝の西肩の位置は砂礫層の西約40cmであるが、遺物の出土状況をみ

ると、南側ではさらに西に広くなっていたことが推察される。

113～117は嚢である。113はごく小さな平底の複合口緑の嚢である。口縁部内外面と胴部外面は化

粧土がかかる。外面は横方向の箆ミガキ、口緑部内面はヨコナデ、胴部内面上半は横方向の箆ケズリ、

下半は縦方向のナデ。体部は所々火を受けてはぜっている。114も複合口縁の嚢である。胴部外面は刷

毛、内面はナデ、口縁部は刷毛目後ナデ。外面には薄い黒斑がみられる。115は複合口縁の嚢であるが、

口緑部がかなり外傾している。口緑部内面に板ナデ、胴部外面は刷毛、内面は箆ケズリ。胴部外面下半

に二次焼成による赤変がみられる。116はわずかに底面を残す嚢の底部である。外面は箆ケズリの後刷

毛目、外面に設置黒斑がみられる。117は土師器の嚢である。くの字形の口緑部は外反気味である。胴

部の内外面はやや租い刷毛目で仕上げられる。内面は刷毛というより、板ナデか。頚部に工具にアタリ
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12．5Y3／1黒褐色　租中砂質シルト　¢5cmの礫を含む、炭化物を若干含む

210YR3／1黒褐色　租中砂質シルト　¢5cmの礫を含む、炭化物を若干含む
3　7．5YR2／3　極暗褐色　砂礫　中砂～¢3cm礫

第124図　B3－SDO2
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が残る。また胴部下半には煤が付着している。

118・119は有孔の鉢である。118は底部外面に黒斑がある。焼成前に穿孔されている。119は口緑端

部に密に指オサエ痕が残る。外面は粘土の接合痕が顕著に残る。内面は箆ケズリ。外面下半は煤けている。
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第4章　各地区の調査

B3－SDO3（第108・125図　図版85・97）

検出状況　調査区の北西隅を東西方向に走行する浅い溝である。等高線と平行するように走行すること

から、人為的に掘削された溝であると考えられる。東端ではSDOlと合流あるいは交差すると思われる。

規模・形態　幅約80cm、深さ15cmほどの小規模な溝である。

出土遺物　遺物は少なく、土器では小片がみられるにすぎない（120～122）。

120は弥生土器の底部であるが、底部と側面に不規則な浅い箆措きが多数見られる。

121は嚢または鉢の底部である。わずかに上げ底で内外面とも指オサエ痕が残る。外面には粘土の接

合痕が残る。内面に黒斑あり。内面は刷毛目である。

122は器台か。口縁部は内外ともヨコナデ。脚部の外面は刷毛目後ナデ、内面は箆ケズリ。

その他の遺構と遣物

調査中には竪穴住居跡の存在を想定していたものの、住居跡であると判断できなかったものについて、

ここで取り上げておきたい。遺構の名称は調査時のままSHを使用している。

B3－SHO7（第126・127図　図版84・95・96・98）

検出状況　SH05の東隣で、黒色土中から多量の土器が出土したため住居跡の存在を想定したものであ

る。平面的な精査では西辺から南辺にかけての遺構ラインが存在するようにも見えたが、確証は無い。

また、土器の取り上げ後、地山面を精査したが貼り床や柱穴などは認められなかったため、遺物の集中

度の高い包含層と考えたほうが良いと判断した。

B3－SDO2

＼』勿：

10cm

！一　一　一　l　　　＿つ

第125図　B3－SDO2・SDO3出土土器
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第4節　B3地区の遺構と遺物

110YR2／1黒色　租中砂質シルトに、¢10cm以下の礫・炭化物を含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

B3－SHO9

／
／ ◎

◎　◎

110YR2／1黒色　租中砂質シルトに、¢10cm以下の礫を含む

第126図　B3－SHO7・SHO9

規模・形態　遺物が集中して出土する範囲は東西1m、南北3mほどに収まる。

出土遺物　弥生時代末の壷、嚢、高杯などが出土している（123－145）

123－128は壷である。123、124は広口壷である。123の頚部の外面は刷毛目後まばらなミガキ、内

面は刷毛目のちナデ。124・125は口縁部外面に凹線が巡る。124の内面は箆ミガキ、外面は刷毛目後ナ

デである。125は凹線が3条巡る。頚部以下の内面は箆ケズリ。126はほぼ完形に復元できる広口壷で

ある。径部に刻み目突帯が1条貼り付けられている。口縁端部に下垂して貼り付けられた部分が剥離し

ているが、この部分にやや租雑な波状文が施されている。口緑部内面は丁寧な横方向の箆ミガキである。

胴部外面上半は主に横方向、下半は縦方向の箆ミガキ。内面はやや細かい横刷毛である。胴部の最も突

出した部分並びに底部付近に黒斑がある。また、内面は剥離が著しい。127の底部は外面縦方向の箆ミ

ガキ、内面は縦方向の刷毛目で、中央に爪形庄痕が残る。内外面に黒斑がある。128は底部外面に木葉

痕が見られる。外面上半は刷毛目後ナデか。下半は箆ケズリ、内面はやや細かい刷毛目。

129～137は嚢である。129－134は嚢の口縁部である。129は外面に黒斑がある。胴部外面は縦方

向の刷毛目か、内面は横方向に箆ケズリを行っている。130はハの字に開く口緑端部が内側に屈曲する

部分に煤が付着している。外面は刷毛目で頚部に工具のアタリがみられる。内面は箆ケズリ。外面には

黒斑がある。131は複合口緑の外面に擬凹線を施す。摩滅が著しく、外面の調整は不明である。内面は

横方向に箆ケズリ。132も肥厚した口縁端部に4条の擬凹線が巡る。胴部内面は横方向の箆ケズリであ

る。133・134は推定口径30cmを超える大型品であり、いずれも複合口緑の屈曲部が鈍い。134の口縁

部外面には板状工具による強いヨコナデが施されている。丹後もしくは北陸系統の土器か。胴部外面は

刷毛目、内面は箆ケズリである。135～137は嚢の底部である。135は小型で底部近くにモミ痕らしい

痕跡がみられる。外面は縦刷毛、内面は箆ケズリ、底部外面はナデ。136は設置黒斑がみられる。外面

は摩滅のため不明であるが、刷毛目か、内面は箆ケズリ。137はしっかりとした平底で外面は右上がり
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第127図　B3－SHO7出土土器
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第4節　B3地区の遺構と遺物

のタタキ、内面は縦方向の刷毛目、見込み部は放射状の刷毛目。底部外面は板状工具による削りか。ス

スが付着している。

138～141は高杯である。138は口緑部外面に板状工具による強いヨコナデを施し、内外面とも箆ミ

ガキ。丹後地方にみられる土器である。139は脚端部を欠くが、ほぼ全形が明らかな個体である。脚に

は四方向に円形透孔を不均等に配する。口縁部外面はヨコナデ、杯部内外面、脚部外面は箆ケズリ。ラ

ッパ状の脚柱部内面は横方向の箆ケズリ、脚裾部内面は刷毛目。脚柱部と杯部の接合部には、円錐形の

粘土を充填しており、その下には工具の刺突痕がみられる。140は口縁部から下垂する面に四線を4条

巡らす。それ以外の部分は箆ミガキ。141は脚部である。脚柱部と裾部の境で屈曲する部分の少し下に

円形透孔を3方向に配する。外面は箆ミガキ、内面は最上部に粘土の絞り目を残し、脚柱部は箆ケズリ、

裾部は刷毛目後ナデ、脚端部はヨコナデで丸くおさめる。

142は低脚杯である。平底の底面に対し、口縁部が傾く。外面は指オサエとナデ、内面は刷毛目。

143は器台である。口緑端部は短く屈曲する。内外面とも箆ミガキ。

144はミニチュアである。外面は指ナデ、内面はナデ、上げ底の底部内面に絞り痕が残る。145は脚

部である。大部分をナデで仕上げている。内面黒斑がみられる。

B3－SHO9（第126図　図版84）

検出状況　SH06の東側でL字形に遺構ラインが存在するように見えたため住居跡ではないかと考えた

が、確証は無い。ただし、その内側では黒色のシルト混じり砂礫層の上に、貼り床を思わせる黄白色土

の小さな広がりがいくつか認められた。

出土遺物　検出および精査の段階で土器は出土しているが、すべて包含層からの出土遺物として扱って

いる。

B3－SH11（第128図　写真5）

検出状況　SH02から少し南側に離れた所に単独で存在する。地山の黄褐色砂礫層の中に貼り床と類似

した黄白色のシル下層の広がりが認められ、台付壷の体部が正位置で少し埋まり込むようにして検出さ

れた。竪穴住居跡の一部ではないかと、周辺を何度も精査したが、屋内施設と考えられるものが検出で

きなかったため、性格不明の遺構と位置づけた。

規模・形態　黄白色のシル下層は70cmx60cmほどの不整円形の範囲に収まる。上面には薄く黒色土が

被っており、一見すると、不整形な形状に見えるが、掘り下げると黄白色のシル下層が厚く認められる。

通常の貼り床と異なる点は黄白色のシル下層の断面が土坑状を呈することで、深さ約10cmある。

出土遺物149の台付壷が出土している。口緑端部外面には、強いナデにより細い沈線がめぐる。外面

は刷毛目後箆ミガキ、内面は横刷毛を施すが、粘土の接合痕が残る。

包含層出土の遣物（第129・130図　図版96・98・99・100）

土器と石器がある。土器は弥生時代中期から古墳時代中頃まで時期幅のある遺物群である。

土器（146～165）

146の壷の口緑部外面には渦巻きのスタンプ文が並ぶ。内面はヨコナデのち箆ミガキ。147は土師器

の壷で口縁端部付近の外面に箆状工具による庄痕が等間隔に並ぶ。内外面ともヨコナデで、内面に密閉

－144－



第4章　各地区の調査

12・5Y6／6　明黄褐色細砂混じりシルトと褐灰色（10YR4／1）
中細砂混じりシルトがブロック状に混じる　黒ボクの庶人あり

0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

第128図　B3－SHll

写真5　B3－SH11断面（東から）

黒斑がみられる。

148は土師器の嚢で、器壁は大きさに比してかなり厚い0口縁部内面は横方向の刷毛目、胴部外面は

縦方向の刷毛日、胴部内面は刷毛目の残る箆ケズリか。150～152は嚢の口綾部である。151で縦方向

に箆ミガキする他は、胴部の外面は刷毛、内面は箆ケズリ0口緑端部はヨコナデし、150には凹線が1条、

152では3条みられる。

153は低脚杯である。口緑端部附近でわずかに内側に屈曲する。杯部外面刷毛自後ナデ、内面刷毛目

後箆ミガキ。脚部は低脚といいながらやや高くなっている0外面は縦方向の指ナデ、指オサエ、内面は

表面にヒビ割れが多く入る。口線部に半円形の黒斑がある。

154は高杯の口縁部である0内外面とも上部は横方向、下部は縦方向の箆ミガキである。155は脚部

である0大きく裾広がりの器形である。156の高杯脚柱部は縦方向の箆ミガキ、内面は横方向の箆ケズリ、

杯部との接合部に剥離痕がある。157の脚部は円形の透孔を2段、3方向に配する。上段は貫通せず縦

方向の箆ミガキ、内面はナデ。絞り目残る。158はかなり大型の高杯の脚部である。上半は中実で屈曲

して広がる裾部は余り広がらない。円形透孔を3方向に配する。脚柱部外面は縦方向の箆ミガキ、内面

は箆ケズリを行うが絞り目残る。裾部は刷毛目か？

159は鉢である0底面は安定の悪い平底0屈曲して短く開く口緑部はヨコナデ。外面は摩滅で調整は

不明であるが上半は縦刷毛、下半は箆ミガキか。内面は指オサエするが、粘土の継ぎ目が残る。160は

小型丸底鉢である。全体にナデで仕上げられているが、級のような手づれがあり、調整は余り行われて

いない0161は複合口緑の鉢である。口緑端部がヨコナデの他は箆ミガキ。外面には黒斑がみられる。

162は大型の鉢である。口緑端部は下垂し、端面は板ナデ後ヨコナデ。外面の最上部は板ナデ、その

下からは刷毛目後箆ミガキ、内面は横方向の削り後箆ミガキ。163は台付鉢の脚部か。体部は内外面と

も箆ミガキ、脚部外面の下半は刷毛目のち箆ミガキ、内面は箆ケズリ、脚端の接地面は指オサエ。

164はミニチュア土器である0外面はナデ上げ、内面はナデ。口緑端部は薄く尖る。外面に煤の付着

がみられる。
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B3－152

第129回　B3地区包含層出土の土器（弥生時代～古墳時代）

165は器台である。下垂する口縁端部に5条の凹線を巡らせる。内面はやや大きな単位の箆ミガキ、

外面は刷毛目後箆ミガキ。

石器（S4・S5）

S4は石斧状の打製石器である。黒灰色をした租質の安山岩製と考えられ、石質が租悪であることから、

二次加工の大半は階段状となっている。刃部と想定できる下端部分は、素材の形状を残して斜めとなり、

縁辺部にのみ小さな剥離が施されて潰れ状を呈する。

S5は磨製石斧の未製品である。風化して軟化した白色の凝灰岩製である。横長の板状剥片が素材と
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第130図　B4地区包含層出土の石器

0　　　　　　　　　　　　　10cm
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されており、側線を中心に周辺加工で形を整えた後、側面と表側面の研磨を行っている。裏側面は研磨

がほとんど及んでおらず、剥離痕がよく残っている。表の面では、下端側に刃部の研磨を意図したと思

われる研磨面が認められる。おそらく、研磨中に基部側が節理の影響で破損したため、再加工を試みた

ものの、果たせずに放棄したのであろう。

4．平安時代～中世の遺構と遺物（第107・131図　図版86・100）

遺　構　調査区の西寄りに小規模な土坑1基（B3－SKOl）があり、これ以外は建物としての配列が把握

できなかったピットが検出された。

出土遺物　土坑（B3－SKOl）からは須恵器こね鉢の小片（172）と金属器（Ml）が出土しており、ピッ

トからは須恵器や土師器の椀（168・171）などが出土している。

土器（166～172）

SKOl出土（172）

172は須恵器こね鉢である。体部は大きく笠状に開き、口緑端部は上方に拡張させ面をもつ。

ピット出土（168・171）

168は土師器の平高台椀である。内面の見込みは深く窪み、体部は回転ナデ調整で仕上げられて直線

的に開く。高台は高く、底部は回転糸切りである。

171は須恵器椀である。高台がわずかに突出し、底部は回転糸切りである。口縁部に重ね焼きの跡が

ある。

包含層出土（166・167・169・170・173）

166と167は土師器の小皿である。166は手づくね成形されており、底部外面には指オサエの跡が残る。

口縁部外面と内面はヨコナデ調整である。167は内外面とも回転ナデを施し、底部は回転へラキリであ

る。

169は内黒の黒色土器椀である。内外面とも回転ナデの後に箆ミガキが施される。

170は土師器椀である。底部がわずかに突出し、体部は回転ナデ調整である。

173は小型の土師器凛である。口縁部が短く外反するもので、体部外面は刷毛調整と思われるが、摩
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減により不明瞭である。内面は箆ケズリを施す。

金属器（Ml・M2）

MlはSKOlから出土した銑鉄状の鉄器である。身の中央が失われているが、断面形は基部側が円形、

先端側に向かって平たくなる。先端は欠損しているようには見受けられないものの、銑鉄ならば欠損と

みなすことになる。茎部は方形断面を呈する。

M2は包含層出土の牽先部である。三角形状の先端部のみが遺存しており、本体との装着部が溝状に

残存している。

田

璃
◎

◎

◎

田　B3－Ml

‾≒ま＿ノ＿‥‾

協
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第131図　B3地区出土平安時代以降の土器・金属器
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第5節　C地区の遺構と遺物

調査は、確認調査の結果を踏まえ、現耕土及びは場整備時の盛土・旧耕土を機械力によって排除し、

それ以下を人力によって掘削・精査を行った。

掘削残土についてはC地区については4tダンプを使用し、機械掘削残土については調査終了後のB

地区へ、人力掘削残土についてはA地区北側へと搬出した。

ヘリコプターによる空中写真測量を計2回、実施している。日程等は以下の通りである。

第1回　平成11年12月10日　富士測量株式会社　　　　　　　第1両

第2回　平成12年3月11日　富士測量株式会社　　　　　　　第2面

C地区は水田に設定された、南北幅短辺約53m・長辺約71m、東西長約100mの変形五角形の調

査区である。面積は6，358Idを測る。本地区は南から上段・中段・下段の水田3面部分に大きく分かれ、

掘削前の高低差は上段と下段では約1．5mであった。

調査の結果、調査区の東半部は圃場整備に伴い削平を受けており、南の上段以外は殆どの部分で、現

耕作土・圃場整備時の盛土直下から地山面が出現していることが判明した。これに対して、調査区中央

部から西半部の大部分にはクロボク土が残存しており、比較的遺構が削平されずに残っていた。

これは、調査区の東半分が微高地、西半分が旧河道部にあたっていたことが原因と考えられる。

調査の結果、クロボク土が残存している部分では2面、地山面が出現している部分では1両で遺構を

検出した。遺構の時期は、第1両は中世（14世紀～16世紀）、第2面は古墳時代後期を中心に、奈良

時代及び弥生時代後期の時期の遺構がある。

また、第2面上からは弥生時代中期の土器片が出土している。

削平を受けていない部分の堆積は、黄色地山・礫層・クロボク土・黒褐色土（中世～近世の土壌層）・

灰色土（近世以降の耕作土）の順に堆積している。第1面は黒褐色土上から検出している。黒褐色土は

クロボク土の土壌化した層である。

第2面はクロボク土の上面において検出している。

C2・C3（力（彰地区の概要

B・C・D地区間に東西に走る農道部分を対象とした調査を平成15年度に実施している。以下、C

地区と関連する地点については、この項で述べることとする。

【C2地区】（595ポ）

C地区とD地区の間の現道部分を対象とした調査区である。延長約65mと南北に細長く、南から北

へ緩やかに傾斜している。調査区の中央東側には、コンクリート製U字溝の埋設による撹乱が南北に長

く続いており、これによって多くの遺構は破壊されていた。

検出された遺構は古墳時代の竪穴住居跡4棟と中世の土坑（C2－SK35他）、ピットである。

竪穴住居跡のうち1棟（C2－SH2018）はC地区の調査で検出されていたもので、新たなものは3棟

（C2－SHOl・C2－SHO2・C2－SHO5）である。C2－SH05を除き平面形は方形で、出土遺物から古墳時代の

ものと考えられる。このうちC2－SH02の床面には貼り床が行われており、一部はこれまで粟鹿遺跡で

確認された貼り床を伴う住居跡の中でも特質する硬度をもっていた。また、C2－SH05は焼土の存在か

ら住居跡を想定したものである。この他、検出された多数のピットは、建物跡の存在を明確に示すよう
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な配列は確認できなかった。また、方形を呈する土坑（C2－SK35）は、撹乱溝によって大きく削平され

ているが、14－15世紀代の輸入天目茶碗と丹波焼嚢等が出土している。

【C3①地区】（688nて）【C3②地区】（142ポ）

B地区とC地区の間の現道部分を対象とした東西に細長い調査区である。生活道路を確保する必要か

ら、、東西に分割して調査を行い、東側をC3①地区、西側をC3②地区とした。

C3①地区では東端から30m分を先行して調査したが、遺構面が十分に認識できていなかったため、

遺構面より下位の黄灰色土層まで掘り下げて遺構の検出を行っている。これより西側では黒灰色の礫混

じりシルト層で遺構が検出できたため、東西で約20cmの段差を生じている。

また、遺構面の大半はB地区の遺構面とほぼ同じ高さまで削平されているため、C地区の遺構面より

も30cmほど低くなっている。かろうじて調査区の両辺に沿って50cmほどの幅でC地区の遺構面とほぼ

同じ高さの地盤が残存していた。

C3①地区の遺構には弥生時代後期～古墳時代の竪穴住居跡4棟、中世の井戸（C3①－SEOl）、土坑（C3

①－SXOl～C3①－SXO3）、ピットがある。

竪穴住居跡のうち1棟（B－SH2010）はB地区の調査で検出されていたものである。またC地区の調

査で検出された住居跡に続くものが2棟ある（C－SH2026、C－SH2021）。この2棟は先述の幅50cmほ

どの部分でかろうじて検出されたものである。新たなものは1棟（C3①－SHO4）で、B－SH2010を切

っている。この他にC3①－SH02としたものがあるが、規模が小さく住居跡とは確定しがたい。平面形

はいずれも方形を基本とし、C－SH2021では北辺に竃を設ける。

井戸（C3①－SEOl）は自然石を円形に積み上げて構築したもので、井筒には底板の無い結桶が使用

されていた。

C3②地区では、C地区及びC2地区で検出された竪穴住居跡（C－SH2018）が続いている。この竪穴

住居跡は、西壁と南壁が撹乱溝によって削平されているが、方形を呈するもので2ヶ所の土器群が確認

され、出土した遺物から古墳時代のものと考えられる。また、隣接するC－SH2015もやはりC地区で検

出されていたものである。

層　序

C地区に係わる土層堆積についてはC3①区南壁・C地区北壁の土層断面図をあげた。両土層断面は

非常に近接して存在するため、主にC3①区南壁の概要を以下に述べておく。

C3①区両壁の層序（第132図）

C3①区はC区やB区と同じく完新世段丘上に位置しており、粟鹿川の支流によって形成された扇状地が

段丘化したところにあたる。堆積物の基本層序は図に示すように、1層～7層の7つに分けることができる。

基盤層は扇状地堆積物である黄灰色の砂礫（7層）である。C3①区ではこの層が全面に広がっており、

調査区全体が埋没した旧中州上に位置すると推定される。この旧中州は北に向かって、B3区の中央部

から東部にかけてみられるものに連続すると考えられる。

7層の上には黒色の砂混じりシルト（6層）が認められる。この層はクロボクが2次堆積したもので

あり、他の地区でも確認されている。この黒色シルト内における遺構の輪郭は極めて確認しにくい。

また、上位の3層（暗褐色のシルト質砂礫）には黄白色のマッドボール（ボール状のシルト）が混入
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しており、ほ場整備時の盛土と考えられる。また2層（黒褐色の礫・砂混じりシルト）はほ場整備後の

耕土である。

この間にある暗褐色の礫・砂混じりシルト（4層）と褐色の砂混じりシルト（5層）には盛土を示す

積極的な根拠がみられない。そのため、特に暗褐色の礫・砂混じりシルト（4層）は洪水堆積物が土壌

化した旧表土であると考えられる。当地区の南隣に位置するC区では、同じ堆積物の上面から14世紀

の柱穴などが検出されている。これは、この地区が位置する完新世段丘が14世紀頃までに段丘化した

可能性を暗示するものである。

143．0m

艶施葦。慧）
4暗褐色　礫（組Ocm以下の亜角礫）砂混じりシルト
5褐色　砂混じりシルトにb5．0cm以下（Max4）21cm）の亜角礫混入

宇葉鮎砂船群鑑識親酷評禦既砂
8暗黄灰色　砂混じりシルト

9

10

11

盛土
12

13

黒色　砂混じりシルトに褐色の砂混じりシルトがボール状に混入
黒灰色　砂混じりシルト、色調が9層よりも若干淡い

暗黄褐色砂混じりシルトに黄灰色と赤灰色のマッドボール10m

出0（霜漂粍3．。。m以下の亜角舶大
黒灰色　砂混じりシルトに直Ocm以下の亜角礫混入
褐色の砂混じりシルトがボール状（把0～8．0cm）に混入
土器片混入　SHOl埋土

14　黒色　SHO2埋土

第132図　C3（D地区南壁土層断面図

以下、C地区から各面の概要について述べてゆく。

5m O

第2面の概要（第134図）

第2面は弥生時代後期・古墳時代後期・奈良時代にかけての遺構面である。

調査区の中央部から西半部を中心に竪穴住居跡40棟、住居跡の可能性のある方形の痕跡を13箇所検

出した。また、建物跡1棟を検出した。

以下に個々の掘立柱建物跡・住居跡について述べる。

竪穴住居跡

竪穴住居跡は調査区南端上段の水田部分の中央よりに1棟（C－SH2001）、同じく西南よりで5棟

（C－SH2036・C－SH2037・C－SH2038・C－SH2039・C－SH2040）、中段の水田の中央北よりに2棟（C－SH2002・

C－SH2003）・調査区西半部の中段～下段の水田部分には32棟（C－SH2004－SH2035）の住居跡が密集

して検出されている。
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第4章　各地区の調査

第134図　C地区第2面遺構全体図
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第135図　C地区第2面遺構平面詳細図
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竪穴住居跡の時期は出土土器から、6世紀前半～6世紀後半と考えられるが、図化可能な遺物が少な

く不詳な点も多い。概ね南北方向を指向するものは6世紀後半代、やや西側へ向きをふるものは、6世

紀前半に遡るものが多く見受けられる。これは下層に存在する埋没した谷地形が多分に影響しているも

のと考えられる。

調査区北端中央部において検出された、C－SH2026についても古墳時代後期である。

検出された竪穴住居跡はすべて方形もしくは隅丸方形であるが、後世の削平を受け、全体に残り

が悪いが、9棟の住居跡では竃もしくはその基部を検出している。竪穴住居跡の規模は一辺5m～7

mに及ぶが、一辺4mを下回るものも存在する。2辺が残るものでは、C－SH2006で3．8mx6．1m、

C－SH2007で3．4m x4．2m、C－SH2008で4．2m x4．1m、C－SH2009で5．9m x5．0m、C－SH2011で

4．0mx3．8m、C－SH2012で4．3mx4．0m、C－SH2014Bで6．65mx7．1m、C－SH2020Aで6．5mx7．0m、

C－SH2028で5．5mx5．0m、C－SH2029で4．6mx4．85m、C－SH2035で6．0mx6．3mを測る。

C－SH2012（第136・137図　写真図版107・149・150）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2011とは重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形、東西方向に若干長いプランをもつ。東西辺4．30m・南北辺4．00m、

床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30～50cmの大きさの柱穴を9個検出しているが主柱穴は特定できない。

出土遺物　埋土から出土した土師器高杯C－1・土師器嚢底部C－2を図示した。

C－1は高杯脚部で、脚部径10．1cmである。C－2は底面に焼成後の円孔を穿っている。

C－SH2011（第136図　写真図版107）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2012とは重複しており古い。

形状・規模　平面形状は隅丸方形、東西方向に若干長いプランをもつ。東西幅4．00m・南北幅3．80m、

床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径45cmの大きさの柱穴を1個検出している。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2002（第137・138図　写真図版107・149・150）

検出状況　調査区中央において検出した。

形状・規模　平面形状は隅丸方形。南北辺5．15m・東西辺5．00m、床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cm～60cmの大きさの柱穴を11個検出している。主柱穴は特定できないが壁に近い柱穴

は住居に伴うものであろう。

出土遺物　須恵器樽形施C－3・土師器高杯C－4～C－6を図示した。

C－3は破片であるが、最大径10．5cmを測る樽形過である。櫛措波状文を3帯施している。体部はや

や丸みを持もち、TK－208型式期頃の可能性がある。
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1　　　　　2 1　　　　　2 142．0m
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10YR3／1黒褐色　細砂～極細砂、抑3cm礫含む　410YR3／1黒褐色　細砂、（札0～2．0cm礫混じり
10YR3／1黒褐色　極細砂、4）1．0～2．0cm礫混じる　510YR2／1黒色　柵砂～中砂
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色

柵砂、¢2．0～5．0cm礫含む

610YR3／1黒褐色　柵砂～中砂、

抑5～2．0cm礫混じり

第136図　C－SH2012・SH2011
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第137図　C－SH2012・SH2002・SH2006・SH2016・SH2008、C2－SHO5出土土器

C－4・5は有稜高杯杯部で、口径はそれぞれ21．9cm、19．8cmを測る。C－4杯底部内面の放射状へラミ

ガキは削り状になっている。杯部の深さはそれぞれ7．1cm、5．9cmである。C－6の脚端径は14．3cmである。

C－SH2003（第139図　写真図版108）

検出状況　調査区中央において検出した。C－SH2002の北側に位置する。北辺は水田造成によって損壊

消失している。

形状・規模　平面形状は不整な方形。南北辺3．5m以上・東西辺3．5m、床面までの深さ10cmを測る。
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0　　　　　　　　　　　　　　　　2m

第138図　C－SH2002

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径60cmの大きさの柱穴を1個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

住居跡群d C－SH2006・C－SH2007・C－SH2008・C－SH2009・C－SH2016

調査区西端中央より検出した。切りあい重複している住居跡群である。C－SH2006・C－SH2007・

C－SH2008の順に切りあい新しい。また、C－SH2016はC－SH2008・C－SH2009と切りあい古く、C－SH2009

はC－SH2008と切りあい古い。

C－SH2006（第137・141・142図　写真図版108・109・149）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2007とは重複しており古い。

形状・規模　平面形状は長方形、南北方向に長いプランをもつ。南北辺6．10m・東西辺3．80m、床面

までの深さ15cmを測る。
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0　　　　　　　　　　　　　　　2m
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第139図　C－SH2003

屋内施設　検出された遺構はない。

出土遺物　土師器棄C－7を図示した。複合口線状を呈し、口緑端部を欠損するが、口径13．2cmと思われる。

体部内面は横方向のヘラ削りである。

C－SH2007（第141・142図　写真図版108・109）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2006とは重複しており新しい。また、C－SH2008

とは重複しており古い

形状・規模　平面形状は隅丸方形、東西方向に若干長いプランをもつ。南北辺4．20m・東西辺3．40m、

床面までの深さ18cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cmの大きさの柱穴を1個南東隅において検出している。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2008（第141・142図　写真図版108・109・110・149・150）

検出状況　調査区西端中央において検出した竪穴住居跡である。C－SH2007・C－SH2009・C－SH2016と

は重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形、南北方向に若干長いプランをもつ。南北辺4．20m・東西辺4．10m、

－159　－



第5節　C地区の遺構と遺物

床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　士坑・柱穴を検出した。

柱　穴　径30cmの大きさの柱穴を1個北壁中央において検出している。

土　坑　長軸70cm・短軸60cm・深さ7cmの土坑を中央西よりにおいて検出した。

出土遺物　土師器高杯C－11・C－12、土師器台付鉢C－13を図示した。

有稜高杯杯部は口径19．6cm、杯部深4．7cmを測る。C－12の脚部径は11．0cmで、内面はヘラ削りである。

C－13は口緑部が内傾し、弥生時代後期に遡る可能性が高いものである。口径11．0cm、鉢部深5．7cm、

最大径14．7cmを測る。脚柱部は中空のようである。

C－SH2016（第137・141・142図　写真図版108・109・110・149）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2008・C－SH2009とは重複しており古い。

形状・規模　平面形状は西辺が広い不整な隅丸方形である。南北辺4．80m・東辺4．60m・西辺5．40m、

床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　竃跡と考えられる焼土・集石塊を検出した。

竃　南西隅よりに検出した。長軸1．65m・短軸1．30m前後の長楕円形状に検出している。床面を盛り上げ、

焼土及び径10cm前後の集石が乗った状態で検出されている。高さは約10cmである。

この遺構は住居跡の壁から50cmほど離れており、竃と確定することは難しいが、焼土が壁側にある

ことから、焼土部分が燃焼部、集石は焚口の袖部分の基礎にあたると考えられる。

出土遺物　須恵器台付鉢C－9、土師器壷C－8・高杯C－10を図示した。

C－8は主として竃西側で出土した。口径12．6cm、器高25．4cm、胴部最大径23．8cmを測る。丸底で複

合口縁の大型品である。嚢の可能性もある。

C－9は口径12．9cm、器高13．2cm、脚部径9．6cmである。焼成不良で暗灰色、瓦質である。

C－10は焼成不良の須恵器である可能性がある高杯で、口径13．7cm、器高9．3cm、脚部径8．5cmを測る。

形態的にはTK－217型式期の須恵器高杯に類似し、C－9の脚部も同型式期の形態を示す。

C－SH2009（第140図　写真図版110）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SH2008とは重複しており古い。C－SH2016とは切り

あい新しい。

形状・規模　平面形状は不整な隅丸方形である。東辺6．40m・西辺5．00m・南辺5．90m・北辺5．40m、

床面までの深さ25cmを測るl。

屋内施設　柱穴・土坑・竃跡と考えられる集石塊を検出した。

竃　南辺中央壁際より検出した。長軸2．10m・短軸1．70m前後の長楕円形状に検出している。床面を

浅く掘り窪め、上面には径10cm～20cm前後の集石が密集した状態で検出されている。高さは約25cm

である。焼土は検出されていないが、住居跡の壁と重複して検出されており、集石は竃の基礎にあたる

と考えられる。

柱　穴　径40cmの大きさの柱穴を1個中央において検出している。

土　坑　北西隅近くから長軸0．90m・短軸0．60m・深さ約5cmの浅い長楕円形土坑1基が検出された。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。
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第4章　各地区の調査

1

2

3

4

5

6

10YR2／1黒色（黒褐色）＋10YR3／2　黒褐色まばらに混　中砂混じり極細砂抑5～1cm小礫含む

10YR2／1黒色（黒褐色）上層よりやや淡色　中～租砂混じり極細砂郎～10cm以上礫まばらに含む
10YR2／9　黒色（黒褐色）柵砂混じり極細砂直～5cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　0．3cm礫含む柵砂
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　細砂

10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　中一租砂混じり極細砂

第140図　C－SH2009

－161－

2m

l　一　一　一li l　　　　　　　　［



第5節　C地区の遺構と遺物

1

2

3

4

4－

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

くく くく

10YR3／1黒褐色・やや灰色＋10YR3／2　黒褐色　中砂含む柵砂～極細砂、抑5－1．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色・上層より暗＋10YR3／2　黒褐色・上層より少　中砂～租砂含む細砂、4）3．0～5．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　租砂～中砂含む細砂、4）0．5～1．0cm礫多く含む、まばらに4）3．0～5．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色・上層より少　中砂～租砂含む細砂、抑5～1．0cm礫含む、部分的に組0－15cm以上礫多く含む
4に比べ礫多し
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　租砂含む中砂～細砂、bO．3～2．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色　中砂含む細砂～極細砂、¢1．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色・やや暗色　中砂～租砂含む細砂～極細砂
10YR3／1黒褐色　細砂～極細砂、¢1．0～2．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　租砂含む細砂、まばらにく紘0～5．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色多く含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む細砂、4）0．5～1．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　租砂～中砂含む細砂、底部に抑5cm礫含む
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む柵砂、勺はOcm礫含む
10YR3／1黒褐色・やや灰色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む極細砂4）0．5－1．0cm礫含む、底部にd）3．0～5．0cm礫含む

10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む、れ0～3・Ocm礫　　　　0 2m

L　一　一　一i　　　；　　　　　　！

第141図　C－SH2006・SH2007・SH2008・SH2016（I）
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第4章　各地区の調査
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第142図　C－SH2006・SH2007・SH2008・SH2016（Ⅱ）
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第143図　C－SH2004・SH2005
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第4章　各地区の調査

1．10YR3／1黒褐色＋10YR3／2黒褐色まばらに含む　¢0．2cmの礫を含む細砂

2．10YR3／1黒褐色　4）0．5－1．0cmの礫を含む柵砂～極細砂

3．10YR3／1黒褐色＋10YR3／2黒褐色をまばらに含む　中砂混じり柵砂～極細砂、4）0．5cmの礫をまばらに含む

4．10YR2／1黒＋10YR3／2黒褐色　4）0．2cmの礫混じり細砂～中砂、4）1．0－3．0cmの礫含む

5．10YR3／2黒褐色　¢0．1cmの礫混じり柵砂

6．10YR3／2黒褐色　¢0．1cmの礫混じり柵砂

7．10YR3／2黒褐色＋10YR3／1黒褐色　柵砂～中砂で4）5．0cmの礫含む

8．10YR3／2黒褐色　中砂～租砂混じり細粒砂

9．10YR3／2黒褐色　細砂～中砂　¢0．1－0．5cmの礫含む

C－SH2004・SH2005土層断面土層名

C－SH2004（第143図　写真図版111）

検出状況　調査区西端南よりにおいて検出した。住居跡の西半部はC2地区において検出した。

C－SH2005と重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は方形、南北方向に若干長いプランをもつ。南北辺6．55m・東西辺5．20m以上、

床面までの深さ18cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径50cm前後の大きさの柱穴を10個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SH2005（第143図　写真図版111）

検出状況　調査区西端南よりにおいて検出した。C－SH2004と重複しており先行する。

形状・規模　平面形状は方形と考えられるが、南辺は歪みを生じている。南北辺5．90m・東西辺6．00

m以上、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径25cm前後の大きさの柱穴を3個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

住居跡群b C－SH2023・C－SH2024・C－SH2025・C－SH2026・C－SH2027・C－SH2033

調査区北西半より検出した。C地区における住居跡は主に調査区の西半部に密に存在している。住居

跡群b（C－SH2023・C－SH2024・C－SH2025・C－SH2026・C－SH2027・C－SH2033）はその中でも最も北東

にあって切りあい重複している住居跡群である。C－SH2027・C－SH2024・C－SH2025、また、C－SH2027・

C－SH2024・C－SH2033・C－SH2023、またC－SH2026・C－SH2025・C－SH2023の順に切りあい新しい。

また、住居跡群の上面からは掘立柱建物跡C－SBlOOlが切り込んでいる。

C－SH2023（第145・146・149・150図　写真図版111・112・113・150・153～155）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。重複する住居跡のなかで、最も新しい。また、C－SH2023

の南辺はC－SH2033の南辺とほぼ同じ並びに造っていることから推して、C－SH2023はC－SH2033の建て

替えによって成立した可能性が高い。

形状・規模　平面形状は方形であるが、北辺は調査区外にある。東西辺7．00m・南北辺4．50m以上、
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第5節　C地区の遺構と遺物

童埠里1軍トー監l監泡山一玩二曽革Ⅹ嬰拓．
土層名は第133図と同じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　5m

第144図　C－SH2023～SH2027・SH2033・SX2002・SX2003・SX2006
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第145図　C－SH2023～SH2027・SH2033（I）
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第4章　各地区の調査

床面までの深さ40cmを測る。

屋内施設　柱穴・竃状遺構を検出した。

柱　穴　径20cm～径50cmの大きさの柱穴を11個検出している。主柱穴は特定できない。

竃　南隅壁際より検出した。1．0m前後の範囲において焼土・集石遺構を検出している。床面を浅く掘

り窪め、径10cm前後の集石と須恵器嚢片が潰れた状態で検出されている。また、焼土は幅約35cm・長

さ約1Idの範囲、集石より20cmほど高いレベルで広がっている。

出土遺物　須恵器蓋C－43・44、土師器嚢・鉢・壷・高杯・器台・蓋のC－45～C－77を図示した。但し

C－46およびC－78・79は写真のみ掲げた。竃の焼土付近からはC－43・44・54が出土し、竃北側から出

土したのはC－48・65、C－66は中央部のピット出土で出土状況写真がある。その北からはC－67が出土

している。その他は重複する上層遺構埋土や住居跡埋土からの出土である。

C－43はつまみを有する高杯蓋で、口径13．0cm、C－44は杯蓋で口径12．1cmを測る。ともにMT－15型式期。

C－45～47は複合口緑の大型鉢で、C－47の口径は31．6cm、最大径は36．8cmを測る。内面は板ナデかヘ

ラ削りである。C－58・59は小型鉢で、Cq58の口径は11．6cm、器高6．6cmを測る。ともに口縁部は外反する。

C－48は口縁部が直線的に外上方に開く嚢で、口径13．5cm、胴部最大径21．7cmで、器高推定値は25．6

cmである。内面は縦方向のヘラ削りで、体部はやや長胴の丸底である。

C－49～53は嚢口縁部である。2段屈曲口緑部のC－49は口径10．7cm、端部が丸いC－52は口径13．8cm、

端部が外反するC－53の口径は16．6cmである。外反し短い口緑部のC－51は口径14．5cm、複合口緑のC－50

は口径15．2cmである。C－50・51はそれぞれ壷・鉢の可能性もある。C－57の底部は嚢と思われ、尖底である。

C－55・56・65は嚢と考えている。最大径は各々24．4cm、15．0cm、27．4cmである。内面は横のへラ削り。

壷口縁部はC－60～64に示した。外反しながら開き、端部に面をもつC－60は口径19．1cm、反りが弱い

C－61の口径は16．0cm、直線的に大きく開き、口径17．9cmのC－62の外面には波状文が櫛措きされる。複合

口緑のC－63は口径19．7cmで、しっかりとしたつくりである。直交気味のC－64は小型で、口径10．0cmを測る。

C－66～75は高杯である。C－66は器高14．4cm、口径18．1cm、杯部探4．7cm、屈曲して開く脚部端の径

は12．1cmで、杯部外面の稜はほとんど認められない。C－67は杯部深3．9cmと浅く、口径は18．9cmと大きい。

器高14．4cmで、C－66と同様に開く脚部の径は12．0cmである。杯部には有段で口径15．7cm、杯部深3．9cm

のC－68や、口径16．0cm、杯部深3．5cmで、鈍い稜が痕跡程度に残るC－69のほかに、口径15．9cmで椀形

のC－70がある。脚部は屈曲して開くC－72や、有段杯部であるが、屈曲がやや鈍いC－71、細い脚柱部で

裾部が屈曲して開くと思われるC－73のほかに、大きく「ハ」の字に開くC－74や器壁が厚いC－75がある。

小型器台のC－76は口径8．6cm、蓋と思われるC－77は残存高4．5cmである。

C－78・79は図示していないが、コップ形製塩土器の口縁部小片である。

C－SH2033（第144・145・154図　写真図版114・155）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。重複する住居跡のなかで、C－SH2023より古く、C－SH2024・

C－SH2027より新しい。C－SH2033の南辺はC－SH2023の南辺とほぼ同じ並びに造っていることから推して、

C－SH2033はC－SH2023に建て替えられた可能性が高い。

形状・規模　平面形状は方形であるが、北辺及び東辺の一部は調査区外にあり、西辺及び南辺の一部は

C－SH2023によって失っている。東西辺2．10m以上・南北辺4．50m以上、床面までの深さ30cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。
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第148図　C－SH2026出土土器
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第150図　C－SH2023・SH2027・SH2024・SH2033出土土器
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柱　穴　径50cmの大きさの柱穴を1個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器高杯C－83・C－84を図示した。

C－83は椀形杯部で口径12．8cm、C－84は鈍い稜が残る杯部で口緑端部は外反する。口径14．5cmである。

C－SH2025（第144・145・146図　写真図版112）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。重複する住居跡のなかで、C－SH2023より古く、C－SH2024・
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C－SH2026より新しい。C－SH2023・C－SH2024は東西南北方向に各辺の向きをとるが、C－SH2026とと

もにほぼ450傾いた方向へ軸をもつ。

形状・規模　平面形状は隅丸方形であるが、北東辺及び中央部に至る床面の一部はC－SH2023によって

失っている。南西辺5．40m・北西辺3．70m以上、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　検出していない。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2024（第144・145・146・150図　写真図版111・112・113・155）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。重複する住居跡のなかで、C－SH2023より古く、

C－SH2027より新しい。C－SH2024の西辺・東辺はC－SH2023の西辺・東辺とほぼ同じ並びに造ってい

ることから推して、C－SH2023はC－SH2024を意識して建て替えられた可能性が高い。

形状・規模　平面形状は隅丸方形であるが、北辺及び東・西辺の一部はC－SH2023によって失っている。

東西辺7．30m・南北辺3．30m以上、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　検出していない。

出土遺物　須恵器杯身C－82を図示した。

内傾し、長く直線的なたちあがり部で、端部はやや凹面となる。口径10．4cmで、TK－47型式期である。

C－SH2027（第144・145・146・150図　写真図版111・155・156）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。C－SH2024・C－SH2033より古く、C－SX2003を切っている。

形状・規模　平面形状は隅丸方形と考えられるが、北辺及び東辺の一部は調査区外にあり、中央から西

半部はC－SH2024・C－SH2033によって失っている。東西辺2．60m以上・南北辺7．10m以上、床面まで

の深さ20cmを測る。

屋内施設　検出していない。

出土遺物　須恵器蓋C－80・C－81を図示した。

C－80は口径11．5cm、器高4．2cmを測る。口緑端部に凹面をもつが、天井部との境の稜は鈍い。

TK－47型式期であろう。C－81は口緑端部が外方向に短く引き伸ばされ、天井部との境の稜は鈍い。口

径14．2cmと大きく、MT－15型式期の壷蓋もしくはTK－10型式期～MT－85窯型式期の杯蓋であろう。

C－SH2026（第144・147・148・149図　写真図版111・112・146・151・152）

検出状況　調査区中央よりにおいて検出した。重複する住居跡のなかで、C－SH2023・C－SH2025より

古い。住居跡の南半はC地区に、北半はC3①地区に跨って存在している。

形状・規模　平面形状は隅丸方形であるが、コーナー部分は西隅及び東隅の一部が残るのみで、正確な

規模は詳らかではない。また、床面については中央部・北隅周辺部分は削平を受け欠失している。復元

した規模は一辺8．00m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cm～50cmの大きさの柱穴を3個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　弥生土器・土師器が出土している。内訳は、壷C－16～19・21・22、嚢C－23－C－27、鉢

C－20・29・30、高杯C－31－34、器台Cq42、脚部C－35～41である。図示した26点のうち、C－16・
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19・24・26・27・30・34・42の8点が住居跡のC地区部分から出土し、他の18点はC3①地区部分で

の出土である。

C－16は口径15．8cm、最大径25．6cmの壷で、口緑端部は面をもつ。Cq17は口径19．5cmの複合口緑部

である。上部は短い。C－18は直口丸底の壷で、口径10．3cm、器高16．2cm、体部最大径13．6cmを測る。

体部内面以外はヘラ磨き仕上げである。C－19は平底気味の小型壷で、口径9．3cm、器高9．0cm、体部最

大径9．6cmである。C－20は丸底の小型鉢であるが、口径7．8cm、器高6．2cmと非常に小さい。C－21・22

は壷体部の破片で、C－21の最大径は14．4cm、C－22は最大径11．6cmで、尖底気味である。

嚢C－23は口縁端部先端を欠失するが、凹線を施し、弥生中期末～後期の土器であろう。C－24は尖

底気味の丸底で、器高18．3cm、体部最大径17．0cm、直線的にのびる口縁部径は14．7cmである。体部内

面は縦方向のヘラ削り。口縁端部が若干内湾するC－25は口径14．5cm。体部内面上半には租掻きを加え

ている。はねあげ口縁に近いC－26は口径16．8cmで、体部外面にタタキを施す数少ない例である。内面

はヘラ削り。口縁端部を内側に巻いたようなC－27は口径14．2cmである。C－26は庄内期、C－27は布留

期前半であろう。

C－29・30は口緑端部が直線的で薄く、内外面がヘラ磨き調整であるため、脚部ではなく鉢部とした。

口径はそれぞれ14．2cm、16．9cmを測る。見かけない器形である。

C－31・32の高杯杯部口径はそれぞれ20．8cm、16．3cmである。

C－33の鉢は、胎土・色調が同様のC－37が脚となる可能性がある。口径10．9cm、鉢部深4．5cmを測る。

C－35・36の脚端径はそれぞれ11．9cm、12．7cmを測り、C－29・30の器形にはこの脚が付くと推定して

いる。短い脚のうち、C－37は脚端径13．2cm、C－38は9．7cm、C－39は7．2cmである。C－40は壷口縁部

の可能性もあり、径14．6cmである。C－41は高杯の脚部である。

Cq42の小型器台は口径8．6cm、器高8．2cm、脚端径10．6cmである。穿孔は1箇所に限られている。

住居跡群a C－SH2013～C－SH2015・C－SH2017～C－SH2019（第151図）

調査区北西端より検出した。一部C3②区に跨って検出している。

C－SH2019・C－SH2014・C－SH2015、C－SH2013・CqSH2014・C－SH2017の順に新しい。

C－SH2014A（第152～154図　写真図版115・150・155・156・163）

検出状況　調査区北西端において検出した。重複する住居跡のなかで、CqSH2015・C－SH2017より古く、

C－SH2013・C－SH2019より新しい。C－SH2014は建て替えを行っておりA（新）、B（古）に分かれる。A（新）

は新しい。

形状・規模　平面形状は不整な方形である。南北幅5．30m、東西幅は北辺で5．35m、南辺は4．10mと

やや短い。床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径50cm～70cmの大きさの柱穴を7個検出しているが、主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器高杯C－85－C－89を図示し、焼土C－92は写真で示した。また、鉄製刀子C－Mlがある。

Cq85は口径19．9cm、器高13．3cm、脚径9．7cmを測る有稜高杯である。杯部内面にはヘラ磨きを放射

状に施す。杯部裸は5．3cm。C－86は口径13．6cm、杯部深4．0cmで杯部外面に稜が認められる。C－87は

須恵器高杯にも似た形態で、口径13．4cmである。C－88は椀形で、口径12．8cm。C－89はC－85と似た形
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第151図　住居跡群a C－SH2013～SH2015・SH2017～SH2019

態である。

C－Mlは刀身部が短い鉄刀子である。残存長7．8cm、最大幅1．4cmで、柄には有機質が残存し、鹿角

を使用していた可能性が高い。

C－SH2014B　（第152・153図　写真図版115・155）

検出状況　調査区西端において検出した。重複する住居跡のなかで、C－SH2015・C－SH2017より古く、

C－SH2013・C－SH2019より新しい。C－SH2014は建て替えを行っておりA（新）、B（古）に分かれる。

形状・規模　平面形状は方形である。南北幅6．65m、東西幅は7．10mとやや広い。床面までの深さ30
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110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂、bO．2～0．5cm細礫含む
210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む上層より少　中砂含む柵砂、4）0．1－0．5cm柵礫、4）3．0～5．0cm中礫含む
310YR3／1黒褐色　中砂含む柵砂、抑5cm礫含む
410YR3／1黒褐色　上層より暗　中砂含む細砂～極細砂　4）0．5～1．0cm、4＞5．0－10cm中一大礫含む
510YR3／1黒褐色　上層より暗　中砂～租砂含む柵砂～極細砂、抑5～1．0cm礫含む
610YR3／1黒褐色　中砂含む柵砂～極細砂、抑3～1．0cm礫含む
710YR3／2　黒褐色＋10YR3／1黒褐色　柵砂～中砂、bO．5cm礫若干含む
8　2に比べ10YR3／2　黒褐色柵砂多し
9　3に比べ10YR3／2　黒褐色細砂多し

1010YR3／1黒褐色やや暗い　中砂混じり細砂、4，1．0－2．0cm礫含む

第152図　C－SH2014A・SH2014B

2m
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cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径50cmの大きさの柱穴を2個検出しているが、主柱穴は特定できない。
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出土遺物　器台C－90と器種不明のC－91を図示した。

C－90は沈線を多条に施した器台で、内面はヘラ削りをおこなっている。弥生時代後期に遡る可能性

が高い。

C－91は器種不明であるが、台付壷または台付鉢と思われる。屈曲して直立する短い口緑部になるも

のと思われる。最大径は10cmを測る。

C－SH2013（第151・153・′155・156図　写真図版115・116・155・156）

検出状況　調査区北西端において検出した。C－SH2014・C－SH2017とは重複しており古い。

形状・規模　平面形状は不整な方形である。南北辺4．80m・東辺4．60m・西辺5．40m、床面までの深

さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴・壁溝・竃跡と考えられる焼土塊を検出した。

壁　溝　北東隅部分に壁溝が残存していた。幅30cm・深さ12cmを測る。

柱　穴　径25cm～60cmの大きさの柱穴を17個検出しているが、住居に伴うか否かは特定できない。

西壁際に沿う3個の柱穴は住居跡に伴う可能性が高い。

竃　北西隅近、壁よりに検出した。長軸0．90m・短軸0．80m前後の楕円形状に検出している。床面を

盛り上げ、焼土及び土器が乗った状態で検出されている。高さは約20cmである。

この遺構は住居跡の壁から10cmほど離れており、竃と確定することは難しい。また、約50cm南側に

方50cmの焼土が検出されている。

出土遺物　床面から炭化材が出土している。また、須恵器杯蓋C－93・土師器杯C－94・嚢C－95・96を

図示した。

C－93の口縁端部は内傾する凹面で、天井部は丸い。口径14．2cm、器高5．6cmで、MT－15型式期である。

C－94は平底鉢で、口径11．3cm、器高5．6cmを測る。内面は租掻きのようにみえる。竃内出土である。

C－95は焼土部分から出土した棄体部で、胴部最大径は26．3cmである。体部は球形を呈する。

C－96は弥生後期～庄内期に遡る嚢底部で、外面はタタキ、底面は上げ底状になっている。

C－SH2017（第157図　写真図版115）

検出状況　調査区北西端において検出した。C－SH2013と重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形と考えられるが、北辺4．65m・南辺5．25m、西辺3．60m・東辺が

4．30mとやや広く歪みを生じている。床面までの深さは15cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径25cm前後の柱穴を2個、径50cm前後の柱穴を2個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2018（第153・154・158図　写真図版115・116・144・155～157・163）

検出状況　調査区北西端において検出した。住居跡の南東半はC地区に、北半はC3（彰地区に、南西半

はC2地区に跨って存在してし、る。

形状・規模　平面形状は方形と考えられるが、コーナー部分は南東隅が残るのみで住居跡の正確な規

模は詳らかではない。また、床面については西辺・北辺部分は削平を受け欠失している。規模は東西幅
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第153図　C－SH2014・SH2013・SH2018、C3②－SHO4出土土器
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第154図　C地区出土石器・鉄器

5．10m以上、南北幅5．90m以上、床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cm～50cmの大きさの柱穴を3個検出している。主柱穴は特定できない。

出土遺物　床面より土師器嚢C－98～100・壷C－101・高杯C－102～106・須恵器杯身C－107が出土している。

Cq98は屈曲口緑部の嚢で、口径14．3cmを測る。C－99も屈曲口緑部であるが鈍い。口径15．7cmである。

C－100は直線的に外上方にのびる口緑部で、端部は水平な面をもつ。口径17．0cmで、器壁が薄い。

C－101の直口壷は器高13．5cm、胴部最大径13．6cm、口径9．8cmである。肩部に記号文が措かれている。

弱い線で、繊維が付着した痕跡のようにも見えるが、2箇所存在し、形態もはっきりしていることから

文様と判断した。文様の意味は不明である。

高杯のうち全容がわかるC－102は椀形の杯部で、口径14．1cm、杯部深4．4cmである。脚部は屈曲するが

大きくは開かない。脚端径8．3cmで、脚柱部は中実である。器高は9．5cmである。同形杯部のC－103は杯

部深4．3cm程度で、口径14．0を測る。外面はヘラ削りである。C－104は口径15．2cmで、有稜高杯の可能性

がある。屈曲して開く脚部のC－105は、中空で脚径9．6cm。C－106は「ハ」字形に開き、脚径14．9cmである。

須恵器杯身のC－107は口径12．0cmで、TK－10型式期であろう。

また、石鉄も1点出土している。C－Slはサヌカイト製の凹基式石鉄である。ごく薄い素材を用い、

周辺部を中心に調整剥離によって整形されているため、重量はわずか0．4gに過ぎない。基部は山形に

決り込み、両側緑は直線的である。

C－SH2015（第156・159図　写真図版116・157・159）

検出状況　調査区北西端において検出した。住居跡の北半はC3②地区に、南半はC地区に跨って存在

している。C－SH2014・C－SH2019より新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形と考えられるが、北東半部分の削平が激しく、住居跡の正確な規模は

詳らかではない。また、床面についても北東半部分は削平を受け欠失している。規模は東西幅6．60m、

南北幅4．00m以上、床面までの深さ35cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30cmの大きさの柱穴を1個検出している。

出土遺物　土師器嚢Cq108・土師器甑C－109のほか、土師器高杯C－110・須恵器杯蓋片C－111を図示した。

土師器嚢C－108の推定器高は29．7cmで、体部は球形。鈍い屈曲の複合口縁で、口径16．4cmである。甑

と推定したC－109は口径26．8cm、内面はへラ削りである。中実の短い脚柱部であるC－110は、裾部が屈曲

して短く開く。脚端径は8．2cmである。須恵器蓋片はC3②地区内で出土した。MTq15～TK－10型式期

と推定される。なお、所属遺構が不明な土器にC－112の土師器嚢とC－113の土師器高杯脚部がある。
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第4章　各地区の調査

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む、4）0．1cm礫混じり細砂、¢1．0～3．0cm礫含む（住居跡埋土）
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第155図　C－SH2013
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第5節　C地区の遺構と遺物

C－SH2015

！一　一　一　一i　　　；　　　　　　　［

第156図　C－SH2015・SH2013～SH2015・SH2019出土土器

C－SH2019（第151・156・159図　写真図版116・158）

検出状況　調査区北西端において検出した。住居跡の北半はC3②地区に、南半はC地区に跨って存在

している。C－SH2014・C－SH2015より古い。

形状・規模　平面形状は方形と考えられるが、C3②地区にある北半部分の削平が激しく、また南半・

西半はC－SH2014・C－SH2015によって損壊されているため、殆ど残っておらず、住居跡の正確な規模

は詳らかではない。規模は東西幅2．60m以上、南北幅2．10m以上、床面までの深さ30cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径60cm前後の大きさの柱穴を3個検出している。

出土遺物　C－114を図示した。

椀形杯部の高杯で、口径14．8cm、杯部深4．9cmである。外面にはパケを施している。

C－SH2028（第160・161・162図　写真図版117・158）

検出状況　調査区西半中央において検出した。C－SH2034とは重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形であるが、北辺を中心に削平を受けており、住居跡の正確な形状・規

模は詳らかではない。東西幅5．50m・南北幅5．00m以上を測る。床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径30～65cmの大きさの柱穴を6個検出しているが主柱穴は特定できない。

出土遺物　内部にベンガラが入った小型壷C－115を図示した。住居跡西部中央から出土している。

口径6．1cm、器高7．8cm、胴部最大径8．4cmを測る。口縁部は短く外反し、底部はやや平らで厚い。
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第4章　各地区の調査

110YR2／1

2　10YR3／1

3　10YR2／1

黒＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む、中砂混じり柵砂～極細砂、抑5～1．0cm礫含む

黒褐色　的3cm礫含む柵砂　　　　　　　　　　　0

第157図　C－SH2017

C－SH2034（第160・161図　写真図版117）

検出状況　調査区西半中央において検出した。C－SH2028とは重複しており古い。

形状・規模　平面形状は方形である。C－SH2028によって北西隅から中央にかけて損壊している。

東西幅4．00m・南北幅3．80m、床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　柱穴・土坑を検出した。

柱　穴　径30cm～50cmの大きさの柱穴を4個検出している。

土　坑　径80cm、深さ6cmの土坑を南西隅において検出している。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2029（第156・163図　写真図版117・159）

検出状況　調査区西半中央において検出した。C－SH2028北西に近接し、C－SH2030と重複して古い。

形状・規模　平面形状は方形であるが、北東辺を中心にC－SH2030によって削平を受けており、残りが
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第5節　C地区の遺構と遺物

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂、抑5・1．0～2．0cm礫含む

210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色上層より少　中砂含む細砂、4）0．3～1．0cm礫含む
310YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂、れ0～5．0cm礫多く含む
410YR3／2　黒褐色　中砂含む細砂

2m
l一一一一；　；　　　　　i

第158図　C－SH2018
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第5節　C地区の遺構と遺物

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

l一　一　一　一i　　　：　　　　　　　」

第160図　C－SH2028・SH2034（I）

悪い。東西幅4．60m・南北幅4．85mを測る。床面までの深さ18cmを測る。

屋内施設　士坑を検出した。

土　坑　径40～70cmの大きさの土坑を5個検出している。柱穴の可能性があるが、C－SH2030によっ

て削平を受けた部分にあり詳らかではない。

出土遺物　C－116を図示した。壷または鉢の口緑部で、口径11．7cmである。
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第4章　各地区の調査

1聖二担A－

1

2

3

4

5

6

7

B

10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む、中砂含む細砂～極細砂、4）1．0～3．0cm礫含む
10YR3／1黒褐色上層より明　中砂含む細砂～極細砂、¢1．0cm礫含む

礫層、4）1．0－3．0cmまばらに65．0～10cm礫10YR3／3　暗褐色＋10YR3／1黒褐色　中砂～極細砂混じり細砂
10YR3／2　黒褐色＋10YR3／1黒褐色　租砂混じり中砂～柵砂

10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色、4）0．5～2．0cm礫含む、細砂～中砂
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　租砂～中砂混じり柵砂
10YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色

亥彬彩＃存′方放．方′′．萎．／′プ杉／ク．杉′存姜シ妾／．在／／在／頁彪
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坦些盟B－
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第161図　C－SH2028・SH2034（Ⅱ）

C－SH2030（第162・164図　写真図版118・158）

検出状況　調査区西半中央において検出した。C－SH2028の北西に近接し、C－SH2029とは重複してお

り新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形であるが、南東隅については撹乱を受けており、残りが悪い。東西幅

6．60m・南北幅6．20mを測る。床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　士坑・柱穴を検出した。

土　坑　全長1m前後の方形もしくは矩形の土坑を2基検出している。深さはともに25cm前後である。

また、径70cm前後の円形の土坑を3基検出している。5cm～10cmの深さと浅い。

柱　穴　径30－50cmの柱穴を8個検出したが、主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器棄C－120・土師器高杯C－117－C－119・土師器小壷C－121を図示した。C－118は

SK2002出土。

C－117・118は有稜高杯杯部で、C－118の稜はにぷい。口径・杯部深はそれぞれ、15．5cm・4．2cm、15．4cm・

4．3cmである。脚裾部C－119は径10．4cmである。

C－120は嚢口縁部で、外反し、端部は丸くおさめる。口径16．5cmを測る。

小型壷のC－121は平底で器高6．4cm、体部最大径7．6cm、口径6．5cmを測る。

C－SH2031（第162・165図　写真図版118・159）

検出状況　調査区西半中央において検出したた竪穴住居跡である。C－SH2032の東に近接する。

C－SH2030とは切り合い古く、C－SH2036とは切りあい新しい。また、掘立柱建物跡C－SB2001と重複
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第5節　C地区の遺構と遺物

C－SH2028

C－SH2029
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第162図　C－SH2028・SH2029・SH2030・SH2031・SH2032出土土器

し古い。C－SH2031の壁面とCqSB2001の桁行と梁行がほぼ同じ位置に重なっており、建て替えによっ

てC－SB2001に替わったと考えられる。

形状・規模　平面形状は長方形であるが、北東辺はやや張り出し歪みをみせる。また、南東隅について

もC－SH2030に切られて形状が明瞭ではない。規模は東西幅4．55m・南北幅5．65mを測る。床面まで

の深さ25cmを測る。

屋内施設　検出していない。

出土遺物　壷口綾部C－122を図示した。口径23．4cm、口緑端部に凹線と刻み目、口線内に突帯と穿孔

がある。弥生中期後半の広口壷である。

C－SH2032（第162・166図　写真図版118・150・159）

検出状況　調査区西半中央において検出した。C－SH2030の北西に近接し、C－SH2009とは南西隅が重

複しており古い。また、C－SH2035とは北東隅が重複しており新しい。

形状・規模　平面形状は不整な方形である。特に北東辺については隅が明瞭ではない。東西幅5．30m・
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第4章　各地区の調査

110YR3／1黒褐色やや黄昧＋10YR3／2　黒褐色　中砂含む細砂～極細砂、抑5～2．0cm礫含む
210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　灰黄褐色　中砂～租砂含む細砂

310YR3／2　黒褐色＋10YR4／2　灰黄褐色・10YR3／1黒褐色　抑5～2．0cm礫混じり　中砂～細砂、

まばらに抵0～10cm礫含む
410YR3／1黒褐色やや黄昧＋10YR3／2　黒褐色　中砂含む細砂～極細砂、¢0．5cm礫含む

510YR3／1黒褐色やや黄昧＋10YR3／2　黒褐色　中砂混じり柵砂、4）0．5－1．0cm礫含む
610YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂含む細砂～極細砂、¢0．5～1．0cm・4）3．0～5．0cm
710YR3／1黒褐色やや黄昧＋10YR3／2　黒褐色をまばらに含む　中砂含む柵砂～極細砂

0

第163図　C－SH2029

2m
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南北幅5．40mを測る。床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径20～50cmの柱穴を3個検出したが、主柱穴は特定できない。

出土遺物　土師器壷C－123～126、土師器高杯C－127・128を図示し、焼土塊C－129は写真図版に示した。

C－123は体部最大径が11．5cm、口径14．8cmを測る。嚢の可能性もあるC－124は口径14．4cm、器壁が厚い。

C－125の口縁部は受け口状に近く、口径15．2cm。外面では複合口線にみえるC－126は、8．8cmと小さい。
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第5節　C地区の遺構と遺物

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色をまばらに含む　租砂混じり細砂～中砂、4）0．5～1．0cm礫含む

210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂混じり柵砂、bO．5－1．0cm礫・若干炭含む
310YR3／1黒褐色やや明＋10YR3／2　黒褐色　中砂混じり細砂、4，1．0－3．0cm礫含む
410YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色をまばらに含む　中砂～租砂含む細砂～極細砂・若干炭含む

0

第164図　C－SH2030

2m
L一一一；　；　　　　　［

C－127の高杯は外面の稜が鈍く、脚部は外反しながら開く。口径15．1cm、杯部探4．3cm、器高12．2cm、

脚径8．3cmである。同じく有稜高杯のC－128は、推定口径12．3cm、杯部深推定4．9cmである。
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第4章　各地区の調査
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第165図　C－SH2031

C－SH2035（第167図）

検出状況　調査区西北半において検出した。C－SH2022・C－SH2032と切り合い古く、C－SH2036とは

ほぼ半分が重複して新しい。

形状・規模　平面形状は南辺が広い不整な隅丸方形である。南北幅6．00m、東西幅は南辺で6．30m、

北辺では6．00m前後、床面までの深さ10cmを測る。

屋内施設　竃跡の可能性がある焼土、柱穴を検出した。

竃状遺構　東壁よりに検出した。長軸1．80m・短軸1．55m前後の不整な6角形状に検出している。床

面を盛り上げ、焼土が乗った状態で検出されている。高さは約20cmである。

この遺構は住居跡の壁から25cmほど離れており、その形状からも竃と確定することは難しい。
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第5節　C地区の遺構と遺物

柱　穴　径40－70cmの柱穴を5個検出した。主柱穴は特定できない。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む柵砂、4）0．5～1．0cm礫含む
210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む細砂

第166図　C－SH2032

－192　－

1－　－　－1i　＿　・　　　　　　I



第4章　各地区の調査

一一Il二一Il、＼lll一一l一ノー1－－1－1二11＼一一一l＼一l一一）＿幸一

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む柵砂、4＞0．5～1．0cm礫含む　C－SH2035埋土
210YR3／1黒褐色（10YR3／2まばらに含む）中砂～租砂含む細砂、4）0．5cm礫含む　C－SH2036埋土
310YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂～極細砂、4）0．5～1．0cm礫含む

C－SH2036壁溝埋土

142．Om
C’

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3m

L一一一i　　：　　　　　－　　　　　［

第167図　C－SH2035・SH2036
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第5節　C地区の遺構と遺物

C－SH2036（第167図　写真図版119）

検出状況　調査区西北半において検出した。C－SH2022・C－SH2031と切りあい古く、C－SH2035とも

ほぼ半分が重複して古い。

形状・規模　平面形状は南北幅が広い隅丸長方形である。南北幅7．20m、東西幅は5．40m、床面まで

の深さ10cmを測る。

屋内施設　竃跡の可能性がある焼土、柱穴を検出した。

竃状遺構　東壁よりに検出した。長軸1．40m・短軸1．05m前後の不整な形状に検出している。床面を

盛り上げ、焼土が乗った状態で検出されている。高さは約20cmである。

この遺構は住居跡の壁から20mほど離れており、その形状からも竃と確定することは難しい。

柱　穴　径40cmの柱穴を1個検出した。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2041（第168・169図　写真図版119・158・159）

検出状況　調査区南西端において検出した。

形状・規模　平面形状は長方形である。長辺にあたる南北幅5．55m、短辺にあたる東西幅は4．45mである。

床面までの深さ8cmを測る。

屋内施設　周壁溝・柱穴・土坑を検出した。

周堕溝　西辺以外には壁溝が巡っていた。壁溝は平面では明確に検出できず、土層断面によって東・南・

北で確認した。溝は幅約35cm・床面から深さ8cmを測る。

柱　穴　径40cm～55cmの大きさの柱穴を4個検出している。

土　坑　2基検出した。1基は東隅にあり、隅丸長方形、長辺0．70m・短辺0．45m・深さ10cmを測る。

もう1基は南東よりにある。長楕円形、長軸1．05m・短軸0．75m・深さ8cmを測る。

出土遺物　土師器嚢C－130・土師器高杯C－131・132を図示した。

C－130は外反気味の口縁部に丸い体部がつく。口径16．3cmである。

C－131の高杯杯部は鈍い段があり、椀形に近い。口径13．9cm、杯部深4．5cmである。内外面ともにへ

ラ磨きを施す。C－132は椀形高杯の杯部で、口緑部・脚部ともに欠失する。脚部との接合面には、いわ

ゆる「へそ」が認められる。杯部内面はヘラ磨き、外面はパケ調整である。

C－SH2037（第169・170図　写真図版119・159・160）

検出状況　調査区南西端において検出した。

形状・規模　平面形状は長方形である。長辺にあたる南北幅5．40m、短辺にあたる東西幅は5．10mである。

床面までの深さ35cmを測る。

屋内施設　周壁溝・柱穴・土坑を検出した。

周壁溝　北壁、西壁・南壁・東壁の一部に沿って壁溝が巡っていた（壁溝1）。また、約70cm内側に主

柱穴に切られて東から南辺に沿ってもう一本壁を検出している（壁溝2）。壁溝1は幅約25cm・床面か

ら深さ10cmを測る。壁溝2は幅約20cm・床面から深さ10cmを測る。

柱　穴　径70cm・深さ25cmの大きさの主柱穴を4個検出している。

土　坑　4基検出した。1基は北東隅にあり、円形、径60cm・深さ10cmを測る。3基は主柱穴を結
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第4章　各地区の調査

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂～租砂含む細砂、抑5～1．0cm礫含む（住居跡埋土）
210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む細砂　4）1．0～2．0cm礫含む
310YR3／1黒褐色（1・2層より明調）＋10YR3／2　黒褐色　柵砂含む中砂

¢1．0－5．0cm礫多く含む

第168回　C－SH2041

2m
！一　一　一　一i i　　　　　　　！

ぶ線上にある。径50cm～90cm・深さは6cm～10cmを測る。あと1基は住居跡の中央に位置している。

不整な方形を呈し、1辺は75cm前後、深さは6cmを測る。

備　考　壁溝の状況から建て替えをしている可能性は高いが、先行する壁溝2に伴う住居跡の規模は不

明である。

出土遺物　土師器高杯C－133－C－138、土師器嚢C－139、鉢C－140他を図示した。

C－133は杯部と脚部の接点はなかったが、胎土・色調や脚柱径が同じであったため、同一個体とした。

杯部は有稜で、口径23．8cm、杯部深7ユcmである。脚部は外反しながら「ハ」字形に開き、3箇所に透

かしを穿つ。脚端径15．1cmを測る。端部はすべて面をもち、推定高は16．3cmである。柱穴から出土した。

浅い椀形杯部のC－134は口径13．3cm、杯部深3．1cmである。同じく椀形杯部のC－135は脚柱部が中空であ
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第5節　C地区の遺構と遺物

C－SH2041

「二二二二三：

＝「＿

‾「二「‾‾
C－SH2038

第169図　C－SH2041・SH2037・SH2038出土土器

る。C－136は屈曲して外反する脚部で、脚端径13．4cmである。C－137も脚部は屈曲して開くようである。

3方透かしのC－138も脚部は屈曲して開くようである。脚柱部は直立して中空であるが、わずかである。
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第4章　各地区の調査

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～柵砂

210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　租砂混じり中砂～柵砂

3　上層からの柱穴
4　上層からの柱穴

5　SH2037に伴う柱穴

0

6　SH2037（古）に伴う土坑

7　SH2037（新）に伴う土坑
8　SH2037（新）に伴う柱穴

9　SH2037（古）内壁溝埋土

2m

！日　題「・　　　l　　　　　　　　　！

第170図　C－SH2037（I）
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第5節　C地区の遺構と遺物

塑竺D－
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第171図　C－SH2037（Ⅱ）

C－139の外反口緑部の嚢は口径18．5cm、C－140の小型鉢は口径11．8cmである。

C－141は口径45．5cmと非常に大きく、大型鉢か大型甑の可能性もあるが、器種不明である。

住居跡群c c－SH2038～C－SH2040・C－SX2009・C－SX2011～C－SX2013（第172図　写真図版120）

調査区南端中央から西よりにかけて、C－SH2037の東隣に位置する住居跡群である。住居跡として

いないC－SX2009・C－SX2011～C－SX2013についても、その形状から住居跡と考えてよいであろう。

C－SH2038・C－SX2009・C－SH2039の順で切りあい新しい。また、CqSX2013・C－SX2012・C－SX2011・

C－SH2040の順で切りあい新しい。

C－SH2038（第169・200図　写真図版120・160）

検出状況　調査区南端西よりにおいて検出した。

形状・規模　平面形状は不整な隅丸長方形である。やや東西幅が広く、北東隅が歪な形状になっている。

東西幅5．36m・南北幅4．65m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴・壁溝・竃跡と考えられる焼土検出した。

壁　溝　東壁及び北壁と南壁の東半部に壁溝が残存していた。幅25cm・深さ10cmを測る。

柱　穴　径45cm～65cm、深さ10cm～25cmの大きさの柱穴を5個検出している。うち4個は主柱穴を

構成すると考えられる。

竃　西壁中央に存在する。東西軸1．05m・南北軸1．3m前後の舌状に検出している。床面を5cmほど掘

り下げ盛土が行われており、その上面が被熟し、焼土及び土器が乗った状態で検出されている。高さは
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第5節　C地区の遺構と遺物

第173図　C－SH2038

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！一　一　一　一・　　　l　＿＿　　　　　　　！

約10cmである。

出土遺物　土師器嚢C－142・C－143を図示した。

竃中心部から出土したC－142は口径20．0cm、胴部最大径26．0cmで、口緑端部には面をもち、ややな

で肩の体部である。C－143は口縁端部に内傾する面をもつ。口径18．2cmを測る。
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第4章　各地区の調査

C－SH2039（第174図　写真図版120）

検出状況　調査区南端西よりにおいて検出した。C－SH2038の北側に位置する。C－SX2009と切りあい

新しい。

形状・規模　平面形状は不整な長方形である。やや平行四辺形に近い形状になっている。東西幅5．58m・

南北幅4．65m、床面までの深さ10cmを測る。床面は若干北側へ傾斜を見せていることから、床面に確

認できなかった貼り土を行っていた可能性は残る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2009（第174図　写真図版120）

検出状況　調査区南端中央において検出した。C－SH2038の北側に位置する。C－SH2039と切りあい古い。

形状から竪穴住居跡の残欠の可能性が高い。

形状・規模　南東隅部周辺のみ残存しており詳らかではない。平面形状は方形の可能性が高い。東西幅

2．60m以上・南北幅2．00m以上、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2040（第175・176図　写真図版120・121）

検出状況　調査区南端西よりにおいて検出した。C－SX2011・C－SX2012と切りあい新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形である。東西幅5．30m・南北幅4．85m、床面までの深さ13cmを測る。

屋内施設　柱穴・壁溝を検出した。

壁　溝　ほぼ全周するが、南辺において約20cm途切れた部分が存在する。

幅20cm・深さ5cm～8cmを測る。

柱　穴　径50cm～55cmの大きさの柱穴を4個検出している。主柱穴を構成すると考えられる。柱穴は

他に1個南辺壁溝際より検出している。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2011（第175・176図　写真図版120）

検出状況　調査区南端中央において検出した。C－SH2040と切りあい古く、C－SX2012と切りあい新しい。

形状から竪穴住居跡の残欠の可能性が高い。

形状・規模　北西部分をC－SH2040部分によって損壊されているため全体の形状・規模は詳らかではな

いが、平面形状は隅丸方形の可能性が高い。東西幅5．10m・南北幅5．55m、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2012（第175・176図　写真図版120）

検出状況　調査区南端中央において検出した。C－SH2040・C－SX2011と切りあい古い。形状から竪穴

住居跡の残欠の可能性が高い。
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第5節　C地区の遺構と遺物

110YR3／1黒褐色やや赤み＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む
租砂含む中砂混じり柵砂、抑5～3．0cm礫含む

210YR3／1黒褐色　中砂含む細砂、4）1．0～5．0cm礫含む

坦塑C’3蒜㌫り雷雲㌫禁2．悪霊含む

110YR3／1黒褐色やや赤み＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂混じり細砂、直．0～4．0cm磯含む
210YR3／1黒褐色　中砂混じり細砂、¢1．0～5．0cm礫多く含む

第174図　C－SH2039・SX2009
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第5節　C地区の遺構と遺物

1

4 囲

1聖堕D・

110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む、部分的に暗褐色あり　中砂含む柵砂、4，0．5～1．0cm礫含む、まばらに4）3．0cm礫含む

210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む、部分的に10YR3／3　暗褐色あり　租砂含む中砂～柵砂、4，1．0～5．0cm礫多く含む
310YR3／1黒褐色細砂＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む柵砂、4）1．0～3．0cm礫まばらに含む
410YR2／2　黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂混じり細砂、4）0．5～1．0cm礫含む

110YR3／1黒褐色＋10YR3／1黒褐色まばらに含む　中砂～租砂含む細砂4）0．5～5．0cm礫含む
210YR3／1黒褐色＋10YR3／1黒褐色まばらに含む　中砂一価砂4，0．5～2．0cm多く含む、まばらに4，5．0～10cm礫含む
310YR3／1黒褐色＋10YR3／1黒褐色　中砂混じり細砂、bO．5－1．0cm礫含む

C－SX2012土層断面

110YR2／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂～極細砂、軋0～3．0cm礫含む　　0

2m
！一一一一i i　　　　＿＿　［

2m

210YR2／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂～極細砂、組0～10cm礫多く含む！一　一　一　一；　　；　　　　　　！

第176図　C－SH2040・SX2011・SX2012（Ⅱ）、C－SX2013
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第4章　各地区の調査

形状・規模　南西隅部分周辺をSH2040部分によって損壊されているため全体の形状・規模は詳らかで

はないが、平面形状は隅丸長方形の可能性が高い。東西幅5．15m・南北幅3．65m、床面までの深さ18

cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2013（第176図　写真図版124）

検出状況　調査区南端中央において検出した。C－SX2012と切りあい古い。形状から竪穴住居跡の残欠

の可能性がある。

形状・規模　西半部をC－SX2012によって損壊されているため全体の形状・規模は詳らかではないが、

平面形状は隅丸方形の可能性が高い。東西幅2．05m以上・南北幅3．80m、床面までの深さ17cmを測る。

屋内施設　屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SH2010（第177・178図　写真図版121・159）

検出状況　調査区南西半部において検出した。C－SH2039の北側に位置する。

形状・規模　東隅と南隅を削平により失っており、形状・規模は詳らかではないが、不整な長方形であ

ろう。東西幅3．0m以上・南北幅5．10m、床面までの深さ8cmを測る。平面プランを明確にはできなか

ったが、142．70mの等高線のあり様から推して東西幅は4．10m前後と考えられる。

第177図　C－SH2010
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第5節　C地区の遺構と遺物

C‾SH2001∈≡F箋＿145

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20cm

！一　一　一　一i　　　：　　　　　　　　＿＿i

第178図　C－SH2010・SH2001出土土器

屋内施設　平面では検出されなかったが、断面観察では西壁際に壁溝の可能性が高い落ちが確認されて

いる。規模は幅20cm・深さ5cmを測る。

出土遺物　土師器棄C－144を図示した。直立した後外反する口緑部で、口径13．6cmである。

－－1－－

％　　　　　　　　　　　　　　％

第179図　C車SH2001
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第4章　各地区の調査

C－SH2001（第178・179図　写真図版121・159）

検出状況　調査区中央南端において検出した。C－SX2016に隣接する。

形状・規模　北辺を水田造成によって失っているため、形状・規模は詳らかではないが、不整な長方形

であろう。東西幅4．50m・南北幅4．65m前後、床面までの深さ15cmを測る。

屋内施設　柱穴・土坑を検出した。

柱　穴　径35cm前後の大きさの柱穴を6個検出している。主柱穴とは考えられない。

土　坑　径50cm～60cm・深さ5cmの円形土坑2基、長軸90cm・短軸65cm・深さ5cmの楕円形土坑1

基を検出した。

出土遺物　須恵器杯身C－145を図示した。口径12．0cmで、たちあがり端部は丸い。TK－10型式期頃である。

C－SH2022（第180・181・221図　カラー図版16　写真図版122・150・160・161）

検出状況　調査区北西端において検出した。先述しているC－SH2035と切りあい新しい。

形状・規模　平面形状は不整な隅丸長方形である。特に東壁部分は上層からの撹乱を受け形状が詳らか

ではない。土層断面を検討したところ、南北幅6．05m・東西幅4．25m前後と推定される。床面までの

深さ15cmである。

屋内施設　壁溝・土坑を検出した。

堕　溝　平面では明らかにできなかったが、土層観察畦からは東西南北の壁際に壁溝が確認できた。は

東壁溝では幅20cm・深さ7cm、西・南・北壁溝では幅30cm・深さ10cmを測る。

土　坑　長軸92cm・短軸65cm・深さ7cmの楕円形土坑1基を南壁沿いに検出した。また、北隅周辺に

は不定形土坑を1基検出している。

出土遺物　土師器高杯C－146～152・土師器嚢C－153および管玉C－Jlを図示した。また、C－154須恵

器壷体部は写真で示した。

C－146・147はともに口緑端部付近で外反する大型高杯杯部で、稜は鈍い。口径はそれぞれ23．2cm、

21．4cm、杯部裸は7．6cm、7．5cmと深い。C－148・149は小型高杯杯部で、ともに稜は鈍い。C－148は口

径14．2cm、杯部深4．7cm、C－149は口径12．9cm、杯部深3．1cmである。脚部では、C－150が屈曲気味に

開く裾部を有する。脚端径は9．3cmである。C－151では内面のみ屈曲し、外面は外反している。脚端径

は10．2cmである。C－152は中空の脚部で、裾部はあまり開かない。脚端径は8．0cmである。

棄C－153は外反する口緑部で、端部は若干欠失するが、口径18．6cmであろう。端部はほぼ丸くおさ

めるものと思われる。体部内面は横方向のへラ削り調整である。

第221図に示した管玉C－Jlは全長2．5cm、直径4mmである。孔は片側穿孔のように観察できる。灰

色で5Y6／1やN5／0．5である。半透明に近く、滑石製もしくはガラス製のようにもみえる。重複する第

1面の遺構（C－SXlOO2）から出土した。

C－SH2021（第181・182図　写真図版122・160・161）

検出状況　調査区北西半より検出した。CqSH2020と切りあい新しい。住居跡の南2／3はC地区に、北

1／3はC3②地区に跨って存在している。

形状・規模　平面形状は南北に長い、不整な長方形である。南東隅は南に張り出し、全体に歪な形状で

ある。規模は東西幅4．15m・南北幅7．10m（西壁）、床面までの深さ30cmを測る。
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110YR3／1

2　10YR3／1

3　10YR3／1

4　10YR3／1

黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂～租砂含む細砂、抑5cm磯含む

黒褐色上層より淡＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂～租砂含む細砂、抑5～1．0cm礫上層より多く含む
黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む柵砂、抑5～2．0cm礫・炭含む
黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂含む細砂、炭若干含む

第180図　C－SH2022
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C－SH2022　1＼
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C－SH2020

岩ヽ。＿158

…三二二クー－r
C－149

∵I∴
二三三三‾‾－‾＿

二二ナ。＿156

＝≡

20cm

±ゝ。＿157

●l

ミ≡≡≡＝若。

！一　一　一　一i　　　；　　　　　　　　！

第181図　C－SH2022・SH2021・SH2020出土土器
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110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂、抑5～1．0cm礫含む
210YR3／1黒褐色上層より暗い＋10YR3／2　黒褐色上層より少　中砂～租砂含む細砂、

4）0．5～1．0cm、5．0－10cm礫まばらに含む
310YR2／1黒色　中砂含む柵砂～極細砂、¢1．0～3．0cm礫含む

第182図　C－SH2021
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第4章　各地区の調査

屋内施設　竃跡と考えられる焼土坑を検出した。

竃　北西隅近くよりに検出した。径約1．0mの土坑状の焼土を検出した。大半はC3②地区の南壁に入

り規模は詳らかではないが、焼土の周りが幅20cmから40cmにわたって盛りあがり、その内側がよく焼

けた状態で検出されている。盛り上がりの高さは約25cmである。

この遺構は住居跡の壁から50cmほど離れている。

出土遺物　須恵器杯身C－155・156、須恵器杯蓋C－157を図示した。C－155のみC地区部分から出土した。

C－155は端部が残っていないため口径は不明であるが、受け部径は14．0cmである。TK－10～TK－43

型式期と思われる。Cq156は細片でTK－43型式期、C－157も細片で飛鳥～奈良時代初期と思われる。

C－SH2020A（第181・183図　写真図版122・150・160～162）

検出状況　調査区北西端において検出した。C－SH2021より新しい。C－SH2020は建て替えを行ってお

りA（古）、B（新）に分かれる。A（古）は古い。

形状・規模　平面形状は隅丸方形である。北辺の大半は調査区境に入り、検出できていない。南北幅

7．00m、東西幅は6．50m。床面までの深さ28cmを測る。

屋内施設　検出していない。

出土遺物　須恵器杯C－158～163、須恵器凛C－164、土師器嚢C－165－C－167を図示した。また、ス

リップをかけた土師器細片C－168と須恵器椀片C－169は写真のみ示している。

杯蓋C－158は口径14．6cm、器高4．6cmを測り、口縁部は外反する。TK－209－TK217型式期である。

C－159は口径15．7cm、器高4．3cmで、TK－43～TK－209型式期である。杯身C－161は口径13．7cm、器

高4．4cmで、たちあがり部は短く外反する。底部は回転へラ切りであることから、TK－217型式期の可

能性がある。口径13．3cmのC－162も同様の時期と思われるが、器高2．6cm、口径9．1cmと小さいC－163

は同型式でも新しい段階である。C－160は口径17．4cmと大きいが、杯部深は3．7cmで、高杯の可能性も

あるが、TK－217型式期の杯もしくは皿であろう。

C－164の須恵器嚢は口径20．6cmを測る。口緑端部下にタタキ状の痕跡が残る。

壷・嚢の判断がつけがたいC－165は口径16．6cm、体部内面は横方向のヘラ削りである。

C－166は口径15．8cmで、口緑部は器壁が厚く少し外反する。体部最大径は18．0cmである。やや長胴

の嚢と推定したが、もう少し短くなるかもしれない。ただし、接合点がないため不明である。

C－167は口緑部を欠失する。長胴の甑で、胴部最大径は16．2cmである。底部には焼成前に大きく穿

孔されており、孔径は約5cmの1孔のみである。

C－SH2020B（第181・183図　写真図版123）

検出状況　調査区北西端において検出した。C－SH2021より新しい。C－SH2020は建て替えを行ってお

りA（古）、B（新）に分かれる。B（新）は新しい。　　　　　　　　　　’1

形状・規模　平面形状は方形であるが北東隅周辺は丸みを帯びてやや歪んでいる。南北幅4．95m、東

西幅は4．90mとやや広い。床面までの深さ25cmを測る。

屋内施設　竃を検出した。

竃　西壁中央より検出した。全長1．0m前後、幅1．0m前後の範囲において馬蹄形に巡る焼土を検出し

ている。床面を約10cmほど浅く掘り窪め、竃を設えている。焼土は幅約35cm・高さ20cmの規模で盛
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110YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂～極細砂、抑5～3伽m礫含む

210YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色上層より多く含む　中砂～柵砂、れOcm礫まばらに含む
310YR3／1黒褐色上層より暗色　中砂～租砂含む細砂、抑5～3月cm礫、まばらに15cm以上礫含む

一　　二・一・ ・－・C　昔：：∴言∴二　　∴
中砂～粗砂含む珊砂、まばらに炭含む

中砂～細砂、抑5cm礫・炭まばらに含む
610YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂～粗砂含む細砂
710YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色まばらに含む　中砂含む細砂～極細砂、抑3～1．0cm礫含む
810YR3／1黒褐色十10YR3／2　黒褐色まばらに含む　租砂含む中砂～細砂
910YR3／1黒褐色＋10YR3／2　黒褐色　抑3～1．0cm礫含む珊砂
1010YR3／1黒褐色やや淡色　中砂含む細砂～極細砂、抑5～1．0cm礫含む

竺ユ旦Dつ芸
10YR3／1黒褐色明色　中砂～細砂、札0～3．0・10cm礫含む
5YR4／6　暗赤褐色　焼土

1310YR3／2　黒褐色　租砂含む中砂～細砂、焼土含む

0

第183図　C－SH2020A・SH2020B
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第4章　各地区の調査

り上がり巡っている。

出土遺物　床面より炭化物が出土している。須恵器1点C－161はここから出土したと考えられる。

この土器については前述した。

住居跡状遺構　C－SX2003・C－SX2007・C－SX2014・C－SX2015

先述したC－SX2009・C－SX2011～C－SX2013以外に、方形を指向し住居跡の可能性が高いものを以

下にあげた。

C－SX2003（第184図　写真図版123）

検出状況　調査区北端中央において検出した。C－SH2025・C－SH2027と切りあい古い。形状から竪穴

住居跡の残欠の可能性が高い。

形状・規模　北西部分をC－SH2025・C－SH2027によって損壊されているため全体の形状・規模は詳ら

かではないが、平面形状は隅丸方形の可能性が高い。東西幅3．85m・南北幅2．40m以上、床面までの

深さ15cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2007（第185図　写真図版123）

検出状況　調査区西半中央において検出した。形状から竪穴住居跡の可能性が高い。

形状・規模　平面形状は隅丸長方形であるが南端に張り出しが存在する点について住居跡とする点に疑

問が残る。また、床面からの立ち上がりは緩やかである。

東西幅4．30m・南北幅5．15m、床面までの深さ20cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2014（第186図　写真図版124）

検出状況　調査区南東端において検出した。形状及び床面の状況から竪穴住居跡の残欠の可能性が高い。

形状・規模　北半部及び東辺を水田造成によって損壊されているため全体の形状・規模は詳らかでは

ないが、平面形状は隅丸方形の可能性が高い。北西隅部は丸みを帯びている。東西幅4．40m・南北幅

3．40m以上、床面までの深さ35cmを測る。

屋内施設　検出されなかった。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2015（第186図　写真図版124）

検出状況　調査区南東端において検出した。C－SH2001とC－SX2014の間に位置する。形状から竪穴住

居跡の残欠の可能性が高い。

形状・規模　北半部を水田造成によって損壊され、西半部については削平が激しいため全体の形状・規

模は詳らかではないが、平面形状は隅丸方形の可能性が高い。東西幅4．50m・南北幅3．35m以上、床
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第186図　C－SX2014・SX2015
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第5節　C地区の遺構と遺物

面までの深さ25cmを測る。床面は北側へ傾きをみせている。

屋内施設　柱穴を検出した。

柱　穴　径20cmの柱穴2個、径40cmの柱穴2個を検出した。この内3個は壁上に位置しており住居跡

の上屋を支えていたと考えられる。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

土坑状遺構　C－SX2016・C－SX2017・C－SX2019・C－SX2001・C－SX2002・C－SX2018・C－SX2006

住居跡以外の土坑状遺構を以下にあげる。

C－SX2016・C－SX2017・C－SX2019は不整な方形もしくは円形の土坑・落ち込みである。概して浅い

遺構である。

C－SX2001・C－SX2002・CqSX2018・C－SX2006は長楕円あるいは長方形を指向する土坑である。土

墳墓などの性格が考えられる。

C－SX2016（第187図　写真図版121）

検出状況　調査区南端中央において検出した。C－SH2001と隣接する。

形状・規模　北半部を水田造成によって損壊され、全体の形状・規模は詳らかではないが、平面形状は

多角形（八角形）もしくは長楕円形の可能性が高い。長軸（東西幅）3．40m・短軸（南北幅）1．30m以

上、深さ25cmを測る。底面は北側へ傾きをみせている。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2017（第187図　写真図版125）

検出状況　調査区東半中央付近において検出した。C－SXlO94と切りあい先行する。

形状・規模　南半部を削平あるいはC－SXlO94に損壊され、全体の形状・規模は詳らかではない。平面

形状は不整な四辺形と考えておく。東西幅4．15m・南北幅3．30m以上、深さ8cmを測る。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2001（第188図　写真図版103）

検出状況　調査区北西端において検出した。C－SH2021と隣接する。

形状・規模　北半部が調査区外にあることから、全体の形状・規模は詳らかではないが、C3①地区に

おいて北半部分が検出されないことから、規模が推定できる。平面形状は長楕円形の可能性が高く、長

軸（東西幅）1．85m・短軸（南北幅）1．00m以下、深さ30cmを測る。底面は平坦であり、その形状か

ら土墳墓の可能性が考えられる。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2002（第188図　写真図版123）

検出状況　調査区北端中央において検出した。C－SH2024と隣接する。

形状・規模　平面形状は長楕円形、長軸（東西幅）2．25m・短軸（南北幅）1．20m、深さ20cmを測る。

底面は浅い皿状を呈しており、その形状から土墳墓の可能性が考えられる。
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第187図　C－SX2016・SX2017
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C－SX2001

A－　　〒　　　　　了

1黒褐色　柵砂、組0～5．0cm内外礫密集　SX埋土
2　黄褐色　シルト質極細砂、抑5cm内外礫　住居埋土
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第188図　C－SX2001～SX2002・SX2018・SX2006
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出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2006（第188図　写真図版123・125）

検出状況　調査区北半中央において検出した。C－SX2002・C－SX2005・C－SH2024と隣接する。

形状・規模　平面形状は、サブトレンチにより西端を欠くが、不整な長方形と考えられる。規模は長辺

2．80m・短軸1．50m、深さ20cmを測る。底面は浅い皿状を呈しており、その形状から土墳墓の可能性

が考えられる。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C－SX2018（第188図）

検出状況　調査区北東半部中央において検出した。C－SH2003の北方に位置する。

形状・規模　平面形状は、不整な長方形である。規模は長辺2．45m・短軸1．80m、深さ15cmを測る。

底面は浅い皿状を呈しており、その形状から土墳墓の可能性が考えられる。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C2・C3区の竪穴住居跡

以下にC2区・C3区の竪穴住居跡をあげる。不確実なものを含め4棟検出した。

C2－SHOl（第189・191図　写真図版141・162・163）

検出状況　東辺側が撹乱溝で壊されているものの、全体がC2地区内に収まる。4mほど南に離れて

C2－SH02が同じ向きに並んでいる。

規模・形態　方形の住居跡である。規模は南北5．2m、東西4．8m以上、深さ10cmである。

屋内施設　周壁溝や土坑、柱穴は確認できなかった。

埋　土　黒色土の1層のみである。

出土遺物　中央付近の床面直上部に拳太一人頭大ほどの礫が集積されており、それに混じって土師器嚢

（C－260）・壷（C－262）や高杯（C－263・C－264）が、埋土中から土師器嚢（C－261）が出土した。

布留型に近い口緑部のC－260は肩部から上方に曲折した後、口緑部は外上方にのびる。口径は13．9cm。

C－261は内湾気味の口縁部で、口径14．6cmである。

壷C－262は口縁端部を欠失する。体部は丸く、最大径27．4cmを測る。

高杯杯部のC－263は口径15．7cm。脚部C－264は中空で3方透かしがある。脚端径14．0cmである。

C2－SHO2（第190・191図　写真図版142・162・163）

検出状況　南辺の一部が撹乱溝で壊されているものの、全体がC2地区内に収まる。

規模・形態　南北方向がやや長い長方形の住居跡である。規模は北側のC2－SHOlよりも一回り大きく

南北7．2m、東西6．2m、深さは10cmである。

屋内施設　周壁溝や土坑は確認できなかったが、顕著な貼り床と焼土塊が認められた。焼土塊に隣接し

て集石も検出されている。主柱穴は貼り床の上から掘り込んでいるものが確認されている。

主柱穴　4本でやや東に寄った位置にある。ただし、南西隅の1本は貼り床上でははっきりとした輪郭
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2m

110YR2／1黒色　極細砂～柵砂（10YR3／3　暗褐色塊および礫を多く含む）
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第189図　C2－SHO1
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110YR2／1黒色　極細砂～柵砂（10YR3／3　暗褐色塊を多量に含む）
210YR2／2　黒褐色　極細砂一紙砂（10YR3／3　暗褐色塊を多く含む）
310YR2／1黒色　極細砂（10YR3／3　暗褐色塊をわずかに含む）

C2－SHO5

¢‖
lLここニJ′ノーA・
い

◎

＼＼一一－・・一・・・・‾‾一‾

110YR3／2　黒褐色　極細砂～細砂（焼土粒を多量に含む）
210YR3／2　黒褐色　極細砂
310YR3／2　黒褐色　極細砂（焼土粒を多く含む）

110YR3／3　暗褐色　細砂、（焼土粧および10YR5／4にぷい黄褐色粒をわずかに含む）
3　5YR4／6　赤褐色　細砂、（焼土層、10YR2／2　黒褐色塊を含む）
410YR4／4　褐色　細砂
510YR2／3　黒褐色　極細砂～細砂

（10YR5／4　にぷい黄褐色粒および焼土粧・炭を多く含む）
610YR2／3　黒褐色　柵砂（10YR5／4　にぷい黄褐色粒を多く含む）
710YR2／2　黒褐色　極細砂～細砂
8　＝3

910YR3／3　暗褐色　細砂（10YR6／4　にぷい黄橙色塊を多く含む）

2m

第190図　C2－SHO2・SHO5
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C2－SHOl
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第191図　C2－SHOl・SHO2出土土器

をとらえることができなかった。柱穴の径は30cm～40cmで、深さは20cm前後であるが、南西隅の1

本は40cmと他よりも深い。このほか南辺側にもいくつか柱穴が認められる。

貼り床　南東隅側を中心に検出されている。上下2層に分かれ、下層は黒色土による貼り床で、全体的

に固く叩き締められている。上層は下層が少し窪んだようなところに認められ、黄色土や灰色土、黒色

土が複雑に入り交じっており、やはり固く締められている。厚さは最も厚いところで5cmほどあり、下

層のほうが厚く、上層は1～2cmと薄い。

焼土塊　中央より少し南西寄りで、1．3mx1．3mほどの範囲に明瞭な焼土塊が認められた。厚さは約

15cmあり、隣接する集石の一部は焼土に埋まり込んでいた。

集　石　焼土塊に隣接して長さ30cm～60cmの大きな石3個が点在する。大きさからみて人為的に住居

内に運ばれたものと考えられる。

埋　土　3層に細分したが、いずれも黒色土を基本としたもので、よく似ている。

出土遺物　焼土塊の上面付近から土師器嚢（C－265）が出土している。また、埋土中からは土師器嚢な

どが出土している（C－266・267）。

C－265は直立した後外反する口緑部で、口径15．0cm。屈曲口縁部の嚢C－266の口径は15．6cmである。

丸底壷あるいは小型鉢のC－267は口径11．7cm、体部最大径8．2cmである。体部内面はヘラ削り。

C2－SHO5（第137・190図　写真図版143・148）

検出状況　SH02の北東隅に接して焼土が検出され、その南側に壁と考えられるような東西方向の小さ

な段差が認められたため住居跡としたものである。しかしながら、北側には同様な段差は認められず、
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C区でもこれに対応するものは発見されていない。図ではSH02に切られているようにみえるが、田土

遣物からSH02より新しい遺構である。

規模・形態　焼土部分は方形状を呈し、おおむね1．4m四方の範囲に認められる。東辺側は深さ10cm

ほど掘り窪められているが、他はわずかに窪んでいるだけである。南北断面をみると盛り上がりも認め

られる。なお、北東隅側には浅い撹乱がある。

埋　土　赤褐色土、黒褐色土、黄白色土などが入り混じったような堆積状況を示す。

出土遺物　ほぼ完形の須恵器杯蓋（C－15）が1点、焼土部分から出土している。

口径11．8cm、器高4．1cmで口緑端部は丸い。天井部外面はヘラ切りで、TK－217型式期のものである。

C3①－SHO2（写真図版146）

検出状況　調査区の南壁際の幅50cmほどの部分のみで確認され、C区には対応するものは無い。

規模・形態　幅4m弱で2辺が平行するように基盤の砂礫層が落ち込む。深さは20～30cmである。

出土遺物　検出面付近で土師器の小片が出土した。

C3②－SHO4（第153図　写真図版144・155）

検出状況　C－SH2013の西隣に位置する。調査区を斜めに横切る遺構輪郭様のものが認められた。

規模・形態　C－SH2013の西辺ではないかと考えられたが、確証はない。規模などは不明である。

出土遺物　土師器の有稜高杯杯部片（C－97）が出土した。口縁端部は外反し、口径21．5cmである。

掘立柱建物跡

奈良時代の掘立柱建物はC地区第1面においてもその大半が検出されており、第1面・第2面間に

存在するものである。大半の柱穴については復元しえていないが、SB2001では2間×3間を測る。

C－SB2001

検出状況　調査区西半において検出した。C－SH2031と重複し新しい。本建物跡は住居跡の壁面と桁行

と梁行がほぼ同じ位置に重なっていることから、建て替えによって掘立柱建物に替わったと考えられる。

形状・規模　桁行方位をN30Eにとる建物跡である。桁行南北3間（4．6m）・梁行東西1問（4．0m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約1．7mと1．2m、梁行は2．0m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし掘方径90cm、柱痕は径約40cm、深さは約20cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

柱穴出土土器（第193・219図　写真図版160・162・167）

C地区第2面の柱穴出土土器で、図化したものは第193図に掲げ、C2地区のものは第219図に掲げた。

C－170はC－P2110出土の壷口縁部で、端面に斜格子文を施す。弥生中期後半の土器である。

CqP1141とP2334から出土したC－171は器壁の厚い嚢口緑部で、口径26．2cmを測る。

C－172はC－P2242出土の嚢で、比較的器壁が厚い日録部を有し、口径は12．9cmである。

CqP2049の柱痕から出土したC－173は、口径12．0cmの嚢で、体部最大径は12．4cmである。

比較的租い造りの鉢C－174は、口径約8．9cm、器高4．6cm程度で、C－P2212から出土した。

高杯と思われる口縁部片はC3①地区のP24から出土したものである。
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L　一　一　一i i　　　　　　　［

第192図　C－SB2001

C－176はコップ形製塩土器であるが、C－SKlO85出土であり、包含層に含めるべきかもしれない。

C2－P43から出土したのは14世紀代のの青磁碗C－268である。口径15．6cmで内外面に施粕されている。

C2－P102からは須恵器杯身C－269と土師器嚢C－270が出土している。杯はTK－10型式期頃であろう。

C地区　第1面の概翠（第194図）

C地区第1面は主に中世（14世紀～16世紀）の遺構面である。

掘立柱建物跡30棟・柵列5条を含む柱穴約1000個・井戸1基（C－SElOOl）、土坑2基・集石遺構

12基（C－SXlOOl～C－SX1012）及び広範囲に広がる畠の畝跡を検出した。中世後期集落跡の一画と考

えられる。

－　224－



第4章　各地区の調査

．．　一一一

膏章二琵
20cm

三《
1－　－　－　－；　　　：　　　　　＿　　！

第193図　C地区柱穴出土土器

掘立柱建物群・柱穴群・柵列跡

柱穴は調査区の東半部では全域に分布しているが（柱穴群A）、ほ場整備による削平のため残りが悪く、

建物の復元はほとんどできていない。

調査区の西半部では、南半一上段の水田部分（柱穴群B）・中央一中段の水田部分（柱穴群C・D）・

北半一下段の水田部分（柱穴群E）に分かれて柱穴が検出されている。中段の水田部分は間に溝を挟み

南北に分かれており、基本的には4群の柱穴群が存在しており、掘立柱建物跡を各数棟復元している。

後述する畠の畝跡は部分的に柱穴と重複しているが、基本的には柱穴群以外の地点に存在しており、

同時期にも存在していた可能性が高い。

柱穴から出土した遺物は少ないが、柱穴群Cからは14世紀代の土鍋が出土している（後述　柱穴

P1449）。

C－SBlOOl（第197・201図　写真図版134）

検出状況　調査区中央北端において検出した。

形状・規模　桁行方位をN840Wにとる建物跡である。桁行東西5間（7．70m）・梁行南北3間（4．70m）

の規模である。建物の柱間は1．55mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径90cm、柱痕は径約50cm、深さは約60cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1002（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北端において検出した。調査区端において検出したため南北梁行の規模は明確では

ない。C－SBlOO9・C－SBlOlOと切りあい先行する。

形状・規模　桁行方位をN860Wにとる総柱建物跡である。桁行東西3間（7．70m）・梁行南北2間（6．00

m）以上の規模である。建物の柱間は、桁行3．30m、梁行で2．70m・3．00mである。

柱　穴　隅丸方形を基本とし掘方は一辺約70cm、柱痕は径約40cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1003（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北端において検出した。調査区端において検出したため南北桁行の規模は明確では

ない。C－SBlO04と切りあい新しい。
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形状・規模　桁行方位をNlOEにとる建物跡である。桁行南北2間（6．20m）以上・梁行東西1間（2．50

m）以上の規模である。建物の柱間は、桁行3．30mである。

柱　穴　隅丸方形を基本とし掘方は一辺約60cm、柱痕は径約40cmを測る。

出土遺物　柱穴の可能性のあるSKlO55からはC－299が出土している。

C299は陶胎染付の皿と考えられる。器壁は非常に厚く、底部は碁笥底状を呈し、内面には呉須で草

花文を措く。近世後半の所産であろう。

C－SB1004（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北端において検出した。C－SBlO03と切りあい先行する。

形状・規模　桁行方位をN20Eにとる総柱建物跡である。桁行南北5間（8．60m）・梁行東西4間（6．80

m）の規模である。建物の柱間は、桁行0．90m・1．50m・1．80m・2．40m、梁行1．30m・1．80mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約40cm、柱痕は径約15cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1005（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北端において検出した。C－SBlO04と切りあうが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN880Wにとる建物跡である。桁行東西2間（3．80m）・梁行南北2間（2．90m）

の規模である。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約40cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1006（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区北西半において検出した。C－SBlO04と重複するが先後関係は不明である。

形状・規模　桁行方位をN30Eにとる側柱建物跡である。桁行南北3間（4．5m）・梁行東西1間（4．1m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は約1．5m、梁行は2．05m前後の柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし掘方径80cm、柱痕は径約30cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1007（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区北西半において検出した。C－SBlO04と重複し先行する。またC－SBlO06とも重複し

ている。

形状・規模　桁行方位をN60Wにとる側柱建物跡である。桁行南北3間（5．50m）・梁行東西2間（4．50m）

の規模である。建物の柱間は、桁行では1間分は1．30m・1．90m・2．30m、梁行は1．70m・2．80mの柱間をとる。

柱　穴　円形を基本とし掘方径70cm、柱痕は径約40cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1008（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区北西半において検出した。C－SBlO07の東隣に位置する。
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形状・規模　桁行方位をN20Wにとる側柱建物跡である。桁行南北1間（1．50m）・梁行東西1間（1．50

m）の規模である。

柱　穴　円形を基本とし掘方径40cm、柱痕は径約10cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1009（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北半において検出した。C－SBlOO2・C－SBlOlO・C－SBlOllと切りあい新しい。

形状・規模　桁行方位をN860Wにとる建物跡である。桁行東西3間（5．20m）・梁行南北1間（2．00m）

の規模である。建物の柱間は、桁行1．80m、梁行では2．00mであるが梁行側は歪みが激しい。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約40cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SBlOlO（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北半において検出した。北梁行は調査区外にあり規模は不明である。C－SBlOO2・

C－SBlOO9・C－SBlOllと切りあい古い。

形状・規模　桁行方位をNllOEにとる側柱建物跡である。桁行東西3間（4．00m）以上・梁行南北2間（3．60

m）の規模である。建物の柱間は、桁行1．50m、梁行では1．80mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約80cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1011（第196図　写真図版131）

検出状況　調査区西北半において検出した。北梁行は調査区外にあり規模は不明である。C－SBlOO2・

C－SBlOO9・C－SBlOlOと切りあい新しい。

形状・規模　桁行方位をN50Eにとる側柱建物跡である。桁行東西3間（4．00m）以上・梁行南北2間

（3．20m）の規模である。建物の柱間は、桁行1．80m、梁行では1．60mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約70cm、柱痕は径約30cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1012（第197図　写真図版134）

検出状況　調査区中央北端において検出した。C－SBlOOlの西隣に位置する。

形状・規模　桁行方位をN860Wにとる建物跡である。調査区の北桁行は調査区外にあるが、C3①地区

において柱穴が検出されないことから推して、建物規模は、桁行東西5間（7．70m）・梁行南北3間（4．80

m）、C－SBlOOlとほぼ同規模の建物であったと推定される。建物の柱間は、1．55mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径80cm、柱痕は径約50cmである。

出土遺物　柱穴P2063より土師器杯が出土している。

土師器杯C－333は土師器杯である。一部欠損があるが完形である。内外面に朱泥を塗布している。

器形は、底部は若干丸みを帯び、内面中央部は盛り上がる。体部は外上方に立ち上がり口緑部は外半す

る。口緑端部は屈曲する。調整は、底部内面はナデの後、輪花状の暗文を施す。底体部の境にそっては、
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磨き調整の後、強いヨコナデを右回りに施しナデ上げている。体部内面は左上方に向けた連続したヘラ

ミガキが施されている。口緑部は内外面とも強いヨコナデ、底部外面はヘラミガキ、体部外面は横方向

のヘラミガキを施す。

C－SB1013（第196図　写真図版132）

検出状況　調査区北西半において検出した。C－SBlO12の東隣に位置する。

形状・規模　桁行方位をN860Wにとる側柱建物跡である。桁行東西1間（3．10m）・梁行南北1間（2．50

m）の規模である。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cm、柱痕は径約15cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1014（第196・198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SHlO17・C－SHlO18と切りあい先行する。

形状・規模　桁行方位をN850Wにとる側柱建物跡である。桁行東西2間（4．80m）・梁行南北2間（4．30

m）の規模である。

柱　穴　円形を基本とし掘方径75cm、柱痕は径約25cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1015（第196・198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SB1014の東隣に位置し、C－SB1016と重複する。

形状・規模　桁行方位をN840Wにとる側柱建物跡である。桁行東西3間（6．40m）・梁行南北2間（4．20

m）の規模である。柱間は桁行2．00m・2．40m、梁行では1．80m・2．40mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cm～50cmを測る。

出土遺物　柱穴と考えられるSK1122からは土師器皿C－292が出土している。

C－292は土師器皿である。非ロクロ成形で底部は平底である。体部は緩やかに斜め上方に延び、口緑

部の器壁は非常に薄い。内外面ともヨコナデ調整を施すが、体部外面の下半に指頭庄痕が残る。

C－SB1016（第196・198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SBlO14の東隣に位置し、C－SBlO15と重複する。

形状・規模　桁行方位をN80Eにとる側柱建物跡である。桁行南北2間（4．80m）・梁行南北2間（4．00

m）の規模である。柱間は桁行2．40m、梁行では2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1017（第198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SBlO18と切りあい先行する。

形状・規模　桁行方位をNO．50Wにとる総柱建物跡である。桁行南北3間（7．80m）・梁行東西3間（6．00

m）の規模である。建物の柱間は、桁行2．60m、梁行2．00mである。
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柱　穴　円形を基本とし掘方は径約40cm、柱痕は径約20cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1018（第198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SBlO17と切りあい新しい。

形状・規模　桁行方位をN2．50Wにとる総柱建物跡である。桁行南北5間（9．80m）・梁行東西4間（6．80

m）の規模である。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約40cm、柱痕は径約20cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1019（第198回　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SBlO18の東隣に位置し、C－SBlO20と重複する。

形状・規模　桁行方位をN870Wにとる側柱建物跡である。桁行東西3間（6．50m）・梁行南北2間（4．50

m）の規模である。柱間は桁行1．50m・2．50m、梁行では2．00m・2．50mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径70cm、柱痕は径約25cmを測る。

出土遺物　柱穴P1449からは土師器鍋C－282が出土している。詳細については後述する。

C－SB1020（第198図　写真図版132）

検出状況　調査区西端中央において検出した。C－SBlO18の東隣に位置し、SBlO19と重複し新しい。

形状・規模　桁行方位をN850Wにとる側柱建物跡である。C－SHlO19の建て替えであり、基本的な規

模は変わらない。桁行南北3間（6．50m）・梁行南北2間（4．00m）の規模である。柱間は桁行約2．20m、

梁行では2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1021（第198図　写真図版141）

検出状況　C2地区において検出した。C－SBlO17の西隣に位置し、C－SBlO22と重複する。西半部分は

水田造成による削平を受け、柱穴が消失しており、全容は詳らかではない。

形状・規模　桁行方位をN50Eにとる側柱建物跡と推定される。桁行南北4間（6．20m）・梁行南北1

間（1．70m）以上の規模である。柱間は桁行1．20m・1．50m・1．80mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cm～50cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1022（第198図　写真図版132）

検出状況　C2地区において検出した。C－SBlO17の西隣に位置し、C－SBlO21と重複する。西半部分は

水田造成による削平を受け、柱穴の一部が消失しており、全容は詳らかではない。

形状・規模　桁行方位をN20Eにとる側柱建物跡と推定される。桁行南北4間（4．60m）・梁行南北2

間（3．20m）の規模である。柱間は桁行0．80m・1．00m・1．80mである。
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柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1023（第198図　写真図版132・141）

検出状況　東桁行をC地区内で、西桁行をC2地区において検出した。C－SBlO17・C－SB1018の南西側

に位置し、C－SBlO24と重複する。C－SBlO24の建て替えと考えられる。

形状・規模　桁行方位をN30Eにとる側柱建物跡と推定される。桁行南北3間（5．40m）・梁行南北1

間（2．80m）の規模である。柱間は桁行1．40m・2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1024（第198図　写真図版132・141）

検出状況　東桁行をC地区内で、西桁行をC2地区において検出した。C－SB1017・CqSBlO18の南西側

に位置し、C－SB1023と重複する。東桁行はC－SBlO23と同じ柱穴を使用しており、建て替えられたと

考えられる。

形状・規模　桁行方位をN30Eにとる側柱建物跡と推定される。桁行南北3間（5．20m）・梁行南北1

間（2．80m）の規模である。柱間は桁行1．20m・2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1025（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央において検出した。C－SBlO13の東隣に位置する。

形状・規模　桁行方位をN30Eにとる総柱建物跡である。規模は桁行南北3間（7．80m）・梁行南北2

間（3．50m）の規模である。柱間は桁行2．10m・2．60m・3．00m、梁行で1．50m・2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遣物はない。

CtSB1026（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央において検出した。C－SB1026の東隣に位置する。C－SB2001・C－SB1027と重複

し、新しい。

形状・規模　桁行方位をN50Eにとる建物跡である。規模は桁行東西4間（6．60m）・梁行南北2間（6．00

m）の規模である。柱間にはばらつきがあるが、桁行では1．80m・1．50m・2．0m・1．50m、梁行きで

は2．50m・3．50mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cm～80cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1027（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央において検出した。C－SB2001・C－SBlO27と重複し、新しい。
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形状・規模　桁行方位をN30Eにとる総柱建物跡である。規模は桁行南北3間（7．80m）・梁行南北2

間（3．50m）の規模である。柱間は桁行2．10m・2．60m・3．00m、梁行で1．50m・2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径50cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1028（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央南半において検出した。C－SBlO27の南側にある。

形状・規模　桁行方位をNOOEにとる総柱建物跡である。規模は桁行南北6間（9．40m）・梁行南北6

間（4．00m）である。柱間は桁行2．00m・1．00m・1．70m・1．70m、1．00m、梁行は各2．00mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径40cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1029（第200図）

検出状況　調査区中央南端において検出した。C－SBlO30の東側にある。

形状・規模　桁行方位をN60Eにとる側柱建物跡である。規模は桁行南北3間（6．00m）・梁行南北1

間（2．80m）の規模である。柱間は桁行2．30m・2．00m・1．70mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1030（第200図）

検出状況　調査区中央南端において検出した。C－SBlO29の西側にある。

形状・規模　桁行方位をNOOEにとる側柱建物跡であるが、北1間には間仕切りの柱穴が存在する。規

模は桁行南北4間（6．40m）・梁行南北2間（4．00m）の規模である。柱間は桁行1．80m・1．40m・1．80

m・1．40mである。梁行は1間2．0mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SB1031（第196図　写真図版132）

検出状況　調査区西北半において検出した。北桁行の柱穴3個は検出できていない。

形状・規模　桁行方位をN620Wにとる側柱建物跡である。正方形を呈し、桁行東西3間（6．30m）・梁

行南北3間（6．20m）の規模である。建物の柱間は、桁行1．80m・2．60m、梁行では2．10mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方は径約60cmである。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SA1001（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央において検出した。C－SBlO26・SB1027と重複し、新しい。

形状・規模　方位をN20Eにとる柵列跡である。規模は南北6間（8．30m）である。柱間は2．00mと

1．00mの間隔である。
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第196図　C地区第1面遺構平面詳細図（Ⅱ）
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第197図　C地区第1面遺構平面詳細図（Ⅲ）
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第198図　C地区第1面遺構平面詳細図師）
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第199図　C地区第1面遺構平面詳細図（Ⅵ
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第200図　C地区第1面遺構平面詳細図（咄
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第201図　C－SBlOOl
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第5節　C地区の遺構と遺物

柱　穴　円形を基本とし掘方径30cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SA1002（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央南半において検出した。C－SBlO28の西・南側をL字状に巡る。

形状・規模　方位をNlOEにとる柵列跡である。規模は桁行南北6間（9．40m）・梁行南北2間（4．00m）

の規模である。柱間は幾つかの柱穴を除きC－SBlO28の桁行・梁行の並びと並行しており、C－SB1028

以東の3間では1．80m・2．00m・1．70m、1．00m、2．00m・1．50mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径40cmを測る。

出土遺物　柱穴C」ブ1490からは青磁碗C－285が出土している。

C－285は青磁椀である。細く比較的低い高台をもつ。底部内面には、崩れた草花文を印花で施文する。

内外面とも青磁粕を施粕するが、底部外面（高台裏）は露胎である。龍泉窯系青磁碗で13世紀後半～

14世紀代に比定される。

C－SA1003（第199図　写真図版132）

検出状況　調査区中央南半において検出した。C－SBlO28の東側に位置する。

形状・規模　方位をN2．50Eにとる柵列跡である。規模は南北4間（7．40m）の規模である。柱間は1．20m・

1．80m・2．20m・2．20mからなる。

柱　穴　円形を基本とし掘方径25cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SA1004（第200図）

検出状況　調査区中央南端において検出した。C－SB1029・C－SB1030の北側に東西方向に位置する。

形状・規模　方位をN900Eにとる柵列跡である。規模は東西4間（13．00m）の規模である。柱間は2．50m・

3．50mからなる。

柱　穴　円形を基本とし掘方径70cmを測る。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

C－SA1005（第200図）

検出状況　調査区中央南端において検出した。C－SBlO29の東側に位置する。

形状・規模　方位をNOOEにとる柵列跡である。規模は南北3間（6．00m）の規模である。柱間は1．80

m・2．0m・2．20mである。

柱　穴　円形を基本とし掘方径70cmを測る。

井　戸

井戸はC地区において1基、C3①区において1基の計2基を検出している。

C－SE1001（第202・222図　写真図版135・169）

検出状況　C地区西半部中央において検出された石組の井戸である。
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第4章　各地区の調査

形状・規模　円形の掘り方に円形の石組み

の井側をもつ。掘り方の径約2．55m、石

組みの内径約1．2mを測る。上面から約2

mまで掘削したが、湧水が激しく、底面ま

では確認できなかった。

井戸は北側に流れ出る涙滴形の土坑

SXlO07を伴っており、柱穴群を東西に区

切る溝C－SDlO07に接続し、SK1123へと

流れだしている。

井戸は井戸に使用していた石材・濁灰色

シルトによって埋められている。

出土遺物　埋土内から15世紀代の備前焼

措鉢口緑片C－290が出土している。

C－290は備前焼捨鉢の口緑部である。口

縁部は断面三角形状を呈し、端部は上方に

つまみ上げる。内外面とも強い回転ナデ調

整。備前焼Ⅳ期相当で、15世紀代の製品

である。

C3①－SEOl

（第203・204図　写真図版147・175）

検出状況　調査区の東寄りにある。このあ

たりは遺構面の認識が不十分で、西側より

約20cm深い黄褐色シルト層上面で遺構の

検出を行っており、すぐに石組が検出され

た。

規模・形態　石組井戸である。掘形の平面

形は不整円形で約1．7mx1．5mほどの規

模をもつ。深さは約1．7mで、検出面下約

1．5mの砂礫層を掘り抜いて、探鉢状に掘

削されている。井戸枠は亜角礫～亜円礫を

1mほど乱積みして構築されており、内径

は上面で約1m、下面で約60cmである。

水　溜　底の無い結桶を使用している。残

存状態が悪いが、大きさは底径で約50cm、

口径で約65cm、高さは50cm以上あったと

推定される。底から約10cmの高さのとこ

ろに竹製のタガを回して固定されていた。

110YR3／2　黒褐色　裏込め抑0～5．0cm礫含む

0

！一　一　一　一；　　　：　　　　　　　　l

第202図　C－SElOOl
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第5節　C地区の遺構と遺物

110YR6／6　明黄褐色　中砂混じりシルト、粘性が強い

210YR5／4　にぷい黄褐色　シルト混じり砂礫　抵Ocm以下の礫含む
310YR4．5／4　にぷい黄褐色　中砂～租砂、細礫～中礫含む

410YR5．5／5　明黄褐色　シルト混じり砂礫　¢5．0cm以下の礫含む
510YR5／6　黄褐色　租粒シルト～極細砂
610YR5／4　にぷい黄褐色　柵砂、紙礫含む、粘性がある

710YR6／3　にぷい黄褐色　租粒シルト～柵砂、租砂～細礫含む、
粘性が強い

810YR5／8　黄褐色　租粒シルト～極細砂、粘性がある
910YR7／6　明黄褐色　極細砂、租粒シルト含む

1010YR6／4　にぷい黄褐色　中砂、租粒シルト含む、粘性が強い
115B6／1青灰色　中砂、租粒シルト～極細砂・

租砂～極租砂を微量に含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

－　　　　　　　　　－　　　－　‾　　　　　　　　　－　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　－　　‾

第203図　C3①－SEO1
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惚忽≡忽
C－W5

盛≡圏
C－W6

20cm

！一　一　日；　　　；　　　　　　　　！

第204図　C3（D－SEOl出土木器

桶の作りは粗雑で、間に合わせに作ったような印象を受ける。

出土遺物　井戸内から出土した土器は青磁椀の小片（C－344）などわずかである。掘形からは近世後半

の施粕陶器の小片が出土しており、井戸の構築が18世紀以降であることが判明した。

土器は青磁碗C－344がある。底部の器壁は非常に厚い。内面及び外面は高台の畳付きまで青磁粕を施粕

するが、底部外面（高台裏）は露胎である。龍泉窯系青磁碗で14世紀後半から15世紀代に埠足される。

木器では水溜に使用された結桶とその中から出土した曲物がある（C－Wl～6）。

C－Wlは結桶のタガの一部である。竹製で、幅1．5cm。側板の下端から約10cmの高さのところにある。

腐朽が著しく断片化している。その一部に刃物で刻んだ文字が認められた。「八月□日」と読める。

C－W2～W5は結桶の側板である。結桶は水溜に使用されていたもので、底板は無く側板と一段のタ

ガから成る。側板は20枚が遺存しており、C－W2－W5はその内の4枚である。

側板はいずれも上部が腐朽し、完存しているものはないが、最も長いものは約30cmが残存している。

板の幅は5－11．5cmとばらつきが大きく、厚さも2．2cm～1cmと統一されていない。概して、幅の狭い

ものは薄い傾向がある。木取りは板目もしくは迫柾である。年輪幅をみると、1mm程度の狭いものから

5mm以上の幅広いものまである。前者の中には、晩材が幅狭くあまり明瞭でないものが3枚有り、晩材

が幅広く年輪界が明瞭な他の17枚とは異なる樹種を用いている可能性がある。板は打ち害けりによって

得られており、表裏の一部をバツリもしくはケズリで整えたものが多い。側面は平滑に仕上げられてお

り、断面は台形状になるが、幅の狭い2枚は長方形の断面を呈する。下端部は鋸で垂直に切断されている。

C－W6は曲物である。側板のみで底板は無い。残存状態が悪いものの、高さ9cm、径約13cmに復元で
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第5節　C地区の遺構と遺物

きるが、楕円形となる可能性もある。厚さは2

mmとごく薄い。本体部分以外に幅3．5cmと4．2

cmの側板が2個体分伴っているため、上下にタ

ガを回していたと推定できる。いずれの側面に

も底板との結合を示す釘孔などは認められない

が、小型であることから側板をきつく締めるこ

とで底板を留めていたと考えられる。井戸の底

から出土しているため、釣瓶の可能性を考えて

おきたい。木取りはいずれも柾目である。

C－P1449（第205・222図　写真図版135）

検出状況　C地区西半部中央で検出された。

形状・規模　三角形、所謂お結び形に近い形状

である。底面はやや尖り気味に中央がくぼむ。

掘り方径約55cm、深さ約35cmを測る。調査時

には柱穴として調査したが、柱痕などは確認で

きず、土坑の可能性もある。

土坑内には周囲を径8cm前後の礫で固めて腹

径25cm前後の土師器鍋が天地を逆に据えられ

ていた。

出土遺物　埋土内から14世紀代の土師器鍋

C－282が出土した。

C－282は土師器鍋である。丸底で体部は大き

く内攣してほぼ直上に延び、頚部は直立する。

口縁端部は丸みをもつ。粘土紐巻上げ成形で、

体部外面には斜め方向の叩き目が残る。内面に

は横方向のパケ目調整を施す。長谷川分類の播

丹型Ⅲ類に相当し、14世紀後半代に比定される。

C－SK1116（第205・225図　写真図版174）

検出状況　C地区西半部中央で検出した。

形状・規模　円形を呈する。規模は径約43cm、

深さ約12cmを測る。土坑底は平坦に掘られ、

埋桶遺構などが考えられる。

出土遺物　出土した須恵器杯蓋C－337は須恵

器杯蓋である。天井部はロクロ削り後ナデを施

し、全体に扇平な器形である。口緑端部は鈍い

三角形に作りだしている。

柱穴P1449　土鳩出土状況

／

象勿勿俊詔詔彪安
土坑　C－SK1116

第205図　C－P1449（上）・SK1116（下）
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第206図　C－SK1123

－245－



第5節　C地区の遺構と遺物

集石遺構

部分的に集石をもつC－SK1123・C－SXlOOl～SXlOO4・SXlOO7～SXlO12がある。

C－SK1123　（第206・222図　写真図版136・169）

検出状況　調査区西半中央より検出した。

形状・規模　不整な菱形の土坑の先端に径10cm～20cmの亜角礫が密集していれられている。

土坑は全長約7．90m・横幅約3．30m、深さ約30cmを測る。本遺構の南端にはC－SDlO07が接続してお

り、井戸や建物群から流れる排水の流末にあたっている。

出土遺物　土師器鍋C－294・土師器椀C－295が出土している。

C－294は土師器鍋である。体部は内攣してほぼ直上に延び、頚部は直立する。口緑部は玉線状に肥厚

し、端部は上方につまみ上げる。粘土紐巻上げ成形で、体部外面には斜め方向の叩き目と指頭庄痕が残

る。口緑部から頚部内外面はナデ調整が、体部内面にはヘラナデ調整がそれぞれ施される。

長谷川分類播丹型Ⅱ類相当で、14世紀前半代に比定される。C－295は土師器椀である。体部は僅か

に内攣して、斜め上方に延びる。口縁端部は丸みをもつ。内外面とも回転ナデ調整を施し、口緑部内外

面には強い回転ナデ調整が加えられる。

集石造構群　C－SXlOOl～SX1004・SX1007～SX1011

（第207・208・221・223図　写真図版136～138・170）

検出状況　集石遺構C－SXlOOl～SXlOO4・SXlOO7～SXlOllは調査区南西端より検出された集石土坑

群である。土坑は全長が2m前後の小規模な集石土坑C－SXlOO3～SXlOllと3mを超えるC－SXlOOl・

SX1002がある。土坑群のうち、小規模なC－SXlOO4・SXlOO8～SXlOllは南北方向に一列に並んで検出

されている。また、CqSXlOO3・SX1007はC－SXlOOlとSXlO08の間にあって重複して存在している。

規模の大きなC－SXlOOl・SX1002は小規模なC－SXlOO4・C－SXlOO8－SXlOllの南東側に若干距離

を置いて位置している。

形状・規模　長楕円形もしくは隅丸長方形を呈しているものが多い。以下各土坑について述べる。

C－SX1001全長5．3m・幅3．4m・深さ60cmを測る不整な五角形の土坑である。土坑の掘り方は2段

になっており、土坑内には径10cm～30cmの集石が上半を中心に密集している。土坑下半の形状は全長

3．5m・幅2．0mの長方形である。

C－SX1002　全長3．2m・幅3．0mを測る不整な台形の土坑である。土坑は浅く、比較的南半を中心に

径10cm前後の礫が集まっている。

出土遺物　管玉C－Jlが出土しているが、前述のように重複する住居跡埋土に含まれていたものである。

C－SX1003　C－SXlO07とC－SX1008によって損壊し形状・規模は詳らかではない。全長・幅とも1．2

mを超える方形の土坑であったと考えられる。

C－SX1004　集石遺構群の北端に位置する。土坑は2段になっており、下層は全長1．9m・幅1．35m・

深さ50cmを測る隅丸長方形の土坑である。集石は上層の径1．3m、深さ25cmの円形の落ち込み内に合
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第207図　集石遺構群　C－SXlOOl～SX1004・SX1007～SXlOllI

－247－



第5節　C地区の遺構と遺物

C－SXlOOI
A 1型二坦A－

「－1－千二窒「享要塞ミ；挺三幸ニ／三

‡′‾－

1礫層　勺は0－15cm礫　間に10YR3／2　黒褐色　租砂～中砂混じり極細砂
210YR3／1黒褐色　中砂混じり細砂
310YR3／2　黒褐色　中砂含む柵砂、綺Ocm礫含む

礫層　¢3．0～15cm礫10YR3／2　黒褐色　租砂～中砂混じり極細砂
10YR3／1黒褐色　租砂～中砂混じり極細砂
10YR3／2　黒褐色　中砂～租砂、¢30～5．0cm礫含む

0 2m

！一　一　一　一；　　　：　　　　　　　　［

第208図　集石遺構群　C－SXlOOl～SX1004・SX1007～SX1011Ⅱ

まれ、径10cmの集石が密集した状態で検出されている。

C－SX1007　C－SXlOOlとC－SXlO03と切りあい新しい。全長2．2m・幅1．1mを測る。形状は西端が

やや尖った不整な矩形の土坑である。土坑は浅く、礫は少ない。

C－SX1008　C－SXlO03と切りあい新しい。全長2．0m・幅0．95m・深さ20cmを測る不整な長楕円形

の土坑である。箱形の断面形状を呈しており、底面は平坦である。集石は上層に入っており下層へ落ち

込んだ状態で検出されている。集石は径10cm前後の礫を多く使用している。

C－SX1009　C－SX1008の北隣に位置する。全長1．7m・幅0．70m・深さ20cmを測る平行四辺形の土

坑である。土坑底面は平坦になっており、集石は上層に主に入り、下層へ落ち込んだ状態で検出されて

いる。集石は径10cm前後の礫を多く使用している。

C－SXlOlO C－SXlO09の北隣に位置する。土坑は2重になっており全長2．2m・幅0．7m・深さ18cm

を測る隅丸長方形の土坑に、全長1．5m、幅0．7m・深さ30cmの礫を含んだ隅丸長方形の土坑が掘り込

まれた状態である。土坑の上層に径10cmの集石が密集した状態で検出されている。

C－SX1011C－SXlO04の南隣に位置する。土坑は2重になっており、下層は全長1．8m・幅1．0m・

深さ15cmを測る隅丸長方形の土坑に、全長1．5m、幅0．8m・深さ40cmの礫を含んだ隅丸長方形の土
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110YR2／2　黒褐色　中砂混じり細砂、
¢0．5～1．0・3．0－10cm礫をまばらに含む

210YR3／1黒褐色　中砂一価砂混じり極細砂、
¢1．0－3．0cm礫含む

3　礫層10YR3／1黒褐色　細砂混じり極細砂、
4）15cm以上～最大30cm大礫

4　礫層10YR3／1黒褐色　柵砂、抵0～10cm礫
510YR2／2　黒褐色　中砂～細砂混じり極細砂、

ミここフ∠－「

¢0．5cm磯含む
610YR3／2　黒褐色　中砂混じり細砂、4）0．5cm礫含む
710YR1．7／1黒色　細砂～中砂、¢1．0cm礫含む
810YR4／2　灰黄褐色　細砂～中砂

第209図　C－SX1012

坑が掘り込まれた状態である。土坑の上層に径10cmの集石が密集した状態で検出されている。

出土遺物　C－SXlOOlから丹波焼嚢C－311・瓦質土器火舎C－312が出土している。

丹波焼嚢C－311は体部上半が内傾する算盤形を呈すると考えられる。粘土紐巻上げ成形で、内外面

ともヨコナデ調整を施す。外面には胡麻状の灰被りが見られる。

瓦質土器火舎C－312は平底で底部に脚をもつと考えられる。体部は直線的に僅かに外傾して斜め上

方に延びる。底部外面下位に麓状の凸帯を貼り付ける。内外面ともヨコナデ調整を施す。近世の所産と
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第210図　C－SX1006（上）・SX1005（下）
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第4章　各地区の調査

考えられる。

C－SXlOlOからは、施粕陶器皿C－313が出土した。器壁は比較的厚く、底部は碁笥底状に浅く削りだ

す。内面に灰粕を施和し、明褐灰色に発色する。外面は露胎で赤褐色を呈する。内面には砂目跡が5箇

所認められる。肥前系唐津の製品で17世紀前半代の時期が考えられる。

性　格　これらの集石遺構からはほとんど遺物がなく、時期等を明確にすることは難しいが、形状・規

模からC－SXlOO3～C－SXlOllは近世に入る集石土墳墓群の可能性が考えられる。

C－SX1012（第209・222図　写真図版139・170）

検出状況　調査区東半中央より検出した集石遺構である。

形状・規模　不整な五角形の土坑に径20cm～40cmの亜角礫が密集していれられている。

土坑は全長約5．90m・横幅約4．80m、深さ約80cmを測る。土坑は上下2層に分かれ、上層には約

40cmの厚さで礫が密集しており、下層には長軸3．0m・短軸2．25m・深さ20cmの土坑が掘られている。

出土遺物15世紀前半代を中心とした遺物が出土している。土師器皿C－302、土師器鍋C－303、無粕

陶器鉢C－306、須恵器鉢C－307を図示した。また、砥石1点（C－S9）を図示した。

土師器皿C－302は非ロクロ成形で、器壁は比較的厚い。平底で、体部は僅かに内攣気味にほぼ直上

に延びる。内外面にヨコナデ調整を施す。底部外面に布目圧痕が観察される。

土師器鍋C－303は内外面とも強いヨコナデ調整を施す。長谷川分類の播丹型鍋の破片と考えられ、

15世紀代に比定される。C－304は土師器鍋である。体部は直線的に斜め上方に延び、口縁端部は丸み

をもつ。粘土紐巻上げ成形で、内面から口縁部外面はヨコナデ調整を施す。体部外面は未調整で斜め方

向の叩き目が残る。長谷川分類鉄かぶと形I類に相当し、15世紀前半代に比定される。C－305土師器

鍋もしくは措鉢である。体部は直線的に斜め上方に延び、口縁部は断面台形状を呈する。粘土紐巻上げ

成形で、内面から口緑部外面はヨコナデ調整を施す。また、体部内面には横方向のパケ目調整が認めら

れる。体部外面は未調整で斜め方向の叩き目が残る。

無粕陶器鉢C－306は口縁部を内側に引き出す。粘土紐巻上げ成形で、口緑部内外面に強いヨコナデ

調整を施し、体部内面には横方向のパケ目調整を加える。形態的に東播系須恵器鉢に類似する。

須恵器鉢C－307は体部は僅かに内攣して斜め上方に延び、外面の口縁部と体部の界は強いヨコナデ

調整によりやや窪む。口縁部はやや肥厚し、玉線状を呈する。東播系須恵器魚住窯赤根川支群の製品で

14世紀後半～15世紀前半代の製品である。

白磁碗C－308は底部器壁が非常に厚く、底部外面はト巾状に削り残す。高台は比較的幅が広く低い。

体部は内攣して斜め上方に延び、口縁部は外反する。内面の底部と体部の界に沈線1条が廻る。内外面

とも透明粕を施し、外面の高台脇以下は露胎。森田分類白磁碗C類に相当し、15世紀代に比定される。

青磁C－310は青磁皿もしくは盤の破片である。底部の器壁は非常に厚い。高台は欠失する。底部内

面に崩れた草花文を印花で施文する。内外面とも施粕するが、底部外面は露胎である。龍泉窯系青磁皿

もしくは盤で14世紀代の製品と考えられる。

丹波焼嚢C－309は日録部は水平に外方に開く。口縁部内面に沈線が1条廻る。粘土紐巻上げ成形で内外

面とも強いヨコナデ調整を施す。長谷川分類嚢B－2類に相当し、15世紀末～16世紀前半代に比定される。

C－S2は砥石もしくは石皿と使用されたと考えられる製品である。表面及び側面の一部が残る。残存

長約14．02cm・幅約14．31cm・厚さ約3．85cm・重量901．4gを測る。

－　251－



第5節　C地区の遺構と遺物

大型土坑

土坑は先述した小規模なC－SK1116以外に大型土坑を3基図示できた。何れも性格は不明である。

C－SX1006（第210図）

検出状況　調査区西半中央より検出した土坑である。

形状・規模　不整な隅丸方形の土坑である。全長約3．35m・横幅約2．70m、深さ約40cmを測る。断面

形状は皿状を呈し、土坑底は平坦である。

出土遺物　図示できた出土遺物はない。

性　格　土坑は人為的に埋められたと考えられるが、性格・用途は不明である。

C－SX1005（第210図）

検出状況　調査区西半中央より検出した。C－SXlO06の北方に位置する。

形状・規模　不整な五角形の土坑である。全長約3．75m・横幅約2．90m、深さ約25cmを測る。断面形

状は皿状を呈し、土坑底は凹凸をもつ。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

性　格　土坑底から径40cmの柱穴が4個検出されている。土坑に伴う、もしくは先行すると考えられ

るがどちらかは判断できない。土坑の性格・用途は不明である。

C－SK1094（第187図・写真図版125）

検出状況　調査区東半中央付近において検出した。C－SX2017と切りあい新しい。

形状・規模　平面形状は隅丸方形に近い楕円形である。長軸2．80m・短軸2．55m、深さ25cmを測る。

底面は平坦ではなく南東側へ傾きをみせている。

出土遺物　図示できる出土遺物はない。

C2－SK35（第211図　写真図版143）

検出状況　SH02の北側に位置する方形状の土坑で、中央付近を南北に撹乱が走る。

規模・形態　方形状を呈し、東西3．1m、南北3．2m、深さは40cmであり、土坑の中では大型のものである。

土坑の中や周囲にいくつかのピットがある。土坑との関係は明らかではないが、新しいものが大半である

と思われる。西辺中央のピットのように埋土の状況から土坑に伴うと考えられるものもあるようである。

埋　土　黒色土を主とする1～3層を基本とする。最上層の1層には焼土粒や炭化物が多く含まれてい

る。なお、南北断面の北端では黒褐色土が小さな単位で堆積している。

出土遺物　須恵器嚢や土師器などの破片とともに、天目茶碗の口縁部小片と丹波焼嚢の底部破片が出土

している。天目茶碗は胎土が赦密であることから輸入陶器と考えられる。また、丹波焼嚢は底部が左回

りの輯櫨作り、体部は紐作りで外面には指オサエの跡を残す。輯櫨からの切り離しのため、底部外面に

は溶いた灰を被せている。天目茶碗や丹波焼の特徴などから14～15世紀の時期が考えられる。

C3①－SXOl（第212図　写真図版148）

検出状況　C3①－SXOl～C3①qsx03の3基の土坑が比較的近い位置にある。
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110YR2／2　黒褐色　極細砂～細砂、焼土粒および炭を多く含む
210YR3／2　黒褐色　細砂、¢1．0－3．0cmの礫を多く含む
310YR2／1黒色　極細砂～細砂、¢1．0－3．0cmの礫を多く含む、

¢10cmの礫をわずかに含む
3’10YR6／4　にぷい黄橙色粒をわずかに含む
410YR3／3　暗褐色　極細砂～租砂（柱穴か？）
510YR3／3　暗褐色　糸田砂（10YR6／4　にぷい黄橙色粒を多量に含む）
610YR2／2　黒褐色　細砂（10YR6／4　にぷい黄橙色粒を多量に含む）

810YR2／2　黒褐色　極細砂～細砂
910YR3／2　黒褐色　極細砂～柵砂
10　＝4（柱穴か？）
1110YR2／2　黒褐色　極細砂

710YR3／2　黒褐色　極細砂～細砂（10YR6／4　にぷい黄橙色粒をわずかに含む）

第211図　C2－SK35

2m

」　　L＿Li i　　　　　　　　　［

規模・形態　平面形は歪ながら長方形状を呈するが、底面は平坦には掘削されておらず、凹凸が多い。

長さ2．2m、幅1．1m、深さ30cmを測る。

埋　土　2層に分かれるが、黒色土を主としており顕著な相違は無い。

出土遺物　遺物は出土しなかった。

C3①－SXO2（第212図　写真図版148）

規模・形態　平面形は不整円形を呈し、鉢状に掘削された土坑である。中央から少し西に寄った部分が

深く掘削されている。規模は長径2．2m、短径2．1m、深55cmを測る。

埋　土　3層に分かれるが、黒色土を主としており顕著な相違は無い。
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C－SXOl

』－ 一一‾二‾‾三二二

141．4m

去l三一

110YR17／1黒色　中細砂質シルト、¢20cm以下礫含む

210YR2／1黒色　中細砂質シルト、絃Ocm以下礫含む　直Ocm以下礫多い

310YR3／1黒褐色　中細砂質シルト、抑Ocm以下礫含む

0

二　二ノ！‾

10YR2／1黒色　中細砂混じりシルト

10YR17／1黒色　中細砂混じりシルト

10YR2／1黒色　中細砂混じりシルト

10YR17／1黒色　中細砂混じりシルト、

¢50cmまでの礫多く含む

141．2m

10YR3／1黒褐色　中細砂質シルト、組Ocm以下礫含む

10YR2／1黒色　中細砂質シルト、姐Ocm以下礫含む

10YR2／1黒色　中細砂質シルト、郎Ocm以下礫含む

10YR2／1黒色　シルト混じり細砂

25Y5／2　暗灰黄色　中細砂質シルト

2．5Y7／3　浅黄色　シルト混じり租中細砂
の3つが互層状に堆積

510YR2／1黒色　中細砂質シルト、4，20cm以下の礫密につまる

610YR2／1黒色　中細砂質シルト、¢20cm以下の礫密につまる
4m

第212図　C3①－SXOl～SXO3

出土遺物　遺物は出土しなかった。

C3①－SXO3（第212・224図　写真図版148・175）

規模・形態　平面形は楕円形を呈し、逆台形状に掘削された土坑である。長径1．5m、短径1．3m、深

さ90cmを測る。

埋　土　土坑の中央部に扇平な角礫が集積されており、特異な埋土の状況を示す。礫の埋まり方から柱

の抜き取りように、中心部分を抜き取った所に礫を詰め込んでいると考えられる。

出土遺物　土師器の小皿や鍋などが出土している（C－345～C－347）。

土師器皿C－345は土師器皿である。ロクロ成形である。底部は平底で、体部は僅かに内攣して斜め

上方にのびる。底部内面には煤が附着し、墨書が見られる。

土師器鍋C－346は土師器鍋である。体部は大きく内攣し、口緑部は外方にひらく。粘土紐巻上げ成形で

口縁部内外面には強いヨコナデ調整が施される。体部外面は未調整で、斜め方向の平行叩き目が残る。ま

た、体部内面には指頭庄痕が認められる。長谷川分類播丹型Ⅲ類相当で、14世紀後半代に比定される。

土師器ひょうそくC－347は土師器のひょうそくである。短い脚部をもち、皿部に内面は指オサエに

より、深く窪む。ロクロ成形で内外面とも回転ナデ調整を施す。

溝状遺構

C－SD1006・1007（第198・199・214図　写真図版132・176）

検出状況　調査区西半中央部を東西に走る。2本の溝は約2mの間を空けて同一方向に流れている。

形状・規模　SDlO06は検出全長8．5m・幅1．2m・深さ約10cmを測り、西側は調査区外へと延び、農

道によって損壊消滅している。東側は方形の溜まりとなっており、SDlO07とは意図的に間隔が空けら

れていたと考えられる。

－254－



第4章　各地区の調査

：こ三

∴

第213図　畠状遺構
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第5節　C地区の遺構と遺物

SDlO07は、全長20m・幅1．0m・深さ約10cmを測る。西端は先が細り、東側へと幅・深さを増してゆく。

先述した如く、SElOOlから流れ出したSXlO07と合流しており、排水溝の機能が存在したと考えられ

るが、SDlO06との配置から推して、建物群を限る機能を有していたと考えたい。

出土遺物　C－SD1007では土師器皿C－315・無寒由陶器C－318を図示した。

C－SDlO07より出土した土師器皿C－315は非ロクロ成形の土師器皿である。平底で体部は内攣気味に

ほぼ直上に延びる。内外面ともヨコナデ調整を施す。

無和陶器壷　C－318は、頚部は直立し、口縁部は玉縁状に

肥厚し、端部は内側に引き出す。内外面ともヨコナデ調整

を施す。丹波焼と考えられる。

C－SDlO06からは石製品一砥石が2点・金属製品1点が

出土している。

C－S4・S3は共に砥石と考えられる。

C－S4は直方体の一辺が摩滅もしくは破損しクサビ形と

なった砥石である。全面を使用している。重量は46．1g

を測る。

C－S3は直方体の砥石である。全長9．5cm・幅4．9cm・厚

さ2．0cm・重量170．15gを測る。

C－M3は不明鉄製品である。一端は長方形を里し、断面

〔

口
0　　　　　　　　　　　　10cm

の！一　一　日；　　　！

第214図　C地区（鉄器）

形が卵形を呈すること、また、茎子状の鉄片が中に入るこ

とから、刀子もしくは小柄の柄片と考えられる。但し、刃部は確認できないことから推定の城をでない。

幅は約1．5cm・厚さは4．5mmを測る。

畠状遺構（第213・221・223図　カラー図版16　写真図版139・171）

検出状況　畠跡は調査区中央部を中心に西半部よりに検出されている。

形状・規模　畠跡は畝間の溝を100条以上検出している。これらは検出位置から大きく、南から畠跡A・

畠跡B・畠跡Cにわけることができる。このうち、畠跡A・畠跡Cは溝幅が約0．4～0．5m、港間の距

離が約0．2mである。これに対して畠跡Bでは溝幅が約0．3m、港間の距離は約1mを測り、南北約10m・

東西1mの単位で長方形の区画が検出できた。

出土遺物　畠状遺構に伴う溝SDlOO7・SD1013内から土師器皿C－315、施粕陶器鉢C－314、無粕陶器

壷C－318が出土している。

また、管玉未製品C－J2が出土しているが、古墳時代のものである。全長1．4cm、径9．5mmで、11角

柱状を呈し、孔は両端から穿たれ始めているが、貫通していない。深緑色で5G4／2、碧玉製と思われる。

各柱穴内の出土遣物（第214・222図　写真図版168・176）

C－P1795　C－276は瓦器椀の口緑部である。口縁端部は尖り気味に収める。外面にはヨコナデ調整が

内面には横方向のミガキが加えられる。

C－P1763　C－277は須恵器椀である。体部は内攣気味に斜め上方に延び、口縁端部は丸みをもつ。内
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第4章　各地区の調査

外面とも回転ナデ調整を施す。内外面に自然粕が掛かる。東播系須恵器椀で13世紀前半代に比定される。

C－P1108　C－278は須恵器椀である。幅の広い比較的低い高台をもち、体部は内攣気味に斜め上方に

延びる。口緑部は僅かに外方にひらき、端部は丸みをもつ。内外面とも回転ナデ調整を施し、口緑部に

は強い回転ナデ調整を加える。色調は灰白色を呈する。

C－P2270　C－279は土師器椀の底部である。平底で器壁は比較的厚い。底部内面には1段段をもつ。

ロクロ成形で内外面とも回転ナデ調整を施す。

C－P1493　C－280は無粕陶器の鍋である。頚部は直立し、口縁部は玉線状に肥厚する。長谷川分類播

丹Ⅲ類に形態的には酷似する。

C－P1560　C－281は須恵器鉢である。体部は直線的に斜め上方に延び、口縁端部は上方につまみ上げる。

内外面とも回転ナデ調整を施す。東播系須恵器魚住窯の製品で14世紀後半代に比定される。

C－P1822　C－283は土師器鍋である。比較的器壁は厚い。丸底で体部は内攣してほぼ直上に延びる。

口緑部は外方にひらき、口緑端部は丸みをもつ。体部外面上面には縦方向の、下面には斜め方向の租い

パケ目調整をそれぞれ施す。体部内面には横方向の粗いパケ目調整を施す。

C－不明ピット　C－284は青磁椀である。底部の器壁は非常に厚い。底部内面には草花文を印花で施文

する。内外面とも青磁粕を施和し、オリーブ灰色に発色する。底部外面（高台裏）の粕は中央部を残し

て輪状にかきとる。龍泉窯系青磁碗で15世紀代に比定される。

C－P1597　C－286は青磁皿である。平底で比較的低い高台をもち、体部は緩やかに斜め上方に立ち上

がる。内面にヘラ状工具で草花文を施文する。内外面とも青磁粕を施和し、底部外面の中央部は露胎と

なっている。露胎部は暗赤褐色を呈する。龍泉窯系青磁劃花文皿で、13世紀代の製品であろう。

C－P1171土師器竃C－335は土師器竃の鍔部分の破片である。鍔内側には指押さえ痕、外面には狙い

パケ目が部分的に残っている。

CqP1532　C－M2は、残存長12．0cm、身部8．5cmを測る、身部の長い墓箭形の銑鉄である。

C3①tpO6（第224図　写真図版175）

土師器鍋　C－339は土師器鍋である。体部は僅かに内攣してほぼ直上に延びる。頚部は直立し口緑端部

は小さい玉線状に肥厚する。内外面ともヨコナデ調整を施し、体部外面は未調整で横方向の平行叩き目

が残る。長谷川分類の播丹型Ⅲ類に相当し、14世紀後半代に比定される。

須恵器蜜　C－340は須恵器嚢である。口緑部が大きく外方に開き、口縁端部は側面に端面をもつ。口縁部

上面に凹線を1条巡らせる。粘土紐巻上げ成形で、口緑部の内外面に強い回転ナデ調整を施す。体部外画
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は未調整で斜め方向の平行叩き目が残る。東播系須恵器嚢で12世紀後半～13世紀前半代に比定される。

丹波焼蜜　C－341は丹波焼嚢である。体部は内傾し、口緑部は大きく外方にひらく。口緑端部は下端を

下方に引き出す。粘土紐巻上げ成形で内外面とも強い回転ナデ調整を施す。長谷川分類嚢B－1類に相

当し、13世紀後半～14世紀前半代に比定される。C－342は丹波焼嚢である。体部は大きく「く」の字

状に屈曲し、算盤玉状を呈する。口緑部は大きく外方にひらく。口縁下端部は下方につまみ出す。粘土

紐巻上げ成形で、口緑部内外面に強い回転ナデ調整を施す。体部外面上半全面に灰被りが見られる。長

谷川分類嚢B－1類に相当し、13世紀後半～14世紀前半代に比定される。

C3（D－P5　C－343は瓦質土器火鉢である。体部は内攣し、口緑部は上面に水平に端面をもつ。口縁端

部は内側に引き出す。

C3①－P22　C－350は須恵器杯である。平坦な底部と体部の境に外側に踏ん張る細い高台が付く。

土壌出土の遣物（第222図　写真図版169）

C－SK1113　C－291は土師器皿である。非ロクロ成形で器壁は比較的厚い。平底で体部はほぼ直上に

延びる。口縁端部は尖り気味に収める。内外面ともヨコナデ調整を施す。

C－SK1035　C－293は土師器鍋である。体部は斜め上方に延び。口縁端部は丸みをもつ。粘土紐巻上

げ成形で、体部外面には斜め方向の平行タタキ目が残る。内外面ともヨコナデ調整を施す。長谷川分類

の鉄かぶと形Ⅲ類相当と考えられ、15世紀後半～16世紀初頭代に比定される。

C－SK1091C－296は土師器鍋である。体部は直線的に斜め上方に延び、口緑端部は断面楕円形状に

肥厚する。粘土紐巻上げ成形で、体部外面には斜め方向の平行叩き目が残る。内面から体部外面は強い

ヨコナデ調整を施す。長谷川分類鉄かぶと形Ⅱ類相当で、15世紀中頃に比定される。C－297は丹波焼

嚢の口縁部である。口緑部はほぼ水平方向に大きく外方にひらき、内面に段をもつ。内外面とも強いヨ

コナデ調整を施し、内面自然粕が附着する。長谷川分類嚢B－2類相当で、15世紀前半代に比定される。

C－SK1041C－298は型作り成形のミニチュア土製品である。外面に亀甲文を型押しで施文する。近

世後半の所産であろう。

C－SK1091C－300は小天日椀の底部である。高台は浅い内反高台で、内面には鉄粕を施し、外面は

露胎である。胎土、形態の特徴から、近世後半の瀬戸・美濃産の製品と考えられる。

C－SKC1115　C－301は染付磁器碗蓋である。色調は青味を帯びた灰白色を呈し、外面にはやや淡い呉須

で丸文を、内面には界線1条と草花文を措く。18世紀後半～19世紀前半代の肥前系の製品と考えられる。

C－SK1054　C－336は土師器竃の焚き口部分の破片である。天井部内に近い破片である。内側にはヘ

ラ削り痕、外面には鍔との接合部が剥離痕跡となって残っており、租いパケ目が部分的に残っている。
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溝出土遣物（第223図　写真図版171）

C－SD1013　C－314は施粕陶器鉢である。体部は直線的に斜め上方に延び、口縁部は水平に外方に折

り曲げる。内面の口緑部と体部の界に凹部をもつ。内外面とも灰粕を施粕するが、全面に灰被りが見ら

れる。瀬戸系陶器で14世紀代に比定される。

包含層（C地区）出土遣物（第215～218図　写真図版150・163～167）

弥生時代の土器

嚢　C－177～180は弥生時代の嚢である。C－177は「く」字形に外折する短い口縁部を有し、体部上半

に櫛措波状文を2段に施す。口径20．6cmで、弥生時代中期の所産である。C－178も「く」字形に外折

する口緑部で、体部最大径は18．9cm、口径は19．5cmを測る。中期の土器であろう。C－179は外傾する

口縁端面を有し、2条の凹線文を施す。端部は下方に拡張している。口径15．8cmで、後期前半の土器

である。C－180は口緑端部を上部に拡張ことにより受け口状になったもので、端部外面に3条の凹線を

施す。体部内面のヘラ削りは口縁部との境にまで及んでいる。後期末頃と思われ、口径は22．0cmを測る。

壷　弥生時代の壷はC－181・182の2点である。C－181は口緑端部を下方に拡張し、端面にヘラ措きの

斜格子文を施す。口径28．1cmで、中期中頃の広口壷である。C－182は直口壷の口縁部で、端部は欠損する。

長頚であるが、長さはわからない。頚部の径は10．0cmで、後期の所産と思われる。

高　杯　C－183は丹波・丹後系の口縁部が屈曲する高杯口緑部である。端部外面には5条の擬凹線を施

し、全面をヘラ磨き調整している。口径は25．0cmを測り、端部付近の器壁が薄く、屈曲することから、

庄内期頃と思われる。

器　台　C－184は口縁端部を上方に湾曲させ、下部に粘土紐を貼り付けることによって上下に拡張して

いるように見せる口緑部で、拡張下部には擬凹線を3条めぐらせる。内外面ともヘラ磨き調整で、口径

は23．8cmである。庄内期の所産であろう。

高　杯　脚柱部のC－185は中空で、径4．8cmである。中期後半～後期初頭と思われる。

底　部　C－186～191の6点は底部である。C－186は径11．3cmの平底からあまり開かない体部へと続く。

内外面ともパケ調整の後、外面にヘラ磨きを加えている。中期前半の可能性が高い。中期後半と思われ

るC－187は底径6．0cmで、内面はヘラ削り、外面はヘラ磨きである。C－188は後期前半と思われ、底部

は凹面をなす。底径5．1cmで、外面パケ、内面はエビ押さえと削りのようである。後期後半の可能性が

高いC－189・190は底面がわずかに凹面で、底径はそれぞれ6．2cm、5．6cmである。C－191は有孔の底部で、

焼成前に穿孔している。尖底に近く、庄内期の所産であろう。

古墳時代の土器

土師器

蜜　C－192は庄内嚢の影響を受けたものと思われ、口縁端部は跳ね上げ状に近い。口径18．0cmである。

C－193は布留型嚢で、布留1に相当するようである。口径18．0cm、肩部外面のパケは横方向である。

C－194も布留型口縁部に近いが、日録部の角度が異なる。口径12．8cmである。C－195は端部をさらに

外反させる口緑部で、端面は窪んでいる。口径21．0cmで、内面のヘラ削りは口縁部境にまで及んでおり、

前期のものである。C－196も端部のみさらに外反させる口緑部であるが、C－195と異なり、端部は丸い。

時期的にやや降るものであろう。口径は15．2cmである。C－197は口径15．6cmで、口緑部は端部付近で
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第216図　C地区包含層出土土器（2）
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内傾気味となる。口径15．6cmを測る。C－198は外反気味に外上方にのびる日録部で、径22．5cm、端部

は丸い。C－199は口緑部の器壁がやや厚くなり、外反するもので、口径は22．5cmである。C－200・201

は直口気味の口緑部で、体部の肩部が張らないものである。C－200は口径13．1cm、C－201は口径11．1

cmである。C－202は口緑部器壁が厚く、短く外反する口緑部で、後期と思われる。口径24．3cmの大型

品である。C－203は丸い体部と短く外反する口縁部を有する。口径13．8cmを測る。

鉢　口径27．7cmを測る大型のC－204は、内外面パケ調整で、体部最大径28．5cmを測る。

甑　C－205は嚢の可能性もあるが、把手が付いていた痕跡があることから、甑とした。口縁部は単純に

外反し、端部は丸い。肩部が内傾することから、甑としてはやや疑問が残る。口径29．7cmの大型品である。

C－206は口径21．3cmで、口緑部は少し外反する。体部には把手が付き、内面はヘラ削り調整である。

台杯鉢　C－207は高杯のような形態で、付部内外面をヘラ削りしている。口径14．0cm、杯部深5．8cm

程度で、器高は12．5cm、脚端径は10．2cmである。C－208～210の杯部は内湾し、同様の形態である。

C－208の口径は16．0cmで、内面は板ナデとナデである。外面に粘土紐接合痕が多く残る。C－209は内

外面パケ調整を施し、口径は15．9cmである。口径17．8cmと大きいC－210も内外面パケ調整である。

高　杯　有稜高杯はC－211～217の7点を示し、椀形杯部のものはC－218～225の8点を示した。

C－211は器高11．0cmと低いが、口径は20．2cmと大きい。杯部深は4．2cmである。脚部は「ハ」字形に

大きく開き、脚端径13．0cmで端部は丸い。C－212も口径21．4cmと大きな杯部で、杯部探5．3cm程度である。

外面は有段に近い。C－213は口径14．7cm、器高12．0cmで、杯部探は5．7cmと口径に比して深い。脚端径

は8．7cmである。Cq214もC－213に近い形態であるが、口径16．2cm、杯部深5．0cmとやや浅い。C－215

は稜が鈍く口緑端部は外反する。口径15．4cm、杯部深4．0cmで内外面パケ後ナデ調整である。C－216は

さらに稜が鈍く、ほとんど看取できない。口緑端部は外反する。口径15．4cm、杯部深は4．6cm以上であ

る。C－217は口緑端部を欠損するが、大きく開く杯部で、有段に近い形態である。

椀形のC－218は口緑端部が外反し、口径15．6cmで杯部深3．7cmとやや浅い。杯部内面にはヘラ磨きを放

射状に施す。外面もヘラ磨き調整である。C－219もC－218と同様の形態で、口径15．8cmを測る。C－220は

杯部深3．8cm、口径14．5cmで、口径に比してやや深い杯部である。口緑部は端部付近で外反する。C－221

～225の5点は口縁部が外反しない椀形杯部である。C－221は口径14．3cm、杯部深4．3cmとやや深い。

C－222は口縁端部が欠失しているため口径等は不明である。また、磨滅により調整も不明である。C－223

は口径14．8cmであるが、杯部深は不明である。C－224は口径13．9cm、杯部深3．5cmを測る。外面杯下部は

パケ調整であるが、その他は横ナデ調整となっている。C－225は口径11．9cm、杯部深5．2cm以上である。

杯　C－226・227は杯で、C－226は口径11．8cm、残存高3．8cmである。口縁端部付近で外反し、体部外

面はヘラ削り調整である。C－227は外反しない口緑部で、端部も丸い。口径13．0cmで、口緑部は底部

から大きく曲折しているようである。

脚　部　脚部はC－228～234の7点を示した。C－228は脚端径15．0cmを測り、外反しながら大きく「ハ」

字状に開く。端部は尖り気味であるが、丸い。内面はヘラ削り調整。C－229は屈曲気味に外反する脚部で、

内面はヘラ削り、脚端径は9．9cmである。端部は丸い。C－230も屈曲気味に外反する脚部で、内面はヘ

ラ削り。脚端径は9．9cmを測る。C－231は大きく外反する脚部で、脚端径9．4cm、端部は丸い。C－232

は中空の脚柱部で、器壁も厚い。脚裾・杯部共に欠失しているため、詳細は不明である。C－233は中実

の脚柱部で、外面パケ後へラ磨き、内面はヘラ磨きである。上下とも欠失するため詳細不明となってい

る。C－234は脚端部の小片であるが、端部内面に布目が認められる。その上部はヘラ削りである。端部
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第217図　C地区包含層出土土器（3）
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第218図　C地区包含層出土土器（4）

付近の厚みは減じている。小片のため、径は不明である。

壷　土師器壷は3点を図示した。C－235は球形体部のみの破片である。外面はヘラ磨きで、橙色のスリ

ップを塗布している。胴部最大径は12．6cmである。C－236の小型壷は、口径5．0cm、胴部最大径7．8cm

を測る。残存高6．4cmである。C－237は鉢または嚢のような形態である。短く外反する口緑部を有し、

口径は9．8cm、底部は丸く、胴部最大径10．9cmを測る。外面は板ナデとパケ、内面はヘラ削り調整である。

製塩土器　C－238・239はコップ形の製塩土器である。小片のため口径等は不明である。

須恵器

杯　蓋　須恵器杯蓋はC－240－247の8点を示した。C－240は口径12．0cm、天井部と口縁部の境の稜

は鋭く、口緑端部は凹面をなす。TK－47型式期頃であろう。C－241は口径12．0cmで、口縁端部が外反

し、端面は内傾する凹面である。天井部との境の稜はやや鈍い。TK－10型式期頃と思われる。C－242

は内湾する口縁部で、端部は内傾する凹線状になっている。天井部境との稜は鈍い。口径11．9cmで、

TK－10型式期頃であろう。C－243は口緑端部を欠損するが、口径11．5cm程度であろう。天井部は丸く

口縁部境の稜は鈍い。口径は小さいが、TK－10型式期と考えている。C－244は口縁部のみの破片で、

口径14．5cmと大きい。形状からMT－15型式期頃と思われる。C－245は口緑端部が丸く、天井部境の稜

もあまい。口径12．7cm、器高4．5cmで、天井部外面には「－」形のヘラ記号が措かれている。MT－85

型式併行期と思われる。C－246は口径12．1cm、器高3．7cmで、口縁部と天井部の境には鈍い稜がある。

ノ

∈∃＝1＿269

二二二二＿

第219図　C2地区柱穴・包含層出土土器
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口縁部は外反気味で、MT－85～TK43型式期であろう。C－247は口径13．8cmで、口縁端部は丸い。口

縁部と天井部の境に凹線がめぐる。TK－10型式期である。

杯　身　C－248は口径9．6cmと小さく、たちあがり端部に面をもつ。TK－47型式期と思われる。C－249

は口径10．9cm、器高5．1cmを測る。たちあがり端部は内傾する面をもつ。MT－15型式期と考えている。

C－250は口径11．8cmで、C－249同様にたちあがり端部は内傾する面をなす。同じくMT－15型式期であ

ろう。C－251は内傾するたちあがり端部はやや丸い。口径11．0cmで、TK－10型式期と思われる。C－252

も口径は不明だが、同じ特徴を示す。C－253は口径10．9cm、器高は4．5cm程度で、外反しながら上方に

短くのびるたちあがり部であることから、MT－85型式併行期である。C－254はたちあがり端部を欠損

するが、体部の形態からMT－85型式併行期と思われる。C－256は口径12．7cm、器高3．5cmで、底面は

ヘラ切りの平底である。C－257は口径11．6cm、器高3．1cmで、底面はへラ削りである。C－256・257は

ともにTK－217型式期である。C－258は口径18．0cmを測る大型の杯身で、器高は3．9cm。受け部・たち

あがり部の形態から、TK－217型式期と思われる。C－259は受け部とたちあがり部の高さがほとんど変

わらない。TK－217型式期新段階で、口径13．9cmである。

C2地区包含層出土遺物（第219図　写真図版167）

須恵器杯蓋Cq271は口径13．3cm、器高3．4cmで、天井部外面はヘラ切りとなっており、TKq217型式期。

C－272も同時期の須恵器皿で、口径15．7cmを測る。C－273は弥生後期初頭の嚢口縁部で、3条の凹線をめ

ぐらす。C－274は後期末頃の嚢で、口緑部は肥厚しない。C－275の椀形高杯は古墳時代中～後期である。

平安時代以降の遣物（第223図　写真図版171）

土師器椀　C－316は平底で体部は直線的に斜め上方に立ち上がる。底部内面に凹部をもつ。内外面とも

回転ナデ調整を施す。

施相陶器蓋　C－317は口緑端部を下方に引き出し、体部は直線的に斜め上方に延びる。上面に環状のつ

まみをもつ。体部外面に沈線を3条施す。内外面とも灰粕を施し、つまみの上端部及び内面に中央部の

粕はかきとる。瀬戸・美濃系の製品で19世紀前半代に比定される。

土師器皿　C－319は非ロクロ成形の土師器皿である。器壁は比較的厚く、体部は内攣気味に斜め上方に

延びる。内外面ともヨコナデ調整を施すが、指頭庄痕が残る。

無柚陶器鍋　C－320は頚部は直立し、口緑端部を僅かに水平方向に引き出す。内外面とも強いヨコナデ

調整を施す。このタイプの無寒由陶器鍋は形態的には長谷川分類播丹塑鍋に酷似し、北播磨から丹波地域

に広く分布する。また、生産地としては、丹波焼三本峠北窯で類品が出土している。C－321は無寒由陶器

鍋である。頚部は直立し、口緑部は外方に引き出す。内外面とも強いヨコナデ調整を施す。体部外面は

未調整で、横方向の平行叩き目が残る。長谷川分類播丹型I類に形態が酷似する。C－322は頚部は直立

し、口緑端部は外方に引き出す。内外面とも強いヨコナデ調整を施す。長谷川分類播丹型Ⅱ類に形態が

酷似する。C－323は頚部は直立し、口縁部は外方に引き出す。内外面とも強いヨコナデ調整を施す。体

部外面は未調整で、横方向の平行叩き目が残る。長谷川分類播丹型I類に形態が酷似する。

須恵器鉢　C－324は体部は直線的に斜め上方に延び、口緑端部は僅かに内傾し、上方につまみ上げる。

内外面とも回転ナデ調整を施す。東播系須恵器鉢で14世紀代に比定される。

瓦質土器火舎　C－325は平底で底部に脚をもつ。体部は直線的に僅かに外傾して斜め上方に延びる。底
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部外面下位に寺酎犬の凸帯を貼り付ける。内外面ともヨコナデ調整を施す。近世の所産と考えられる。

須恵器椀　C－326は体部は内攣気味に斜め上方に延び、口縁端部は尖り気味に収める。内外面とも強い

回転ナデ調整を施す。

灰柚陶器火入れ　C－327は、体部は内攣気味に斜め上方に延び、口縁部は大きく外方にひらく。口縁部

内面から外面にかけて灰粕を施粕する。内面は露胎である。瀬戸・美濃系の製品と考えられる。

白磁小壷　C－128は白磁の小壷片と考えられる。器壁は薄く体部は大きく内攣する。内外面とも透明粕

を施和し白色に発色するが、口緑端の粕はかきとる。

青白磁合子　C－329は体部外面に型押しで施文が見られる。景徳鎮産の青白磁で13世紀代の所産と考

えられる。

染付磁器碗　C－320は器壁は比較的薄く、内外面とも淡い呉須で施文する。肥前系の製品と考えられる。

白磁小碗　C－331は低い高台をもち、体部は僅かに外反して斜め上方に延びる。口縁部は僅かに外方に

ひらく。水挽きロクロ成形の後、型打ちで八角形に成形する。内外面とも透明粕を施和し乳白色に発色

する。外面の高台脇以下は露胎である。高台裏はト巾状に削り残し、朱書きが見られる。また、底部内

面に七曜文、体部外面にパケ臼状の施文が見られる。C－332はC－331と同一形態の白磁碗の底部である。

土師器杯　C－334は土師器杯である。口緑端部は欠損している。底部は平坦、体部は外上方に立ち上が

る。体部・底部の境はヨコナデによって丸みを帯びる。調整は、底部内面はへラ磨き、体部内面はヨコ

ナデ調整を施す。底部外面はケズリの後へラミガキ、体部外面はヘラミガキを施すが、摩滅が激しい。

須恵器杯身　C－338は須恵器杯身である。SH2016より出土している

が、明らかに混入であるため、ここで扱う。内外面ともに体部はロク

ロナデを施し、短く外側へ踏ん張る高台がつく。高台下端は強いナデ

によって窪みをみせる。

備前焼措鉢　C－348は備前焼措鉢である。C3地区より出土した。体

部は直線的に斜め上方に延び、口緑部は上下に拡張して緑帯を形成す

0　　　　　　　　　　5cm

」．」」⊥＿　　［

第220図　出土銭貨

る。体部内面には櫛措きで、7条1単位の措目を施文する。また、口緑部外面には重ね焼き痕が見られ

る。備前焼Ⅳ期の製品で15世紀代に比定される。

備前焼蜜　C－349は備前焼嚢である。C3地区より出土した。口緑部は断面楕円形状に肥厚する。粘土

紐巻上げ成形で、内外面とも強いヨコナデ調整を施す。外面には胡麻状に灰被りが見られる。備前焼Ⅳ

期相当で、15世紀代に比定される。

包含層出土石製晶（第226図　写真図版171・172）

C－S6・S5は共に砥石と考えられる。

C－S6は粘板岩の砥石片である。砥面は表面と側面に

残存している。重量は60gを測る。

C－S5は変形五角形の砥石である。砥面は表面（広い

一面）のみ使用されている。重量は40gを測る。

包含層出土銭貨（第220図　写真図版176）

包含層より1点出土した。C－M4は『皇宋通賓』2枚

－266－
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第4章　各地区の調査

の裏面同士が錆着したものである。非常に残りが悪く外縁の損傷が激しい。残存する径は約2．30cmを

測る。本銭貨の初鋳年は1038年である。

下層断ち割り調査（写真図版140）

下層の状況を確認するため東西方向にトレンチを設定した。粟鹿遺跡を含めた詳しい微地形の考察は

次年度以降に予定している青木哲哉氏の論考に譲ることとする。

小　結

C地区では第1画一中世（14世紀～16世紀）、第2面一弥生時代後期・古墳時代後期・奈良時代の

2面で遺構を精査した。第1面の示す濃密な中世の遺構の分布は、調査地点周辺に存在した中世集落の

存在を示している。この様相はC地区の北側に位置するB地区と酷似した様相を呈しているが、B地区

では12世紀～16世紀と時期幅が広く、近接しながらも集落の存続時期に偏りがある点は興味深い。ま

た、畠跡の検出は住居周辺の景観を復元するうえで重要な資料である。

第2面において検出された竪穴住居群はA地区・B地区と同様に極めて限られた時期に集中的に造ら

れた様相を示していることが特徴である。また、弥生時代後期の住居跡の存在を除けば、6世紀前半～

6世紀後半に住居跡が限定されて営まれている点は、A地区・B地区とは様相が違い、地点ごとに集落

の存続時期にずれがあり興味深い。この理由としては、集落の拡大や移動といったことが考えられる。

粟鹿遺跡は段丘化した扇状地に位置している。この地形は、栗鹿川によって形成されたもので、C地

区では、調査区の東半に旧中州と西半に旧河道が分布しており、検出された各時期の遺構は旧河道上に

も濃密に分布を見せている。一般には、微高地上に住居跡や墓跡が立地することから、C地区は集落立

地の点で稀少な事例と考えられる。

何れにしても、第1面・第2両において検出された時期の遺構は道路を挟んだ調査区の西側において

も広範囲に検出されている。

また、弥生時代中期の遺物が出土していることから周辺に弥生時代中期の遺跡が存在する可能性も考

慮する必要がある。

粟鹿遺跡C地区においては弥生時代後期及び古墳時代後期を中心とした時期の遺構が広範囲に検出さ

れた。特に竪穴住居跡群によって構成される古墳時代後期の遺構については6世紀代の限られた時期に

集中していることが特徴としてあげられる。

今回の調査においては、圃場整備に伴う施工によって旧地形が削平を受けた部分については遺構の残

りが悪く、盛土施工された部分については遺構が良く残っていることが判明している。この状況はA・

B地区においても顕著に現れており、以後の粟鹿遺跡周辺の調査においても一つの指針になるものであ

る。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．D地区の概要

位　置　D地区は粟鹿遺跡調査区の東部にあり、E地区とC地区の間にあたり、A地区の南側である。

E地区とは水田面で1．2－2．4mの比高差があり、A地区とも1．3mの差をもっていずれも本地区が高い。

また、東側のC地区とは0．6mの比高差で本地区が低い。

本発掘調査は平成11年度に実施し、調査区平面形は南側が弧状を呈する矩形に近く、南北最大約93m、

東西約95mで、調査面積は8，295ITlである。D地区周囲の農道部分は西側がD2地区、北側がD3地区、

東側はC2地区として平成15年度に調査を実施している。

調査区は水田数筆分であるが、南東部水田が最も高く、北西が低い。各水田は圃場整備によって傾斜

の高い側が削平され、低い側には盛土がなされている。調査の結果、遺構面は南東が高く北西が低いと

いう傾斜をもち、最も高い南東部で標高は143．0m、最も低い部分は標高139．5mの北西であった。

土　層　調査区内の各水田の高い側では、削平のため、耕土直下が遺構面となっていた。最も低い北端

では耕土下に圃場整備盛土層があり、その下層には旧耕土、さらにその下に黒ボク層があり、黒ボク下

層が黄褐色ないし黄灰色のシルト混じり細粒砂～中粒砂の扇状地基盤層で、礫を含んだ部分が多い。地

形的に低い部分では黒ボク層が遺構面となっているが、削平の関係もあって、大半の遺構は基盤層を遺

構面としていた。この基盤層中には、砂礫が南東から北西方向に溝状に走る部分があり、また一方、極

細粒砂の溜り状部分も認められた。なお、黒ボク層が遺構面となっている部分では、遺構検出および遺

構掘削は土層の識別が非常に困難であった。基本的には、土器が集中して検出されている部分および、

焼土が存在した部分について、住居跡や竃であるとの認識にたち、調査を進めていった。したがって、

土器が出土する土層については掘削を行ったため、結果的には住居跡の構築面まで一気に掘りきった住

居跡がいくつかある。調査途中で黄色土を貼り床とした住居跡が検出されたことによって、多くの住居

跡が、最初に住居跡内を深く掘り窪め、その後土を入れて（整地層）上面を平坦とし床面とする構築法

を採用していることが判明した。その後は整地層上面で床を検出するように努め、いくつかの住居跡で

硬化面を確認した。なお、この整地層中には少量の土器片を含んでいることが多かった。

遺構と時期　D地区では縄紋土器および石器が出土し、これが最も古い。ただし、当該時期の遺構は全

く検出されなかった。また、少量の弥生中期土器も包含層から出土しているが、これも遺構は検出され

ていない。本地区で検出された最も古い時期の遺構は弥生時代後期前半である。その後、後期後半～後

期末と少ないながらも遺構が存在する。しかし、本地区で最も数が多い遺構は古墳時代の竪穴住居跡で、

重複も含め34棟中25棟が古墳時代に属する。その後空自期間をおいて中世に掘立柱建物跡や墓が構築

されている。

弥生時代の遺構　本地区で検出された弥生時代の遺構は、推定も含めて竪穴住居跡9棟と土壌である。

また、木棺墓・土墳墓もこの時期と考えられる。後期前半では住居跡が7棟程度で、円形が3棟、方形

系が4棟である。後半の竪穴住居跡は検出されていないが、後期末～古墳時代初頭の1棟がある。

古墳時代の遺構　古墳時代の遺構の大半は竪穴住居跡である。竃を持つ方形系の住居跡は13棟で、竃

を有しない住居跡は12棟である。ほかに土壌・柱穴を検出しているが、掘立柱建物跡は検出していない。

また、多くの時期不明遺構の大半が古墳時代に属するものと考えられる。竪穴住居跡の時期は中期から

後期まで認められるが、中期末～後期前半に集中する傾向がある。
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1．盛土・耕土
2．暗褐灰色　礫砂混じりシルト　¢1～4cmの亜角礫含む
3．暗褐灰色　礫混じり砂質シルト¢1～3cmの亜角礫含む
4．黒褐色　礫砂混じりシルト　¢1～4cmの亜角礫含む
4㌧　住居跡埋土　4層と同じ色
5．黒褐色　シルト質砂礫　¢1～5cmの亜角礫主体　マトリクスは砂質シルト
5l．黒褐色　シルト質砂礫　¢3～19cmの亜角（亜円）礫主体　マトリクスは砂質シルト

20m　6・黄褐色　シルト質砂～砂礫　の～2cmの亜角・亜円礫主体マトリクスは粗砂

第227図　D地区遺構全体図
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竃の方位は住居跡の決まった方向に存在するのではなく、いろんな方向に造り付けられている。ただ

し、東を中心とした壁面には少なく、北から西方向の間に位置するものの多いことが判明している。ま

た、竃内支脚には石以外に土師器高杯を逆転させて使用しているものが目立つ。

中世以降の遺構には掘立柱建物跡3棟と土壌・柱穴がある。掘立柱建物跡は調査区北部で検出され、

3棟ともほぼ同じ方向の建物であり、平安時代末～鎌倉時代と考えられる。土壌は方形のもので、寛永

通宝が出土していることから、江戸時代の所産である。柱穴は不明なものが多いが、時期が判明するも

のでは、平安時代後半頃のものや平安時代末～鎌倉時代のものがある。

なお、近現代の土壌も多く存在したが、撹乱として扱い、記録は残していない。

2．D2地区（666Iの・A4地区（279Iの　の概要

D2地区は、D地区とE地区の間の現道部分を対象とした南北に長い調査区で、A4地区はその北側

に続く調査区である。

調査区内は南から北および東から西に緩やかに傾斜している。道路の地盤改良やコンクリート製U字

溝の埋設などによって、D地区で遺構を検出している黒ボク層は調査区の北半部あるいは南端部では削

平されている状況であった。このため、遺構はD2地区のほぼ中央付近からのみ検出されており、それ

以外ではほとんど検出されなかった。

検出された遺構は、弥生時代後期から古墳時代の竪穴住居跡3棟と溝、ピットなどである。

竪穴住居跡のうち2棟は（D－SHO6＝D2－SHOl・D－SHO6－2＝D2－SHO2）は、D地区の調査で東半が

検出されていたものである。残る1棟（D2－SHO3）はDqSHO6＝D2－SHOlおよびD－SHO6－2＝D2－SH02

に切られており、南西隅部がわずかに検出されたものである。平面形はいずれも方形であり、

D－SHO6－2＝D2－SH02は周壁溝の状況から建て替えが行われた可能性もあると考えられる。

この他、ピットも検出されているが、建物跡の存在を明確に示すような配列は確認できなかった。

3．D3①地区（223I壷）・D3②地区（411I壷）の概要

D地区北側の現道部分を対象とした東西に細長い調査区であるが、生活道路を確保するため東西に分

割し、東側をD3①地区、西側をD3②地区とした。

D3（丑地区では掘立柱建物跡1棟（D3（カーSBOl）の他、土坑、溝、ピットなど比較的多くの遺構が確

認されたが、D地区で遺構を検出していた黒ボク層は削平されており、その下層の礫混じり租砂層で遺

構を検出した。

D3（彰地区で検出された遺構は、D地区の調査で検出されていた古墳時代の竪穴住居跡に続くと思わ

れるものの一部や木棺墓（D3（彰一SKO4）、土坑（D3（彰一SK43）、溝、ピットである。

隣接するD地区と同じ高さの地盤が残っていたのは、幅1mほどのごく狭い部分だけであって、調査

区の大半は著しく削平されている状況であった。このため、竪穴住居跡は壁の立ち上がりなどは不明確

で、D区の住居跡とのつながりを明確に把握することはできなかった。

また、木棺墓（D3②－SKO4）は上部が削平されて10cmほどの深さが残存するのみであった。この他、

検出された多数のピットは、建物跡の存在を明確に示すような配列は確認できなかった。　　（藤田）
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第228図　D地区中央北部遺構配置図
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1．10YR3／1黒褐色　細粒砂一極細粒砂　直径1～4cmの礫を多く含む

2．7．5YR3／1黒褐色　細粒砂一極細粒砂　直径2～10cmの礫を少し含む
3．7．5YR2／1黒色　極細粒砂　租粒砂混じり

第229図　D－SH17・SH24

－276－



第4章　各地区の調査

4．弥生時代の遺構と遺物

竪穴住居跡

D－SH17（第229～231・235・249図　カラー図版9　図版183・185・233・234・235・249）

検出状況　調査区中央北寄りで検出した竪穴住居跡である。当初、高杯が横倒しの状態で出土したこと

が発見の経緯となった。D－SH24が本住居跡の内部に、D－SH18が北西側にそれぞれ重複して存在する。

形態・規模　平面は隅丸方形に近い円形で、北東一南西方向の規模は7．8m、深さは15cm遺存していた。

屋内施設「L」字形に並んだ柱穴およびほぼ中央で土壌を検出した。周壁溝は確認できなかった。

柱　穴　明柱穴は掘り方のみ確認できた。柱穴径は36cm～54cm、深さ18cm～47cmを測る。柱穴間の

距離は4．0m・2．5mで、北東一南西方向が長い。位置的に主柱穴と考えているが、南西側壁と柱穴間

の距離が90cmで、1．6m程度の他の部分よりもかなり狭い点に疑問が残る。

土　墳　明住居跡ほぼ中央に存在する、東西径50cmの不定形な土壌である。深さ53cmで、北側には長さ

57cmの焼けた概長方形の石が存在し、土壌の西側には長径44cmの楕円形に焼土のひろがりが認められた。

土層関係から本住居跡の中央土壌の可能性が高いが、D－SH24との床面の高低差が少ないため微妙で

D－SH17土器出土状況 D－SH17中央土壌土層断面

≡‾‾　三「二三

1．10YR3／2黒褐色　極細粒砂　細粒砂混じり

2．10YR3／1黒褐色　細粒砂～極細粒砂
炭が少し混じる

3．7．5YR3／1黒褐色　細粒砂一極細粒砂
直径3cmの礫を含む

0　　　　　　　　　1m
！一　一　一1；　　　！

D－S4

第230回　D－SH17土器・石器出土状況、土層断面図
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D－SH17

l

D

竿‾‾1‾二㍉一
＼二三＿l

〒：二

20cm

！一　一　一　一i　　　：　　　　　　　［

第231図　D－SH17・SH20出土土器
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ある。

遺物出土状況　北端隅付近から高杯（D－1）が出土し、東隅では砥石が散乱した状態で、また、焼土部

分およびその南西から土器片が出土している。なお、小片であるが、埋土からも土器が出土している。

出土遺物　D－1は弥生土器高杯で、杯部は一度屈折して直立した後、大きく外反する有段杯部である。

段部分の外面には2条の凹線もしくは擬凹線を施している。杯部上半の器壁は薄いが、口緑部は大き

く開き、端部は下方にやや肥厚し、口径29．9cmを測る。杯部と脚柱部の接合は円板充填と思われるが、

欠失している。脚柱部は直立する径5．5cmの筒状を呈し、長い。脚部は杯部と同様に有段、複合状にな

っている。段部外面には4条の擬凹線が認められる。脚裾の径は18．9cm、全器高は25．8cmを測る。器

表剥離により調整痕はほとんど観察できないが、一部でヘラ磨きやヘラ削り、ナデが看取できる。

D－2－5は埋土出土土器である。D－2は口径17．8cmの長頸または直口壷口縁部で、外面には4条の凹線

文を施し、その下部はヘラ磨き調整である。D－3の口縁部は小型の壷と思われ、口径9．0cmである。また、

脚台部（D－4）・脚端部（D－5）が出土している。すべて弥生時代後期の範噂でとらえられる土器である。

第235図D－Sl～S5のうちSl～S4は同一個体と思われるが、接点が見つからなかった。赤褐色を

呈する凝灰質砂岩と思われ、砥石の元の形は小判形のようで、上下両面を砥面としている可能性がある。

D－S5も凝灰質砂岩のようであるが、四角柱状でありながら、砥面はあまり明瞭でない。

第249図D－Sllは、土壌北側の台石状のもので、全長58．2cm、最大幅26．8cm、最大厚13．4cmを測る。

D－SH20（第231～235・320図　カラー図版16　図版184・185・233～235・256）

検出状況　調査区中央南部西寄りで検出したが、水田構築により北側の約半分が消失している。また、

上部が削平されており、壁はほとんど遺存していなかった。

形態・規模　北側約半分が削平されているが、円形の住居跡と思われ、径7．1mを測る。

埋　土　検出面から床面までの深さは約11cmで、水田盛土の暗黄褐色土と黒褐色の黒ボクが堆積して

いた。また、検出面の遺構ベース土は黒ボクである。

屋内施設　中央土壌と柱穴および貼床・硬化面を検出したが、周壁溝は確認できなかった。

貼床・硬化面　住居跡床面には5Y6／3オリーブ黄色で細粒砂一極細粒砂を2cm～4cmの厚さで敷いて貼

床とし、貼床が途切れる部分では住居構築時の黒褐色埋め土上面が硬化面となっていた。埋め土は2－5

cmの厚さである。焼土は南端に近い部分で検出した。約30cmx20cmの小さな楕円形の範囲に限られる。

中央土墳　上端面での規模ははっきりしないが、約1．2mx約1mの楕円形を呈し、底部では一辺35

cmの正方形に近い。深さは35cmを測る。

土　壌　中央土壌西側にも土壌（D－SK47）があり、平面径約80cmと66cmの楕円形で、深さ27cmである。

柱　穴　柱穴は合計6箇所検出した。すべてをつなぐと西側の柱間が65cm程度と狭くなる。北側の柱

穴が1～2個削平滑失していると思われる。柱穴掘り方の径は25cm～50cm、深さ23cm～38cm、柱痕

は径15cm～23cmを測る。柱間は南東部が最も広く2．80mで、北東部では2．05mを測る。

遺物出土状況　住居跡南側および東側壁際床面で土器が出土している。また、貼床からやや浮いてガラ

ス小玉、碧玉あるいはグリーンタフ製管玉および玉未成品が散らばった状態で出土している。高さは床

面上5cm以内である。なお、確認調査時に本住居跡と思われる地点から銑鉄が1点出土している。

出土遺物　第231図の土器のほか、第234図の玉類、第320図の銑鉄、第235図の石製品が出土している。

土　器　D－6－19に図示した壷・棄・鉢・高杯のほか、多条の沈線を施す大型器台片も出土している。
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！　一　一　一　一　！　　　　　　　」

第232図　D地区中央南部遺構配置図

－280－



第4章　各地区の調査

）ロコ　トー　ト一

口T C⊃　⊂）

蔀轟
h〕Jゝ

墨壷重

曹



第6節　D地区の遺構と遺物

D－6は器高36．2cmの平底直口壷で、口緑端部下外面に凹線文を施す。口径は12．8cmで、平底である。

体部最大径は21．3cmを測る。出土時には土器2として取り上げた。

D－7は土器4で取り上げた嚢で、口径15．8cm、器高21．6cmを測る。口縁部は上下に少し拡張し、1

条ないし2条の凹線を施す。体部内面は頚部あたりまでヘラ削り、外面は縦パケを基調としている。底

部はすこし凹面をなし、体部最大径は16．6cmを測る。D－8は口径16．5cm、体部最大径15．6cmを測る。

土器5として取り上げた。D－9は床面出土で、口径15．1cmである。D」巨9は口縁部に2条の凹線を施す。

鉢のうち、D－10は現地で土器1として取り上げた。口径17．5cm、器高11．3cmで、口緑端面に2条の

凹線を施す。体部内面はヘラ削り調整である。D－11は床面出土で、口径21．9cm、器高は推定で10cmで

ある。口緑端部を上下に拡張し、2条の凹線を施す。D－10・11ともに底部は凹面を呈する。D－12も床

面から出土しており、口径16．4cmを測る。口縁端部は下方に少し拡張するが、凹線は施さない。

D－13はD－SK47から出土した高杯か器台の脚部である。中空で、杯部との接合は円板充填法である。

D－14－17は埋土出土の嚢で、D－14・15は口緑端面にそれぞれ3条の凹線ないし擬凹線を施す。

D－15の口径は小さく13．4cm、D－14は口径19．1cmである。D－16の口縁端部は跳ね上げ状になり、口径

17・Ocmである。体部外面にはヘラ磨きが施されており、壷とすべきかもしれない。また、D－15も形態

的に壷の可能性がある。D－17は口緑端部を下方に折り曲げている。丹波・丹後系と思われる。口径は

16．3cmを測る。体部内面は口縁部との境までヘラ削りを施している。

D－18は埋土出土の高杯で、口径20．6cm。口緑部は大きく外反し、端部はやや丸みがある。杯底部内

面は放射状にヘラ磨きを施し、口縁部境の屈曲部では横方向のヘラ磨きとなっている。

D－19の壷も埋土出土である。口縁部は垂直に近い直口で、口縁部高3．8cm、口径9．3cm、端部は丸い。

本住居跡出土土器は弥生時代後期の範噂でとらえられ、床面出土土器は後期前半に編年される。

玉　類　第234図D－Jl・J2の管玉、D－J3～J5のガラス小玉、D－J7－J12に示した未成品がある。

管玉は碧玉製と思われるが、外面が多角柱状であるため、未成品と考えられる。D－Jlは玉1で取り上げ、

長さ15mm、径4mmで両側穿孔。玉4で取り上げたD－J2は長さ12．5m、径5mmで、片側穿孔である。と

もに外面には擦痕が多く残る。深緑色で5G4／2と5／2である。ガラス小玉のうちD－J5は玉3である。3

点とも10BG6／8で薄い青色を呈し、径3mm～4mm、厚さ2．5mm～3mmである。D－Jは吹きガラス製法である。

孔径は1mm。未成品はすべて5BG6／4で深緑色の軟質で、D－J7－J9は穿孔されている。D－J7は玉2。

鉄　鉱　D－Mlは無茎の5角形鉄で、穿孔3箇所と根挟み痕が看取できる。全長5．0cm、幅2．75cmである。

⑳　　　　　◎
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とコ
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第234回　D－SH20他出土玉類
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第235図　D－SH17・SH20・SH24出土石製品等
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第6節　D地区の遺構と遺物

第236図　D地区北東部遺構配置図
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第4章　各地区の調査

石製品　D－S6は台石と思われ床面出土である。D－S7は埋土出土で、石皿の可能性がある。

D－SH22・SH23（第236～239図　カラー図版9　図版185・234）

検出状況　調査区中央東寄りに位置し、大小2棟が南北にややずれて存在している。南側の規模が大き

い方がD－SH23である。どちらも削平のため壁はほとんど残っていなかった。

形態・規模　どちらも円形住居跡であるが、壁は南東側で部分的に高さ12cm確認できたにすぎない。

〒≡≡㌔去ぞ。＿22

1　－二二十Il1－1、へ－・（　－ミニ‾l‾二二l～

第237図　D－SH22・SH23
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　極租粒砂～細礫　中礫若干含む
2．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　極租粒砂～柵礫少量含む

3・10YR3／1黒褐（暗灰褐）色細粒砂一極租粒砂で柵礫含む砂質でもろい　　　ユ竺些b・

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり　極細粧砂～細粒砂　極租粒砂～細磯　中礫若干含む
2．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　極租粒砂～細礫少量含む
3．10YR4／3にぷい黄褐（黄褐）色
3’10YR4／2灰黄褐（暗黄褐）色　シルト混じり砂層

1．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　中礫～大礫多く含む　土器含む
2．10YR1．7／1黒（暗黒褐）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂一極租粒砂含む　土器含む
3．10YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で中粧砂一極租粒砂含む
4．2．5Y2／1黒（黒灰）色　極細粒砂で租粒砂～極租粒砂少量含む
5．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト質極細粒砂で中粒砂～租粒砂少量含む　灰？炭含む
6．5Y6／1灰オリーブ（緑灰）色　極細粒砂　粘質　硬い　中央土墳下部施設か？
7．10YR2／1黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂～中礫含む　硬い

8．2．5Y2／1黒（黒灰）色　極細粧砂～細粒砂で
中粧砂～中礫含む　軟らかい

9．10YR3／2黒褐（暗灰褐）色　極細粧砂～租粒砂
砂層に近い

10．2．5Y6／3にぷい黄（濁黄灰）色　細粒砂～中礫
砂礫層　地山

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

－＿　！

第238回　D－SH22・SH23土層断面図

推定値を伴うが、D－SH23は径約10．8m、D－SH22は推定7．7m前後である。

埋　土　南東部のみ埋土が認められた。黒褐色の黒ボクである。遺構面は黄灰～黄褐色の部分が多い。

屋内施設　明どちらの住居跡にも柱穴・周壁溝・中央土壌が認められた。また、住居跡以前および以降の

土壌・墓も検出した。DqSH23の周壁溝は南東側半分以上残存し、幅30cm程度、床面からの深さ10cm程度で、

南側ではD－SX03が新しく掘削されている。周港内南側では杭穴状のピットが多数検出された。ピットの

径は15～25cm、深さ7－17cmである。D－SH22の周壁溝は南東側の一部のみ遺存していた。幅20cm程度、

深さ8cm程度である。なお、床面が北西側に傾斜するが、床面の検出に失敗したかもしれない。

中央土墳　住居跡中央で一部重複した2基の土壌を検出し、中央土壌と判断した。埋土の観察から南側

が新しいと判断できた。位置のずれ関係からD－SH23の中央土壌と判断し、D－SH22の方が古い住居跡

と考えているが、北側の中央土壌はD－SH22の中央からずれているのが難点である。ただし、D－SH22

の中央にあたる位置の土壌は存在しない。南側の土壌は径約1．2mの円形で、深さは43cm、北側は長

径約1．7m、短径1．3mの楕円形で、深さ38cmである。南側土壌より土器片が出土している。

土　墳　東端で検出した楕円形土壌で、柱穴よりも古い。長径約1．6m、短径1．2m、深さ20cmである。

柱　穴　多くの柱穴を検出したが、D－SH22の主柱穴は6本と推定している。ただし、北東部の柱間が

広いため、柱穴がもう1箇所あった可能性も残る。柱穴の径・深さ・柱間は34cm～52cm・18cm～30cm、

2．1m～2．98mないし4．04mである。D－SH23の主柱穴は10本である。柱穴の径・深さ・柱間は28cm

～56cm・13cm～47cm、1．7m～3．0mで、北東側に最も狭い柱間が位置しており、出入口かもしれない。

遺物出土状況　中央土壌上層から土器片が出土した以外には遺物は検出されなかった。
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第239図　D－SH22・SH23出土土器

出土遺物　D－20は口径18．5cmの嚢口緑部で、端部は凹面をなす。頚部内面はパケを施す。D－21は口径

23．8cmの器台口緑部で、端部は上下に少し拡張する。以上2点はいずれの住居跡に伴うものか不明である。

D－22はD－20と同形態で、D－23・24とともにD－SH23中央土壌出土である。D－23は口緑端部を上

下に拡張する鉢で、口径19．5cm。D－24は平底で底径3．9cmである。D－25は壷口緑部で口径15．2cmを測る。

口緑下に6条の凹線を施す。D－26は口径13．5cmの嚢口緑部で、無文である。D－25・26はD－SH23周

壁溝出土である。D－27はD－SH22のPO94柱痕出土の高杯杯部である。古墳時代の所産と思われるが、

それ以外のD－SH22・23出土土器が弥生後期前半であることから、混入品と判断される。

D－SHO6（D2－SHOl）（第255～257図　図版196・197・241・242）

検出状況　調査区西端中央部で検出し、一部D2地区におよぶ。D－SHO7・SHO6q2と重複し、古い。

形態・規模　方形もしくは隅丸方形で、東西5．2m、南北4．8mを測る。検出面からの深さは10cmである。

埋　土　主として黒～黒褐色の細砂で埋もれている。床面は灰黄褐色の柵砂である。

屋内施設　柱穴を16箇所で検出したが、主柱穴と判断される位置に存在するものは認められなかった。

遺物出土状況　北西部で壷・嚢が横倒しの状況で出土した。南東隅の柱穴上面から土器が出土している

が、須恵器であり、D－SH07に関係すると判断している。また、別の柱穴内より鉢が出土している。

出土遺物　須恵器施D－89、弥生棄D－90・94、弥生壷D－93、弥生鉢D－92、土師器嚢D－91・95、土師

器高杯D－96が出土しているが、比較的大きな破片はD－92・93・94・96で、床面や柱穴から出土している。

弥生長頸壷D－93は器高27．6cm、口径13．0cm、胴部最大径16．9cmを測る。外面はヘラ磨きを施し、口緑

部内面にまで及んでいる。体部内面はヘラ削りである。底面は凹面を呈する。外面には煤が付着している。

Dq94の弥生嚢は口径15．1cm、器高25．1cm、胴部最大径19．3cm、底径4．1cmを測る。口緑端部は上下に拡張し、

2条の凹線を施す。体部外面はパケ、内面はヘラ削り調整が頚部まで及んでいる。D－90は口緑端部を上

下に拡張する嚢で、端面に3条の凹線を施す。口径は16．4cmである。鉢D－92は脚台部を欠失するが、口

径11．3cm、残存高7．0cmである。内面はパケ調整、肉厚の器壁である。以上の弥生土器は後期前半に編年

されるものである。D－89須恵器瓦泉は口緑部のみの破片で、口径11．8cmを測る。頚部に波状文を櫛措き

する。土師器楽D－91は鈍く屈曲する口縁部で、口径は15．5cmである。同じ嚢のD－95は口径15．8cmを測る。

高杯脚D－96は屈曲して開く裾部で、径は11．8cm、中空で内面はヘラ削りである。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト質極細粒砂～細粒砂
直径5mm以下の細礫多い

2．10YR2／2黒（黒）色　シルト質極細粒砂～細粒砂
黄褐色地山ブロック混入

3．2．5YR8／6黄（黄褐）色　シルト質極細粒砂
直径5cm前後亜角礫混じり　地山

ヽ　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　ノ

‾l‾．宜キー・

1．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂に中粒砂～中礫・一部大礫含む
2．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　租粒シルト～極細粒砂に中粧砂～細礫含む

A－　3・10YRl・7／1黒（黒褐）色　極細粧砂～細粒砂に中粒砂～租粒砂含む
4．2．5Y2／1黒（暗灰褐）色　細粒砂に極細粒砂混じり　中粒砂～極租粒砂含む
5．5Y5／2灰オリーブ（明緑灰）色　細粒砂～中粒砂に極租粒砂～中礫含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

！1　－　　－　1l　　　…＿＿－」

皿

二一二「ここ二二二二三二二二二二二二二、二＝二三二一一三二

1．10YR2／1黒色　極細砂～柵砂10YR3／2黒褐色粧および礫をわずかに含む
2．10YR2／2黒褐色　極細砂～細砂10YR7／6明黄褐色粒をわずかに含む
3．10YR2／2黒褐色　柵砂10YR5／6黄褐色粒および直径3－5・10cm位の礫を多く含む

3 3

2m

llllli　　　＿＿＿l‥＿＿‥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　」

第240図　D・D3（彰地区木棺墓・土墳墓
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第4章　各地区の調査

墓

D－SXO2（第240図　図版186）

検出状況　調査区北端中央部のD－SHllとSH12の南端に重複して存在した木棺墓である。

形態・規模　長方形で、主軸は東西方向である。墓境は長さ2．4m、幅106cm、深さ9cmで、棺は土層

で確認でき、長さ2．1m、幅72cm、深さ6cmである。棺底は墓場底よりも3cm上になっている。

理　土　住居跡床面付近で検出したため、深さはほとんど確認できず、埋土も黒ボクであった。

その他　遺物は出土しなかったが、重複関係からD－SHllおよびD－SH12よりも古いことが判明して

いるが、明確な時期は不明である。可能性として、弥生時代後期を考えている。

D－SXO3（第240・242図　図版186・187・249・255）

検出状況　弥生時代後期のD－SH23の周壁溝と重複し、本遺構の方が新しいと考えられる。

形態・規模　長方形に近い形状で、主軸は東西方向である。長さ1．9m、幅82cmで、深さは約30cm遺

存していた。底が平坦で、形態的には墓と判断しているが、棺は検出されなかった。埋土の状況から、

土墳墓と考えられる。

埋　土　埋土は4層に分かれ、水平堆積に近い。1－3層は黒ボクに近い層で、4層のみ暗灰褐色であ

る。1層または2層から土器が出土している。

遺物出土状況　東端中央部で嚢と礫が出土している。層位的には上層にある。また、西端でも嚢片が1

点出土しており、これも上層である。西側土器は墓に伴う可能性は少ないものの、東側については礫と

ともに墓に伴うものと考えておきたい。

出土遺物　D－259は東端から出土した嚢で、口径14．0cm、体部最大径16．2cmを測る。形態的には弥生

後期後半と思われる。D－260は西端出土の弥生後期前半の嚢で、口径14．3cm、口縁端面に凹線文を施す。

D3②－SKO4（第240図　写真図版187）

検出状況　D地区より約70cm下がった褐色～黄白色礫混じりシル下層上面で検出された木棺墓である。

底部付近だけがかろうじて残っており、検出時に棺部分も識別できた。主卓由方向は東から30北に振る。

墓境の北西隅と棺の東端付近に後世の撹乱（ピット等）がある。

形態・規模　墓壕の平面形は長方形で、長さ3．3m、幅約1．3m、深さは5cm弱である。棺は長さ2m、

幅60cm、深さは10cmあり、墓境より一段深く掘り下げられている。

出土遺物　土師器嚢の微細な破片が出土している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤田）

土　壌

D3②－SK43（第241・242図　写真図版185・256）

検出状況　D区より約80cm下がった暗灰色の礫まじりシル下層で検出された小さな土坑で、当初は嚢

が横たわったような状態で検出された。精査により、それが小さな土坑内にあることが判明した。

形態・規模　楕円形状を呈し、東西45cm、南北35cm、深さは25cmである。

埋　土　埋土は2層に分かれるが、いずれも黒色土でよく似ている。

出土遺物　横置きの状態で出土した嚢（D－254）は、下側の約1／3が残る。上半は後世の削平で失われ

た可能性が高い。他に壷の口緑部片（D－255）が嚢の中に落ち込んだ状態で出土している。　（藤田）
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D3（診－SK43

－＿三一
139．8m

1．10YR2／1黒色　極細砂
10YR2／2黒褐色粒をわずかに含む

2．10YR1．7／1黒色　細砂1－3cm位の礫をわずかに含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

くく

lll主＿＞‾

！一　一　一　一！　　　　　　！　3．10壷4／2．t巌東南（由炭藤色　高藤直面＝細粒砂に中粒砂～中礫含む

第241図　D・D3（彰地区弥生時代土壌

D－254は口径20．8cm、体部最大径23．5cmの大型嚢である。D－255は口径13．6cmの長頸あるいは直口

壷である。ともに弥生後期前半の時期であろう。

1．7．5YRl．5／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂に中粒砂～細礫含む　中礫少量含む
2．10YRl．5／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂に中礫非常に多い

マ同クスに中粒砂～細礫含む　土器・炭含む

D－SK37（第236・241・242図　写真図版185・249）

検出状況　D－SH22・SH23の南東部に位置する土壌である。

形態・規模　ほぼ楕円形を呈し、長径82cm、短径45cm、深さ20cmを測る。断面は船底形に近い。

出土遺物　埋土から高杯と器台の可能性がある破片が出土している。D－258は高杯である。D－256・257

は高杯あるいは器台の口緑部片で、D－257は高杯脚端部の可能性もある。古墳時代に降る可能性が高い。

第242図　D－SK43・SK37・SXO3出土土器
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第4章　各地区の調査

4．古墳時代の遺構と遺物

竪穴住居跡

D－SHOl（第244・245・247～249図　図版189～190・236・237・240）

検出状況　西部中央で5棟が重複して存在するうちの1棟で、D－SHO3・05よりも新しい。

形態・規模　明長方形の竪穴住居跡で、北西一南東辺は6．6m、北東一南西辺は約5mの規模である。

埋　土　検出面からの高さは深いところで20cmであるが、深さ8cm程度までの黒褐色土が埋土で、そ

第243図　D地区中央西端部遺構配置図
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第6節　D地区の遺構と遺物

第244図　D－SHOl・SHO3～SHO5平面図
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第6節　D地区の遺構と遺物

の下層は住居構築時の埋め土である。

屋内施設　破砕された竃を住居跡ほぼ中央で検出した。この竃は本住居跡廃絶後に他の場所から竃壁を

持ち込んで捨てたものか、本来この場所にあった竃で、調査時の住居検出に失敗したためであるかは確

定できない。柱穴・周壁溝は検出できなかった。

竃　第247図に示したように、崩壊した竃は焚口が南東側にあるようにも見えるが、そうすると通常の竃

よりも幅が広くなり、残存袖の方向も通常とは異なる。ただし、竃焚口天井石と思われるD－S9が脇で出

土しており、原位置とも考えられる。北東側には支脚に使用さたと思われる三角柱状の石が存在する。

遺物出土状況　住居跡北部で多くの土器が集中して出土したほか、西側を中心に土器が散在していた。

出土遺物　須恵器杯（D－28～32）、土師器嚢（D－33～43）・高杯や杯（D－44～50）、竃使用石も出土した。

Dq28は口径14．7cm、器高4．7cmで、天井部にヘラ記号がある。D－29も同形態で、口径12．7cm、器高4．7cm。

ともにMT－15型式期である。D－30は口径11．8cm、器高4．8cmで、端部は丸い。D－31の端面は内傾し、

口径12．2cm、器高4．4cmである。ともにMT－15型式期。D－32は口径13．8cmと大きく、TK－10型式期である。

土師器嚢のうち、屈曲口縁部のD－33とD－34では屈曲度が異なる。D－33の口径は22．2cm、D－34は

18・0cmである。口緑部が直線的にのびるD－36は口径18．3cm、外反したのち内湾気味のD－35は口径

17．6cm、外反する口緑部のD－37－43のうち、中型のD－37・38・43の口径はそれぞれ18．3cm・19．5cm・

18．8cmを測る。小型のD－39～42のそれぞれの口径は14．6cm・13．6cm・12．0cm・14．5cmである。

退化した有稜高杯のD－44は口縁端部のみ外反し、口径15．7cm。高杯脚部のD－45・46は脚端径12cm・

9cmである。杯のD－47は口径15．5cm、器高6．9cmを測り、鉢とすべきかもしれない。Dq48～50の杯

口径はそれぞれ15．4cm、12．2cm、12．7cmで、D－48の杯部深は3．7cmである。

石製品のうち、竃支脚（D－S8）は全長27．5cm、幅11．9cm、竃焚口石は全長29．6cm、幅16．5cmである。

D－SHO3（第244・245・250・251図　カラー図版11図版188・191・192・238・239）

検出状況　調査区西部のD－SHOl～SHO5群内で西端に位置し、重複するD－SHOl・02・05の中で最も古い。

1

D－SHO4

1・10YRl．7／1黒（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　直径5mm前後の細礫と直径5～10cm亜角礫混じり
2．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　若干細礫（直径2～5）混じり
3・10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　柵礫、褐色砂ブロック混じり　柱穴掘り方埋土

4・10YR4／2灰黄褐（灰黄褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂　地山　直径5～10cm亜角礫混じり

D－SHO5

1．10YRl．7／1黒（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　直径5前後の細礫と直径5～10cm亜角礫混じり
2．10YR4／2灰黄褐（灰黄褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂　直径5～10cm亜角礫混じり

3．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　直径5～10cm亜角礫若干混じり
4・10YR4／2灰黄褐（灰黄褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂　地山　直径5～10cm亜角礫混じり

1

瘍型F’
1・10YR2／2黒褐色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　細礫多く混じる　直径3～20cm亜角大礫混じる

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

第246図　D－SHO4・SHO5理土土層断面図
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第247図　D－SHOl詳細図

形態・規模　明平面隅丸方形と思われるが、北西半分のみ検出できた。北東一南西方向の規模は7．4m、

北西一南東辺は3．2m以上である。深さは検出面から17cm遺存していた。

埋　土　黒褐色のシルト混じり細粒砂～中粧砂の下層には黒色のシルト混じり極細粒砂が堆積していた。

屋内施設　南西隅で竃を検出した。その南東側では平安時代の柱穴を検出している。

竃　焚口を北東方向に向けた竃で、長さ1．4m、幅1．4mで、高さは8cm遺存していた。燃焼部は赤く

焼けており、中央から土師器高杯が出土した。上下逆にして支脚に転用されたものであろう。

遺物出土状況　ほぼ中央の床面から須恵器無蓋高杯杯部、竃袖部分から須恵器杯蓋がそれぞれ出土して

いる。なお、竃東袖外のD－PO29上面から、平安時代と思われる土師器嚢が出土している。

出土遺物　D－60の須恵器無蓋高杯杯部は口径15．2cm、杯部深4．9cmで、外面突帯間に波状文を施す。

脚部の透かしは3方向である。D－61は竃西袖部分から出土した須恵器杯蓋で、口径12．9cm、器高4．9

cmである。口縁端部は内傾する凹面をもつ。D－60とともにTK－47～MT－15型式期の過渡的特徴を示す。

支脚に使用されていた土師器高杯D－62は、椀形杯部で口径15．4cm、杯部深4．2cmを測る。杯部内面

は横パケ後横ナデ、その後放射状のヘラ磨きを施している。脚部は屈曲して開き、脚径8．2cmである。
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－296－



第4章　各地区の調査

軒声？ヘ二一三rl＼J「‘、こ、確≒

フ　　ノ＼、‾JJ、尋　一一、ヽ

＿二チ‾‾‾　‾　＿　ニー

車二軍　▲　亀

励D－S15　日＿。16
0　　　　　　　　　　　　　20cm

－　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　－　　　－　　　　　‾　　－　　　－　　－　　　－　　－　－

、、＼）＝＿三三 こ＼＼＝＿≡…

第249図　D車SHOl・SH24・SH29・SH27出土竃石

脚柱部は短く、器高は9．2cmである。D－63も竃内出土の椀形高杯杯部で、口径13．1cm、内面は放射状

へラ磨き。
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埋土出土土器はD－65－69に示したo D－65は3万透かしの底脚高杯脚部で、D－60・61と同時期と

思われるo D－66は口径13・Ocmの土師器嚢で、端部内面に内傾する面をもつ。土師器椀形高杯杯部の

D－67は口線端部が外反し、内面には放射状のヘラ磨きを暗文状に施す。口径13．4C皿。脚部は2点図示

したo D－68は屈曲して開く裾部で、径9・2cmを測る。器壁は薄い。D－69は器壁が厚く、径9．3cmである。

D－PO29出土嚢は口径16・4cm、器高14・4cm、胴部最大径16・2cmを測る。体部から直立した後外反す

る口縁部を有し、頚部にはナデによる段差が認められる。体部は丸底で、外面にはやや租いパケ、内面

はヘラ削り調整である。平安時代後半頃と思われるが、詳細は不明である。

D－SHO4（第244～246・250図　図版188・192）

積出状況　調査区西部のD－SHOl～SHO5群内で北東端に位置し、重複するD－SHOl・05の中で最も古い。

形態・規模　矩形の住居跡で、北西一南東方向に長く6・8m、北東一南西方向は6．0mの規模である。

b

「

」
③－2

U

b－　　　　　　　　　3　　　ユ旦1二塑b・

－‥一一・・l1－1－－　‥－ニーl‥－・l‾‾・

1．5YR5／6明赤褐色　被熟層

2・7・5YR3／1黒褐色　シルト混じり柵砂　直径0．5～1cm亜円礫混じり　竃構築土　基底部
3・10YR2／1黒色　シルト質極細砂～細砂　直径0．5～1cm亜円礫混じり　竃構築土　基底部
4・10YR3／1黒褐色　シルト混じり細砂～中砂　直径0．5－1cm亜円～角礫が多量に混じる

焼土　　　2

・‥－　‥‥‾‾‾二　′‾‾‥－、

塗り堕。1

1・7．5YR2／2黒褐色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂
直径2～5mm細礫　直径2mm焼土塊混じり

2・7・5YR3／1黒褐色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　直径5mm前後炭・
焼土塊、直径3cm亜円礫混じり

3・5Y5／8明赤褐色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　被熟による還元層

D－SHO3竃

1・10YRl．7／1黒（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂
細礫～亜角大礫に灰褐色シルトブロックを含む

2・地山10YR6／6明黄褐（明黄褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　租粒砂～細礫混じり

0　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

D－SHO4内SK23

第250図　D－SHO3・SHO4詳細図
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第251図　D－SHO2・SHO3出土土器

埋　土10YR3／2黒褐色の1層が堆積し、検出面からの深さは8cmである。検出面・床面も同色層である。

屋内施設　周壁溝および住居跡中央部から土壌D－SK23を検出した。また、住居跡内の11箇所で柱穴

を検出したが、本住居跡の主柱穴と判断できるものは認められなかった。

周壁溝は北東寄りで遺存しており、幅25cm程度、床面からの深さは7cm程度である。

土　墳　D－SK23は楕円形に近い平面形で、長軸1．6m、短軸1．2m、深さは西側が深く30cm、東側は

20cmである。埋土は10YR1．7／1黒褐色の1層で、底は10YR6／6明黄褐色の扇状地基盤層になっている。

柱　穴　主柱穴と認められるものはないが、径28cm～70cmの柱穴が散在している。
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第6節　D地区の遺構と遺物

遺物出土状況　埋土および周壁溝から弥生土器・土師器の小片が出土している。

出土遺物　図示できなかったが、高杯片に加え、手焙形土器の破片も出土している。時期は不明である

が、住居跡の重複関係から、D－SH05より古い時期の所産である。

D－SHO5（第244～246・254図　図版188・192・193・239・240）

検出状況　調査区西部のD－SHOl～SHO5群内で東部に位置し、重複するD－SHOl・03・04の中では

D－SHO3・04よりも新しく、DqSHOlよりも古いことが検出状況より判断できる。

形態・規模　D－SHOlによって南西側の壁が破壊されており、正確な平面形は不明であるが、矩形を呈

する。北西一南東方向の規模は5．8m、北東一南西方向では5．8m以上、検出面からの深さは12cmである。

埋　土　埋土は10YR2／2黒褐色のみで、検出面は10YR3／2黒褐色、床面は10YR4／2灰黄褐色の土層である。

遺物出土状況　D－SHOl寄りの部分で土器が集中して出土している。

出土遺物　出土土器には須恵器杯類、土師器杯・高杯・嚢の他、蓋や甑片も出土している。

須恵器杯蓋D－70は口径12．6cm、器高4．0cmで、口縁端部は内傾する凹面となる。杯身D－71は口径

10．4cm、器高4．6cmで、たちあがり端部は内偵する面をもつが、垂直に近い。D－72の杯身は口径13．6

cmとやや大きく、器高も5．0cmで、たちあがり部器壁は薄いが端部は丸い。D－70～72はMT－15型式

期と判断される。

D－73の土師器杯は底部から内湾しながら口縁部にいたる器形で、外面パケで内面はへラ削り調整で

ある。器壁がやや厚く、口径14．5cm、器高5．1cmを測る。Dq74は口径12．8cm、器高5．4cmの椀形を呈する。

D－75は高杯の可能性が高く、口縁端部で外反する。口径は17．8cm。D－76は椀形杯部の高杯で、口径14．8cm、

杯部深4．2cmで、内面はヘラ磨き調整。D－77は口径17．8cm、杯部深3．6cmの椀形杯部で、口緑端部は外反

する。内面には放射状へラ磨きを暗文状に施している。D－79～81は高杯脚部で、裾部にかけて大きく外

反するD－81から、外反度が弱いD－80まである。D－78は鉢であろう。口径14．5cmを測る。

嚢は3点図示した。口がすぼまるD－83・84は口縁端部付近で外反する。D－83・84の口径はそれぞれ、

12．5cm、10．3cmを測る。壷の可能性もある。D－85は外反する口緑端部で、口径は20．1cmである。

D－82の蓋は口径14．4cm、器高7．6cmで、内外面とも丁寧なパケ調整。弥生時代に遡る可能性が高い。

甑D－83は底部付近の破片で、楕円形の2孔を焼成前に穿っている。

D－SHO2（第251～253図　カラー図版11図版188・194・195・238・239）

検出状況　調査区西部のD－SHOl～SHO5群内で北西端に位置し、重複するD－SH03よりも新しい。

形態・規模　南北方向が長い長方形で、南北6．9m、東西5．4mの規模で、深さは18cm遺存していた。

埋　土　埋土には2層認められるが、いずれも黒～黒褐色で、床面も同じ色の土層である。

屋内施設　竃および焼土が認められ、床硬化部分も看取できた。焼土は中央付近で約3箇所存在した。

硬化面　範囲を示せなかったが、黒褐色の床上面が硬化した部分は、中央部を中心に広がっていた。

竃　竃は北東隅に近い東壁で検出した。幅1．6m、長さ1．6mの範囲で、竃壁を構築しており、床面か

らの高さは10cm遺存していた。焚口は西側にあり、燃焼部は幅50cm、長さ約65cmの水滴形に近い。

燃焼部中央には土師器高杯が逆転状態で立ったまま検出された。支脚に転用されたものである。

竃は下部を一度深く掘り込み、土で埋めた後に竃壁を構築する方法を採用している。

遺物出土状況　竃南脇および住居中央部の床面から土師器が出土し、西壁際からも出土した。
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第4章　各地区の調査

出土遺物　D－51は中央部から出土した嚢または鍋で、把手が付き、器高23．8cm、胴部最大径35．0cmを

測る大型品である。口縁部は外反し、口径32．0cmである。体部内面は板ナデを削り状に施す。

D－52の嚢は口径16．0cmである。D－53は脚部で径17．0cmを測る。ともに埋土出土である。

D－54～57は杯または椀で、口径はそれぞれ順に、14．2cm、13．7cm、12．9cm、13．3cmである。器高は

浅いD－57が4．8cm、深いD，55は5．7cm以上で、D－54は5．6cmを測る。

D－58は竃支脚になっていた椀形高杯で、口径15．9cm、杯部探4．2cmである。脚柱部は中実で裾部は

欠失している。D－59は竃袖除去時に出土した高杯杯部で、口径16．6cmで、杯部はD－58よりも深い。

D－SHO6－2（第255～257図　因版196・198・241・242）

検出状況　調査区西端中央部でD－SHO6・07、D2－SH03とともに4棟が重複して検出されている。本

住居跡はその群の北端に位置し、大半がD2地区に存在する。D2－SH03やD－SH06よりも新しい。

形態・規模　やや歪であるが、方形に近い形で、最大規模は南北5．4m、東西5．0m、深さ44cmである。

埋　土　D地区側の壁断面確認時では多くの埋土が認められたが、D2地区側では基本的に2層である。

屋内施設　D地区側では幅35cm、深さ5cmの周壁溝が認められたが、D2地区側では間仕切り溝のよう

第252図　D－SHO2
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粧砂～細粒砂に中礫・亜角大礫を微量に含む

2．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粧砂～細粒砂に細磯～中礫を少量含む　に5YR4／8赤褐（赤褐）色の焼土を直径0．2cmブロック状で
主に層の下方に含む

3．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂に細粒砂・極租粧砂～中礫を含む　に10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂に
細粒砂・細磯～中礫を少量含む　をブロック状に多く含む

4．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂に細粒砂、極租粒砂を少量含む　に5YR4／8赤褐（明赤褐）色の焼土を直径0．2cmブロックで
微量含む

1．焼土＝2．5YR5／8明赤褐（明赤褐）色　租粒シルト混じり極細粧砂～細粒砂に租粒砂・細礫～中礫を微量含む　に10YR3／1．5黒褐（黒褐）色
租粒シルト混じり極細粒砂～細粒砂に細礫を微量含む　が混じる

2．10YR2．5／2黒褐（黒褐）色　租粒シルト混じり極細粒砂～細粒砂に租粒砂～柵礫・中礫を微量含む　に焼土＝5YR4／6赤褐（明赤褐）色
租粒シルト混じり極細粒砂～細粒砂に租粒砂一極租粒砂・細礫含む　が少量混じる

3．10YR3／1．5黒褐（黒褐）色　シルト質極細粒砂に租粒砂一極租粒砂混じる　紳礫～中礫少量含む　で焼土＝7．5YR4．5／6明褐（明赤褐）色
シルト混じり極細粧砂～細粒砂を微量含む

4．10YR2．5／2黒褐（灰黄褐）色　焼土が混じりやや赤みに見える　租粒シルト～極細粒砂に細粒砂・租粒砂一極租粒砂・柵礫少量、
中礫微量含む　に2．5YR5／8明赤褐（明赤褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　を少量含む

5．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粧砂に租粒砂一極租粒砂少量、中礫微量含む　に7．5YR4／6褐（明褐）色
シルト質極細粧砂混じり細粒砂に極租粒砂～中礫を含む　の直径4cm焼土質ブロックを含む

6．7．5YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂に極租粧砂一価礫少量含む　に5YR5／8明赤褐（明赤褐）色の直径0．2－0．3cm
ブロック状焼土を微量に含む

7．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂に租粒砂～細礫を少量含む
8．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂に租粒砂～細礫・中礫を少量含む
9．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂に中礫を微量含む

第253図　D－SHO2竃
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なものに変化している。また、柱穴は多数検出されたが、主柱穴と判断できるものは認められない。

出土遺物　土師器嚢は3点図示した。D－97は口径15．7cmで口緑端部に面をもつ。D－98・99は外反す

る口縁部で、D－98の口径は13．5cm、D－99では12．4cmを測る。

D－100の有段高杯杯部は口径14．4cm、D－102は弥生時代の高杯である。脚部D－101は屈曲して裾部
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第254図　D－SHO5出土土器

にいたる。裾径13．0cmである。D－103の裾部は径17．8cmと大きい。

D－104の土師器直口壷は口径9．7cmで、外上方に歪みながらのびる。

D－SHO7（第255～257図　図版196・241）

検出状況　調査区西端中央部でD－SHO6・06q2、D2－SH03とともに重複して検出された住居跡で、南

東端に位置する。重複関係により、D2－SH03やD－SH06よりも新しいと判断できる。

形態・規模　方形の竪穴住居跡で、北西一南東方向の規模は4．7m、北東一南西方向では4．9mの規模

であるが、南東壁はやや狭い。検出面からの深さは最大12cm遺存していた。

理　土　遺構検出時に床面の多くを検出したため、埋土はほとんど残っていないが、黒褐色層である。

屋内施設　明周壁溝および4本の主柱穴を検出した。焼土・炉は住居跡中央部で、1箇所の炉と2箇所

の焼土部分がある。周壁溝は幅30cm、深さ5cm程度である。なお、D－PO30は本住居内の土壌である。

柱　穴　柱穴掘り方は径30cm～40cm、深さ40cm～56cmを測る。柱痕は径15cm～26cmで、柱間は北

西側が1．94m、南東側は1．84m、北東側は1．74m、南西側は1．84mである。

土　壌　住居内北隅に位置する円形の柱穴状土壌である。径60cm、深さ10cmで、上部で須恵器杯身と

蓋がどちらも内面を上にして重なって出土した。土壌深が浅いことから、貯蔵穴とは言いがたい。
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第255図　D－SHO6・SHO6－2・SHO7、D2－SHO3
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第4章　各地区の調査

1．10YR2／1黒（黒）色　シルト質柵砂　中礫と10YR3／2黒褐色を
直径2－3cmブロックで含む

2．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト質柵砂～中砂10YR3／1黒褐色を
直径1～4cmブロックで含む

3．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト質柵砂～中砂　直径2～6cmの磯含む
灰黄褐色のブロックを含む

4．10YR3／2黒褐（灰黄褐）色　細砂に極租砂～細礫を多く含む
中礫も多く含む

塑塑B－

1．10YR3／2黒褐色　細砂～租砂（10YR6／8明黄褐色　直径1cm迄の塊および直径1～3cmの礫をわずかに含む）

2．10YRl．7／1黒色　極細砂～細砂（10YR3／2黒褐色粒に加え直径1～3cmの礫をわずかに含む）
3．10YR2／1黒色　柵砂～租砂（10YR3／2黒褐色粧　直径3～8cmの礫を多く含む）貼床か？
4．10YR2／2黒褐色　細砂

5．10YR2／1黒色　極細砂～柵砂（1層と同じ）1層と2層の漸移層か？
6．10YRl．7／1黒色　極細砂～細砂（2層と同じ）2層より黒っぼい

7．10YRl．7／1黒色　極細砂（10YR3／2黒褐色粒をわずかに含む）
8．10YRl．7／1黒色　柵砂～租砂（10YR3／2黒褐色粒を多く含む）

9．10YR3／2黒褐色　極細砂（10YRl．7／1黒色粒および直径3cm位の礫をわずかに含む）
10．10YR2／1黒色　極細砂～柵砂（10YR3／2黒褐色粒および礫をわずかに含む）

11．10YRl．7／1黒色　極細砂～細砂（10YR3／2黒褐色粒をわずかに含む）
12．10YR3／2黒褐色　柵砂（10YR4／3にぷい黄褐色粒と細砂を多く含む）床面

13．10YR2／1黒色　極細砂～細砂（10YR3／2黒褐色粒および礫を直径3－5cmの礫を多く含む）
14．10YR2／2黒褐色　細砂～租砂（直径3～5cmの礫を多く含む）
15．10YR2／1黒色　極細砂～細砂（直径5～10cmの礫を多く含む）
16．10YR4／2灰黄褐色　細砂～租砂　地山

D－SHO6－2

3　塑塑D－

1・10YR1．7／1黒色　極細砂～柵砂（10YR3／2黒褐色　直径2～5cmの礫をわずかに含む）
2・10YR2／1黒色　極細砂～細砂（10YR3／2黒褐色粒および直径3～5cmの礫をわずかに含む）
3・10YR2／2黒褐色　極細砂～柵砂（10YR3／2黒褐色粧および直径3～5cmの礫をわずかに含む）
4．2層と同じ

5・10YR2／2黒褐色　極細砂～柵砂（10YR3／2黒褐色塊を多く含む）
6．10YR3／3暗褐色　極細砂一価砂

D2－SHO3

H‾瘍デ型些H’
1

1．10YR2／2黒褐色　極細砂（10YR3／3黒褐色粒および直径1cmまでの礫を多く含む）

第256図　D－SHO6・SHO6－2・SHO7、D2－SHO3土層断面図
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遺物出土状況　先述の土壌以外に遺物が出土したのは南西側周壁溝で、須恵器杯蓋1点である。

出土遺物　図示したのはすべて須恵器杯である。D－87・105は杯蓋で、周壁溝から出土したD－105の

口径は12．6cm、器高5．1cmを測る。D－P30出土のD－87の口径は12．0cm、器高4．8cmで、D－105の器壁

は薄いが、ともに口縁端部は内傾する面をもつ。杯身のD－88はD－P30出土で、口径10．0cm、器高4．9

cmを測る。たちあがり端部は内傾する凹面をなす。

D2－SHO3（第255・256図　図版196）

検出状況　調査区西端中央部でD－SHO6・06－2・07とともに重複して検出された住居跡で、南西端に

位置する。重複関係により、最も古いと判断できる。

l l l　＿1　－‥1　＿‥＿‥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿j

第258回　D地区北西隅部遺構配置図
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形態・規模　重複のため、南西コーナー部分を検出したにすぎないが、矩形住居跡と判断できる。南北

方向は3．2m以上、東西方向は2．4m以上の規模である。深さは5cm遺存している。

埋　土10YR2／2黒褐色の1層が堆積していた。

柱　穴　本住居跡相当部分から多くの柱穴を検出したが、主柱穴と判断できるものはなかった。

出土遺物　図示できなかったが、壷頚部と高杯脚柱部の細片が出土している。弥生時代のものであろう。

D－SHO8（第259～261・320図　図版199・243・256）

検出状況　調査区北西隅の最も標高が低い位置にD－SH09と重複存在し、本住居跡の時期の方が降る。

形態・規模　長方形で東西に長い。東西規模は5．8m、南北方向は4．0mの規模で、深さは8cmである。

埋　土　埋土は3層ほどに分かれるが、すべて黒色土である。

屋内施設　焼土主柱穴を4箇所で検出し、主柱穴で囲まれた東寄りの部分で焼土が2箇所認められた。

柱　穴　柱穴掘り方は径25cm～40cmで、深さ14cm～25cmを測る。確認できた柱痕は径18cm～28cm

である。柱間は長軸の東西方向北側で3．5m、南側で3．4m、南北柱間は西側が2．1m、東側は1．9mである。

遺物出土状況　住居跡ほぼ中央と南東柱穴ぎわの床面から土師器が出土し、南東部床面から鉄刀子が出

土している。

出土遺物　D－106は鉢もしくは嚢である。口縁部と体部の境は屈曲せず、口緑部もほとんど外反しない。

口径21．4cm、残存高21．9cmを測る大型品である。D－107はD－106周辺で出土した嚢で、口がすぼまる。

内面はヘラ削りで、外面には煤が付着する。口径10．9cm、最大径17．4cmを測る。D－109は口径15．9cm

を測る鉢で、口縁端部はやや歪であるが、器高9．4cm程度である。内面には「おこげ」状の黒褐色有機

物が付着している。D－108は高杯脚部で、脚端径は7．3cmを測る。杯部内外面はヘラ磨きである。

第320図DqM2の鉄刀子は背関で、先端を欠失する。残存長6．6cm、茎長3．3cm、問幅1．4cmを測る

D－SHO9（第259～261図　図版199・200・243）

検出状況　調査区北西隅に近い位置にD－SH08と重複存在し、本住居跡の方が先行する重複関係である。

形態・規模　南北に長い長方形のようにも判断できるが、東側が短く、歪な矩形を呈する。西側での南

北規模は6．6m以上、東側では6．0mを測る。東西規模も北側の6．2mと南側の5．6mで差が大きい。

埋　土　明黒～黒褐色系の堆積土で、埋土の厚さは最も深いところで24cmである。ただし、下部の約14

cm分は埋め土の可能性が高いが、埋め土上面は北側へかなり傾斜しており床面とするには躊措される。

竃　本住居跡では柱穴・周壁溝などは検出されなかったが、西側壁南寄りに竃が造りつけられていた。

竃焚口を東側に向けている。幅80cm、長さ1．2m、高さ13cm残存していた。燃焼部の幅は30cmと狭い。

出土遺物　埋土から出土した土師器高杯2点はいずれも小片である。杯部D－110は椀形杯部で、口径

14．8cmを測る。内面には放射状のへラ磨きを暗文状に施す。脚部D－11は脚端径11．5cmである。

D－SHlO（第261・262図　図版200・243）

検出状況　調査区北西隅に近い位置でD－SHO8・SH09と群をなすが、重複せず約2mの距離を置く。

形態・規模　やや歪な正方形に近い平面形で、北側は5．5m、南側4．8mと規模に大きな差があり、東

側5．3m、西側で5．7mと差がある。

埋　土　埋土は黒褐色の1層のみで、厚さ17cmである。床面は北側に傾斜し、その差は16cmである。
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D－SHOg l D－SHO8　　　　　　　　140．0m

≠≠二二≡
1．10YRl．7／1黒（黒）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂（若干の紙礫と褐色シルトブロック混じる）
2．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細粒砂（直径5cmの亜角中礫若干混じる）

3．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり細粒砂～中粧砂（直径3cmの亜角中礫混じる）
4．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂（直径20～30cmの亜角礫混じる）

5．10YRl．7／1黒（黒）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂（細礫混じり、ベース）
6．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂（直径30～50cmの亜角礫混じり、ベース）

7．7．5YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂（直径20～30cmの亜角礫混じり、ベース）

D－SHO9　　　　　　　　　　　　　　　D－SHO8

＼
「 ／

ロ　　　ー－

D－SHO9 D－SHO8

塑聖D－

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

第259図　D－SHO8・SHO9（1）
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L二『①拡大図

「

」

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

！　一　一　一　一　！　　　　　　　」

1・10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中粧砂（若干細礫混じり、褐色シルトブロック混じり、
直径3～5cmの亜角中礫混じる）

2・10YR1．7／1黒（黒）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂（柵礫混じり、ベース）

3・7・5YR2／1～2／2黒～黒褐（黒褐）色　租砂シルト一極細粒砂　極租粒砂～柵礫少量　部分的に中礫
4・10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂　極租粧砂～細礫少量　中礫混じる

（10YR3／2黒褐（暗褐）色　ブロックを含む）

1・10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中粒砂（若干細礫混じり、褐色シルトブロック混じり、
直径3～5cmの亜角中礫混じる）

2・10YRl．7／1黒（黒）色　シルト混じり中粧砂～租粧砂（細礫混じり、ベース）

3・7・5YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中粧砂（直径20－30cmの亜角礫混じり、ベース）

0

l

q

トー

」

1m
l一　一　一　一　」＿＿＿！

4m

1．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト質細～中砂（粘性強）

2・7・5YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中～租砂（焼土塊（直径0．5～1cm）混じり）竃袖構築土
3・10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中～租砂（直径3～10cm亜角礫混じり）竜神構築土

4・10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり租砂（直径5－10cm亜角礫混じり）ベース層
5・7・5YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中一租砂（直径0．5cm迄の焼土塊混じり、若干炭混じる）
6・10YR3／2黒褐（黒灰）色　シルト混じり中～租砂（直径0．5－2cmの赤褐～黄褐焼土塊ブロック

および直径5mm以下の炭片混じる　竃構築土　6層上面が竃（最終）床面

第260図　D－SHO8・SHO9（2）

屋内施設　4箇所で主柱穴を検出し、ほかに柱穴2個を検出した以外に屋内施設は確認できなかった。

柱　穴　柱穴掘り方径30cm～40cm、深さ16cm～30cmで、土層により確認した柱痕は径18cm～25cm
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第261図　D－SHO8～SHlO出土土器

を測る。柱間は西側が最も広く3．2m、東側は2．8m、北側2．0m、南側では2．1mである。住居南側に

偏っている。

出土遺物　すべて埋土から出土した小片で、本住居跡の時期を示すものではない。D－112は弥生後期の嚢

底部で、外面パケ、内面へラ削り調整である。底径は3．2cmと小さい。D－113・114は高杯あるいは器台の

脚裾部で、弥生後期と思われる。D－113は脚端径16．1cm、D－114は20．8cmで、端部を上下に拡張する。

D－SHll（第263・265図　図版201・244・246）

検出状況　調査区北部の住居跡群中西端に位置する。D－SH12と重複し、本住居跡が後出と判断してい

るが、問題が残る。

形態・規模　明南北に長い長方形で、北端は不明である。南北5．4m以上、東西4．4mの規模を測る。

埋　土　埋土は黒褐色単一層で、深さは約20cmを測る。

遺物出土状況　住居跡内北東部の埋土上部で土器が集中して出土した。いずれも弥生時代の土器であり、

D－SH12との重複関係に敵歯をきたす。重複関係判断の誤りもしくは弥生時代土壌を認識できず、住居

跡自体の認識に誤りがあるのかのいずれかであろう。図とは異なるが、いずれとも決Lがたい。

出土遺物　D－115の嚢はD－116とともに弥生中期後葉と思われる。口径17．6cm、推定器高31．2cmで、

体部最大径24．4cm、底径7．6cmである。体部外面はヘラ磨き、内面は最大径以下をへラ削りし、上部は

パケを残す。口縁端部はやや肥厚する。D－116は器高が低い嚢で、口径11．8cm、器高17．3cm、最大径

16．9cm、底径5．5cmを測る。口縁端部は内側につまみ出す。肩部には2個一対の円孔を穿つ。体部はパ

ケ後へラ磨きで、内面のみ下半をヘラ削りする。D－117はミニチュア土器で、径4．8cm。D－118は器台

と思われる。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租粒砂～中礫（直径20～30cmの亜角礫が部分的に混じる）
2．10YR4／1褐灰（褐灰）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂（細礫混じり）＝地山

／

丁＿JTTン：

坦些聖C－

L1，－；　：　　　　　－　　　　　！

第262図　D－SH10
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第263図　D－SH11・SH12
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第6節　D地区の遺構と遺物

D－SH12（第234・263～265図　カラー図版16　図版201～204・245・246）

検出状況　調査区北部の住居跡群中の西端付近に位置し、D－SHllと重複する。

形態・規模　方形の住居跡と思われるが、北部は削平により消失しているため全容は不明である。北東

一南西の規模は8m、北西一南東方向の規模は6．6m以上である。最も深い南側で深さ28cmを測る。

埋　土　基本的には黒褐色土層であるが、部分的に3－4層に分けられる。

屋内施設　柱穴・土壌・貼床・床硬化面および断面観察により竃を確認した。

貼床・硬化面　黄色の貼床は住居内南部を中心に検出した。また、床硬化面はその周囲に認められた。

本住居跡は、構築時に砂礫層まで掘削した後に土で埋めて床面とする方法を採っている。

竃　D－SK27・28間に残した土層観察用畔の中で高杯（D－129）が逆転状態で検出された。焼土は多く

なかったが、竃が存在していたものと考えている。幅は不明であるが、長さは1．4mであろう。

土　境　南壁に沿って3基の土壌が並ぶ。竃下部の土壌D－SK27・SK28は一部重複し、D－SK27が新し

い。DqSK29は東端の楕円の土壌で、長径90cm、短径75cm、深さ17cmで、小玉と高杯が出土している。

D－SK27・SK28はともに楕円形で、それぞれ長径1．6m・1．3cm、短径1．2m・1．1m、深さ41cm・13cmである。

柱　穴　主柱穴と思われる2基を検出した。掘り方径35cm・60cm、深さ25cmで、柱穴間は4mである。

遺物出土状況　竃・土壌以外に、埋土や床面から多くの土師器が出土している。

出土遺物　すべて土師器で、D－119－123の壷、D－124～127の嚢、D－128～139の高杯、D－140の杯

がある。

壷はすべて小型で、埋土から出土している。D－119～121の口径は順に8．3cm・9．7cm・9．5cmを測る。

D－122は口径6．7cm、器高7．3cm、体部径6．8cmで、体部は球形に近い。D－12の体部は偏球形で径7．2cmである。

嚢は4点図示したが、D－126のみ床面出土と判断できた。D－126の口緑部は内湾し、端部に水平な面

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10

11

12

13

10YR3／1黒褐（黒褐）色
10YR3／2黒褐（黒褐）色
10YR3／1黒褐（黒褐）色
10YR2／2黒褐（黒褐）色

シルト混じり柵砂（直径1～2mmの細礫混じる）

シルト混じり細～中砂（直径5～10cmの亜角礫混じる）
シルト混じり中～租砂（拳大礫・炭混じる）

シルト混じり細～租砂（黄褐色地山ブロック混じる）

10YR7／4にぷい黄橙（にぷい黄橙）色　貼床（直径3～10cmの亜角磯混じる）1～2回の貼り直しが見られる
10YR7／6黄橙（黄橙）色
10YR3／1黒褐（黒褐）色
10YR3／1黒褐（黒褐）色
2層と同じ
10YR3／2黒褐（黒褐）色
7．5YRl．7／1黒（黒褐）色
6YR4／6赤褐（赤褐）色
7．5YR1．7／1黒（黒褐）色

シルト混じり中一租砂（直径3～10cmの亜角礫混じる）
シルト混じり極細一価砂（直径3～5mmの細礫比較的多い）

シルト混じり極細～細砂（直径2mm迄の細礫・炭が上半に多い）

シルト混じり中～租砂（直径0．5～5cmの亜角礫混じる）
極細粒砂で中粒砂～細礫含む。埋め立て整地層

砂礫層　細粒砂～大礫　淘汰悪し　大礫若干混じる　全て亜円～亜角礫
租砂シルト～極細粧砂で中粒砂少量含む＝地山

第264図　D－SH12断面図
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第265回　D－SH11・SH12出土土器
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をもつ。口径16．0cmである。D－124は布留型口縁端部で、口径は18．8cm。D－125の口縁端部は内面玉

線状に見せており、口径13．6cmである。D－126は器壁が厚い口縁部で、口径16．2cm、端部は丸い。

床面出土の高杯D－128は杯部が有段で、口径18．6cm、杯部深5．7cm、器高13．4cm、脚端径11．9cmを測る。

脚柱部は中空で屈曲して裾部にいたる。D－129は転用竃支脚と考えられる椀形高杯で、口径13．5cm、杯部

深3．6cm、器高10．3cm、脚端径8．1cmである。脚柱部は中空で裾部はあまり開かない。有段高杯D－130～

134のうち、床面出土はDq130－132の2点である。D－130は口径13．7cm、杯部深4．0cm、D－131は口径

15．6cm、杯部深3．5cmと浅く有段に近い。D－132の口径は15．4cm、大型のD－133の口径は22．6cmである。

D－134は図示のみで、有段と思われる。椀形のD－135は口縁部が外反し、口径14．6cm、杯部深3．0cmである。

脚部D－136～139は屈曲あるいは大きく外反して開くもので、中空と中実があり、埋土出土である。

杯D－140は口径13．9cm、器高4．9cmを測る。内面はヘラ磨きを密に施す。床面出土である。

D－J6はD－SH12内のD－SK29出土の滑石製小玉（臼玉）で、土ふるいにより検出した。径3．5mm、厚さ

2mで、孔径は1．5mである。5G3／2の灰色を呈し、側面には擦痕が認められる。重量は0．02gを測る。

D－SH13（第266～268図　図版205～207・246・247）

検出状況　北部住居跡群中の西端に位置する小規模の竪穴住居跡で、いずれの住居跡とも重複しない。

形態・規模　方形の竪穴住居跡で、北西一南東方向の規模は4．9m、北西一南東方向では4．8mの規模

である。北西側壁のやや東よりに竃があり、主柱穴は南東側に寄っている。竃の焚口は南東方向である。

埋　土　住居の構築方法は、床面よりも20cm近く深く掘り込んだ後、埋め土を行い、床を構築している。

住居跡埋土は黒褐色の単一層で、検出面から18cmの深さであった。

屋内施設　主柱穴と竃のほか、柱穴状のピットを検出している。

硬化面　床面はやや粘質となっており、硬化面と判断できる。硬化面は壁付近では認められない。

柱　穴　4本の主柱穴は竃を避けて南東側に寄っており、柱痕中心をつないだラインは北西壁から1．5

mの距離で、北東・南西・南東側が壁から90cm・70cm・80cmの空間がある。柱穴掘り方は径28cm～

37cm、深さ21cm～24cmで、土層で確認した柱痕は径18cm～25cmである。柱間は北東一南西方向の

北側が2．8m、南側が2．85m、北西一南東方向の東側が2．05m、西側が2．05mで、北東一南西方向が長い。

竃　北西壁の東寄りに造り付けられた竃は、外形が馬蹄形に近く、径1．6mと大きく、高さ12cm遺存して

いた。燃焼部は楕円形で、長径1m、短径80cmを測る。竃も深く掘った後、埋め土をして構築している。

竃内縦断面の状況から、支脚の抜き取り穴が確認できた。形状から、支脚は石製であったと思われる。

遺物出土状況　竃内より須恵器杯・土師器鉢、柱穴内より土師器高杯、床面より土師器楽が出土した。

出土遺物　土師器嚢D－141は、外反する口線部が短く、口径15．2cmで、肩部はなだらかである。

柱穴から出土した有稜高杯杯部D－142は、口径15．7cmで、内外面をヘラ磨きする。

竃出土の鉢D－143は口径10．7cm、器高8．0cmを測り、外面はパケ後へラ磨きを施している。

須恵器杯D－144は口径13．6cm、器高4．4cmの平底であり、蓋の可能性もある。TK－209型式期頃であ

ろう。

D－145は土師器の破片で、外面に波状文様の文様が認められる。外面調整はヘラ磨きである。

D－SH14（第268・269図　図版208・246）

検出状況　北部住居跡群中の西部に位置する住居跡で、D－SH16と一部重複し、本住居跡が新しい。
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第4章　各地区の調査

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり純一中砂（直径5mm前後の柵礫　赤褐～黄褐　焼土塊混じり　粉状で軟らかい

2．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト混じり極細～細砂（直径5mm前後の細礫混じる）
3．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト質細～中砂（直径5mm前後の細礫　赤褐焼土塊混じる　焼土塊は踏み込みか）埋め土

4．2．5Y5／2暗灰黄（暗黄灰）色　極細粒砂～細粒砂　租粒砂少量含む　地山

第266図　D－SH13
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第6節　D地区の遺構と遺物

．Cl

上　⊆王フ；冒：

1型二巨旦a－

10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中～租砂（直径1cmの角礫、焼土塊混じる）竜の構築土

75YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中砂（直径5mm以下の炭・焼土塊混じり　内面焼けている）
寵の構築土

D＿144　12．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂（黄橙色砂質土ブロック混じる）竜の構築土
13．10YR2／3黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂（黄橙色砂質土ブロック混じる）竃の構築土
14．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中砂　竃の構築土

15．75YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂（直径3mm前後の焼土塊が多量に混じる）

2m　16・10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～中砂（若干黄橙色砂質土ブロック　焼土塊混じる）

i一　一　一　一i　　　：　　　　　　＿［

17．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂（若干焼土塊・炭混じる）竃構築土　内面焼けてる
18．10YR3／3暗褐（暗褐）色　シルト混じり中砂～租砂（若干黄橙色砂質土ブロック

直径5mm以内の焼土塊混じる）竃の地盤改良土？ベース層
19．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂　竃の地盤改良土？

20．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～租砂（直径5～10cmの亜角礫混じる）

第267図　D－SH13竃

撤‾二勲′

∈≡≡「ニラ
D－147

D－150

二裏　二戸

20cm

！1－　－　－；　　；　　　　　　＿　！

第268図　D－SH13・SH14・SH16出土土器

形態・規模　北側隅部分が調査区外で不明となっているが、矩形に近く、北西一南東方向は5．0m・4．2

mの規模、北東一南西方向の規模は4．2mである。深さは最深で20cm遺存していた。

埋　土　南北方向中央部に黒色層、東側と西側は黒褐色層が堆積していた。

柱　穴　4箇所で柱穴を検出したが、主柱穴と判断できるのは3基である。柱穴掘り方は径28cm～36cm、

深さ15cm～28cmで、柱痕は23cm～26cmで、柱間は2．3mと1．6mで、北西一南東方向に長い。

出土遺物　弥生嚢D－146は後期末と思われ、凹線を施し、口径は17．6cm。須恵器杯D－147は口径13．0cm、

TKq43型式期で、ともに埋土出土。D－P55出土の須恵器高杯脚D－148もTK－43型式期かその直後であろう。
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第4章　各地区の調査

1．10Y2／1黒（黒）色　シルト混じり極細～中砂（直径5cm前後の橙色磯混じる）

2．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中～租砂（直径5～10cmの亜角礫混じる）
3．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり柵～中砂（直径5～10cmの亜角礫混じる）
4．10YRl．7／1黒（黒）色　シルト混じり中～租砂（砂粒租い）基盤層

5．10YR6／6明黄褐（明黄褐）色　シルト質中～租砂（直径5cm前後の亜角礫混じる）基盤層

ア茨

1－‾lこ＿｛二三

i一　一　一　一；　　：　　　　　　　！

第269回　D－SH14
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第6節　D地区の遺構と遺物

D－SH16（第268・270図　図版208・246・247）

検出状況　北部住居潮；群中の西部に位置する住居跡で、D－SH14と一部重複し、本住居跡が古い。

形態・規模　やや歪な克巨形で、南北6．25m・6．0m、東西4．65m～5．25m、深さ20cmを測る。

屋内施設　柱穴・土壌を検出した。主柱穴は認められない。南西部で90cmx50cmの範囲に炭を検出した。

土　壌　西壁際中央部で検出し、80cmx60cmの規模で、深さは25cm。貯蔵穴の可能性がある。

出土遺物　2点図示したが、すべて埋土出土である。D－149の須恵器杯蓋は口径13．5cm、器高4．5cmで、

MT－85型式並行期、D－150の土師器椀形高杯は口径15．6cmで、杯部深は3．6cm程度と浅い。

‾一一 一 ．、

勿

1．10YR3／1黒褐色　柵砂～極細砂　直径0．5mm～1cmの礫・租砂混じる

2．7．5YR3／1黒褐色　極細砂　直径3～10cmの亜円礫を含む
3．7．5YR2／1黒色　シルト質極細砂　租砂は少し含むが小さい礫はなし

0

1些聖B・

3m

LllH l l　　　　　［

第270図　D－SH16
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第4章　各地区の調査

D－SH15（第234・271～273図　カラー図版10・16　図版208～210・247・248）

検出状況　北部住居跡群の中央部に単独で存在する住居跡で、隣接する住居跡とは1．5m以上離れる。

形態・規模　平面矩形に近く、西側隅は丸い。東西7．2m、南北5．9mの規模で、東西方向にやや長い。

理　土　住居構築は、床面より深く掘り下げた後、約10cmの厚さで埋土を行い、その上面を床とし、

明緑灰色の土で貼り床をしている。住居跡埋土は大半が黒褐色土層で、検出面から約30cmの深さである。

屋内施設　竃が北壁に造りつけられ、貼り床および主柱穴4箇所と炉と思われる土壌を検出した。

貼床・硬化面　貼床はおもに主柱穴で囲まれた範囲と竃周辺で認められたが、北東側にもひろがる。

炉　住居跡中央に存在する50cmx40cm、深さ10cmの浅い楕円形土壌で、埋土に焼土と炭を多く含む。

柱　穴　主柱穴は掘り方径31cm～60cm、深さ17cm～25cmを測る。柱痕は確認できなかった。柱穴中

心間距離は南北方向が3．5m、東西方向は3．25mの規模で、住居は東西に長いが柱間は南北少し長い。

竃　明北側壁ほぼ中央部に存在し、焚口は南南東方向に少し傾く。幅1．1m、長さ1．1m、高さは20cm

遺存していた。竃壁上部が落ち込んだ上面で2～4cm大の礫が面的に集中して検出された。竃壁に塗り

込められていたものと判断している。燃焼部は方形に近く、東西幅50cm、南北長50cmである。焚口周

辺で土師器嚢、東側袖脇で須恵器杯、西側袖の西で土師器鉢が出土しているが、竃内では支脚等は検出

されなかった。この竃も下部を深く掘り込み、埋め土をした後に構築している。

遺物出土状況　竃付近出土土器以外には、床面からD－163の高杯脚が出土し、大半は埋土出土である。

出土遺物　須恵器杯類D－151－163、土師器鉢D－164、土師器嚢D－166－174、甑D－175等が出土している。

須恵器杯蓋はD－151の1点である。口径13．0cm、器高4．0cmで端部は丸く、TK－43型式期である。

須恵器杯身はD－152～160の9点を図示した。竃東脇出土のD－156によって住居廃絶時期を知るこ

とができる。D－156は口径12．5cm、器高3．6cmで、底部をへラ切りしていることから、TK－217型式期

と思われる。それより大きく遡るD－152はTK－47～MT15型式期で、口径9．2cmである。D－153～

155の3点のうち、D－154・155は底部を回転へラ削りしており、TK－209型式期に遡る可能性がある。

D－154の口径は12．4cm、器高3．9cm、D－155の口径は14．0cmである。D－154は底部へラ切りで、D－156

と同時期である。口径12．7cm、器高3．9cmを測る。一方、D－156を降る時期のD－157～160の須恵器杯

は住居廃絶後のものであろう。D－157は高杯の可能性もあるが、口径13．0cm、D－158は口径12．0cm、

D－159は口径10．8cm、D－160は口径11．2cmで、いずれもたちあがり部は低い。TK－217型式期の新段階

と思われる。須恵器高杯杯部のD－161は口径13．4cmで、TK－209型式期であろう。脚部のD－162は脚

径11．5cmで、TK－217型式期の古い段階の可能性が高い。床面出土の高杯脚部D－163は4方に円形透

かしがあり、TK－43型式期に遡りそうである。

土師器鉢D－164は口径9．7cm、器高6．6cmで、丸底である。

土師器嚢はいずれも口緑部の破片のみである。D－166は口緑端部に水平な面をもち、口径10．2cmを測る。

D－167は口緑端部が内湾し、口径19．2cmである。D－168は口径14．3cmの肩が張らない嚢である。D－170－

174の外反する嚢口緑部は、口緑部下端の器壁が最も厚く、端部にむかって徐々に厚みを減じ、尖り気味

の端部になるという共通する特徴をもつ。D－169はその初現形態ともいえる。出土数が多いことから、須

恵器の出土量が最も多いTK－209～TK－217型式期の所産と思われる。口径は14．7cmから33．5cmを測る。

D－175の甑は底部の破片であるが、径6．8cmの孔を焼成前に穿ち、端部を丸くおさめている。

D－176は移動式竃の焚口部分の破片である。

第234図D－J13は埋土出土の水晶片である。六角錐形であるが、上部を欠損し、残存高5．5mmである。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．7．5YR3／1黒褐色　極細砂　粗砂微量混じる　炭・土器片が多く混じる
2．10YR3／1黒褐色　細砂～極細砂　直径2－5mm・3cmの礫を含む
3．10YR3／1黒褐色　極細砂　直径2－5cmの礫を多く含む
4．7．5YR3／1黒褐色　極細砂　租砂混じり　直径2－8cmの礫を多く含む
5．7．5YR3／1黒褐色　細砂～極細砂　直径0．5～5cmの礫を含む
6．貼床　5Y5．5／2灰オリーブ（明緑灰）色　中粒砂～極租粧砂　繍礫少量含む

および7．5YRl．5／1黒（黒褐）色　極細粒砂
7．埋め立て層10YR2／1黒（明黒褐）色　極細粒砂で中粒砂多く含む　細礫少量含む
8．10YR3／1黒褐（淡黒灰）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂少量含む
9．2．5Y4．5／2暗灰黄（暗責灰）色　細粒砂～租粒砂で極租粒砂～細礫含む
9l．2．5Y3／1黒褐（暗線灰）色　極欄粒砂で細粒砂少量混じる　中粒砂～細礫少量含む
10．砂礫層10YR5／6黄褐（黄褐）色　細粒砂～中礫迄の亜円・亜角礫　淘汰悪し
10㌧砂礫層　2．5Y4／2暗灰黄（曙灰黄）色　細粒砂～中礫迄の亜円・亜角礫　淘汰悪し

′

わ””／／く′ノンニ′スク1．月ラ／／／ノノノノノ′ノノノノノ′′′ノノ′′′′′′′′′1　p71．六日目，日日．r
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第271図　D－SH15

－　322－



第4章　各地区の調査

」　　　　　　」

⊂r

11　 C 2

1・3 1・0　 ♂ 4　 7　 5　 6　　 4 9

1・4第。 1‘2 若 ㌢ ＋

1．10YR3／1黒褐色　柵砂～極細砂　租砂混じり　暗灰黄色ブロック含む　10．7．5YR3／1黒褐色　細砂
2．10YR3／1黒褐色　糸田砂～極細砂　焼土粒混じる
3．10YR2／1黒色　細砂～極細砂　直径1－4cmの礫を多く含む
4．10YR3／1黒褐色　中砂～細砂　焼土粒　黄色土ブロックを多く含む
5．10YR3／1黒褐色　細砂　直径5mm～2cm程度の礫を少し含む
6．10YR4／1褐灰　細砂　細かい焼土　炭を含む
7．7．5YR4／2灰褐色　細砂　糸田かい焼土を多く含む
8．10YR3／1黒褐色　極細砂　焼土粒混じる
9．10YR3／2黒褐色　細砂　租砂混じる

‾瘍里聖C’
1．10YR3／1黒褐（10YR4／1褐灰）色

糸田砂～極細砂　炭・租砂混じる
2．10YR3／1黒褐色　糸田砂～極細砂

炭を多く含む　焼土混じる

0　　　　　　　　　1m
JL．」」」＿　　　」

焼土ブロック（比較的大きめ）

黄色土を含む
11．7．5YR5／6明褐（赤橙）色　租粧シルト一極糸田粒砂

焼土の塊（燃焼部分）
12．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色に11層と10YR6／6明黄褐（黄灰）色　極糸田粒砂で

糸田粒砂～中粒砂まじる（焼土・炉壁混じる）が多く混じる
3．2．5Y2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂～細礫混じる
4．10YRl．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂で中粧砂～細礫混じる
5．7．5YRl．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂一組礫少量含む
6．10YR4／1褐灰（褐灰）色　極細粒砂～中粒砂　租粒砂～中礫含む　地山
7．10YR5．5／5にぷい黄褐（濁黄褐）色　極細粒砂（粘質）で

細粒砂～中粒砂微量含む　中礫少量含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

！　一　　一　　一　　一　！　　　　　　　　！

第272図　D－SH15竃等

D－SH24（第229・235・274・275図　図版183・211・235・247・249）

検出状況　北部住居跡群の南部に存在する住居跡で、弥生後期の住居跡D－SH17内に重複している。

形態・規模　平面方形であるが、北西部が不明となっている。3．6m四方と小規模である。

埋　土　D－SH17よりも深く、黒色土が堆積していた。遺構面から床面までの深さは30cmを測る。

屋内施設　幅20cm、深さ4cmの周壁溝を南・西側壁で検出し、東側壁際で土壌を検出した。

土　墳　D－SK38は南北に長い楕円形を呈し、長径105cm、短径93cm、深さ26cmで、底は平坦である。

遺物出土状況　土境内より高杯片、住居跡埋土から嚢が出土している。

出土遺物　D－177・178は口縁端部にむかって器壁厚を減じ、端部が外反し、尖り気味である。D－177・

178の口径は15．8cm・16．8cmである。D－179の杯部は有段の椀形で口径15．7cm、D－180は口径11．9cmを測る。

第235図D－SlOの砥石は長さ14cm、幅11cm、厚さ7cmの板状石で、1面のみ砥面としている。
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第6節　D地区の遺構と遺物

D－SH18（第275・276図　図版183・213・246・247・267）

検出状況　北部住居跡群の南西端に位置し、弥生後期の住居跡D－SH17と重複し、新しい。

形態・規模　やや振れるが、南北方向に長い矩形で、長辺7．8m、短辺5．6mを測る。深さ15cmであった。
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第273図　D－SH15出土土器
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第4章　各地区の調査

L Hli＿＿＿＿＿　－　　　　　　1

第274図　D－SH24断面図

D－SK38

b

軍一顧
1．10YR2／1黒色　極細砂　租砂混じる
2．10YR3／1黒褐色　極細砂　柵砂・租砂混じる

3．2．5Y4／1黄灰色　極細砂　細砂混じる
にぷい黄色の地山の土が少し混じる

0　　　　　　　　　1m
L　一　一　一；　　　！

屋内施設　3箇所で柱穴を検出したが、西側壁で竃、中央部で90cmx55cmの範囲に焼土を検出した。

柱　穴　1箇所を除いて住居跡確認時に検出していたものであり、図化できていない。主柱穴は位置的

にこれらのうち2～3基と考えられる。柱穴掘り方は径30cm～45cmで、深さ14cm程度である。柱穴

間は4．5m、3．0mで、南北方向が長い。

竃　西側壁の南寄りに焼土の集積がみられ、造り付けの竃が存在していたと判断した。竃は南側袖部の

み確認できた。袖長は80cm、高さは5cm遺存していた。

遺物出土状況　北東部の柱穴D－PO79では、土師器蓋と高杯脚部が重なって出土し、南西部の柱穴

D－PO68からは須恵器嚢の口緑部が出土した。また、埋土から土師器棄・須恵器杯が出土している。

出土遺物　土師器嚢は口緑部が外反し、口縁部下端の器壁が厚く端部が薄い形態で、先述のD－SH15

出土嚢に類似する。口径はD－181が18．5cm、D－182は27．4cmである。須恵器杯身もTK－217型式期の

特徴を示すD－185が出土している。D－185は口径12．5cmを測る。D－183・184は弥生土器の可能性が高

く、D－SH17埋土かもしれない。D－183は脚端径16．6cm、D－184は口径14．7cm、器高6．3cmで、平底鉢

の可能性もある。

墓‾I＿二＿ ノ

∈三千＝才。－185

20cm

1－　－　－1i i　　…＿＿＿＿＿　　　」

第275図　D－SH24・SH18出土土器
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第6節　D地区の遺構と遺物
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第276図　D－SH18
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第4章　各地区の調査

D－SH30（第277～280図　図版212～215・246・250）

検出状況　北部住居跡群の中央部に位置し、東側の住居跡D－SH19と1mの距離を置いて近接する。

形態・規模　南北に長い矩形を呈するが、規模については不明な点も残す。南側壁の位置は第277図の

壁よりも内側の線において床土層の違いを確認し、同時に西側壁の北部についてもやや内側の線で同様

の違いを確認している。したがって、南北規模は7．2mないし6．0mとなり、東西規模は5．4mである。

ただし、北側壁の西部については確認できなかった。壁は東側が良好で、高さ30cm遺存していた。

埋　土　床面以上の埋土は黒褐色系の2層が堆積していたが、床面以下は構築時に部分的に深く掘り込

んで水平になるように埋め土を行い、その上に黄色の土で貼床としている。

屋内施設　主柱穴と判断される柱穴3基と柱穴・土壌を多数検出し、「コ」字形の溝も南部で検出した。

貼床・硬化面　主柱穴で囲まれた範囲を中心としているが、一部北東側にもひろがっている。貼床の厚

さは5cm程度である。溝は幅15cm、深さ8cm程度で、「コ」字形にめぐるが、機能は不明である。

土　墳　住居跡中央の土墳D－Pl06は径50cm程度、深さ35cmで、中央土壌の可能性がある。東側壁際

のD－SK40は径50cmの円形土壌、D－SK40は楕円形で長径80cm、短径50cmを測る。D－SK40は深さ38cm、

DqSK41は43cmとどちらも深く、貯蔵穴の可能性がある。D－SK45は浅く、住居構築時の埋め土の可

能性がある。

柱　穴　主柱穴と考えている柱穴は掘り方径32cm、深さ14cm～35cm、柱痕は径17cm・25cmで、柱

間は2．2mと1．95mで、南北方向が少し長いが、住居跡外形と主柱穴の方向にずれがあり、疑問も残る。

遺物出土状況　床面から多くの土器が出土し、埋土出土は第280図D－188・189に示した2点に限られる。

なお、土壌D－SK40埋土から壷口縁部が出土している。

出土遺物　土師器高杯はD－186～192の7点、壷はD－193・194の2点を図示した。

D－186は床面北東部出土の椀形高杯で、口径14．9cm、杯部深4．0cm、器高12．5cm、脚端径10．5cmである。

Dq187－189の椀形杯部外面にはわずかに段がある。D－187は口径14．3cm、杯部深4．1cm、D－188の口

径は15．8cm、D－189は口径14．3cm、杯部深4．2cmを測る。D－190は口径14．7cmの有稜高杯である。

Dq191の脚部は屈曲して大きく開き、脚端径15．2cm、D－192はあまり開かない裾部で、径9．8cmを測る。

D－193・194は直口の壷で、D－193は口径8．4cm、D－194は口径9．9cm、体部最大径14．7cmを測る。

D－SH19（第280～282図　カラー図版12　図版215～217・250・251）

検出状況　北部住居跡群の中央東部に位置し、西側の住居D－SH30とは1mの距離で近接する。南東

部はD－SH21と重複し、土層観察により本住居跡の方が古いと判断している。

形態・規模　やや歪んだ方形で、南北6．3m、東西6．0mの規模を有し、壁は最大18cm遺存していた。

埋　土　本住居跡も深く掘り込んだ後に厚さ10cm強の埋め土を行い、叩き締めて床面としているが、

黄色の貼床は認められない。埋土は黒褐色・黒色土層である。

屋内施設　柱穴・竃を検出し、東側壁の北寄りに50cmx40cmの楕円形に炭が認められた。

貼床・硬化面　硬化面の範囲は明確にできなかったが、主柱穴で囲まれた範囲内と竃周辺である。

柱　穴　主柱穴を3箇所で検出した以外に柱穴を1基検出したが、中世の掘立柱建物跡のものである。

位置的には主柱穴とほぼ合致するため、重複したのかもしれない。柱穴掘り方径は25cm～32cm、深さ

13cm～34cmで、柱痕径は20cm～25cmである。柱間は南北4．0m、東西3．7mである。

竃　南側壁のほぼ中央に造られていた。焚口は北方向で、住居跡主軸方向からややずれる。幅1．2cm、
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長さ1．3m、高さ20cm遺存しており、燃焼部は90cmx50cm程度の楕円形を呈する。燃焼部中央やや

焚口寄りで正立状態の石製支脚を検出した。竃西側袖脇から土師器高杯、焚口前から土師器杯が出土し

ている。なお、竃部分は一度深く掘り込んでから埋め土を行った後に竃壁を構築している。

遺物出土状況　竃付近以外には、土師器嚢が床面から出土し、埋土から土器小片が出土している。

出土遺物　床面出土の嚢D－195は口径18．9cmで、外反気味の口緑端部は水平面をつくり、内外に若干

拡張させている。竃脇出土の高杯D－196は有段で椀形の杯部で、口径15．7cm、杯部深5．7cmを測る。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂
直径5cm前後亜角礫、土器混じり

2．10YR2／3黒褐（黒褐）色　シルト質極細砂～細砂
3．10YR2／1黒（黒）色　シルト質極細砂　直径2mm細礫混じり
4．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂

直径0．5～2cmの亜角礫混じり　地山とよく似る

豊里5　　　　1竺些堅。－

翫雰
1．10YR3／1黒褐　シルト質細砂～中砂

黄色シルトブロック（貼り床土と似る）と租砂が混じる

D－P103
d

1

2

3

些些d・

＼ll二〕1
10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂
10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂

1．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂
2．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂～中砂
3．10YR3／3暗褐（暗褐）色　シルト混じり中砂～租砂

直径5cmまでの亜角礫混じり　地山と似る
4．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂

直径0．5cm前後の柵礫と直径5cm前後の亜円礫混じり

D－P106
140．6m

el

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり柵砂～中砂
直径5～20cm亜角礫混じり

1m

10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂　黄橙色地山ブロック混入！　一　一　一　一　！　　　　　　　＿＿」

第279回　D－SH30内土墳・柱穴土層断面図

脚端径は9．7cmで、外反しながら大きく開く。器高は13．0cmを測る。D－197の杯は口径13．1cm、器高

4．3cmである。

埋土出土の脚部D－198は弥生時代、D－199も本住居より遡る。D－200の須恵器杯もTK－23型式期に

遡る。

D－SH32（第280・283・284図　図版217・218・250・251）

検出状況　北部住居跡群の中央東部に位置し、東側の住居D－SH21と重複し、本住居跡が古い。

形態・規模　東西に長い矩形を呈し、東西8．0m、南北6．8m程度の規模である。深さは20cmである。

埋　土　埋土は黒褐色土層であるが、構築時に床面下20cm程度に深く掘り込み、埋め土を行っている。

貼床・硬化面　竃周辺部にのみ、貼床と床の硬化面が認められたが、図示できなかった。

竃　南西隅に近い部分に造り付けられた竃で、道春状況は比較的良好で、燃焼部内壁の湾曲状態が看取

できた。最大幅1．2cm、長さ1．2cm、高さ22cmを測る。燃焼部内壁の最大幅は36cm、底部分で26cmを

測り、その湾曲状態から、約5cm程度上で内面上端部と思われ、竃壁の厚さを10cmと仮定すると、床

面から竃上端までの高さは外形で30cm程度と推定できる。なお、竃の燃焼部底面は床面より5～10cm

低くなっている。また、竃奥壁はほぼ垂直に立ち上がっている。なお、構築方法は本遺跡の他の竃と同

じである。

遺物出土状況　竃焚口付近よりD－206の甑、床面から土師器嚢D－203・高杯D－204が出土している。

出土遺物　D－201の土師器壷は口縁端部を外上方に引きのばし、外面に擬凹線を施す。口径15．7cmを
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D－200

第280図　D－SH30・SH19・SH32出土土器

測る。D－202は山陰系複合口縁部の嚢で、外面に煤が付着している。口径15．7cmである。D－203は床

面東部出土の土師器嚢で、口径11．9cm、口緑部は下端の器壁が厚く端部は薄くなっている。口径11．9

cmである。椀形高杯D－204は口径15．0cm、杯部探5．0cmを測る。D－205は鉢としているが、甑口緑部

の可能性も残している。D－206は甑底部で、底面に楕円形孔を5箇所に穿っていると思われる。体部最

大径は22．8cmを測る。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租砂　直径2～3mm橙色細礫、直径2～5cm亜円礫混じり

2．10YR1．7／1黒（黒）色　シルト混じり細砂～中砂　直径2～3cm亜円礫混じり
3．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり柵砂～中砂　直径5～10cm亜角礫混じり

4．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細砂～細砂　直径2～3mmの細礫若干混じる
5．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細砂～柵砂　細礫をほとんど含まない

6．5Y5／2灰オリーブ（濁緑灰）色　極細粒砂～中粒砂　租粒砂～中礫含む
7．2．5Y6／6明黄褐（明黄褐）色　砂礫層　大礫まで亜円礫・亜角礫　巨礫も含む　淘汰悪い

第281図　D－SH19
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1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10

11

12

13

10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂
10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり中砂～租砂　黄褐色シルトブロック混じり
10YR3／3暗褐（暗褐）色　シルト混じり細砂～中砂黄褐色シルトプロッタ・土器混じり
10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂

10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂　焼土塊（直径2－5mm）混じり
10YRl．7／1黒（黒）色　シルト質極細砂～細砂　若干炭混じり
7，5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂　7との問に赤褐色シルトブロック多く混
10YR3／2黒褐（窯褐）色　シルト混じり中砂～租砂
10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細砂～繍砂　直径2～5mm
赤褐色シルトブロックが多量に混入
5YR5／8明赤褐（赤褐）色　シルト質細砂　被熟層12が被熟している
10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト質極細砂～細砂　ベースによく似る
7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト質卿砂

14．10YR7／4にぷい黄橙（黄褐）色　シルトブロック混じり土　竃の酉袖
15．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細砂～細砂　黄褐色シルトブロック混じり　竃の東袖
16．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり中砂　橙色砂質ブロック（直径5～10mm）混じり
17．10YR4／1褐灰（褐灰）色　シルト混じり租砂　直径2mm珊礫混じり
18．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂　橙色細礫（直径2～5mm）混じり
19．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト質細砂
20．10YR2／1黒（黒）色　シルト質細砂～中砂
21．7．5YR4／1褐灰（褐灰）色　シルト混じり欄砂　焼土塊（直径5～10mm）混じり
22．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり細砂～中砂

直径5mm前後細礫混じり　竜の覆土か？
23，10YR3／2黒褐（黒褐）色　竜混じり中砂～租砂

直径2～5mm繍礫混じり

24．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり柳砂～中砂　直径5Inm前後の細礫混じり
10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり粗砂　直径10cm前後亜角礫、橙色細礫直径5mm前後混25．2．5YR4／1貴灰（灰）色　シルト混じり極卿砂～中砂

0　　　　　　　　　　　　1m

第282図　D－SH19竃

D－SH21（第285～287・294・320図　図版219～221・251・252・254・256）

検出状況　北部住居跡群の東部に位置し、北西側のD－SH19と西側のD－SH32と重複し、本住居跡が

新しい。

形態・規模　平面矩形を呈し、南北6．1m、東西5．6mの規模である。壁は最大15cm遺存していた。

理　土　住居構築方法は深く掘りこんだ後埋め土をして床面を構築し、その上に厚さ5cm程度の貼床を

行っている。埋土は他の大半の住居跡と同じく黒色・黒褐色の土層である。

屋内施設　主柱穴および竃を検出した。また、前述の貼床のほか、中央で2箇所の炉を検出した。

貼床・硬化面　貼床は主柱穴で囲まれた範囲内および竃周囲を中心に確認できた。

中央炉　住居中央部で長径60cm、短径50cmの楕円形と、直径35cmの円形に焼土の範囲が隣接して検

出された。焼土を除去すると、下から長径34cm、短径30C臥深さ3cmの楕円形と、直径26cm、深さ

4cmの円形の浅い土壌が検出された。これらは焼土の存在から、炉跡と判断できる。

柱　穴　中世の掘立柱建物跡関連以外の柱穴は4箇所で検出した。すべて主柱穴であり、柱穴掘り方の
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1．10YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂～極租粒砂含む　中礫少量含む
2．8．5YRl．7／1黒（黒褐）色　細粒砂で極細粧砂含む　中粒砂～中礫含む
3．2．5Y2／1黒（黒灰褐）色　極細粒砂で細粒砂～中礫少量含む
4．10YR2．5／1黒褐（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂、中粒砂～中礫少量含む　大礫含む
5．10YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂～極租粒砂含む　中礫少量含む
6．10YRl／1黒（黒褐）色　極細粧砂で中粒砂含む　床面の土、敷き均らし土、土器も少量含む
7．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂～租粒砂含む　中礫一大礫少量含む
8．5Y5／2灰オリーブ（緑灰）色　細粒砂～細礫で中礫少量含む　貼床土
9．2．5Y3．5／1黒褐（乳黒灰）色　極細粧砂～細粒砂で中粒砂～細礫含む　中礫含む　地山層
10．2．5Y5／2暗灰黄（暗黄褐）色　租粒砂～中礫までの亜円礫・亜角礫　淘汰悪い
10’．10YR5／5黄褐（黄褐）色　租粒砂～中礫までの亜円礫・亜角礫　淘汰悪い
11．大礫大の亜円礫・亜角礫　マトリクスは9層　淘汰悪い
12．10YRl．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂、中粧砂～中礫含む　地山層

第283図　D－SH32

径は30cm～36cm、深さ40cm～48cmで、柱痕は径25cm～30cmである。柱間は南北方向東側で2．9m、

西側では3mの規模、東西方向北側では3m、南側では2．8mを測る。

竃　北側壁の中央部に造り付けられていた。焚口方向は南西方向で、住居の軸からはやや振れている。

竃は幅1．5m、長さ1．3mで、高さ10cm遺存していた。燃焼部は26cmx60cmの長三角形に近く、奥壁

はほぼ直立している。燃焼部底は床面よりも約5cm低い。構築は、下部を少し掘り込んで埋め土をし、

周囲にも土を埋めながら壁を構築している。

遺物出土状況　須恵器・土師器が床面より出土し、竃構築土中からD－207の須恵器杯蓋が出土している。
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q J

O　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m
ll一　一　一i　　　：　　　　　　　！

1・7．5YR3／1黒褐（灰褐）色　極細粒砂～極租粒砂に細磯含む　竃壁片微量含む
2．10YRl．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂に租粧砂～柵礫少量含む
2’2とほぼ同じだが、やや締まる（竃の崩落土か？）

3．10YR2／1黒（暗褐灰）色　極細粒砂～細粒砂に中礫と竃壁を多く含む
3’10YR3／1．5黒褐（暗灰褐）色　極細粒砂に細粒砂と租粒砂含み、竃壁片含む

4．7．5YR1．7／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂で中粒砂～極租粒砂少量、
中礫微量含む（竃の崩落土か？）

5．10YR2．5／1黒褐（暗褐）色　極細粒砂～細粒砂、租粧砂～柵礫含む
竃壁片多く含む

6・10YR2．5／1黒褐（暗褐）色　極細粒砂～細粒砂で租粒砂～細礫含む　粘質
7．7．5YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂で細粒砂～柵礫含む　中礫微量含む

8・地山？10YRl．7／1黒（灰黒）色　極細粒砂～細粒砂　中粒砂～柵礫少量含む

9・10YR2．2／1黒（黒灰）色　極細粧砂で租粧砂含む　竃壁片（黄色）小片多く含む
10．7．5YR2．5／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂で租粒砂～細礫含む

竃壁片（小片）含む

11．7．5YR3／1黒褐（暗灰褐）色　極細粒砂で中粒砂～租粒砂少量含む
竃壁含む

12．10YRl．7／1黒（黒褐）色　極細粧砂で細粒砂～細礫含む

13．10YR3／1黒褐（暗茶褐）色　極細粧砂～細粒砂で中粒砂一極租粧砂含む
14．10YRl／1黒（黒褐）極細粒砂で中粒砂含む

15・2．5Y3．5／1黒褐（乳黒灰）色　極細粧砂～細粒砂で中粒砂～柵礫含む　中礫含む

第284図　D－SH32竃

出土遺物　須恵器杯類D－207～211、土師器高杯D－212、土師器甑D－213、土師器楽D－214～218がある。

須恵器杯蓋D－207は竃構築時を示す土器である。口径13．6cmで、TK－43～TK－209型式期であろう。

D－208は埋土出土で、口径12．8cmを測る。D－209・210は床面出土で、口径はそれぞれ12．4cm・11．1cm

を測り、底部はヘラ削りであることから、TK－209型式期と考えられる。器高はそれぞれ3．9cm・4．0cm

である。

D－211の須恵器有蓋高杯は、口径11．3cmで、受け部やたちあがり部の形状からD－210と同時であろう。

D－212の土師器高杯は直立する中実の脚柱部から、裾部が屈曲して開くが、径は小さく器壁が厚い。

D－213の甑は上部であり、口径19．0cmで、内面はヘラ削りを施している。

土師器嚢D－214－218は口径15．6cm～29．2cmと大小あるが、外反する口縁部で、口縁部下端の器壁

が厚く、端部は徐々に薄くなる。肩が張らない体部で、内面には斜め方向のヘラ削りを施している。

第320図D－M3は長頸鉄で、柱穴D－PO87脇出土。鉄身は長さ1．4cm、幅6mmで、全長は16．6cmであ

る。ほぼ完形で、茎端から6．2cmのところに疎開痕が存在する。頚部幅5mm、厚さ5mmである。

第294図D－S12は砥石に類似した石製品で、竃焚口付近の床面から出土した。長さ7cm、幅6cmである。

D－SH28（第288・289図　図版222）

検出状況　北部住居跡群の東端近くに位置し、D－SH29と重複し、古いが、住居跡かどうか疑わしい。

形態・規模　隅丸方形状を呈し、南北4．0m、東西3．0m以上である。深さは35cmである。

埋土および出土遺物　黒褐色系の土が堆積していたが、本遺構に伴う遺物は出土しなかった。
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第6節　D地区の遺構と遺物

1．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租砂　直径2－3Inm橙色細礫、直径2～5cm亜円礫混じり　人為的な埋め戻し土

2．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂　直径0．5～2cm亜角礫混じり

3．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり極細砂～細砂　細礫をほとんど含まない

4．10Y礼7／1黒（黒）色　シルト混じり翻砂～中砂　直径2～3cm亜円礫混じり　ベース

5．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂　ベース　直径0．5cm亜角礫混じり

6．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シル帽極細粒砂に細粒砂～租粒砂多く含む　椰礫～中礫混じる

7．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり細砂～中砂　直径5～10cm亜角礫混じり　ベース

8．2．5Y6／6明黄褐（明黄褐）色　砂礫層　大磯まで亜円礫・亜角轢　巨恥含む　淘汰悪い

9．5Y5／2　灰オリーブ（濁緑灰）色　極細粧砂～中粒砂、祖粒砂～中礫含む

0

＿1旦1二堕C

第285図　D－SH21
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「

a～a

1．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂

2．10YR7／6明黄褐（明黄褐）色　粘土ブロック（シルト混じり細砂～中砂）
天井の崩れ（天井構築土）

3・5YR4／8赤褐（赤褐）色　粘土ブロック（シルト混じり細砂～中砂）
天井の崩れ（天井構築土）

4．5YR2／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～租砂
焼土塊（直径1cm前後）が多量に混入

5．2．5YR5／8明赤褐（明赤褐）色　シルト質細粒砂
内面が被熱している

6．10YR7／4にぷい責橙（橙）色　シルト混じり細粒砂
橙色シルトブロックからなる

7．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂

橙色シルトブロック膏革王些る
6

b～b’

1．10YR3／1窯褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～粗砂
2・10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂　若干焼土塊混じる
3・10YR7／6明黄褐（明黄褐）色　粘土ブロック（シルト混じり柵砂～中砂）

天井の崩れ（天井構築土）
4・5YR4／8赤褐（赤褐）色　粘土ブロック（シルト混じり柵砂～中砂）

天井の崩れ（天井構築土）
5．5YR2／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂～租砂

焼土塊（直径1cm未満）が多量に混入
6．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり租砂　上層に炭片混じる

炉跡隼。／譜

第4章　各地区の調査

「

8．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂～細粒砂
直径5～10の細礫混じり

9．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂
10．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂

直径5以下の焼土塊・炭混じり
11．10YR5／4にぷい黄褐（黄褐）色　シルト混じり中粧砂

黄橙色シルト質ブロックからなる

12．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～粗粒砂
黄橙色シルトブロック・若干炭混じり

ほ10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～粗粒砂
直径1～5cmの亜角礫混じり　ベース層

1旦1二聖b・

7．7．5YR2／1黒（黒）色　シルト質租砂～柵礫（直径2mmまで）硬化面
8．7．5YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり紳砂～中砂

直径2mm細礫混じり　カマド構築土

9．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト質細砂～中砂
直径2～5mm細礫混じり　ベース

10．2．5YR5／8明赤褐（明赤褐）色　シルト質細粒砂
内面が被熟している

11．7．5YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租粒砂
直径2mm前後の維礫を多く含む

12．10YR4／1灰褐（灰褐）色　シルト混じり中粒砂～粗粒砂

直径5～10cmの亜角礫混じり　ベース層

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

141．2m

C．．％‾－．．i？日日；］m
第286図　D－SH21竃他

D－SH29a・b（第249・288～294・320図　図版222～225・252・253・254・256・267）

検出状況　北部住居跡群の東端に位置し、D－SH28と重複する。2棟が重複し、D－SH29aが新しい。

形態・規模　重複する2棟それぞれの外形はあまり明確でない。D－SH29aでは竃の存在と主柱穴の方

向により、東壁の位置および方向を推定した。それによると、平面矩形の住居跡で、東西規模は約6．0m、

南北は6．8m以上であるが、北側壁は流失し、残存していない。高さは最深部で釣棚皿を測る。

D－SH29bはD－SH29aとは約450の方向ずれがあり、東側壁は住居跡南東隅からそのまま北北東方向
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第287図　D－SH21出土土器

にのびてゆくようであるが、不明確である。西側壁はD－SH29aの構築により消失している。以上のこと

から、D－SH29bは東西4．6m以上、南北7．4m程度の矩形住居跡と考えられる。深さは28cmであった。

埋　土　両住居跡とも黒褐色土で貼床を行っている。また、本住居跡では構築時に掘り込んだ直上に貼

床をおこなっている。廃絶後の埋土は黒褐色の層である。

屋内施設　D－SH29aでは主柱穴・竃・貼床・土壌・炉など多くの施設が検出されたが、D－SH29bでは

貼床以外には炉やピット程度である。

柱　穴　D－SH29aの主柱穴と思われる柱穴は4箇所存在する。柱穴掘り方は径30cm～50cmで、深さ

40cm～75cm、確認できた柱痕は径15cm・25cmを測る。柱穴間は南北方向東側で2．05m、西側では

2．6mを測り、東西方向北側で1．7m、南側では1．9mの間隔で、住居の規模に比して柱間は狭い。

貼床・硬化面　D－SH29aの貼床は主柱穴の範囲内およびその周囲から竃へかけての広範囲に認められ、

さらに竃の東側へもひろがっている。この部分はD－SH29bの範囲に相当するが、貼床がひろがる状況

は別の住居とは思えず、単一住居に伴う貼床の可能性もある。ただし、竃の位置が壁から離れた住居内

に存在することになる。本住居跡では中央土壌部分も含めて炉が6箇所検出されており、鉄製品片の出

土量も多く、鉄淳も出土していることから、工房跡の可能性も捨てきれない。その場合、D－SH29aの

東壁はさらに東にひろがることになるが、家根を支える柱穴は検出できていない。

中央土壌　D－SK43はD－SH29aの中央に位置する長径1．3m、短径1．0mの楕円形土壌で、深さは15

cmであるが、最下層で焼土が径25cmの範囲に認められた。土壌には溝が取り付いているが、機能は不

明である。
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距色
○

色が

三凸
D－M4

D－SK42

‾｝．一

－－　一一一一一一・′

1．10YR2／1黒色　極細砂　租砂混じり
直径5mm前後の小礫含む

D－SK43

141．0m
b’

、、∴一一㌧＿＿＿＿＿＿一一一一1

1．7．5YR5／2灰褐色　極細砂　細砂少し混じる　焼土混じり
2．7．5YR4／1褐灰色　極細砂（少しシルト質）租砂少し混じる

D－焼土4
141．Om

l c．

C‾‾遠赤
1．10YR3／1黒褐色　細砂　浅黄色の粗砂～中砂を多く含む

直径1～1．5cmの礫を含む（貼床の土）
2．7．5YR4／1褐灰色　極細砂　租砂を微量含む　炭混じり

※焼土の上に貼床をしている

D－Pl11

塑旦竺dl

二言
1．7．5YR5／6明褐色　柵砂～極細砂
2．2．5Y3／1黒褐色　細砂～極細砂　直径10cmの礫を含み、

直径1～2mmの小礫が混じる

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

第288図　D－SH28・SH29a・SH29b
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第6節　D地区の遺構と遣物

〔⊃

第289図　D－SH29a・b

断面図

土　墳　中央土壌以外に南端でやや大型の土壌が認められた。直径75cm

で円形に近いD－SK42は深さ30cmを測る。

焼土・炉　主柱穴東側で焼土が5箇所存在し、うち2箇所は柱穴状遺構に

伴う。

竃　竃は焚口を西方に向けている。幅1．2m、長さ1．2mの規模で、高さ

は10cm遺存していた。燃焼部中央からは土師器高杯が逆転状態で検出さ

れ、支脚として使用されていたことがうかがえる。また、焚口部分では、

角柱状の石が焚口の両側に門柱状に立った状態で検出され、その間からは

板状石が出土した。この石は焚口上部に横架していた石であることは容易

に推察できる。同様の焚口部分の補強は丹波市柏原町三原遺跡でも認めら

れる。燃焼部は方形に近く、幅50cm、長さ50cmを測り、奥壁は垂直に立つ。

遺物出土状況　明D－SH29bの東部分あるいはD－SH29aの竃東側と判断

される位置から完形に近い土師器が多く出土している。また、D－SK42の

南側からも完形の土師器壷・嚢が出土しており、床面や埋土から鉄製品や

鉄棒が出土している。

出土遺物　出土遺物には土器、鉄製品、鉄淳、石製品がある。土器は土師

器嚢D－219～222・224の5点、土師器壷はD－225～228の4点、土師器

杯D－229、土師器高杯はD－230－239の10点、須恵器杯はD－223の1点

を図示し、鉄製品は鉄淳も含めD－M4～M7の4点を図示した。

床面の東部から出土したのはD－219・225・229・231・239の5点で、

床面南部からはD－224・226・237の3点が出土した。ほかには、D－222

がDqP114から、Dq234がD－SK42から出土し、D－230が竃支脚に転用さ

れていたものであ　　②拡大図

り、D－M6は貼床内

から出土し、他は埋

土出土である。

嚢D－219は口径

15．6cm、器高22．0cm、

体部最大径20．9cm

を測り、体部はほぼ

球形で、口緑端部は

内側つまみ出してい

る。D－220～222は外反する口縁部の破片である。

D－224は小型の嚢で、外面に煤が付着する。口径

10．6cm、器高13．0cm、最大径は12．9cmを測る小

型の嚢である。

壷D－225は口径9．7cm、体部最大径7．1cmであ

る。D－226は小型の壷で、口径9．7cm、器高6．4cm、

L O

」＿」＿＿＿＿」＿＿＿＿⊥＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

第290図　D－SH29a遺物出土状況
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第4章　各地区の調査

1．7．5YR3／1黒褐色　細粒砂～極細粒砂に白色粗粒砂、直径3mm～10cm礫含む
2．7．5YR3／1黒褐色　細粒砂に租粒砂、直径3～5cm礫含む
3．7．5YR3／2黒褐色　細粒砂～極細粒砂に租粒砂混じり、直径5mm～5cm礫含む
4．7．5YR2／2黒褐色　極細粒砂、若干シルト質、直径1～5cmの角礫含む
5．2．5Y6／3にぷい黄色
6．10YR3／1黒褐色　細砂～極細砂　租砂、直径5mm～1．5cm程度の礫を多く含む（貼り床）
7．10YR4／1褐灰色　細砂～極細砂　粗砂、直径3cm程度の礫含む
8．2．5Y5／1黄灰色　中砂～細砂　直径5mmの礫含む（地山）
9．7．5YR3／1黒褐色　中砂～細砂　直径1～5cmの礫多く含む
10．7．5YR4／1褐灰色　シルト質極細砂　珊砂混じり　灰黄色中砂混じる
11．10YR2／1黒色　紳砂～極細砂　租砂・1～5cmの礫含む

C

①拡大図

／77
lml11C・

第291回　D－SH29a・b

－　341一



第6節　D地区の遺構と遺物

1．5YR3／1黒褐（4／1褐灰）色　細砂　租砂少し混じる
直径1～3cmの礫が少し入る

1’焼土が多く入る
2．7．5YR2／1黒（3／1黒褐）色　中砂～細砂

浅黄色の地山が少し混じる
3．10YR2／2黒褐（3／2黒祖）色　細砂　租砂混じり

直径1～2cmの礫が混じる
4．10YR2／1黒（3／1黒褐）色　極細砂　租砂混じり
5．10YR3／2黒褐（4／2灰黄褐）色　租砂～細砂

直径1cm前後の礫を含む

1．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂　直径2～5mm紙礫、
若干炭片と焼土塊混じり　内面被熱　竃の袖構築土

2・7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂　直径5～10mm柵礫、
黄橙色砂質ブロック混じり　竃の袖構築土

3．7．5YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂　直径5～10mm焼土礫混じり
4．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり細粒砂　根の撹乱

5・10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租粒砂　直径2～5mm細礫、焼土塊混じり
6・10YR3／3暗褐（暗褐）色　シルト混じり租粒砂　直径2～5mm細礫、焼土塊混じり
7・10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり租粒砂　直径2～5mm柵礫、焼土塊混じり
8．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり細粒砂

9・10YR2／1黒（窯）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　黄橙色砂質ブロックが若干混じる
10・10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂　黄橙色砂質ブロックが多く混じる
11．10YR4／1褐灰（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　直径2～5cm亜角礫混じり
12．10YR4／2　灰黄褐（灰黄褐）色　シルト混じり中粒砂

直径2～5cm亜角礫混じり　ベース層

1．5YR3／1黒褐色　紳砂　租砂混じり
2．10YR4／1褐灰色　細砂～極細砂

2．5Y5／2暗灰黄粘土ブロック混入　直径2mm程度の礫が混じる
3．2．5Y3／2黒褐色　細砂～シルト質極細砂　焼土粒混じる
4．10YR3／1黒褐色　シルト質極細砂　細砂・租砂少し混じる

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

1．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細砂
上面被熱で赤褐色　竃燃焼部床

2．10YR2／1黒（黒）色　シルト混じり粗砂　直径5～10mm細礫混じり
3．10YR2／1黒（黒）色　シルト質細砂　直径5mm以内炭片、

直径5～10mm柵礫混じり、よく締まっている
4．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中砂～粗砂

黄褐色砂質ブロックと若干の炭混じり
5．10YR4／1褐灰（褐灰）色　シルト混じり中砂～租砂

直径1－2cm亜角礫混じり　ベース層
6．2．5Y7／6明黄褐（明黄褐）色　シルト質細砂

直径1～2cm亜角礫混じり　ベース層

第292図　D－SH29b憲
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第293図　D－SH29出土土器

最大径は7．7cmを測る。D－227は口径11．3cm、D－228は口径6．6cmで複合口緑風である。

Dq229の杯は有稜高杯杯部に似ており、口径13．0cm、器高4．4cmである。

須恵器杯身のD－223は口径11．3cm、器高4．8cmで、TK－208～TK－23型式期と思われる。

D－230の竃支脚に転用されていた高杯は有稜で、脚端径9．0cmを測る。D－231－233の高杯杯部はす

べて有段・有稜のものであり、D－235・236も有稜高杯と思われる。D－237～239の高杯脚部は外反し

ながら開くもので、透かしをもつものも認められる。

鉄製品D－M4－M6は不明品で、D－M4は長さ3．0cm、幅2．0cm、厚さ7．5mmで、ミニチュアの鉄斧
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第6節　D地区の遺構と遺物

11

11

11

11

11

11

日
目
11
日

目
日
日
H

l t

第294回　D－SH29・SH21、包含層出土石製晶等

のような形をしている。D－M5

は現存長7．1cm、現存幅3．9cm、

厚さ4mmで、鉄鮭の可能性もあ

る。D－M6は現存長3．7cm、現

存幅1．6cm、厚さ6mmである。

D－M7は椀形鉄津で、径約4．9

cm、最大厚1．6cmを測る。鉄素

材とも考えられる不明鉄製品

と椀形鉄棒の存在から、小鍛治

的な工房跡の可能性も指摘でき

る。

石製品のうち、D－SK42から

出土したD－S13は、長さ23．9

cm、残存幅12．7cm、厚さ3．3cm

の板状を呈し、石皿の可能性が

ある。D－S14は竃焚口の天井石、

D－S15・16は竃焚口の門柱状

袖石である。

諷
A

隼

＿＿　　　－．．　－．1　1－－－－・1－－　　1－　－－　－－－・－・一一‾・　－　　1－・一一

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4m

第295図　D－SH31
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第4章　各地区の調査

1．7．5YR2．5／1黒褐（暗茶褐）色　極細粧砂～細粒砂で中粒砂～中礫含む　大礫少量、炭・土器含む
2．住居床面

l日一一；　：　　　　：　　　　！

第296図　D－SH27
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第6節　D地区の遺構と遺物

D－SH31（第295・320図　図版182・256）

検出状況　北部住居跡群から南東に離れて1棟単独で存在している。削平を受けたため全容は不明である。

形態・規模　南側の壁のみ残残存している。直線であることから矩形の住居跡と判断できる。規模は南

北5．6m以上、東西4．6m以上である。

埋　土　貼床を直接検出し、埋土はほとんど認められなかった。深さは7cmである。

貼床・硬化面　中央部で検出した貼床は東西2．4m、南北1．8mの範囲で、住居構築時の掘り込み直上

に貼っている。

出土遺物　包含層出土の鉄鉱は、本住居跡部分からの出土である。残存長7．4cm、鉄身幅1．9cmで、柳

葉形を呈し、逆刺は欠損している可能性もある。

D－SH27（第249・296～298図　図版226・237・255）

検出状況　調査区南西部に位置し、北西側のD－SHOlとは9m、南側のD－SH25・26とは8m離れている。

形態・規模　平面矩形を里し、南東隅は丸い。東西5．7m、南北5．4mで、壁は最大深17cm遺存していた。

2　　　」旦二王塑a－

1．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　竃内埋土
2．5YR4／8赤褐（赤褐）色　シルト混じり租粒砂（非常に良く焼けた層）

細礫（直径3cm前後）混じり
3．7．5YR5／4にぷい褐（赤褐）色　シルト混じり中粒砂～租粧砂

竃を構築する際に地盤改良した土
4．10YR3／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粧砂

竃を構築する際に地盤改良した土
5．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂

若干炭混じり　竃を構築する際に地盤改良した土
6．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粧砂

ベース（直径5～10cm亜角礫混じり）

塑週聖b

1．10YR2／1黒（黒褐）色　租粒シルト～極細粒砂で
租粒砂～中礫含む　土器含む

2．10YR4／2灰黄褐（明茶褐）色　極細粒砂で
租粧砂～中礫含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2m

！一　一　一　一i l　　　　　　　＿＿［

第297図　D－SH27竃・土壌断面図

「‾‾頭2

幸二‾

ノ

D－249

D‾霞±∃。●251∈∃＝遡。＿252無冠。
0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20cm

】l一　一　一i I　　　　　　＿＿＿＿　［

第298図　D－SH27・SH26・SH25出土土器
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第4章　各地区の調査

埋　土　埋土は1層で、黒褐色である。

屋内施設　床硬化面と主柱穴および竃のほか、貯蔵穴と思われる土壌も検出した。

貼床・硬化面　範囲は明確でなかったが、床表面が粘質となって硬化している部分があった。

柱　穴　柱穴は5箇所確認したが、いずれも主柱穴である。主柱は4本で、柱の据え替えが認められる。

柱穴掘り方の直径は23cm～50cm、深さ14cm～33cmで、柱痕は径14cm～21cmを測る。柱間は東西方向

南側で2．5m、北側で1．9mと2．25m、南北方向西側では1．95m、東側でも1．95mを測り、東西方向が長い。

竃　西側壁中央部で竃を検出したが、遺存状況は悪い。焼土および南側袖石が検出され、竃は長さ75

cmであったが、幅は60cm程度しか確認できず、高さも10cmであった。竜北脇より土師器嚢が出土した。

土　墳　東壁の中央で略円形の土壌を1基検出した。直径は60cm程度で、深さは32cmを測る。

遺物出土状況　竃周囲の嚢の他には北西柱穴から土師器、北東隅の床面から土師器嚢と高杯が出土した。

出土遺物　D－242は埋土出土の須恵器杯身で、口径11．5cm、L器高4．4cmを測る。MT－15型式期であろう。

D－240は口径15．7cm、体部最大径21．1cmを測る壷または嚢で、北東隅の床面から出土した。D－241

も壷または嚢で、口緑部は外反する。口径は15．7cmである。D－243は北西の柱穴D－PO91から出土し

た。高杯杯部または杯と思われ、内面に暗文状のへラ磨きを施す。口径は13．9cmである。D－244は有

段高杯杯部で、口径15．1cmである。杯部深は4．4cmを測り、北東隅の床面から出土した。D－245・246

は椀形高杯の杯部で、D－245は口径14．8cmを測る。高杯脚D－247は脚端径9．4cmで、外反しながら開く。

D－248の底部は弥生後期に遡る可能性がある。D－249の底部も弥生時代のものであろう。

D－S17は四角柱状の竃袖石で、長さ33．2cm、幅15．3cmで、竃内面（北側面）側が焼けている。

D－SH25（第298・299図　図版227・255）

検出状況　調査区南西部に位置し、北西側のD－SH26と重複し、本住居が新しい。

形態・規模　東西にやや長い隅丸矩形の住居跡で、東西5．3m、南北4．5mの規模で、深さは9cmである。

埋　土　住居構築方法は、床面よりも約20cm深く掘削し、黒褐色土で埋めて床面を作る。埋土は

7．5YR2．5／1の黒褐色である。

屋内施設　床硬化面と主柱穴および竃を検出した。

貼床・硬化面　範囲は明示できなかったが、主柱穴で囲まれた範囲内で床上面の黒褐色土が粘質化し、

踏み締められたようになっている部分が認められた。

柱　穴　4本柱である。柱穴掘り方は径20cm～40cm、深さ12cm～32cmで、柱痕は11cm～15cmを測る。

柱間は東西に長く、東西方向北側で3．1m、南側で2．5m、南北方向西側で2．5m、東側では2．35mを測る。

竜　北側壁中央東寄りに造り付けられていた。遺存状況はあまり良好ではなく、袖部分は不明である。

長さ84cm、最大幅78cmで、床面からの高さは4cmであった。

遺物出土状況　西部床面から須恵器D－253が出土している。

出土遺物　D－251・252は埋土から出土した須恵器蓋である。D－251は口径13．9cmで、MT－15型式期、

D－252は口径12．2cm、TK－10型式期頃であろう。杯身D－253は口径13．4cm、器高4．8cmで、TK－10型

式期頃である。

D－SH26（第298・299図　図版227・255）

検出状況　調査区南西端に位置し、南東側のD－SH25と重複し、本住居が古い。
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1．7．5YR2．5／1黒褐（暗茶褐）色　細粒砂一極細粒砂で中粒砂～柵礫含み、中礫微量含む、炭・土器含む
2．8YR2．5／3黒褐（暗茶褐）色　極細粒砂で細粒砂～細礫含む　直径2cm中礫少量含む
3．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　直径5mm以下の細礫混じり・土器混じり
4．10YR2／2黒（黒）色　シルト混じり細粒砂～租粒砂　淘汰悪い　埋め戻し土　上面がSH26の床面
5．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂　直径5－10cm亜角礫混じり　柱穴？埋土
6．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂　直径2～10cm亜角礫混じり　埋め戻し土
7．2．5YR7／4浅黄（黄褐）色　シルト混じり細粒砂～租粒砂　直径5～10cm亜角礫混じり　ベース層

D－SH25

ヽ 詔 ‾ 「
D－SH25

壁C－

」ノーこ）「1亡0 ＋

1．7．5YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粧砂～租粒砂
2．5YR4／8赤褐（赤褐）色　シルト混じり租粒砂　焼土塊・

柵礫（直径5mmまで）多く混じる　上面焼けている
3．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり細粒砂～租粒砂

竃を構築する時に地盤改良した土
4．10YR3／1黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂

竃を構築する時に地盤改良した土
5．10YR2／2黒褐（黒褐）色　シルト混じり中粒砂～租粒砂

ベース（直径3～10cm亜角礫混じり）

第299図　D－SH25・SH26
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第4章　各地区の調査

形態・規模　西側は削平のため、南東側は重複により不明であるが、隅丸矩形を呈する。南北5．25m、

東西4．5m以上である。

理　土　D－SH25との重複関係を調べるための土層断面において、埋め土の境が本住居跡のラインと合

致することが明らかとなったため、本住居跡の構築方法も同様であると判断できた。

屋内施設　部分的に床の硬化面が検出され、南部で70cmx50cmの範囲で炭集積も検出されたが、柱穴

および竃などは検出されなかった。

出土遺物　D－250は杯もしくは椀形高杯の口縁部である。口径15．9cmで、内面にはヘラ磨きを暗文状

に施している。埋土から出土した。

柱　穴

柱穴は調査区南西部と中央北部で検出しているが、古墳時代に遡ると判断できるものは中央北部の

D－PO54およびD－SH18と重複するD－PO68であり、中央北部のD－PO60は弥生土器が出土しているが、

不明である。

D－PO54（第300・301図　図版228・255）

検出状況　調査区北部中央の西端に位置し、D－SHll・SH13間の西側に存在する単独の柱穴である。

形態・規模　掘り方径45cm、深さ34cmの柱穴であるが、柱痕は明確には検出できなかった。

遺物出土状況　おそらく柱痕部分と思われる位置の検出面上面で、ほぼ水平状態で高杯が検出された。

出土遺物　D－261は土師器高杯杯部で、稜はほとんど認められない。口径14．9cm、杯部探3．7cmである。

D－PO60（第301図　図版249）

検出状況　調査区北部中央のD－SH14の西隅に接する位置で検出された柱穴で、D－SAOlの延長上にあ

るが、距離が合わない。

形態・規模　柱穴は掘り方径30cm、深さ17cmであるが、柱痕は検出できなかった。

遺物出土状況　埋土中より弥生土器嚢片が出土している。

出土遺物　D－262は弥生後期の嚢で、口径13．2cmを測る。口緑部は外反し、器壁は厚い。

D－PO68（第301図　図版249）

検出状況　調査区中央部北寄りのD－SH18と重複して存在する柱穴で、周囲にも柱穴が存在する。

形態・規模　直径30cm程度の掘り方をもつ柱穴であるが、深さ等不明である。

遺物出土状況　柱穴の検出面上面で須恵器嚢口緑部片が出土している。

出土遺物　D－263は口径19．4cmを測る。古墳時代後期頃と思われるが、時期が降る可能性もある。

土　壌

土壌は調査区南西部を中心に検出され、約20基程度存在している。出土土器が認められないため、

時期は不明であるが、南西部のものについては古墳時代の可能性を考えている。一方、調査区中央部で

も土壌を検出しているが、特に、D－SH23・24の南部で検出されたものは、弥生時代の可能性もある。
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‡≡‾二三「

1．10YR2／1黒（黒）色に10YR2／2黒褐（3／2黒褐）色を直径1－2cmのブロック状で少量含む

租粒シルト　中粒砂～極租粒砂含む　中礫（亜角礫）少量含む
2．10YR2／1黒（黒）色に10YR2．5／2黒褐（3／2黒褐）色を直径1－3cmのブロック状で上層より

若干多く含む

極細粒砂で細粒砂～中粒砂含む　租粒砂～中礫多く含む　亜角礫～亜円礫含む

3．10YR2／1黒（黒）色　租粒シルト一極細粒砂で細粒砂～中粒砂を多く含む　柵礫～中礫含む
粘性高い

4．10YR2．5／1黒褐（2．5Y3／1黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　租粒砂～柵礫混じり
中礫（亜角礫）を多く含む

5．10YR3／1黒褐（黒褐）色　極細粧砂にシルト混じり　中粧砂～柵礫・中礫を含む
6．地山　2．5Y5／4黄褐（黄灰）色　柵礫層　細粒砂～中礫含む　淘汰悪い

大礫（亜円礫～亜角礫）含む

1．7．5YRl．7／1黒（黒褐）色に7．5YR3／1黒褐（黒褐）色

シルト混じり細粒砂を直径3－5cmのブロック状にやや多く含む
シルト混じり細粒砂一極細粒砂（シルト混じり細粒砂一極細粒砂のブロック、

細粒砂～中礫混じる）
2．10YR2／1黒（黒褐）色　シルト混じり極細粒砂　租粒砂～細礫含む

亜角大礫混じる

3．地山＝10YR4／2灰黄褐（暗灰黄）色　シルト混じり細粒砂
柵礫～中礫含む

1．10YRl．7／1黒（黒）色　シルト混じり極細粒砂　租粒砂～紳礫含む

2．10YR2／1黒（黒褐）色に10YR3／1．5黒褐（黒褐）色を直径2～4cmブロック状で少量含む
シルト混じり極細粒砂にシルト混じり極細粒砂～細粒砂　細礫～中礫・亜角大礫含む

3．地山＝10YR3／3暗褐（にぷい黄褐）色　細粒砂に中粧砂～租粒砂・
極租粒砂～細礫を多く含む　中礫多く含む

0　　　　　　　　　　　　1m
1－　－　－　－　」＿＿＿＿＿！

第300図　D地区柱穴・土壌

D－SKOl（第243図）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SHOlの南部に位置する。

形態・規模　南北に長い楕円形で、長径90cm、短径80cmである。深さは37cmを測る。
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第301図　D地区柱穴出土土器

埋　土　黒色および黒褐色系の埋土である。

出土遺物　遺物は出土しなかった。

D－SKO2（第243図）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SKOlの南に接して存在する。

形態・規模　上面は一辺60cmの方形に近く、底部は一辺30cm程度の隅丸方形を皇し、深さは26cmを測る。

埋　土　黒色および黒褐色系の埋土が2－3層に分かれて水平堆積していた。

出土遺物　遺物は出土しなかった。

D－SKO5（第243・300図　図版228）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SHOlの東側に存在する。

形態・規模　東西に長い形態で、長径1．2m、短径90cm、深さ58cmを測る。

埋　土　明10YR2／1の黒色土層が3層に分かれて水平堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SKO6（第243・300図　図版228）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SHOlの東側でD－SK05の北東に存在する。

形態・規模　東西にやや長く、長径95cm、短径80cm、深さ34cmを測る。

埋　土　黒色土が2層に分かれて堆積し、下層は壁が崩れ落ちたような状況である。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SKO7（第243・300図　図版228）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SHOlの東側で、D－SK06の東隣に存在する。

形態・規模　南北にやや長く、長径1．2m、短径90cm、深さ38cmを測る。

埋　土　黒色土が2層堆積しているが、1層が埋まった後、掘り直しているようにみえる。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SKO8（第243図）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の東寄りに位置し、D－SHOlの東側で、D－SK07の東に存在する。

形態・規模　ほぼ円形を呈するが、長径85cm、短径80cm、深さ45cmを測る。

埋　土　褐灰色土が堆積していた。D－SXOlと同じ埋土であり、時期が新しいと思われる。
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出土遺物　遣物は全く出土しなかった。

D－SKO9（第232図　　図版228）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の東端に位置し、D－SXOlの西側に存在する。

形態・規模　ほぼ円形を呈するが、長径90cm、短径80cm、深さ58cmである。

「K10／⊂「

1．7．5YR2／1黒（2．5／1黒褐）色　極細粒砂で細粒砂を多く含む
中粒砂～細礫多く含む　中礫少量

2．7．5YR3／1黒褐（3／2黒褐）色に10YR2／1黒（3／1黒褐）色を多く含む
極細粒砂で租粒砂～細礫非常に多く含む

3．10YR2／2黒褐（3．5／1黒褐）色　極細粒砂～細粒砂　中粧砂～細礫多く含む
中礫～大礫含む

4．7．5YR2／1黒（黒）色　租粒シルト～極細粒砂　中粒砂～極租粒砂多く含む
5．7．5YR2／1黒（黒）色　租粒シルト～極細粒砂　中粧砂～中礫含む
6．地山10YR4／6褐（5／8黄褐）色　細礫層　極細粒砂～中礫　淘汰悪し

D－SK35　　　　　＜＝プ∠十

一の－
捌：′彩勿

1．10YR2／1黒（黒褐）色　極細粒砂～細粒砂に
租粒砂～中礫を含む

2．10YR3／1黒褐（暗灰褐）色　細粒砂～中粒砂に
租粒砂～細礫を含む

3．（＝地山）2．5Y6／1．5灰黄（黄灰）色　砂層
細粒砂～細礫に中礫を含む

4．（＝地山）2．5Y2／1黒（黒褐）色　極細粧砂～細粒砂に
中粧砂～細礫・中礫含む

5．（＝地山）2．5Y6／3にぷい黄（灰黄褐）色　砂層
細粒砂～細礫

1．7．5YR2／1黒（暗褐）色　極細粒砂で中粒砂～細礫・中礫・大礫を含む
2．7．5YR1．5／1黒（黒褐）色　租粒シルト～極細粒砂に細粒砂～柵礫含む

中礫少量含む
3．（＝地山）5Y6／2灰オリーブ（明線灰）色　砂層　細粒砂～極租粧砂・

柵礫～中礫混じる

第302図　D地区土墳
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埋　土　黒色土が堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SKlO（第243・302図　図版228）

検出状況　調査区南西部の土墳群中の1基である。D－SH04の南東側に位置する。

形態・規模　ほぼ円形を呈し、径90cm、深さ43cmを測る。

埋　土　黒色および黒褐色の土層が堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK11（第243図）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の1基である。D－SH04の東側に存在する。

形態・規模　南北にやや長い歪んだ小判形で、長径1．2m、短径90cm、深さ7cmと浅い。

埋　土　D－SXOlと同じ褐灰色土が堆積しており、時期が新しいと思われる。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK12

検出状況　調査区南西部の土壌群中の北東部に位置し、D－SH04の東側で、D－SKllの東に存在する。

形態・規模　南北に長い長円形を呈し、長径1．3m、短径75cm、深さは5cmと浅い。

理　土　D－SXOlと同じ褐灰色土が堆積しており、時期が新しいと思われる。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK13

検出状況　調査区南西部の土壌群中の北東部に位置し、D－SH04の東側で、D－SK12の北側に存在する。

形態・規模　南北に長い楕円形を呈し、長径1m、短径75cm、深さ30cmを測る。

埋　土　D－SXOlと同じ褐灰色土が堆積しており、時期が新しいと思われる。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK14（第243図）

検出状況　調査区南西部の土墳群中の北東部に位置し、D－SH04の北側に接して存在する。

形態・規模　平面はほぼ円形を里し、東西85cm、南北80cm、深さ38cmである。

埋　土　D－SXOlと同じ褐灰色土が堆積しており、時期が新しいと思われる。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK22（第243図）

検出状況　調査区南西部の土壌群中の北端部に位置し、D－SH07の南東側に存在する。

形態・規模　南北にやや長い円形を呈し、南北80cm、東西70cm、深さは29cmであった。

埋　土　黒褐色土が堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。
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D－SK35（第236・302図　図版228）

検出状況　調査区中央東部のD－SH22・23の約2m南側に存在する土壌である。

形態・規模　東西にやや長い長円形を呈し、東西90cm、南北85cm、深さ34cmを測る。

埋　土　黒色および黒褐色土層が水平堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

D－SK36（第236・302図　図版228）

検出状況　調査区中央東部のD－SH22・23の約2．5m南東側に存在する土壌である。

形態・規模　南北にやや長い長円形を呈し、南北1．45m、東西1．35m、深さ40cmを測る。

埋　土　黒色土層2層が北方向と南方向から堆積していた。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

溝

D地区では溝は1条のみ検出している。

D－SDOl（第243図）

検出状況　調査区西端南寄りの壁際で検出した。D－SHOlの南西側約3．5mである。

形態・規模　細長い土壌状を呈し、長さ3．3m、幅1．1mで、深さは25cmであった。

埋　土　黒色および黒褐色系の埋土である。

出土遺物　遺物は全く出土しなかった。

5．平安時代以降の遺構と遺物

掘立柱建物跡

D地区では平安時代以降の掘立柱建物跡は、重複も含めて3棟を検出した。

D－SBOl・D－SAOl（第304～306図　カラー図版12　図版229・230・257）

検出状況　調査区北部中央で検出した。北西隅の柱穴のみ検出できなかった。この建物の東には塀

D－SAOlが伴う。なお、本建物跡は古墳時代の竪穴住居跡D－SH12・SH13と重複している。

形態・規模　南北方向で、3間×3間の総柱建物で、桁方向は南北と考えられる。棟の主軸方向は座標

北を基準にN40Eである。建物の規模は、桁方向で9．14m、東西の梁方向では7．8mを測る。

東側に存在するD－SAOlはD－SBOlと約1．8mの間隔を置き、柱の並びはD－SBOlの梁列から南側に

少しずれている。塀と思われるD－SAOlの規模

は9．2mである。なお、この塀は建て直しされて

おり、柱列が2条認められる。東側の規模は8．7

mである。前後関係では柱穴の重複から、より直

線的な西側の塀が新しい。

柱　穴　D－SBOlの柱穴掘り方は径30cm～45cm、

深さ10cm～45cmで、土層で確認した柱痕は径

－354－
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D－PO34第2面

第304図　D－SBOl・SAOl平面図

－　355　－



第6節　D地区の遺構と遺物

1旦ユニ塑A－

㍉

塑二旦聖C・

「‘「‾‾‾‾－二三‾‾‾‾‾l‾‾‾l‾‾‾㌃　　　　　二
物

／

第305図　D－SBOl・SAOl断面図

15cm～30cmを測る。柱間は桁方向が2．96m～3．16m、梁方向では2．44m～2．68mである。なお、柱

穴のいくつかが掘り直され、柱の据え替えが行われたことを示している。

D－SAOlの掘り方は径20cm～45cm、深さ17cm～30cm、柱痕は径15cm～24cm、柱間は2．4m～3．0

mである。

遺物出土状況　D－PO34の柱痕上面では須恵器椀が2点、重ねて入れられた状態で検出した。また、

D－PO43の柱痕埋土から出土した黒色土器はD－PO34出土の破片と接合した。また、D－SAOl北端の

D－PO51から土師器小皿が出土している。なお、他の柱穴からも土器細片が出土している。

出土遺物　Dq264・265は東播系須恵器椀である。D－264は口径15．0cm、器高5．2cm、D－265は口径14．5cm、

器高5．0cmを測る。ともに回転糸切り底部である。D－266は内黒の黒色土器で、口径15．7cm、器高5．0cm、

底部は回転糸切り。D－267は口径9．5cmの小皿である。
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いずれも12世紀頃から13世紀初頭頃と思われる。

D－SBO2（第306～308図　図版229・230・249・257）

検出状況　調査区北東部で検出した。D－SB03と重複するが、前後関係は不明である。

形態・規模　南北方向主軸の側柱建物である。桁3間、梁2間で、桁行6．8m、梁行5．4mの規模である。

柱間は桁方向で1．88m～2．24m、梁方向では2．5m～2．6mを測る。桁方向はN20Eである。

柱　穴　柱穴掘り方は径25cm～40cm、深さ16cm～30cmで、土層で確認した柱痕は径15cm～25cmを

測る。

遺物出土状況　D－PO72では柱痕部分の上面から、上下2面にわたって土師器が出土し、D－PO73の柱

痕から東播系須恵器椀が出土している。なお、その他の柱穴からも土器細片が出土している。

出土遺物　D－269の須恵器椀は口径14．3cm、器高6．1cmで、回転糸切りの高台はD－264・265より高く、

器形も椀状に近く、時期が遡る。D－270の土師器鍋は口径27．4cm、胴部最大径26．4cmを測る。

D－SBO3（第306～308図　図版229）

検出状況　調査区北東部で検出した。D－SB02と重複するが、前後関係は不明である。

形態・規模　梁2間、桁3間以上の南北棟の側柱建物で、桁行8．2m以上、梁行5．0mの規模である。

柱列は歪みが多い。桁方向はD－SB02と同じN20Eである。

柱　穴　柱穴掘り方は径23cm～35cm、深さ18cm～30cmで、土層で確認した柱痕は径15cm～20cmを

測る。柱間は桁方向が2．32m～2．80m、梁方向では1．90m・2．36mである。

出土遺物　図示できる遺物は出土していない。
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第308図　D－SBO3断面図

D3（カーSBOl（第309・310図　図版231）

検出状況　D区より約70cm下がった礫混じり租砂層上面で検出された小規模な掘立柱建物跡である。

柱の通りはあまり揃ってはいない。主軸方向はほぼ東西に向く。

形態・規模　桁行き2間（4．7m）、梁行き2間（3．5m）の東西棟である。柱間間隔は桁行きが2．1m～2．6m、

梁行きが1．5m～2．0mである。南東隅の柱穴が検出できなかった。

柱　穴　径20～40cm、深さは20cm前後である。

出土遺物　D3①qp58内から須恵器壷が出土している（D－268）。口径11．1cm、器高16．7cm、体部最大

径19．4cm、底径11．3cmの平底壷である。大きく張った肩部から急にすぼまって頚部にいたる。口縁部

は短く外反し、端部は面をもつ。詳細は不明であるが、平安時代後半の所産と思われる。
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D－SXOl（第302・303図　図版229・257）

検出状況　D地区西部の水田段差下に単独で位置する。
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第4章　各地区の調査

形態・規模　平面矩形を呈し、各辺は東西南北方向に合致している。規模は南北約1．4m、東西約1．3

mを測り、深さは上部が深く削平されているせいもあり、約10cm程度遺存していたのみである。

埋　土　撹乱埋土と同じ褐灰色土が堆積していたため、検出当初は撹乱と判断し、柵かな掘削を行わな

かった。掘削の過程で古銭が出土したため、急遽柵かな調査に切り替えた。

遺物出土状況　ほぼ中央付近で6枚重なって錬着した寛永通宝を検出した。また、その前に寛永通宝の

五文銭が1点出土していたが、出土位置は不明である。

出土遺物　6枚重なった寛永通宝は、「六道銭」である。錬着した銭の片側には布とその上に草本質繊

維が付着しており、六道銭を入れた布や遺骸をくるんでいた菰などが遺存したものと思われる。

6．包含層出土の遺物

縄紋土器（第311図　図版231・258）

D－271はD－SH14埋土上層出土縄紋土器で、波状口緑の探鉢の波頂部である。縄紋を施した後、ヘ

ラ措沈線を施し、口緑端部付近の縄紋を磨り消している。

D－272もD－SH14埋土上層から出土しており、沈線を施した後沈線以下の縄紋を磨り消す。

D－273はD－SH13竃付近から出土した深鉢片である。D－271と同様の沈線による渦巻き文様を施し

た後、縄紋を磨り消している。

D－271～273はいずれも縄紋後期中葉の北白川上層式であろう。

D－274・275は深鉢体部破片で、D－274の上部には沈線文が残る。D－275は条痕文である。

D－276は租製深鉢の口緑部で、やや波状に近い。内外面とも条痕で仕上げている。後期の所産と思わ

れる。

D－277は晩期深鉢口緑部で、口縁端部外面に指で押さえたような刻み目をもつ突帯文を貼り付けてい

る。内外面はナデ調整のようである。

縄紋時代の石器（第312図　図版231・258～260）

D－S20～S22はサヌカイト製の石鉄である。D－S20は浅い凹基式石鉄で五角形状を呈する。片面の

中央に素材面を残す。重量は0．9gである。D－S21も凹基式石鉄で全面に調整剥離が及び薄く仕上げら

れている。D－S22は平基武石鉄で調整剥離は周辺部にとどまる。

D－S23はチャートの砕片で、石核状のものから割れ落ちたものと考えられる。

JJI
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第311図　D地区包含層出土土器（1）縄紋土器
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D－S25－D－S28は打製石斧である。D－S25は撥形に整形されており、両側緑はほぼ平行する。側線

は敲き潰されて丸みがもたされており、着柄を意図したものと考えられる。これに対して刃部は、先端側

からの比較的大きな剥離によって、薄い仕上げとなっている。D－S26・D－S27は細長い箆状に整形された

ものである。調整剥離は主に側線のみに加えられ、奥行きの無い階段状の剥離で、直線的な側線を形作っ

⊂二二ゝ　　　　　D－S22

⊂＝〉　　D‾S25

⊂＝＝＝＝＝二二＝＝＝＝⊃　D－S30
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第312図　D地区包含層出土縄紋時代石器
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ている。D－S28の側線加工は一側線のみであり、片側は比較的鋭いまま残されている。D－S26やD－S27

の側線加工に比べると入念に行われており、弥生時代の打製石包丁の背縁加工に通じるものがある。刃器

とすべきものかもしれない。以上の4点は租悪な安山岩と考えられる暗灰色の石材が使用されている。

DqS29は先端側が欠損していることと、薄いことから打製石斧とは断足しがたいが、D－S25などと

同じ石材が用いられている。なお、D－S24も同様な石材が用いられており、打製石斧の調整剥離の際

に生じた剥片と考えられる。

D－S30は黒色粘板岩の薄い板状片である。

D－S31は蛇紋岩と考えられる重量感のある石材の磨石あるいは装飾具である。研磨による稜は形成

されていないが、全面が丁寧に磨かれているせいか、自然の転石には無いようなにぷい光沢を放つ。

弥生土器（第313～315図　図版231・261～269）

弥生中期壷体部はD－278～280に図示した。櫛措波状文・直線文を施している。中期末頃の壷口縁

部D－281は端部を上下に拡張し、凹線文を施している。中空の高杯等の脚部D－282は、直立する筒状

の脚柱部である。底部D－283・284は大きな平底で内面をへラ削りしている。

弥生後期前半の広口壷口緑部D－285は、端部を断面三角形状に拡張し、端面に凹線を加えている。

D－286は主として上部に拡張し、にぷい凹線文を施している。後期後半と思われる。D－287とD－286

も壷口緑部で、端面には凹線文を加えている。端部は上下に少し拡張している。D－289の壷口縁部内面

には竹管文を連続して施文する。

D－290～296は長頸あるいは直口の壷である。D－290は内湾する口縁部の外面に凹線を施す。D－291

は内面も丁寧にヘラ磨きしており、鉢の可能性が高い。D－296の底部は縁が細く突出し、上げ底状である。

D－297－319は弥生後期～古墳時代初頭の嚢である。日録端部を拡張するが、端部中央が窪むのみの

D－297は中期末から後期でも古い段階に位置づけられよう。口縁端部を上下に大きく拡張し、外傾させ、

凹線文を施したD－299－301は後期初頭に位置づけられ、端部はあまり拡張せず、垂直な端面をもつ

D－305～308・310は次の段階、そして、D－311・313のように端部を上部にのみ引きのばし、端面が垂直

になるものはその次であろう。後期末～古墳時代初頭の嚢には、D－314－319がある。D－314・315は受

け口状の口縁部で、体部外面にタタキ痕が残る。D－316は平底であるが、ナデ嚢からの変化である可能性

がある。D－315は複合口緑部で、D－319は口緑部の屈曲が大きい。

底部D－321－327は平底のものを集めた。大きくしっかりしたD－321から、尖底に近いD－325まで

認められる。D－328は有孔である。

鉢はD－329－330の2点である。嚢口縁部と同様に端部を拡張し、凹線文を加える。

高杯はD－331－340とD－341～343に示した。D－331～333は後期前半に位置づけられるもの

で、端部が水平な面をなすD－331・332や、凹線文を施すD－334がある。D－335は椀形の杯部である。

D－336～340は有段あるいは有稜の杯部で、古墳時代に降るものも含んでいる。D－341～343は丹波・

丹後系の器形である。口縁部外面に擬凹線を施している。古墳時代初頭に降るD－342・343も含んでいる。

D－344－347は器台口緑部で、口縁部の形状にはバラエティーがある。

高杯・器台等の脚部はD－348－364に示した。屈曲して大きく開き、端部にいたるものや、外反し

ながら大きく開くもの、外反度が弱いものなどがある。D－351は壷口緑部の可能性も残す。

台付鉢および脚台部はD－365～376に示した。椀形の鉢部を有し、「ハ」字形に開く脚台部をもつも
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第313図　D地区包含層出土土器（2）弥生土器
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第4章　各地区の調査
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第314図　D地区包含層出土土器（3）弥生土器
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第6節　D地区の遺構と遺物
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第6節　D地区の遺構と遺物

のが大半である。D－377・378は蓋の可能性がある。

把手は2点図示した。嚢あるいは壷の把手と思われる。

土師器（第316・317図　図版262・263・265～269）

土師器はD－381～429に示した。

壷はD－381・382の2点を図示した。D－381の口緑部外面には粘土で文様のようなものを貼り付けて

いた痕跡があり、赤色顔料もわずかに残存していた。D－382は丸底で直口の壷である。

嚢はD－383～404に図示した。口緑端部が内湾するD－383や、口緑部が内湾し端部に面をもつ

D－385は時代が降るとD－386の形態に変化するものと思われる。また、口緑部が直線的に開き、端部

に面をもつD－388～390などがある。屈曲口縁の嚢はD－391～393があり、この形態の前身はD－316

やD－318と考えられる。口縁部が単純に外反し、端部を丸くおさめたり、尖り気味の端部になるもの

はD－395～404で、土師器嚢のうち多数を占める。D－405は器種不明である。D－406は嚢体部であるが、

糸のような繊維の庄痕が残り、文様のようにもみえる。D－407は嚢などの把手、D－409は甑の底部である。

D－408は竃の可能性が高い。
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第317図　D地区包含層出土土器（6）土師器
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第4章　各地区の調査

土師器高杯はD－410－429に図示した。有稜あるいは有段高杯はD－410～415であるが、稜が鋭い

D－410から鈍いD－414まである。D－410の内面の放射状へラ磨きは、残存状況が良好である。椀形杯

部の高杯はD－417～425であるが、D－425は器種が異なる可能性がある。口縁部が外反するD－417と
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第318図　D地区包含層出土土器（7）須恵器
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第6節　D地区の遺構と遺物

それ以外の外反しないものがあるが、内面には放射状へラ磨きを暗文風に施しているものが目立つ。脚

部は屈曲して開き、裾部にいたるD－422・426・427と外反しながら開くD－415・416・429がある。

須恵器（第318図　図版231・263・268・269）

古墳時代から奈良時代の須恵器をD－430～461に掲げた。

須恵器杯は出土量が最も多く、蓋よりも身が圧倒的に多い。蓋は口縁端部に内傾する面をもつものや、

段を有するもの、丸くおさめるものなどがあり、口縁部と天井部との境の稜も、鋭いものから鈍いもの、

稜が全く認められないものまであり、MT－15型式期頃からTK－217型式期まで認められるが、MT－85

型式併行期を中心とした前後はあまり認められない。杯身も、たちあがり端部に内傾する面をもつもの

から丸くおさめるもの、たちあがり部が短く外反するものや、外反せず短く直立するものまであり、受

け部も外上方に短く突き出るものから、たちあがり部上端近くまでのびるものまで認められる。須恵器

型式ではTK－208・TK－23－TKq217型式期まで認められるが、TK－209～TK－217型式期のものが多

∈∃‾フ＿46。詔66
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第319図　D地区包含層出土土器（8）中世土器
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第4章　各地区の調査

くを占めている。D－451は口径18．8cmを測る大型の杯で、特殊である。

高杯はD－452－455があり、底脚でTK－47型式期頃のD－452や、長脚で透かしがなくTK－209型

式期頃と考えられるD－455まであり、D－453のように大型の杯部も認められる。

嚢はD－457・458の2点を図示した。D－457はTK－47－MT－15型式期頃に、D－458はTK－10型式

期頃と思われる。

D－459の直口壷口緑部は、外面に波状文を施し、その上下に突帯状の界線をめぐらす。時期的には古

く、TK－208型式期からTK－23型式期にあたるものであろう。

D－460は小型の壷であるが、平底であり、7世紀後半頃と考えているが、不明である。

D－461は杯Bで、高台は内側にあるが、あまり踏ん張らない。奈良時代中頃のものであろう。

平安時代の土器（第319図　図版269）

D－462～464は東播系須恵器の椀である。D－462は器壁が薄く、東播系とするには躊躇される。

D－463は口径14．9cmで、軟質で白っぽい須恵器であり、口緑部外面には重ね焼きの痕跡が残る。D－464

の底部は回転糸切りで、高台の高さが低いことから、平安時代未頃と思われる。

D－466は瓦器椀であるが、小片のため口径は不明である。口緑端部が外反する点に特徴がある。

D－465は賓であるが、須恵器である。この形態の土師器嚢は古墳時代に編年されるが、須恵器である

ことから、時期不明としてここで扱った。体部内面はヘラ削りである。

鉄　器（第320図　図版256）

D－M9は鉄鉄や刀子の可能性もあるが、不明鉄製品である。長さ5．2cm、幅1．4cmを測り、厚さは2．5

mmである。五角形状を呈する。

D－MlOも不明鉄製品である。形状からはヤリガンナや鉄が考えられるが、断定するにはいたらない。

長さ2．6cm、幅9m臥厚さ2．5mmであるが、断面が三角形に近く、縞状のものも認められるようであるため、

ヤリガンナの可能性が高いことを指摘しておく。

石製晶（第294図　図版254）

D－S18は黄褐色を呈する凝灰岩製の砥石の破片である。残存長3．9cm、残存幅31cm、残存厚8mmである。

D－S19は表面採集資料である。長さ12cm、幅8cm、厚さ4cmを測る砥石であるが、使用痕は少ない。

玉　類（第294回　カラー図版16）

D－J14は碧玉梨管玉で、確認調査で出土したものである。長さ

2．45cm、径4．5mmで、両側穿孔である。表面には擦痕が多く残る。

5G4／2で、深緑色を呈する。重量は0．7gである。

近代磁器（第321図　図版269）
0　　　　　　　　　10cm

D－亜7は赤絵の磁器小皿である。口径10．4cm、器高2．0cmを測る。　1…口一

輪高台の畳付は露胎である。内面には亀甲文と梅松文様を措く。　　第321図　D地区包含層

出土土器（9）近代磁器
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調査期間 調査面積 調査原因

簑　産
ひょうごけんあさこし

兵庫県朝来市
さんとうちょうあわがあさ

山東町粟鹿字

東長垣・酋長
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一品字花之木

いっぽうのだ

一品野田
あさごしさんとうちょう

朝来市山東町
いっぼうあさのだ

一品字野田

19981009－19981218

19990520－19990924

19991006－20000324

20000201－20000324

20000606－20001107

20000717－20001227

20001226－20010309

20010604－20010921

20030127～20030325

20030710－20030731

20031106－20040319

確認調査

1，651nf

全面調査

50，265Iが

19990520－19990924

一般国道483号

北近畿豊岡自

動車道春日和

田山道路Ⅱ建

設事業

主な時代 主な遣物 特記事項

縄　　紋

弥生中期末～

古墳

古　　代

中　　世

近　　世

竪穴住居跡・掘立柱建物跡・方

形貼石基・木棺墓・土墳墓・土

器棺墓・溝・土墳

掘立柱建物跡・柵列・塀・溝・

流路・土壌

掘立柱建物跡・土壌・井戸・

墓・道路遺構・畠畝状遺構

井戸・墓

縄紋土器・石鉄・石斧

弥生土器・土師器・須恵器・

鉄器・鉄淳・玉類・製塩土

器・砥石

須恵器・土師器・瓦・墨書土

器・刻苦土器・鉄器・砥石

須恵器・土師器・陶磁器・

鉄器・銅銭・砥石

陶磁器・木製品・銅銭

方形貼石基は兵

庫県初例

公的施設か

石敷きの神社参

道か

一品野田 生産遺跡

集落跡

中　世 掘立柱建物跡・水田・井戸・土

壌

須恵器・土師器・陶磁器
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