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序　　　　文

　長岡京市には、旧石器時代から連綿と刻まれてきた歴史があり、埋蔵文化財を数多

く残しています。これを調査・研究する体制の充実と、文化財保護を推し進めるた

め、１９８２（昭和５７）年７月１日に当センターが発足しました。以来、弥生時代の高地

性集落である谷山遺跡の発見、長法寺七ツ塚古墳群や今里大塚古墳の調査、長岡京の

祭祀場といわれる西山田遺跡の発見、細川氏ゆかりの勝龍寺城跡の調査、最近では

「蘇民将来」をはじめとする長岡京木簡の発見など、数多くの調査を実施し、成果を

あげ、公開・啓発してきました。

　本書には、長岡京駅西口地区市街地再開発事業に伴う発掘調査成果をおさめていま

す。当調査では、長岡京期の建物が整然と並ぶ様子が明らかになりました。この施設

は、長岡京跡右京六条一坊十一・十二町の２町を越えて宅地利用されており、国家的

（公的）施設であったと考えられます。また弥生時代の動物形土製品の発見は、全国

的にもまれな発見となりました。

　当センター設立から２０年目を迎えるこの時期に、都城「長岡京」の重要な施設に関

する報告書を刊行できることは、意義深いことです。本書が幅広く活用されれば幸い

です。

　最後に、現地調査から整理報告までに、深いご理解と多大なご協力を賜った関係各

機関・各氏に、心からお礼申し上げます。

　平成１４年７月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　長岡京市埋蔵文化財センター

���������������������������理事長　芦　田　富　男　



凡　　　　例

１．本書は、京都府長岡京市神足二丁目地内で実施した長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事

業施設建築敷地埋蔵文化財出土遺物整理委託（その１・２）にともなう下記２件の発掘調査の

成果を収めたものである。

　［長岡京跡右京第６３０次調査］

　　１９９９年１月２７日から８月３１日まで実施した約４３５０㎡の調査である。調査は、北部と南部に分

けて行い、南部の調査は長岡京駅西口地区市街地再開発組合によりＡ２調査区と呼ばれている

調査区の約２６２５㎡で、１月２７日から実施した。北部の調査は、Ａ３調査区と呼ばれている調査

区の約１７２５㎡で、５月１０日から実施した。

　［長岡京跡右京第６５４次調査］

　　１９９９年１０月２５日から２０００年３月２４日まで実施した１７５５㎡の調査である。

２．調査は、長岡京駅西口地区市街地再開発組合の委託を受け、長岡京市教育委員会の指導のも

と、財団法人長岡京市埋蔵文化財センターが実施した。現地調査は、同センター主査岩崎誠と

主査木村泰彦が担当した。

３．当該地の推定遺跡は、長岡京跡右京六条一坊十一町・十二町および神足遺跡、近世勝龍寺城

跡である。

４．長岡京跡の調査次数は、右京域と左京域に分けて調査件数を通算したものである。調査地区

名は、基本的に前半は奈良文化財研究所による遺跡分類表示、後半は京都府教育委員会『埋蔵

文化財発掘調査概報』（１９７７年）収録の旧大字小字名をもとにした地区割りに従った。

５．長岡京の条坊名称は、山中章「古代条坊制論」『考古学研究』第３８巻第４号の復原に従った。

６．本書で使用した遺構番号は、長岡京跡の調査次数＋番号が正式な番号であるが、繁雑になる

ため、調査次数を省略している。

７．長岡京期の土器の器形・手法名称は、基本的に奈良文化財研究所による分類名称に従った。

８．本文の（注）に示した長岡京に関する報告書のうち、使用頻度の高いものについては、『長

岡京市埋蔵文化財調査報告書』第２集（１９８５年）に従って略記した。

９．遺物写真は、杉本和樹氏（西大寺フォト）に撮影を依頼した。航空写真および写真測量は、

株式会社かんこうに依頼した。

１０．本書の執筆・編集は、岩崎・木村と総括主査山本輝雄が行った。

　　なお、本書編集に当たり、十分な検討を行えなかったため、主要遺構・遺物の掲載と、事実

報告に重点を置いた。このため詳細な文筆記述は割愛した。付表やグラフを参照されたい。

＊表紙　溝ＳＤ４６７出土弥生時代壺形土器�

��



第１図　長岡京と調査地の位置（１�４００００）
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第１章　はじめに

１　周辺部での調査状況

　当調査地は、長岡京跡右京六条一坊十一・十二町の推定地であるとともに、神足遺跡および江

戸時代の勝龍寺城跡の範囲にも含まれる。ここでは簡単に神足遺跡の発見史を中心に振り返って

おきたい。

　神足遺跡に関する最初のものは、１９５９年に植田小太郎氏が鰹節形石器の発見を報じたことによ

るもので���� 、これにより初めて遺跡の存在が明らかになった。さらに、１９６１年には三上貞二・坂下
（注１）

勝美両氏によって弥生土器や石器が採集され���、神足遺跡と呼ばれるようになった。このように弥
（２）

生時代の遺跡として周知されるに至った当遺跡は、その後今日までの発掘調査の成果から、弥生

時代だけではなく、いくつもの時代の重なる重複遺跡であることが明らかになってきた。

　［旧石器時代］

　１９７８年に実施した長岡京跡右京第１０次調査���（以下、長岡京跡右京域の調査を「Ｒ」、左京域の
（３）

調査を「Ｌ」と表記する）で、旧石器時代のナイフ形石器が出土した。以後、Ｒ３０７次調査���やＲ
（４）

３８２次調査���でも、縦長�片やナイフ形石器が出土し、旧石器時代の遺物散布地であることが明ら
（５）

かになった。

����������������������������������������������������

第２図　発掘調査地位置図（１�５０００）
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　［縄文時代］

　Ｒ１０次調査で、弥生時代の石器群に混じって、縄文時代の石鏃が数点出土し、縄文時代の遺物

散布地であることが確認された。また１９８４年には、Ｒ１６３次調査で土器片が出土したことにより、

縄文時代後期の遺跡であることが明らかになり���、１９９２年には、Ｒ３９３次調査で北白川上層Ⅱ式の
（６）

土器を伴う土坑が検出され、集落遺跡であることが判明した���。縄文時代の石器の出土範囲は神足
（７）

遺跡のほぼ全域に広がるが、土器の出土する地域は南部域に集中している。

　［弥生時代］

　Ｒ１０次調査が行われる以前は、前記した坂下氏や楊枝憲二氏らの個人的な努力により、かなり

の弥生土器が採集されていた。これら採集遺物等に関しては、１９９６年に楊枝氏（１９９４年他界）の

御両親からの寄贈を受け、現在長岡京市に保管されている。Ｒ１０次調査では、方形周溝墓を主と

した広範囲の墓域が推定されるようになった。また出土遺物には未製品を含む銅剣形石剣が認め

られ、玉造関連石器の出土とともに、石器・石製品の生産遺跡としての位置付けがなされたのも

重要な成果であった。１９８８年に実施したＲ２７９次調査では、竪穴住居群が密集して検出され、居

住域の中心部が明らかとなっている���。
（８）

　［古墳時代］

　Ｒ１０次調査を皮切りに、広い範囲で竪穴住居や掘立柱建物が検出され、飛鳥時代までの集落で

あることが判明した。またＲ１６３次調査では神足古墳が確認され、１９８８年に実施したＲ３０７次調査

では、埴輪を伴う丸藪古墳の周溝が検出されるなど���、後期の古墳群の存在が明らかになりつつあ
（９）

る。１９８８年に調査したＲ３００次調査でも中期・後期の埴輪片が出土している���。さらに、１９９２年に
（１０）

実施したＲ４０１次調査では、２０基を超える土壙墓が検出され、古墳に葬られない民衆の墓域が明

らかになった���。その中には鉄製木工具を副葬したものも含まれていた。
（１１）

　［平安時代］

　Ｒ４０１次調査で柵を配置した建物群が検出され、地方豪族の邸宅跡と考えられている。その周

辺部でも、柱穴や土坑などが検出されることが多く、１０世紀後半を中心に、９世紀から１２世紀に

かけての遺構が、北半部を中心に広がっている。１９８９年に実施したＲ３３９次調査では、僧坊に類

似する建物や地鎮遺構などが検出された。平安時代の軒瓦も出土し、地鎮に緑釉陶器が使われ、

延喜通寳を納めるなど、寺院関連遺構と見られている���。１９９６年に実施したＲ５４８次調査でも、長
（１２）

大な建物跡が検出されている���。また周辺部の調査では、平安時代の軒瓦が出土することもあり、
（１３）

これら神足遺跡南部域の平安時代遺構群は、延暦２３（８０４）年建立と伝える勝龍寺（青龍寺）に

関係するものと考えられている。

　［中世］

　Ｒ１０次調査では、堀や井戸などが検出され、南接している神足城館跡に関連する遺構群と考え

られている。１９８４年に北部域で行ったＲ１８４次調査では、井戸や掘立柱建物が検出され、近接す

る西国街道沿いに栄えた集落に関する遺構群として捉えられている���。このうち掘立柱建物の１棟
（１４）

は大規模な方形掘形をもち、重要な施設であったと考えられ、旧小字名「堂ノ藪」という地名と
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の関連が指摘されている。

　［近世］

　江戸時代勝龍寺城跡の遺構は、１９８５年に実施したＲ１８７次調査で初めて明らかになった���。それ
（１５）

らは小規模な掘立柱建物や溝であり、非常に簡素な施設群であった。同じ年に実施されたＲ２０９

次調査では、井戸や掘立柱構造の柵列等が検出され、このうち井戸からは軒瓦などが出土してい

る。建物は全く検出されなかったが、これは礎石瓦葺き建物であったものが、削平を受けたため

と考えられ、これにより武家屋敷であった可能性が指摘された。Ｒ２７９次調査でも、掘立柱構造

の柵による区画や土坑の他、井戸が検出されたが、建物と考えられるものは柵に囲まれた小規模

な掘立柱建物１棟のみであった。江戸時代勝龍寺城に関しては１７世紀前半の「永井直清公御在所

城州神足之図」と題された絵図が残されており、それを基としてこれらの遺構群は、本丸内の施

設に比定された。その後１９８８年に実施したＲ２９０次調査���と１９９５年に実施したＲ４９４次調査
（１６）

���では東西
（１７）

方向の堀が検出され、これらは本丸を囲む内堀と考えるようになった。またこの間の１９９２年に実

施したＲ４０１次調査では、２時期の江戸時代前期の遺構が検出されている。このうち新期の遺構

群は、柵により区画された中に５棟の同規模掘立柱建物が東西に並び、これを絵図に記された

「御旗指八人」の宅地と考えた。このような調査成果と絵図との照合により、「永井直清公御在所

城州神足之図」が、客観的事実を書き留めたものと考えられるようになった。

　このほかに、１８世紀後半以後に関する成果として、１９８９年実施のＬ２２３次調査で狐の土人形が

まとまって出土し���、絵図にも示されている「若宮神社」との関連が指摘されている。
（１８）

　［近代］

　近代では、Ｒ１０次調査等で松風工業生産の碍子が大量に発見され、軍需景気に伴う神足の状況

資料が得られた。ほかにＲ１０次調査では米軍の１２．７ミリ機銃の薬莢が採集されている。これは当

地が米軍艦載機による機銃掃射を受けたことを示すもので、これにより日本輸送機工場内では尊

い人命が失われている。また最近では、近代の墨書された陶磁器が出土する例が増えており、近

代から現代への変貌を物語る貴重な遺物や遺構が明らかになりつつある。

２　調査経過

　本報告は、ＪＲ長岡京駅西口地区市街地再開発事業に伴うＢ２７地区の発掘調査として実施した、

長岡京跡右京第６３０次調査と長岡京跡右京第６５４次調査の成果に関するものである。長岡京におけ

る調査地区名は、右京第６３０次調査が７ＡＮＭＢＺ－２地区、右京第６５４次調査が７ＡＮＭＤＢ－

３地区に当たる。

　調査地は、ＪＲ長岡京駅の南西約１００ｍに位置する工場跡地にあたり、１８７３年から１９３５年まで

は旧神足小学校の所在地であった。１９３８年からは日昭ライト工業株式会社が所在し、その後住友

ベークライトとなるが、工場移転に伴い建物はすべて解体され、調査開始時には完全に整地され

た状態となっていた。当調査地は、地表面標高１７．３～１９ｍで、北から南に穏やかに傾斜している。

地形分類では、低位段丘Ⅰに立地する。
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　当調査では、前述した周辺部の調査内容により、旧石器時代から近世・近代の遺跡重複が考え

られた。そのうち、上層堆積下面から江戸時代の遺構が、下層堆積上面から中世遺構が、地山層

上面から弥生時代の遺構が掘り込まれていることを、土層観察から確認することができた。

　整地盛土は、北部で０．６ｍ、南部で０．４ｍあり、南から北に厚くなっていた。以下、上層堆積の

砂質土（第２・４～６層）、中層堆積の暗褐色系土層（第７・８層）、下層堆積の黒色系粘質土

（第９・１１・１４層）が、調査区全体の基本堆積としてみられ、黄色系粘土・シルト・礫層などが

無遺物地山層となっていた。地山面標高は、北東端で１７．５ｍ、南端で１６．５ｍあり、現地表面と同

様に南に緩傾斜していた。

　調査範囲内の小地区割りは、右京第６０６次調�査�時の地区割りを踏襲し、基本的に１０ｍ四方の升
（２０）

目を基準として、南から北に数字で表し、西から東にアルファベットで命名した。但し、コンク

リート基礎などがある場合は、その区画を１地区として呼称した部分がある。また、右京第６３０

次調査は、１月２７日から南調査区（５区以南）、５月１０日から北調査区（６～８区）の二期に分

けて調査した。右京第６５４次調査（９区以北）は、進入路確保のため東辺部を残して１０月２５日か

ら着手し、１月２４日から掘り残し部分の調査を実施した。
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１．盛土

２．灰色砂質土

３．灰オリーブ色砂質土（暗黄色粘質土混り）

４．灰オリーブ色砂質土

５．灰オリーブ色砂質土（小礫混り）

６．灰オリーブ色砂質土

　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

７．暗褐色粘質土

８．暗褐色砂質土

９．黒褐色粘質土

10．茶褐色粘質土

11．淡黒色粘質土

12．茶黒色粘質土（礫混り）

13．赤黒色粘質土

14．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

15．黒色粘質土

16．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

17．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

18．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

19．黄灰色粘質土

20．淡茶褐色粘質土

21．褐灰色粘質土

22．コンクリート礫

23．こぶし大礫

24．橙色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

25．浅黄橙色砂質土

26．にぶい黄橙色砂質土（黒色粘質土混り）

27．黒色粘質土（礫含み）

28．灰オリーブ色砂質土

　　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土・灰色砂混り）

29．褐灰色粘質土

　　（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

30．灰色粘質土

31．灰色砂（黒褐色粘質土・黄色粘質土混り）

32．灰オリーブ色砂質土（褐灰色粘質土混り）

33．灰色砂（浅黄橙色砂ラミナ）

34．灰色砂

35．黄色粘質土（黒色粘質土混り）

36．黄色粘土（地山）

E W

右京第630次調査　南壁

右京第654次調査　東壁

右京第654次調査　北壁北東部

第３図　発掘調査地土層図（１�１００）
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第４図　発掘調査地地区割り図（１�１０００）



注１）植田小太郎「京都府長岡町出土の鰹節形磨製石器」紫郊史学会『史想』１０　１９５９年
　２）三上貞二・坂下勝美「京都府乙訓郡長岡町神足遺跡略報」紫郊史学会『史想』１１　１９６１年
　３）山本輝雄・久保哲正他「長岡京跡右京１０・２８次調査概要」『長岡京市報告書』第５集�１９８０年
　４）原　秀樹「右京第３０７次調査略報」『長岡京市センター年報』昭和６３年度　１９９０年
　５）原　秀樹「右京第３８２次調査概報」『長岡京市センター年報』平成３年度　１９９３年
　６）岩崎　誠「長岡京跡右京第１６３次調査概要」『長岡京市報告書』第１５・１７冊　１９８５・１９８６年
　７）岩崎　誠「右京第３９３次調査概報」『長岡京市センター年報』平成４年度　１９９４年
　８）岩崎　誠『長岡京市センター報告書』第４集　１９８９年
　９）原　秀樹「右京第３０７次調査略報」『長岡京市センター年報』昭和６３年度　１９９０年
　１０）岩崎　誠「勝龍寺城発掘調査報告」『長岡京市センター報告書』第６集　１９９１年
　１１）岩崎　誠「右京第４０１次調査略報」『長岡京市センター年報』平成４年度　１９９４年
　１２）原　秀樹「右京第３３９次調査略報」『長岡京市センター年報』平成元年度　１９９１年
　１３）木村泰彦「右京第５４８次調査略報」『長岡京市センター年報』平成８年度　１９９８年
　１４）原　秀樹「右京第１８４次調査概報」『長岡京市センター年報』昭和５９年度　１９８５年
　１５）原　秀樹「右京第１８７・２０９次調査略報」『長岡京市センター年報』昭和６０年度　１９８７年
　１６）原　秀樹「右京第２９０次調査概報」『長岡京市センター年報』昭和６２年度　１９８９年
　１７）中島皆夫「右京第４９４次調査概報」『長岡京市センター年報』平成７年度　１９９７年
　１８）木村泰彦「左京第２２３次調査略報」『長岡京市センター年報』平成元年度　１９９１年
　１９）原　秀樹「狐の土人形と祠跡」『長岡京市センター速報展リーフレット』平成６年度　１９９４年
　２０）岩崎　誠「長岡京跡右京第６０６次発掘調査報告」『長岡京市センター報告書』第１４集　１９９９年
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第２章　検出遺構

１　近代の遺構

　近代の遺構には、井戸や柱穴、土坑などがある。このうち、主な遺構のみ掲載する（第１６６図）。

　井戸は、瓦積み井戸側を用いたもの４基を確認した。右京第６０６次調査で検出した瓦積み井戸

と同じ構造であろうと考えられる。井戸側の不明なものも数基ある。これらの井戸は、安全対策

の観点から、すべて２ｍ前後まで掘り進み、４基については重機による断ち割りを行い深さを確

認した。その結果、４．５ｍ前後の深さを確認できた。出土遺物は少なく、陶磁器の小片が数点ず

つ出土したのみである。

　柱穴は、直径０．３ｍ前後の円形掘形で、深さ約０．３ｍの規模のものが多く、底に煉瓦を１点据え

置いたものが２基あった。

　土坑には、大小さまざまなものを検出した。このうち、特記すべき遺構として、土坑ＳＸ

１３３・２９２・５１３がある。

　土坑ＳＸ１３３は、直径約０．２ｍ、深さ約０．２ｍの柱穴状遺構で、御輿形の土製品が出土した。

　土坑ＳＸ２９２は、およそ東西５．５ｍ、南北５ｍ、深さ０．２ｍの掘り込み内に、さらに楕円形を呈

する幅２．５ｍ、長さ４ｍ、深さ０．７ｍの掘り込みがある。当遺構の最深部に五輪塔地輪部と思われ

る石造物が据え置かれていた。他に墨書陶器などが出土した。

　土坑ＳＸ５１３は、およそ東西０．８ｍ、南北０．６ｍ、深さ０．２ｍの円形で、土鈴が出土した。

２　江戸時代の遺構

　近世の遺構には、堀、溝、土坑、掘立柱建物、柵などが検出できた（第１６７図）。これらは、出

土遺物から１７世紀の所産と考えられ、永井直清城主勝龍寺城跡の施設と考えられる。堀や溝・土

坑を除く柵や建物についての詳細は、付表－１に譲るとして、遺構配置から考えられる施設の性

格を、周辺地調査での検出遺構と池田市仏日寺所蔵「永井直清公御在所城州神足之図」との比較

から明らかにしたい（第１９図）。

掘立柱建物群（第５～９図、図版１３）　掘立柱建物群には、南北に並ぶＳＢ４２・３４３・２３４と、

柵に取り付くＳＢ３９がある。掘立柱建物ＳＢ４２と掘立柱建物ＳＢ２３４は、梁間が約４ｍで等しく、

ともに桁行きが３９ｍ以上ある。また間仕切りが、４間程度ごとに設けられている点も共通してい

る。このことから、ほぼ２間×４間を基本単位として区切られた長屋状の建物であったと考えら

れる。この２棟の建物の間で検出した掘立柱建物ＳＢ３４３は、３間×４間の南北棟で柱間が狭く、

西辺の西約５ｍの位置に柵ＡＳ４２３と、東辺の東約１．８ｍの位置に柵ＳＡ４９８を配置し、やや趣が

異なる。これらを、周辺部の調査で検出されている遺構群と共に「永井直清公御在所城州神足之

図」と重ね合わせると、足軽町の建物群に相当すると考えられる。この並びの建物の内、掘立柱
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８　第２章　検出遺構

1．灰オリーブ色砂質土

　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．暗灰オリーブ色砂質土

第５図　掘立柱建物ＳＢ４２実測図（１�１００）
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第６図　掘立柱建物ＳＢ２３４実測図－１（１�１００）



建物ＳＢ３４３は、小規模建物が単独で検出され

ている点や、東西の柵との配置関係から、この

建物の北か南に足軽町を横断する東西への通路

があると想定すれば、絵図に表現されていない

が、通行を監視する性格の建物と考えることも

できる。南北に並ぶこれらの建物群からはずれ

た掘立柱建物ＳＢ３９は、柵ＳＡ３５を東辺とした

ものと考えられる。２間×４間の南北棟建物で、

西辺の西約２．２ｍの位置に庇か柵と考えられる

柱列をもつ。あるいは、掘立柱建物ＳＢ４２に取

り付く建物とも考えられる。

溝群　南北方向の溝は、北西から順に溝ＳＤ

０７、ＳＤ０８・３０３・４５、ＳＤ１０、ＳＤ１５がある。

いずれも幅約０．２ｍ前後、深さ０．２ｍ前後で、南

に向かって深くなる。溝ＳＤ０８・３０３・４５の繋

がりは、調査対象地を南北に貫いており、掘立

柱建物ＳＢ４２・３４３・２３４の西約４ｍを隔てて平

行する配置関係にある。柵ＳＡ４２３とは、前後

関係にあり、溝ＳＤ３０３の方が新しい。溝ＳＤ

１０は、調査区南部で検出したもので、削平を受

け、途切れ途切れに確認できた。溝ＳＤ４５とは、

溝心心間で約１．２ｍの間隔がある。これらの南

北溝は、足軽町の西辺を画する溝と考えられる。

溝ＳＤ１５は柵ＳＡ３５と柵ＳＡ２０に区画された中

にあり、柵ＳＡ３５の東約６ｍの位置で平行に配

置されている。後述するように、柵ＳＡ３５や柵

ＳＡ２０を武家屋敷地の区画施設とすれば、溝Ｓ

Ｄ１５は屋敷地内の排水施設と考えられる。

　東西方向の溝は、溝ＳＤ１１５である。溝ＳＤ

０７・０８と直交する位置関係にあり、柵ＳＡ１２０

とは平行する配置関係にある。溝ＳＤ０８・４５・

１０・１１５の各溝底には、楕円形の土坑状深まり

をもつ部分が数カ所で見られた。この深まりは、

溝底からさらに０．２～０．３ｍ深く掘られていた。

溝内で検出したこれらの土坑状深まりは、いず

１０　第２章　検出遺構

1．灰オリーブ色砂質土

　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土

　（灰オリーブ色砂質土・黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土

　（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土混り）

4．黒褐色細砂礫

5．灰オリーブ色砂質土小石多量含み

5．暗灰オリーブ色砂質土

第７図　掘立柱建物ＳＢ２３４実測図－２（１�１００）



れも柱穴のように垂直に掘られていた。溝と溝内掘り込みに、時期差があるとすれば、溝の方が

新しい段階と考えられる。もしそうなら、右京第２７９次調査で検出の、溝状に布掘りされた柵の

ように、本来、掘立柱の柵であった可能性も考えることができる。いずれにしろ、足軽町の西辺

を画する施設とすることができる。

柵群（第９～１５図、図版１３）　柵には、南北方向の柵列（ＳＡ３５・４０・４２３・４９８・６１０）と、東

西方向の柵列（ＳＡ２０・１０８・１２０）があり、いずれも掘立柱構造である。南北方向の柵列の内、

柵ＳＡ４２３は、掘立柱建物ＳＢ３４３の西にあり、足軽町の西辺を区画する施設か、または掘立柱建

物ＳＢ３４３を防御する施設と考えられる。また柵ＳＡ４９８も、掘立柱建物ＳＢ３４３に関連する施設

と考えられる。柵ＳＡ３５は、南端で掘立柱建物ＳＢ３９の東辺に取り付き、柵ＳＡ４０としてさらに

南にのびる。柵ＳＡ４０は、柱間の長い北部と、柱間の短い南部に分けられる。北部には、東西柵

列が３箇所で取り付き、その内の柵ＳＡ１２０で止まっていた可能性がある。柵ＳＡ３５・４０北・４０

南の南北柵列は、足軽町の建物群（掘立柱建物ＳＢ４２・２３４）から東に約１０ｍの位置に平行して

配置されており、絵図に名前まで記された武家屋敷と足軽町との区画施設である可能性が高い。

柵ＳＡ４０から東にのびる東西方向の柵列は、その武家屋敷を区画する施設と考えられる。そのう

ち柵ＳＡ２０は、建て替えが見られ、Ａ・Ｂの２期に分けられる。柵ＳＡ２０Ａは柵ＳＡ４０と直角に、

柵ＳＡ１０８と平行に設置されており、柵ＳＡ２０Ｂは柵ＳＡ３５と直角に設置されている。柵ＳＡ２０

Ａ・Ｂに柱穴の重なりがないため、両者の前後関係は明らかでないが、周辺遺構との配置関係か
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1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

第８図　掘立柱建物ＳＢ３９実測図（１�１００）



ら、工期の差によるものと考えられる。

土坑群　土坑には、円形または楕円形のもの（ＳＫ２７３・５１４、ＳＸ５１３）、方形または長方形の

もの（ＳＫ９４・１１２）などがある。各検出位置から、前者は足軽町に、後者は武家屋敷に付随す

る施設と考えられる。

　土坑ＳＫ９４は、東西１．５ｍ、南北２ｍの長方形土坑で、深さ０．３ｍを測る。柵ＳＡ２０・４０・１０８

に囲まれた区画内で検出した。柵で囲まれた同じ区画内には、他に柵沿いに掘られた土坑２基と、

土坑ＳＫ９４の南西約３ｍの位置に１基がある。いずれも当土坑より小型である。これらは、同一

区画内の北半部で検出した。

１２　第２章　検出遺構

1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黄色粘質土混り）

3．黒色粘質土（灰オリーブ色砂質土混り）

第９図　掘立柱建物ＳＢ３４３、柵ＳＡ４９８実測図（１�１００）



　土坑ＳＫ１１２は、東西幅約１ｍ、南北長約２．４ｍ、深さ約０．２ｍの長方形土坑である。柵ＳＡ

１０８・４０・１２０に囲まれた区画の西辺で検出した。

　土坑ＳＫ２７３は、東西約０．９ｍ、南北約０．８ｍ、深さ約０．１ｍの楕円形土坑である。掘立柱建物Ｓ

Ｂ２３４の西辺から西約１ｍの位置で検出した。

　土坑ＳＫ５１４は、東西約０．９ｍ、南北約０．５ｍ、深さ約０．５ｍの楕円形土坑である。掘立柱建物Ｓ

Ｂ２３４を間仕切りにより２間×２間に小規模区画された箇所の西辺と重なる位置から検出した。

　土坑ＳＸ５１３は、東西１ｍ、南北１ｍ前後の楕円形の土坑で、４～５回の掘り換えがある。深

さは、最も深いもので約０．５ｍを測る。最も新しい掘り込みは、近代の撹乱である。

堀ＳＤ２９（第１６・１７図）　南北に直線的に掘られたもので、残存状況は、幅約１．１～１．８ｍ、深

さ０．３～０．８ｍを測り、南に幅広く、深くなっていた。この残存状

況から、北に向かって、削平が進んでいると考えられる。検出し

た長さは、南北７６．５ｍあり、北端は工場施設の基礎による撹乱を

受けていた。堀底標高は、北端で１６．４ｍ、南端で１５．７ｍと南に傾

斜していた。堀内埋土の最下層には、砂やシルトの堆積が薄く見

られる部分もあった。この規模や堆積状況から堀と考えた。そし
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1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黄色粘質土混り）

3．暗灰オリーブ色砂質土

4．黄色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土混り）

第１０図　柵ＳＡ４０実測図－１（１�１００）

1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・

　 黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（灰オリーブ色砂質土・

　　黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土（灰オリーブ色砂質土・

　　黒褐色粘質土混り）

第１１図　柵ＳＡ４０実測図－２
（１�１００）



て、�この堀は、さらに南北に続くと考えられること。�この堀を境に、西には同期の遺構がほ

とんど無いこと。�この堀の東側には、掘立柱建物や柵、井戸、土坑、溝などが計画的に配置さ

れた状況で検出できたこと。�堀

内に、橋脚の根石または礎石と考

えられるものが据え置かれていた

こと。以上４点の要素と周辺部調

査の遺構配置状況から、堀ＳＤ２９

は江戸時代勝龍寺城の西辺堀と考

えられる。

楕円形掘り込みＳＸ４０（第１６

図）　堀ＳＤ２９が検出できた南端

部近くで、北西方向に僅かに南東

方向に大きく袋状に張り出す掘り

込みである。堀ＳＤ２９のＢ断面や

Ｄ断面観察位置などの層位関係か

ら、堀ＳＤ２９より古い掘削と考え

１４　第２章　検出遺構

1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・

　 黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土

   （灰オリーブ色砂質土・黄色粘質土混り）

第１２図　柵ＳＡ３５実測図（１�１００）

第１３図　柵ＳＡ４２３実測図（１�１００）

1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

2．暗灰オリーブ色砂質土

3．黒褐色粘質土 （灰オリーブ色砂質土・黄色粘質土混り）

第１４図　柵ＳＡ１０８実測図（１�１００）

1．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

第１５図　柵ＳＡ２０実測図（１�１００）



SX４０

られる。埋土は、球形の塊状に

なった地山層を多く含む撹拌土

で、最下層には灰オリーブ色砂

質土が混じる。当遺構底面は、

起伏の激しい状況で、円形土坑

状または溝状の窪みが弓なりに

湾曲して平行し、または連続す

るなどの法則性がみられた。楕

円形掘形の規模は、北西－南東

方向の長軸約１１ｍ、北東－南西

方向の短軸約４～５ｍで、深さ

は１～１．２５ｍを測る。最深部の

標高は、約１５．２５ｍであり、堀

ＳＤ２９底面より０．４５ｍ深い。遺

物がほとんど無く、正確な時期

は明らかにできなかったが、最

下層などに含まれる灰オリーブ

色砂質土が、江戸時代の基本土

層の一つであることから、この

時期に含めた。当遺構の性格は

明らかでない。

門ＳＢ９８・２８６（第１８図、図

版１２）　門と考えられる建物跡

は、２棟が重複している。この

２棟は、円形柱穴２本柱で構成

される掘立柱構造のＳＢ２８６と、

布掘り根石構造の４本柱で構成

されるＳＢ９８である。両建物と

も、堀ＳＤ２９の東約２ｍ前後の

位置で、堀に平行している。ま

た、両建物に面した堀内には、

橋脚の根石または礎石と考えら

れる施設ＳＸ１７５がある。建物

ＳＢ２８６の柱間を２等分する点

から柱筋に直角に西方に延ばし
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第１６図　堀ＳＤ２９平面図（１�２００）



１．灰オリーブ色砂質土

　　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り、小石含み）

２．黄色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土混り）

３．暗灰オリーブ色砂質土

４．黄色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土・灰色砂混り）

５．灰オリーブ色砂質土

　　（黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土・灰色砂混り）

６．褐灰色粘質土

　　（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

７．灰色粘質土

８．灰色砂（黒褐色粘質土・黄色粘質土混り）

９．褐灰色粘質土

10．灰オリーブ色砂質土（褐灰色粘質土混り）

11．黄色粘土（地山）

12．灰色砂（浅黄橙色砂ラミナ）

13．灰色砂

14．黄色粘質土（黒色粘質土混り）

15．灰オリーブ色砂質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・灰色砂質土混り）

16．黒色砂礫（灰色砂・黒褐色粘質土・黒色粘質土・黄色粘質土混り）

17．黄色粘質土（黒褐色粘質土・黒色粘質土・灰オリーブ色砂質土混り）

18．黒色粘質土（灰オリーブ色砂質土・黒褐色粘質土・暗褐色粘質土混り）

19．黒褐色粘質土（黄色粘質土・灰オリーブ色砂質土混り）

た中軸線は、橋脚ＳＸ１７５の根石間のほぼ中央で直交する。この配置関係から、堀ＳＤ２９とこれ

を渡る橋脚施設ＳＸ１７５および２本柱穴の掘立柱建物ＳＢ２８６は、同時期に機能していたと考える

ことができる。２本柱建物ＳＢ２８６の南端柱穴の北約１．２ｍの位置に、４本柱建物ＳＢ９８の南西隅

柱が位置している。両建物の基礎構造に重なりがないため、構築時期の前後関係は明確でないが、

橋脚ＳＸ１７５と掘立柱建物ＳＢ２８６の計画的配置関係から、初期段階と考えられる。従って、簡易

な構造のＳＢ２８６から、頑強な構造で見栄えのするＳＢ９８に門が立て替えられたものと考えられ

る。

井戸ＳＥ３４０　井戸は、掘立柱建物ＳＢ３４３と掘立柱建物ＳＢ２３４の間で検出した。直径約１．２ｍ

で、深さは約４．５ｍを測る。井戸側は石組みで築かれていた。足軽町の共有井戸であろう。

　今回検出した遺構群と周辺部調査での検出遺構配置を、「永井直清公御在所城州神足之図」と

重ね合わせると、茶屋口周辺部の諸施設である可能性が高い。このように理解すれば、今回検出

した門ＳＢ９８・２８６は、共に茶屋口の門であり、堀ＳＤ２９は絵図に表現されていないが、茶屋口

内を貫く勝龍寺城西辺外堀であろうと考えられる。また、今まで足軽町での井戸の検出はなかっ

たが、井戸ＳＥ３４０を今回検出することができ、足軽達の生活用上水が、共同井戸で賄われてい

たと考えることができるようになった。名前まで明記された武家屋敷地は、右京第２０９次調査な

どと同様に柵で区画されており、建物施設は検出できなかった。やはり従来通り、礎石・瓦葺き

建物であったと考え、削平を受けて礎石が残らなかったものと考えるのが合理的解釈と思われる。

１６　第２章　検出遺構

第１７図　堀ＳＤ２９断面図（１�４０）
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石材

橋脚SX175

第１８図　堀ＳＤ２９、門ＳＢ２８６・９８、橋脚ＳＸ１７５実測図（１�８０）
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第１９図　江戸時代勝龍寺城と発掘調査地（１�４０００）
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付表－１　江戸時代遺構観察表
棟方向（南北）
Ｎ－６°－Ｅ

梁行１間　約１．８０ｍ梁行１間茶屋口門
ＳＢ６３０９８
江戸

桁行　不等間桁行１間
布掘り形状　長方形長軸　３．００ｍＰ１－Ｐ２布掘り

短軸　１．１２ｍ
布掘り形状　長方形長軸　３．０４ｍＰ３－Ｐ４布掘り

短軸　１．００ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８８ｍＰ１
柱痕　不明（根石あり）短軸　０．８４ｍ
柱穴底面標高　１５．４８ｍ深さ　１．２０ｍ
根石上面標高　１５．６８ｍＰ１－Ｐ３間　３．００ｍ
柱穴形状　方形長軸　１．００ｍＰ２
柱痕　不明（根石あり）短軸　０．８２ｍ
柱穴底面標高　１５．５２ｍ深さ　１．００ｍ
根石上面標高　１５．６８ｍＰ２－Ｐ４間　３．３３ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８０ｍＰ３
柱痕　不明（根石あり）短軸　０．６８ｍ
柱穴底面標高　１５．４８ｍ深さ　１．１２ｍ
根石上面標高　１５．６４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８４ｍＰ４
柱痕　不明（根石あり）短軸　０．８８ｍ
柱穴底面標高　１５．６８ｍ深さ　０．９２ｍ
根石上面標高　１５．７２ｍ
柱列方向（南北）
Ｎ－８°－Ｅ

柱間１間　３．０４ｍ柱間１間茶屋口門
ＳＢ６３０２８６
江戸 柱穴形状　円形長軸　０．８８ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．８０ｍ
柱穴底面標高　１５．８４ｍ深さ　０．７２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．７２ｍＰ２
柱痕有無直径　不明短軸　０．７２ｍ
柱穴底面標高　１５．８８ｍ深さ　０．７６ｍ
根石列方向（南北）
Ｎ－８°－Ｅ

柱間１間　約４．５０ｍ柱間１間橋脚
ＳＸ６３０１７５
江戸 柱穴形状　不明長軸　不明Ｐ１

（ＳＤ２９内） 柱痕　不明（根石のみ）短軸　不明
根石上面標高　１６．１６ｍ深さ　０．４６ｍ
柱穴形状　不明長軸　不明Ｐ２

（ＳＤ２９内） 柱痕　不明（根石のみ）短軸　不明
根石上面標高　１６．０２ｍ深さ　０．６２ｍ
棟方向（南北棟）
Ｎ－５°－Ｅ

梁行１間��約２．００ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６３０２３４
江戸

桁行　部分的に等間桁行２６間以上
柱穴形状　円形長軸　０．３３ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．５３ｍ深さ　０．０９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．０４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．５３ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４５ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．０９ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３８ｍＰ５
柱痕直径　約０．０８ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４６ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４６ｍＰ７
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３７ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．１９ｍ
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．０５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４４ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５４ｍＰ１３
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４８ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３３ｍＰ１５
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．２５ｍ

柱穴形状　円形長軸　０．５０ｍＰ１６掘立柱建物
ＳＢ６３０２３４
江戸

柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　不明長軸　０．３０ｍ以上Ｐ１７

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．１０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．３６ｍ深さ　０．２４ｍ以上
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ１８

（南肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４１ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１９
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ２０
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．３８ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　隅円三角形長軸　０．４８ｍＰ２１
柱痕　不明短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ２２
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４１ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ２３
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　円形長軸　約０．５０ｍＰ２４

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．４３ｍ
柱穴底面標高　１６．３７ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３３ｍＰ２５
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．３４ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３４ｍＰ２６

（東肩撹乱） 柱痕直径　約０．０７ｍ短軸　０．２６ｍ以上
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ２７
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．２９ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３６ｍＰ２８
柱痕直径　約０．０９ｍ短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．３４ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４２ｍＰ２９
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．２６ｍ深さ　０．２８ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４１ｍＰ３０
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３８ｍＰ３１
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３７ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３９ｍＰ３２
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．３３ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ３４
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３１ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ３５
柱痕　不明短軸　０．２２ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍＰ３６
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ３７
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．１０ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３９ｍＰ３９
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．１９ｍ深さ　０．２９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ４１
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．２３ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５０ｍ以上Ｐ４２

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　約０．５０ｍ
柱穴底面標高��約１６．３７ｍ深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ４３
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．１５ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３４ｍＰ４４
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．１５ｍ深さ　０．３３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ４５

短軸　０．２４ｍ
柱痕　不明深さ　０．３３ｍ
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柱穴底面標高　１６．１５ｍ長軸　０．３３ｍＰ４６掘立柱建物
ＳＢ６３０２３４
江戸

柱穴形状　円形短軸　０．３０ｍ
柱痕　不明深さ　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．１９ｍ長軸　０．４１ｍＰ４７
柱穴形状　円形短軸　０．３７ｍ
柱痕直径　約０．２３ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ長軸　０．３３ｍＰ４８
柱穴形状　方形短軸　０．３０ｍ
柱痕　不明深さ　０．０８ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ長軸　０．３８ｍＰ５０
柱穴形状　円形短軸　０．３５ｍ
柱痕　不明深さ　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ長軸　０．３５ｍ以上Ｐ５１

（東肩撹乱） 柱穴形状　円形短軸　０．３５ｍ
柱痕　不明深さ　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ長軸　０．４１ｍ以上Ｐ５２

（西肩撹乱） 柱穴形状　円形短軸　約０．３７ｍ
柱痕　不明深さ　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．０８ｍ長軸　０．３２ｍＰ５３
柱穴形状　円形短軸　０．２６ｍ
柱痕　不明深さ　０．１８ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ長軸　０．３２ｍＰ５４
柱穴形状　円形短軸　０．３２ｍ
柱痕直径　約０．２２ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ長軸　０．３９ｍＰ５５
柱穴形状　楕円形短軸　０．３２ｍ
柱痕　不明深さ　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．０８ｍ長軸　０．３７ｍＰ５６
柱穴形状　円形短軸　０．３７ｍ
柱痕　不明深さ　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．１５ｍ長軸　０．４１ｍＰ５７
柱穴形状　円形短軸　０．３８ｍ
柱痕　不明深さ　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．１９ｍ長軸　０．３６ｍＰ５８

（底に石あり、
　下端未確認）

柱穴形状　円形短軸　０．２８ｍ
柱痕直径　約０．２８ｍ深さ　０．２２ｍ以上
柱穴底面標高��約１６．１８ｍ長軸　０．３４ｍＰ５９
柱穴形状　円形短軸　０．３１ｍ
柱痕　不明深さ　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍＰ１－Ｐ４間

Ｐ３－Ｐ５間　３．００ｍ
桁行寸法一覧

間仕切り間寸法
���������１９．８０ｍＰ４－Ｐ６間

Ｐ５－Ｐ７間　３．００ｍ
Ｐ６－Ｐ８間
Ｐ７－Ｐ９間　１．５０ｍ
Ｐ９－Ｐ１１間　２．８０ｍ
Ｐ１１－Ｐ１３間　２．００ｍ
Ｐ１２－Ｐ１４間
Ｐ１３－Ｐ１５間　４．００ｍ
Ｐ１４－Ｐ１６間
Ｐ１５－Ｐ１８間　３．５０ｍ
Ｐ１６－Ｐ１９間
Ｐ１８－Ｐ２０間　１．５０ｍ 間仕切り間寸法

����������７．５０ｍＰ１９－Ｐ２１間
Ｐ２０－Ｐ２２間　１．５０ｍ
Ｐ２１－Ｐ２３間
Ｐ２２－Ｐ２４間　２．５０ｍ
Ｐ２３－Ｐ２５間
Ｐ２４－Ｐ２７間　２．００ｍ

間仕切り間寸法
���������１９．３０ｍ

Ｐ２５－Ｐ２８間
Ｐ２７－Ｐ２９間　２．４０ｍ
Ｐ２８－Ｐ３０間
Ｐ２９－Ｐ３１間　３．００ｍ
Ｐ３０－Ｐ３２間　３．００ｍ
Ｐ３２－Ｐ３４間　２．００ｍ
Ｐ３４－Ｐ３７間　２．００ｍ
Ｐ３７－Ｐ３９間　１．７０ｍ
Ｐ３９－Ｐ４１間　１．７０ｍ
Ｐ４１－Ｐ４３間
Ｐ４２－Ｐ４４間　１．８０ｍ
Ｐ４３－Ｐ４５間
Ｐ４４－Ｐ４７間　１．７０ｍ

間仕切り間寸法
����������３．１０ｍ

Ｐ４５－Ｐ４８間　１．２０ｍ
Ｐ４８－Ｐ５０間　１．９０ｍ

間仕切り間寸法
��������６．２０ｍ以上

Ｐ５０－Ｐ５３間
Ｐ５２－Ｐ５４間　１．９０ｍ
Ｐ５３－Ｐ５５間
Ｐ５４－Ｐ５６間　１．００ｍ
Ｐ５５－Ｐ５７間
Ｐ５６－Ｐ５８間　２．００ｍ
Ｐ５７－Ｐ５９間　１．３０ｍ

棟方向（南北棟）
Ｎ－５°－Ｅ

梁行　不等間梁行４．９５ｍ掘立柱建物
ＳＢ６３０３４３
江戸

桁行　不等間桁行８．９０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５０ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ２
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．６４ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ３
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ４

（東肩撹乱） 柱痕　不明短軸　約０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．６３ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．５９ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．３８ｍＰ６
柱径　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　隅円三角形長軸　０．４４ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．６３ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３１ｍＰ８
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．５３ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３０ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２４ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．２２ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．０４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４８ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４０ｍＰ１３
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３８ｍＰ１５
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．１５ｍ
梁行合計　　４．９５ｍＰ１－Ｐ２間

Ｐ２－Ｐ３間
Ｐ３－Ｐ４間　１．６５ｍ

梁行寸法一覧

Ｐ９－Ｐ１０間
Ｐ１３－Ｐ１４間　３．００ｍ
Ｐ１０－Ｐ１１間
Ｐ１４－Ｐ１５間　１．９５ｍ

桁行合計　　８．９０ｍＰ１－Ｐ６間
Ｐ４－Ｐ８間　２．００ｍ

桁行寸法一覧

Ｐ６－Ｐ９間
Ｐ８－Ｐ１１間　３．００ｍ

※Ｐ９－Ｐ１２間　１．９０ｍ
　Ｐ１２－Ｐ１３間　２．００ｍ

※Ｐ９－Ｐ１３間
Ｐ１０－Ｐ１４間
Ｐ１１－Ｐ１５間　３．９０ｍ

柱列方向（南北）柱間　不等間柱間４間柵列
ＳＡ６３０４９８
江戸

Ｎ－５°－Ｅ
柱穴形状　ハート形長軸　０．２９ｍＰ１
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．５９ｍ深さ　０．１５ｍ

Ｐ１－Ｐ２間　５．００ｍ
柱穴形状　ハート形長軸　０．２７ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．１８ｍ
柱穴底面標高　１６．５９ｍ深さ　０．０５ｍ

Ｐ２－Ｐ３間　２．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．１４ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．１２ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ３－Ｐ４間　２．００ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．２２ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．１８ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．０７ｍ
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柱列方向（南北）
Ｎ－６°－Ｅ

柱間　不等間柱間５間柵列
ＳＡ６３０４２３
江戸 柱穴形状　方形長軸　０．４８ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１６．７３ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ１－Ｐ２間　１．８５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４１ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．７０ｍ深さ　０．０９ｍ

Ｐ２－Ｐ３間　２．００ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５８ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．１１ｍ

Ｐ３－Ｐ４間　１．９０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．７３ｍ深さ　０．０７ｍ

Ｐ４－Ｐ５間　２．００ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６５ｍＰ５

（東・南肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．７０ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．１４ｍ

Ｐ５－Ｐ６間　２．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　１．００ｍＰ６

（南肩撹乱） 柱痕　不明短軸　１．００ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．１３ｍ
柱列方向（南北）
Ｎ－５°－Ｅ

柱間　不等間柱間３間柵列
ＳＡ６３０６１０
江戸 柱穴形状　方形長軸　０．３１ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．３４ｍ深さ　０．１８ｍ

Ｐ１－Ｐ２間　１．４０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２３ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２１ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明

Ｐ２－Ｐ３間　１．５５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．０８ｍ

Ｐ３－Ｐ４間　１．８０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７１ｍＰ４

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．４０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．１０ｍ

Ｐ４－Ｐ５間　２．４０ｍ
柱穴形状　不明長軸　０．２９ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱列方向（南北）
Ｎ－６°－Ｗ

柱間１間　柱間９間以上柵列
ＳＡ６５４４０－２
江戸

約１．３０～１．４０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３２ｍ以上Ｐ１

（南部撹乱
東部調査区外）

柱痕　不明短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３８ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３２ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３７ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．４１ｍＰ６
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３７ｍＰ７
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ８
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２２ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．１９ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ１０
柱痕直径　約０．０９ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．０６ｍ

柱列方向（東西）
Ｎ－３°－Ｅ

柱間　不等間柱間６間柵列
ＳＡ６５４２０　
�����（Ａ）
江戸

柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１７．３４ｍ深さ　０．１５ｍ

Ｐ１－Ｐ３間　約１．５０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３８ｍＰ３
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１７．２８ｍ深さ　０．２５ｍ

Ｐ３－Ｐ４間　約１．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２５ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１７．３０ｍ深さ　０．２４ｍ

Ｐ４－Ｐ６間　約１．０５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２２ｍＰ６

（東部未確認） 柱痕　不明短軸　０．１５ｍ以上
柱穴底面標高　１７．４９ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ６－Ｐ７間　約０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ７
柱痕直径　約０．０８ｍ短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．２５ｍ深さ　０．２２ｍ

Ｐ７－Ｐ９間　約１．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１７．２３ｍ深さ　０．２５ｍ

Ｐ９－Ｐ１１間　約１．４５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１７．３４ｍ深さ　０．１６ｍ
柱列方向（東西）
Ｎ－６°－Ｅ

柱間　不等間柱間７間柵列
ＳＡ６５４２０　
�����（Ｂ）
江戸

柱穴形状　円形長軸　０．１５ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．１４ｍ
柱穴底面標高　１７．４２ｍ深さ　０．０８ｍ

Ｐ２－Ｐ３間　約１．３５ｍ
Ｐ３－Ｐ５間　約１．３５ｍＰ３（Ａ）と同じ

柱穴形状　円形長軸　０．２２ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．３６ｍ深さ　０．１８ｍ

Ｐ５－Ｐ８間　約１．３５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．１５ｍＰ８
柱痕直径　約０．０５ｍ短軸　０．１５ｍ
柱穴底面標高　１７．３６ｍ深さ　０．１２ｍ

Ｐ８－Ｐ１０間　約１．５０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２２ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．２１ｍ
柱穴底面標高　１７．３５ｍ深さ　０．１４ｍ

Ｐ１０－Ｐ１２間��約１．３５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２１ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．３４ｍ深さ　０．１６ｍ

Ｐ１２－Ｐ１３間��約１．６０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．１４ｍＰ１３
柱痕　不明短軸　０．１４ｍ
柱穴底面標高　１７．４３ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ１３－Ｐ１４間��約１．３５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．１８ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．１６ｍ
柱穴底面標高　１７．４５ｍ深さ　０．０５ｍ
柱列方向（南北）
Ｎ－６°－Ｗ

柱間１間　約２．６０ｍ？柱間１間柵列
ＳＡ６５４３５
江戸 柱穴形状　方形長軸　０．４４ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１７．２８ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．４０ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．０７ｍ



２２　第２章　検出遺構

棟方向（南北棟）
Ｎ－６°－Ｗ

梁行１間��約２．５０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４３９
江戸

　廂１間��約２．２０ｍ　　西廂１間
桁行Ｐ４－７－１０間　約３．２０ｍ等間桁行２間・４間

柱穴形状　円形長軸　０．４６ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１７．２５ｍ深さ　０．１３ｍ

Ｐ１－Ｐ９間　約６．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４５ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．２６ｍ深さ　０．０７ｍ

Ｐ２－Ｐ５間　約１．７０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４９ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１７．３２ｍ深さ　０．０６ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５０ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．２８ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．３０ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ５－Ｐ６間　約１．５０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３８ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．２８ｍ深さ　０．１０ｍ

Ｐ６－Ｐ８間　約１．５０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４８ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１７．２９ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４７ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．３２ｍ深さ　０．０５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４３ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．１６ｍ
柱列方向（南北）
Ｎ－６°－Ｗ

柱間　不等間柱間？間柵列
ＳＡ６５４４０－１
江戸 柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ１

（北部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２５ｍ以上
柱穴底面標高　１７．２３ｍ深さ　０．０６ｍ

Ｐ１－Ｐ２間　約３．００ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５０ｍＰ２

（北西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．０４ｍ

Ｐ２－Ｐ３間　約３．００ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３９ｍＰ３

（西部撹乱） 柱痕　不明短軸　約０．３５ｍ
柱穴底面標高　１７．２２ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ４

（ＳＡ６５４１０８
　Ｐ１と同じ）

柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．０４ｍ深さ　０．０７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４７ｍＰ５
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．３０ｍ

Ｐ５－Ｐ６間　約１．５５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５８ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．５１ｍ
柱穴底面標高　１６．８７ｍ深さ　０．３０ｍ

Ｐ６－Ｐ７間　約１．３５ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．３４ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１７．０７ｍ深さ　０．０８ｍ
棟方向（南北棟）
Ｎ－６°－Ｅ

梁行１間��約２．００ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４４２
江戸

梁行　不等間桁行　間
柱穴形状　円形長軸　０．５０ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．０３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３３ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．３１ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３８ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．２０ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５０ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１７．１７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３１ｍＰ９

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１７．２１ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１７．１８ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　約０．２８ｍＰ１１

（南肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１７．１５ｍ深さ　０．１８ｍ

柱穴形状　円形長軸　０．４４ｍＰ１３掘立柱建物
ＳＢ６５４４２
江戸

柱痕　不明短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍ以上Ｐ１４

（東肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１７．２１ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　台形長軸　０．４７ｍＰ１５
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１７．１９ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４８ｍＰ１６
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．２４ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍ以上Ｐ１７

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１７．０２ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３３ｍＰ１９

（西部撹乱） 柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．２２ｍ以上
柱穴底面標高　１７．０５ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．６１ｍＰ２１
柱痕　不明短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．９３ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　方形？長軸　０．４０ｍＰ２２

（東部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．１７ｍ以上
柱穴底面標高　１７．０５ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　台形長軸　０．５２ｍＰ２３
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．９３ｍ深さ　０．２８ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４５ｍＰ２４
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．９７ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．３３ｍＰ２６
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１７．０６ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３５ｍＰ２７
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１７．０５ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３６ｍ以上Ｐ２８

（南肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１７．０５ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４５ｍＰ３０
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１７．０９ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２０ｍＰ３１
柱痕　不明短軸　０．１６ｍ
柱穴底面標高　１７．０４ｍ深さ　０．１２ｍ
間仕切り間寸法　　　　
��������約１３．５０ｍ

Ｐ２－Ｐ４間���約３．００ｍ桁行寸法一覧
Ｐ４－Ｐ６間���約４．５０ｍ
���（この間柱穴あるか）
Ｐ６－Ｐ８間���約２．２０ｍ
Ｐ８－Ｐ１１間���約３．８０ｍ

間仕切り間寸法　　　　
���������約７．１０ｍ

Ｐ１１－Ｐ１３間��約４．６０ｍ
���（この間柱穴あるか）
Ｐ１３－Ｐ１６間��約２．５０ｍ

間仕切り間寸法　　　　
��������約１１．２０ｍ

Ｐ１４－Ｐ１７間��約３．２０ｍ
Ｐ１７－Ｐ１９間��約２．００ｍ
Ｐ１９－Ｐ２１間��約２．００ｍ
Ｐ２１－Ｐ２３間
Ｐ２２－Ｐ２４間��約２．００ｍ
Ｐ２４－Ｐ２７間��約２．００ｍ

間仕切り間寸法　　　　
�������約５．００ｍ以上
Ｐ２８－Ｐ３０間　約３．００ｍ

Ｐ２６・Ｐ２７ライン
���－Ｐ２８間　約２．００ｍ

柱列方向（東西）
Ｎ－５°－Ｅ

柱間１間　約１．６０ｍ柱間４間以上柵列
ＳＡ６５４１０８
江戸 柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．０４ｍ深さ　０．０７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１７．０６ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２４ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１７．０４ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２５ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．２１ｍ
柱穴底面標高　１７．１６ｍ深さ　０．０８ｍ
柱列方向（東西）
Ｎ－３°－Ｅ

柱間１間　約１．４０ｍ柱間１間柵列
ＳＡ６５４１２０
江戸 柱穴形状　円形長軸　０．３７ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．９０ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ２
柱痕直径　約０．０８ｍ短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．９５ｍ深さ　０．１７ｍ



1．灰黄褐色粘質土

３　鎌倉・平安時代の遺構

　鎌倉・平安時代の遺構には、掘立柱建物、

柵、溝、土坑等がある（第１６８図）。

　（１）　鎌倉時代の遺構群

溝ＳＤ７２（第２０図、図版１４）　Ｎ－８°－Ｗ

の方向に直線的に掘られた溝で、幅約０．７ｍ、

深さ約０．２～０．４ｍ、長さ約２６ｍあり、南に傾

斜して深くなる。南端は東にＬ字形に折れ曲

がる。北端は、他の溝や土坑などの重なりで、

不明瞭になっているが、西方に曲がると考え

られる。出土遺物はほとんど無く、時期決定

は困難であるが、瓦器椀小片の出土から、鎌

倉時代とした。

溝ＳＤ８４・１２０、ＳＤ１４４・１５８　東西方向

にほぼ平行して掘られた溝群である。幅約

０．２～０．３ｍ、深さ０．１～０．３ｍ前後の規模で、

削平や撹乱坑により部分的に消失しているが、

一連の遺構と考えられる。溝ＳＤ８４と溝ＳＤ

１４４の心心間は、約２．５ｍで、溝ＳＤ１２０と溝

ＳＤ１５８間は２．８ｍから２ｍと、東に向かって

狭くなる。これら４条２列の溝群に挟まれた

部分は、宅地間の道路、または畑地境の畦畔

である可能性が考えられる。

溝ＳＤ５２・１４１　南北方向に平行して掘ら

れた溝群である。幅約０．４～０．９ｍ、深さ０．２

～０．６ｍの規模で、南に向かって、幅広く、

深くなる。溝心心間は、約４．２ｍである。こ

の２条の溝に挟まれた部分も、道路遺構と考

えることができるが、確定しかねる。

溝ＳＤ１１０　溝ＳＤ１４１から垂直に東進する

溝で、幅約０．５～０．８ｍ、深さ約０．４～０．７ｍの

深い溝である。溝ＳＤ１４１から約２３ｍ東で止

まる。

溝ＳＤ１３８　幅約１ｍ、深さ約０．２ｍの南北

����������������������������������������鎌倉・平安時代の遺構　２３

第２０図　溝ＳＤ７２実測図（１�１００）



２４　第２章　検出遺構

1．茶褐色粘質土

2．茶褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．茶褐色粘質土（黒色粘質土混り）

4．淡茶褐色粘質土

第２１図　掘立柱建物ＳＢ９９・１１８実測図（１�１００）



１．暗褐色粘質土　　２．褐灰色粘質土

溝である。浅く幅広い溝で、この溝から西に下る地形になる。

掘立柱建物ＳＢ９９・１１８（第２１図、図版１５）　平行して築かれた掘立柱建物で、両建物とも西庇

をもち、柱穴規模、柱間寸法、柱穴配置、棟方向等、すべてに共通し、２棟間距離は、桁行１間

の距離に等しい。ここでは２棟として報告したが、間仕切りを設けた西庇付き南北棟として、１

棟と捉えることもできる。

掘立柱建物ＳＢ４５０（第２２図）　東西３間、南北４間の総柱南北棟建物である。図のＨ柱列とＩ

柱列の距離が長いことから、この部分を庇と考えることができる。梁行２間、桁行４間の総柱母

屋の東庇付き建物と考えられる。

掘立柱建物ＳＢ１２５　東西４間、南北３間の総柱東西棟建物と考えられる。梁行き柱間等間、

����������������������������������������鎌倉・平安時代の遺構　２５

第２２図　掘立柱建物ＳＢ４５０実測図（１�１００）



1．黄色粘質土（表面橙色焼土）　2．茶褐色粘質土

桁行き柱間等間の柱穴配置である。

　これらの掘立柱建物以外に、柵か掘立柱建物の一部と考えられる柱列や柱穴群の他、まとまり

が捉えきれなかった柱穴群などもある。

土坑ＳＫ３５３（第２３図、図版１４）　東西０．７～０．８ｍ、南北１．１５～１．３ｍの長方形土坑で、深さ約

０．１ｍを測る。直径０．１～０．１５ｍ前後の石と共に、土師器、瓦器などが出土し、南半部の遺物集積

箇所から骨も出土した。

土坑ＳＫ４１９（第２４図）　南北約１．３ｍ、東西約０．８ｍの楕円形で、深さ約０．７ｍと深い掘り込み

である。出土遺物はほとんど無いが、土壙墓の可能性がある。

土坑ＳＫ４４５（第２５図）　南北１．１ｍ、東西０．７～０．９ｍ、深さ０．３～０．４ｍの長方形土坑である。

土坑ＳＫ４１９と同様、土壙墓の可能性がある。

土坑ＳＸ５３　東西・南北とも１．５ｍ前後の方形土坑で、深さ０．３ｍを測る。北に接して同規模の

土坑がある。

土坑ＳＫ１３１　直径０．５ｍ、深さ０．２ｍ前後の円形土坑である。

掘立柱建物ＳＢ１２５の東西中軸上の東約２．２ｍに位置する。

土坑ＳＸ２８７　南北約１．２ｍ、東西約０．５ｍの楕円形土坑で、深

さ約０．２ｍを測る。掘立柱建物ＳＢ４５０の東１間の南北中軸上の約

１ｍ南にある。

土坑ＳＸ５３１　南北０．２ｍ、東西０．４ｍの楕円形土坑で、深さ０．２

ｍを測る。東西溝ＳＤ１１０の東先端部の約０．５ｍ東に位置する。
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第２３図　土坑ＳＫ３５３実測図（１�２０） 第２５図　土坑ＳＫ４４５実測図（１�４０）

1．極暗褐色砂礫

2．黒色粘質土

3．黒褐色粘質土

4．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

1．暗褐色粘質土

2．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

第２４図　土坑ＳＫ４１９実測図（１�４０）



１．黒褐色粘質土

　（２）　平安時代の遺構群

落ち込みＳＸ２７０（第２６図）　東西４ｍ、南北３．２ｍの平面三角形状の土坑で、深さは０．１ｍ前後

と浅い。当土坑内には、時期不明柱穴や江戸時代柱穴が重なっており、また撹乱坑も南北２箇所

にあり、当遺構出土遺物として取り上げたものの中に、鎌倉時代以後の遺物が混入している可能

性もある。

土坑ＳＫ４４９（第２７図）　南北０．７ｍ、東西０．７５ｍの方形平面で、深さ０．６ｍを測る。溝ＳＤ４９９

の南端に重複して検出した。

落ち込みＳＸ１１１（第２８図）　長さ約３．７ｍ、幅約１．６ｍ、深さ０．７ｍの小判形土坑で、南長辺側

が深く、北長辺側はなだらかな傾斜で掘られている。

土坑ＳＸ１６７　直径約１．５ｍの円形で、深さ約０．４ｍを測る。溝ＳＤ４９９の南端で、重なり合って

検出した。先の土坑ＳＫ４４９や、周辺部にある土坑ＳＫ４５９とも重複しているが、それぞれの前後

関係は明確にできなかった。土坑ＳＸ１６７は、溝ＳＤ４９９の南端部である可能性もある。他の土坑

群は、溝ＳＤ４９９より古いと考えた。

土坑ＳＫ２７９　直径０．６～０．７ｍ、深さ０．２ｍの円形土坑である。埋土中位から、口縁部を欠く土

師器甕１個体が出土した。遺物の項で詳細を報告するごとく、長岡京期に遡る可能性もある。

溝ＳＤ４９９　南北方向に掘られた溝で、幅１～１．６ｍ、深さ０．３～０．４ｍの規模で、南に傾斜して

いる。幅広く、規模が大きい特徴を持ち、堀のようであるが、直線的に掘られた長さ約２７ｍを検

出したに止まり、機能は明らかでない。
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第２６図　落ち込みＳＸ２７０実測図（１�４０）



２８　第２章　検出遺構

1．暗褐色粘質土

2．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

3．褐灰色粘質土

4．黒褐色粘質土

第２７図　土坑ＳＫ４４９実測図（１�４０）

1．暗褐色砂質土

第２８図　落ち込みＳＸ１１１実測図（１�４０）

付表－２　鎌倉・平安時代遺構観察表－１
棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間　２．４０ｍ等間梁行３間掘立柱建物
ＳＢ６０６１２５ 桁行１間　２．２０ｍ等間桁行４間

柱穴形状　円形長軸　０．２４ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　不整方形長軸　０．２９ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１７．００ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ６　　
柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍ以上Ｐ７

（東肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．８３ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４５ｍ以上Ｐ１３

（南肩削平） 柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ１５
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．８１ｍ深さ　約０．４１ｍ
柱穴形状　長方形長軸　０．４９ｍＰ１８
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．８６ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ１９
柱痕　不明短軸　約０．３５ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　長方形長軸　０．４１ｍＰ２０
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
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付表－３　鎌倉・平安時代遺構観察表－２
棟方向（南北棟）
Ｎ－３°２０′－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６３０４５０
中世

　廂１間　２．４５ｍ東廂１間
桁行１間　１．７０ｍ等間桁行４間

柱穴形状　円形長軸　０．１２ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．１１ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２２ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．１９ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２１ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍ以上Ｐ４（廂）

（南西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２６ｍ以上
柱穴底面標高��約１６．５０ｍ深さ　約０．１２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３０ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３１ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．２８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ１２（廂）
柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ１３
柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３４ｍＰ１５
柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２３ｍＰ１６（廂）
柱痕　不明短軸　０．２２ｍ
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　隅円三角形長軸　０．２４ｍＰ１９
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　隅円三角形長軸　０．２６ｍＰ２０（廂）
柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２２ｍ

棟方向（東西棟）
Ｎ－４°－Ｅ

梁行１間　２．４０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４９９
中世

桁行１間　１．８０ｍ等間桁行２間以上
　廂１間　２．１０ｍ西廂１間

柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１（廂）
柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．９４ｍ深さ　０．３８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．６４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３４ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．６２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．６４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．８０ｍ深さ　０．４５ｍ
柱穴形状　不明長軸　０．２６ｍＰ６

（壁断面のみの
検出）

柱痕　不明短軸　不明
柱穴底面標高　１６．９４ｍ深さ　０．４０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５０ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．７１ｍ深さ　０．５７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．９０ｍ深さ　０．４０ｍ
棟方向（東西棟）
Ｎ－４°－Ｅ

梁行１間　２．４０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４１１８
中世

桁行１間　１．８０ｍ等間桁行１間以上
　廂１間　２．１０ｍ西廂１間

柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍＰ１（廂）
柱痕直径　約ｍ短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．７３ｍ深さ　０．４８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４７ｍＰ２
柱痕直径　約ｍ短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．６２ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．５９ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．７０ｍ深さ　０．５５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３３ｍＰ４（廂）
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．７６ｍ深さ　０．３９ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３１ｍＰ５

（上面削平） 柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．７５ｍ深さ　０．４０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５２ｍＰ６（廂）
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．７７ｍ深さ　約０．３９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３４ｍＰ７

（上面削平） 柱痕　不明短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　約０．４７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３３ｍＰ８

（西部調査区外） 柱痕　不明短軸　０．２２ｍ以上
柱穴底面標高　１６．７５ｍ深さ　０．４２ｍ以上？



４　長岡京後期の遺構

　長岡京期とした遺構には、掘立柱建物群、土坑、落ち込み、カマド、溝群などがある。これら

のうち切り合い関係から、溝群は掘立柱建物よりも新しいことが明らかなため、溝群を主体とす

るものを長岡京後期（第１６９図）、掘立柱建物群を主体とするものを長岡京前期（第１７０図）と区

分する。ただしこのような切り合いを有するものは少なく、大半は前後関係が不明であるため、

溝群以外は前期に含めたものが多い。なおここでいう前期・後期とはあくまで切り合いを重視し

た前後関係であり、いわゆる長岡京における造営画期を示すものではない。

　後期の遺構群を特徴づけるのは、東西・南北方向に掘られた小溝群である。これらの溝は、概

ね幅０．３～０．５ｍ、深さ０．１～０．２ｍで、調査地南東部に集中する。このうち調査地中央部の東側は

特に密度が高く、東西・南北方向の溝が密集する。この中央部の溝群を掘り上げた段階で掘立柱

建物ＳＢ４５５・４５６・４９３などが検出されており、前期・後期の区分の根拠となっている。溝群の

あり方からすれば、さらに前後関係があると思われるが、埋土からは切り合いの確認は極めて困

難であった。南北溝は約３～５ｍ、東西溝は約１～３ｍの間隔があるが、切り合いの問題もあり、

規則性は見いだしにくい。溝内は比較的遺物が多く含まれるが、特に溝ＳＤ３４６・３７５は土器の出

土量が多い。長岡京期の遺物の大半は溝群出土のもので占められる。

　南東部の溝群はやや密度が低く、約３ｍ間隔の東西方向の溝と約４ｍ間隔の南北方向の溝で構

成される。東西方向の溝は断続的に西側にも延びているが不明瞭である。また南端部付近では若

干密度が高くなっている。各溝とも遺物は少なく、中央部付近の様相とは若干異なる。

溝ＳＤ３４６（図版２１）　溝群の中ではやや方位が異なり、Ｅ－１０°－Ｓの振れが認められる。東

西長５．３ｍ、西半部が幅０．４ｍ、深さ０．１ｍ、東半部では幅０．９ｍ、深さ０．２ｍで、東側が広く、深

くなって終わる。溝底部には、遺物が密集しており、特に製塩土器の破片が多いのが特徴である。

溝ＳＤ３７５　中央溝群の南に位置するほぼ正方位の東西溝。幅０．５～０．７ｍ、深さ０．１～０．２ｍで

約１４ｍ分が確認された。南北方向の溝ＳＤ０６に接続し、それより西には延びていない。小溝群内

では最も遺物が多く出土しており、完形品を含むまとまった遺物が認められる。

土坑ＳＫ３４８（第２９図）　溝ＳＤ３４６の

すぐ南に接して検出された平面楕円形を

呈するものである。現状では東西２ｍ、

南北１ｍ、深さ０．４ｍで、底部はすり鉢

状になる。内部には遺物が多く含まれ、

特にミニチュアカマド・ナベなどいわゆ

る祭祀遺物の比率が高いのが特徴である。

溝ＳＤ９７　南北方向の溝ＳＤ０６から東

に延びる東西方向の溝で、長さ２７ｍ分が

検出された。Ｅ－５°－Ｓで、ほぼＳＤ

３０　第２章　検出遺構

1．黒褐色粘質土
2．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

3．極暗褐色砂礫
4．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

第２９図　土坑ＳＫ３４８実測図（１�４０）



３４６と同様の振れ角を持つ。幅０．７ｍ、深さ

０．１～０．３ｍ、前後関係は不明瞭であるが小

溝群とは切り合いが認められ、角度や位置

などから、前期の掘立柱建物ＳＢ１０７・５８８

との関連性が高いと考えられる。

溝ＳＤ６３・０６・１８（第３０～３５図、図版２２）

　南北方向に延びる３条の溝で、小溝群と

比べ、幅、深さとも規模が大きい。溝同士

の間隔は、西から約３８ｍ、３２ｍとやや西側

が広くなっている。いずれの溝もＮ－１°

－Ｗの振れが認められる。位置的には右京

六条一坊十二町を東西にほぼ３等分する箇

所にあたり（第８４図）、さらに後述の長岡

京前期の掘立柱建物群を区画する位置にも

相当する。このうち東側の溝ＳＤ１８は、掘

立柱建物ＳＢ１３３および１６０の東側妻部の柱

掘形を切っていることが確認されたため

（図版２０�）、切り合いを重視して小溝群と

同様に長岡京後期に含めたものである。し

かし上述した位置関係からは掘立柱建物群

との関係性が強いものといえるため、前期

の検出遺構図（第１７０図）には破線で図示

している。

　溝ＳＤ６３は右京第６０６次調査で確認され

ていた南北方向の溝で、幅０．６～０．８ｍ、深

さ０．１～０．２ｍである。断続的に約１３ｍの長

さで検出されたが、工場基礎により撹乱さ

れており、南半部では検出されていない。

当初は位置的に西一坊坊間小路東側溝の可

能性が考えられたが、他の溝や掘立柱建物

との位置関係から前述した南北方向の区画

溝と判断したものである。検出長が短いた

め遺物は極めて少量であるが、須恵器の

杯��、杯蓋などが出土している（第１２７図）。

　溝ＳＤ０６は調査地のほぼ中央に延びるも

������������������������������������������長岡京後期の遺構　３１

第３０図　溝ＳＤ０６平面図（１�２００）



ので、約８０ｍの長さが確認された。北端部は浅くなって終わっており、ここで一端途切れていた

ことは明らかである。北側の右京第６５４次調査地では工場のコンクリート基礎のため、延長部分

は確認できていない。幅１．１～１．５ｍ、深さ０．１～０．３ｍで、南半部付近には底部が一段落ち込む箇

所がある（土坑ＳＫ１５０）。北部は撹乱により切られているが、平面長方形を呈するもので、東西

０．４ｍ、南北１．７ｍ以上、深さ０．１５ｍ、内部からは製塩土器の破片が集中して出土している。

　溝ＳＤ１８は右京第６５４次調査地の東辺部で検出された。南側の延長部は右京第６３０次調査地東部

でも部分的に見つかっており、約８５ｍ分が確認されている。幅１～１．５ｍ、深さ０．２～０．３ｍで、

北半部の底部には、溝ＳＤ０６と同様の平面長方形の土坑ＳＫ３４が存在する。土坑は東西１．７ｍ、

南北０．７ｍ、深さ０．３ｍを測り、内部には土師器、須恵器の土器片を含むが散在的であり、溝ＳＤ

０６とは様相は異なる。これより南側の底部にも同様の土坑状の落ち込みが認められるが、遺物は

ほとんど含んでいない。溝内からは全体に比較的多くの遺物が出土しており、南半部に集中する

傾向がみられる。また墨書土器が多いのも特徴である（図版２２�・�）。�

３２　第２章　検出遺構

1．極暗褐色砂礫

2．黒褐色粘質土

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

4．灰黄褐色粘質土

5．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

6．淡黄色砂質土

7．黒色粘質土

1．黒褐色粘質土

第３２図　土坑ＳＫ１５０実測図（１�２０）第３１図　溝ＳＤ０６土層図（１�４０）



1．黒褐色粘質土

2．黄色粘質土

　（黒褐色粘質土混り）
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第３３図　溝ＳＤ１８平面図（１�２００）

1．暗褐色粘質土
2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）
3．暗褐色砂質土（製塩土器片多し）
4．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）
5．黒褐色粘質土
6．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

第３４図　溝ＳＤ１８土層図（１�４０）

第３５図　土坑ＳＫ３４実測図（１�４０）



５　長岡京前期の遺構

　前期の遺構群は掘立柱建物群を中心とするもので、前述のごとく、前期・後期の区別が不明な

溝群以外の遺構も含むものである。掘立柱建物群の他に、土坑、落ち込み、カマドなどがある。

なお広範囲に調査を行っているが、長岡京期の井戸は全く検出されなかった（第１７０図）。

　（１）　掘立柱建物群

　掘立柱建物群はすべて東西棟で、棟筋を揃えて整然と配列されている。建物規模には二種類あ

り、南北２間、東西５間の小型建物と、南北２間、東西１０間の大型建物で構成される。小型建物

はほぼ調査地全域に分布しており、調査地内では２７棟を確認している。基本的に梁行２．１ｍ、桁

行２．４ｍで、直径約０．１５～０．２ｍの柱痕跡を残している。柱間は部分的に不揃いな個所もあり、柱

規模も小さいため、建物としては簡素な作りと思われる。一方、大型建物は調査地中央西側に２

棟あり、梁行２．７ｍ、桁行３．０ｍの長大な建物である。ただ、こちらも規模は大きいものの、庇や

間仕切りなどは無く、同様に簡素な作りとみられる。

　これら建物群は先に述べた南北方向の溝ＳＤ６３・０６・１８を境に３群に区画され、さらに空閑地

（六条条間南小路推定地）を挟んで、北側の十一町域と南側の十二町域に分けられる（第８４図）。

　北部十一町域の建物群は、工場の巨大なコンクリート基礎と撹乱により確認が困難な部分があ

るが、６棟検出している。溝ＳＤ１８よりも西の４棟（ＳＢ１５９・１６０・１７４・１７５）の小型建物はほ

ぼ正方位に揃えられ、建物同士の間隔は、東西が約５ｍ、南北が約７ｍである。このうち東の２

棟（ＳＢ１６０・１７５）の東妻部は溝ＳＤ１８に接しており、柱掘形との切り合いが生じている。溝Ｓ

Ｄ１８より東の２棟は部分的な検出であるため、不明な点があるが東西の柱筋は揃えられており、

同様の配置を持つものと思われる。建物の西妻部は溝ＳＤ１８の溝中心から約５ｍに位置する。こ

のうち南の建物ＳＢ１５５にはほぼ同位置での建て替えが認められる。

　南部十二町域の建物群は南北約２１ｍの空閑部を挟んで、小型建物２１棟、大型建物２棟からなっ

ている。この空閑部は六条条間南小路が存在する位置に当たるが、条坊側溝は確認されず、かつ

建物も存在しなかった。十二町域の建物群は北部の建物群とは異なり、小型建物がＮ－１°－Ｗ

前後、大型建物がＮ－２°－Ｗ前後の傾きを有している。ただ全体的な配置はほぼ正方位に揃え

られており、条坊地割は踏襲しているものの、建物のみが傾いているという状況である。このこ

とは小溝群に先行するこれら建物群が、長岡京造営の極めて早い段階に建設された可能性を示唆

するものといえる。

　十二町域のうち西半部の建物は大型建物、小型建物ともに西側を溝ＳＤ６３の東肩でそろえ、南

側８棟の小型建物同士は東西、南北ともに約６ｍ前後の間隔で配置されている。これにより東西

に並んだ小型建物２棟と北側の大型建物の妻部が揃えられている。小型建物（ＳＢ１６９・１７２）と

大型建物（ＳＢ３７０）の間隔は約９ｍと広くなっており、大型建物ＳＢ３７０とＳＢ３６９も約８．５ｍの

間隔を持っている。なお大型建物ＳＢ３６９の北側では他の建物は確認できなかった。建物群の東

辺と溝ＳＤ０６は北側で約７ｍ、南側で約５．５ｍの間隔がある。
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1．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

2．淡黒色粘質土

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

4．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

1．暗褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）
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第３６図　掘立柱建物ＳＢ１７４実測図（１�１００）

第３７図　掘立柱建物ＳＢ１５９実測図（１�１００）

1．黒褐色粘質土

2．淡茶褐色粘質土

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

4．茶褐色粘質土

第３８図　掘立柱建物ＳＢ１５５実測図（１�１００）

棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？掘立柱建物
ＳＢ６５４１７４
長岡

桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間？
柱穴形状　不整円形長軸　０．５０ｍＰ１１
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１７．２０ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．６０ｍＰ１２
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１７．２５ｍ深さ　０．２５ｍ
棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４１５９
長岡

桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間
柱穴形状　隅円方形長軸　０．５３ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１７．０９ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．５６ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．５２ｍ
柱穴底面標高　１７．１１ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　台形長軸　０．４５ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１７．１０ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．５０ｍＰ１３
柱痕直径　約０．２４ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１７．０２ｍ深さ　０．２４ｍ
棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６５４１５５
長岡

桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間？
柱穴形状　楕円形長軸　０．５０ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．４８ｍ
柱穴底面標高　１７．２６ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３０ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１７．２８ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４５ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１７．３７ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４５ｍＰ９

（西肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１７．１１ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　不整楕円形長軸　０．５０ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ

付表－４　長岡京前期遺構観察表－１



1．暗褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色砂質土

4．黒褐色粘質土

３６　第２章　検出遺構

第３９図　掘立柱建物ＳＢ１７５実測図
（１�１００）

1．暗褐色粘質土

第４０図　掘立柱建物ＳＢ１６０実測図（１�１００）

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？掘立柱建物
ＳＢ６５４１７５
長岡

桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間
柱穴形状　隅円方形長軸　０．５０ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．９５ｍ深さ　０．４３ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４０ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１７．２０ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４５ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１７．１５ｍ深さ　０．２０ｍ

付表－５　長岡京前期遺構観察表－２
棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？掘立柱建物
ＳＢ６５４１６０
長岡

桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間
柱穴形状　方形長軸　０．２９ｍＰ５

（北肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１７．１５ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　不整楕円形長軸　０．７７ｍＰ６
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．８７ｍ深さ　０．５０ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４１ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１７．０１ｍ深さ　０．２９ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５１ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．２９ｍ
柱穴底面標高　１７．１３ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２７ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．９６ｍ深さ　０．２６ｍ



1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　4．暗褐色粘質土（黄色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　5．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

1．褐灰色粘質土

2．茶褐色粘質土

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

4．黒褐色粘質土

5．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

6．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）
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付表－６　長岡京前期遺構観察表－３

第４１図　掘立柱建物ＳＢ４４実測図（１�１００）

第４２図　掘立柱建物ＳＢ１３３実測図（１�１００）

掘立柱建物
ＳＢ６５４４４
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－０°

梁行１間��２．１０ｍ等間　梁行２間
桁行１間��２．４０ｍ等間？桁行５間？

柱穴形状　方形長軸　０．４３ｍＰ３－Ａ
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．８５ｍ深さ　０．３６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ３－Ｂ
柱痕　不明短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．８５ｍ深さ　０．３６ｍ
柱穴形状　不明長軸　０．４８ｍ以上Ｐ３－Ｃ

（東肩のみ検出） 柱痕　不明短軸　０．１０ｍ以上
柱穴底面標高　１７．０５ｍ深さ　０．１６ｍ以上
柱穴形状　円形長軸　０．３８ｍＰ６－Ａ
柱痕直径　約ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．９０ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３５ｍＰ６－Ｂ

（Ｐ６－Ａに
����西肩削平）

柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．９９ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形？長軸　０．２０ｍ以上Ｐ６－Ｃ

（Ｐ６－Ａ・Ｂに
����北部削平）

柱痕　不明短軸　０．１４ｍ以上
柱穴底面標高　１７．０３ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．３８ｍＰ８－Ａ
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．７２ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ８－Ｂ

（Ｐ８－Ａに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．９３ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１１－Ａ
柱痕直径　約ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．８６ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２９ｍＰ１１－Ｂ

（Ｐ１１－Ａに
����西肩削平）

柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．９１ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４０ｍＰ１１－Ｃ
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．３７ｍＰ１４－Ａ
柱痕直径　約ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．７４ｍ深さ　０．３３ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．３２ｍＰ１４－Ｂ

（Ｐ１４－Ａに
����南肩削平）

柱痕　不明短軸　０．２８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．０４ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．４０ｍＰ１４－Ｃ

（Ｐ１４－Ａ・Ｂに
����東部削平）

柱痕　不明短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．９６ｍ深さ　０．１１ｍ以上
柱穴形状　不整方形長軸　０．８７ｍ以上Ｐ１４－Ｄ

（Ｐ１４－Ａに
����西肩削平）

柱痕　不明短軸　０．５３ｍ
柱穴底面標高　１６．９０ｍ深さ　０．１６ｍ以上

掘立柱建物
ＳＢ６５４１３３
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－１°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間？

柱穴形状　隅円方形長軸　０．４０ｍＰ６
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．７０ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ８
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．７０ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４２ｍＰ１３－Ａ
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．６９ｍ深さ　０．３８ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４８ｍＰ１３－Ｂ
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．４８ｍ
柱穴底面標高　１６．６９ｍ深さ　０．４１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５５ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．６６ｍ深さ　０．３８ｍ



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（砂礫混り）

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

4．暗褐色粘質土

5．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

6．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

7．暗褐色砂質土

8．茶黒色粘質土（礫混り）

　十二町域東半部はすべて小型建物で構成され、東は溝ＳＤ１８、西は溝ＳＤ６３に接するように配

置されている。建物の東西の間隔は約５ｍ前後で、西半部よりやや狭くなっている。南北の間隔

は西半部の並びを踏襲しているため、北側と南側で異なっている。すなわち南側では約６ｍ間隔

であるが、北側の小型建物（ＳＢ４９３・４５５とＳＢ４９４・４５６）は西側の大型建物（ＳＢ３７０・３６９）

の南側柱列に揃えているため、ＳＢ４９３・４５５とＳＢ４９４・４５６の間隔が約１０ｍ、ＳＢ４９４・４５６と南

側の建物ＳＢ２８５・２８９との間隔が約９ｍとなっている。これより北側の小型建物（ＳＢ０１・４４・

１３３）では南北の間隔が約７ｍとなっており、この規則性からすれば、ＳＢ０１・４４・１３３の西側に

は少なくとも大型建物は存在しなかったことになる。なお個々の建物のデータについては付表－

４～２１を参照されたい。

　次に建物群のうちいくつかの特徴的なものについて述べていきたい。まず１点目として、数棟

の建物には建て替えが認められることが上げられる。北部十一町域ではＳＢ１５５、南部十二町域

では、西半部の大型建物ＳＢ３６９、小型建物ＳＢ１７２・１７４、東半部のＳＢ４４・１０７・５８８の７棟で
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第４３図　掘立柱建物ＳＢ０１実測図（１�１００）

1．黒褐色粘質土　　2．暗褐色粘質土

第４４図　土坑ＳＫ１１４実測図（１�４０）

付表－７　長岡京前期遺構観察表－４
掘立柱建物
ＳＢ６５４０１
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？
桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間？

柱穴形状　隅円方形長軸　０．６５ｍＰ２
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．６０ｍ
柱穴底面標高　１６．６３ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７４ｍＰ１０
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．６４ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．５９ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．６２ｍＰ１２
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．５２ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４７ｍ以上Ｐ１３

（北部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５９ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．３２ｍ



1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　5．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　6．黒色粘質土（黒褐色粘質土混り）

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）　7．極暗褐色砂礫

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　5．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　6．黒色粘質土（黒褐色粘質土混り）

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）　7．極暗褐色砂礫

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

ある。建て替えは同一規模でほぼ同一地点に行われており、多いものでは３回の建て替えが認め

られる（ＳＢ４４・１０７・１７４）。先にも述べたごとく、建物はいずれも簡素な作りで、それが建て

替えにつながる要因と思われるが、同一個所に同一規模で２～３回の建て替えを行う例は長岡京

ではほとんど確認できない。つまりここにみられる配置と、建物規模を踏襲する必然性が存在し

たことになる訳である。また注目されることとして、後期の小溝群に切られた小型建物には建て

替えが認められない点がある。このことは建て替え後の建物と小溝群が一時期併存していた可能
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第４５図　掘立柱建物ＳＢ４５５実測図（１�１００）

付表－８　長岡京前期遺構観察表－５
掘立柱建物
ＳＢ６３０４５５
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．５５ｍＰ２
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．４９ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　円形？長軸　０．４６ｍ以上Ｐ３

（北部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．１２ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６２ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．６０ｍＰ７
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５１ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．８０ｍＰ８
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．７３ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．５０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．７０ｍ以上Ｐ９

（東部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２８ｍ
柱穴形状　台形長軸　０．６３ｍＰ１０

（北東隅撹乱） 柱痕　不明短軸　０．５２ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　長方形長軸　０．７４ｍ以上Ｐ１１

（東肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．５５ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．４４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５５ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．１９ｍ深さ　０．４７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６４ｍＰ１３
柱痕　不明短軸　０．４８ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ深さ　０．４３ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７５ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５２ｍ
柱穴底面標高　１６．２５ｍ深さ　０．４２ｍ

1．極暗褐色砂礫

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

第４６図　土坑ＳＫ３９３実測図（１�４０）



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（小石含み）

3．黒色粘質土

4．極暗褐色砂礫

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色砂質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

5．灰黄褐色粘質土

6．暗褐色砂質土

４０　第２章　検出遺構

付表－９　長岡京前期遺構観察表－６

第４７図　掘立柱建物ＳＢ４９４実測図（１�１００）

第４８図　掘立柱建物ＳＢ４９３実測図（１�１００）

掘立柱建物
ＳＢ６３０４９３
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？
桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間？

柱穴形状　方形長軸　０．５８ｍＰ３－Ａ
（Ｐ３－Ｂに
���南東隅削平）

柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．６３ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５６ｍＰ３－Ｂ
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．４７ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ４－Ａ
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．５３ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ４－Ｂ
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．５０ｍＰ１０
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．４８ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６４ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６２ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２５ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０４９４
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間？

柱穴形状　円形長軸　０．４３ｍＰ１
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．３８ｍＰ２
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．５１ｍＰ７
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５３ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４４ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１９ｍ

1．黒褐色粘質土

2．茶褐色シルト粘質

3．暗黄灰色砂礫

4．淡黄色砂質土

第４９図　土坑ＳＫ５９３実測図（１�４０）



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（礫混り）

3．黒褐色粘質土（焼土混り）

4．黒褐色粘質土

　 （黄色粘質土混り）

5．黒褐色粘質土

　 （黄色粘質土・礫混り）

6．黄色粘質土

　 （黒褐色粘質土混り）

7．黄色粘質土

　 （黒褐色粘質土・礫混り）

8．黒色粘質土

9．黒色粘質土（炭混り）

10．黒色粘質土（礫混り）

11．極暗褐色砂礫

12．黄色砂礫

性が指摘できる。いずれにせよ、非常に短期間に建て替えが繰り返されていた点は注意すべきこ

とである。

　２点目は、建物内部に存在する土坑についてである。調査地内で検出された土坑のうち、位置

から見て掘立柱建物内の中心近くに位置するものがある。当然ながら建物との同時存在を証明す

ることは困難であるが、切り合いからは確実に小溝群に先行するものであり、また建物と切り合

うものが無いことから建物に付属する施設の可能性が高いものである。調査地内では４棟確認し

ており、南部十二町域の東半部に集中している。土坑の内部には特殊な遺物や痕跡などは認めら

れないが、埋土に炭を含むものもみられる。土坑が建物に付属するものだとすれば貯蔵などの用

������������������������������������������長岡京前期の遺構　４１

第５０図　掘立柱建物ＳＢ４５６実測図（１�１００）

付表－１０　長岡京前期遺構観察表－７
掘立柱建物
ＳＢ６３０４５６
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　方形長軸　０．７０ｍＰ３
（西部撹乱） 柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５５ｍ以上

柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８０ｍＰ４
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．７７ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６８ｍＰ５
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　長方形長軸　０．９０ｍＰ６

（北東部・
　南西部撹乱）

柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．６５ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．６０ｍＰ７

（北部撹乱） 柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６７ｍＰ８
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．６６ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．６７ｍＰ９
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．３９ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７３ｍＰ１０
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．５９ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．３３ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７３ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．６０ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８１ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．６６ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．６２ｍＰ１３
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．５９ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．６７ｍＰ１４

（北肩撹乱） 柱痕直径　約０．２３ｍ短軸　０．５９ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．３３ｍ



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

4．黒色粘質土

途も考えられよう。さらに少なくともこれらの建物に関しては板床を張ったものでは無いことに

もなり、施設の性格・用途を考える上でも参考となるものである。

　（２）　建物内土坑

土坑ＳＫ１１４（第４４図）　掘立柱建物ＳＢ４４の中央やや南よりに位置する平面不整円形のもので、

東西１．１５ｍ、南北０．９５ｍ、深さ０．２５ｍである。

土坑ＳＫ３９３（第４６図）　掘立柱建物ＳＢ４５５（第４５図）内やや南東よりに掘られている。西肩

４２　第２章　検出遺構

第５１図　掘立柱建物ＳＢ２８５実測図（１�１００）

付表－１１　長岡京前期遺構観察表－８
掘立柱建物
ＳＢ６３０２８５
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．３７ｍＰ１
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４２ｍＰ２
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．２８ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．１５ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．０６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４３ｍＰ４
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．７２ｍＰ５
柱痕直径　約０．４０ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４２ｍＰ６
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．２２ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ８

（西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．１８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．２１ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　長方形長軸　０．５７ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．１７ｍ
不整円形長軸　０．６０ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．５５ｍ
柱穴底面標高　１６．３７ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４５ｍＰ１１（北側）

（Ｐ１１南に
���南西隅削平）

柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．５０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．２８ｍＰ１１（南側）
柱痕　不明短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．３８ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３１ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３１ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４８ｍＰ１３

（南東隅撹乱） 柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４６ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．３２ｍ



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土

　（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土

 （黒褐色粘質土混り）

������������������������������������������長岡京前期の遺構　４３

1．黒褐色粘質土

2．黒色粘質土（炭混り）

第５３図　土坑ＳＫ２７４実測図（１�４０）

付表－１２　長岡京前期遺構観察表－９

第５２図　掘立柱建物ＳＢ１０７実測図（１�１００）

掘立柱建物
ＳＢ６３０１０７
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．４９ｍＰ１
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．４８ｍ
柱穴底面標高　１６．２７ｍ深さ　０．４０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４７ｍＰ２

（北部撹乱） 柱痕　不明短軸　約０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６４ｍＰ３

（東部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．３５ｍＰ６
柱痕　０．１０？０．３０ｍ短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７５ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３８ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５６ｍＰ９
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．４１ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２４ｍＰ１０

（西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．２０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６２ｍ深さ　０．８０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２５ｍ以上Ｐ１３

（東部・
��南肩撹乱）

柱痕　不明短軸　０．１４ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４０ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．２８ｍ深さ　０．３６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５８ｍＰ１５
柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２８ｍ



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土

　（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土

　（黒褐色粘質土混り）
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第５７図　掘立柱建物ＳＢ５０５
実測図（１�１００）

付表－１３　長岡京前期遺構観察表－１０
掘立柱建物
ＳＢ６３０２８９
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間　梁行２間
桁行１間��２．４０ｍ等間？桁行５間？

柱穴形状　楕円形長軸　０．４０ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　約０．３５ｍＰ７

（東肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ９

（南部撹乱） 柱痕　不明短軸　約０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．１５ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０５９７
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°３０′－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間
桁行１間��２．４０ｍ等間？桁行５間？

柱穴形状　不整円形長軸　０．４１ｍＰ１
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３４ｍ
柱穴形状　円形？長軸　０．３５ｍＰ７

（東部調査区外） 柱痕　不明短軸　０．２５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．２０ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０５０５
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間
桁行１間��２．４０ｍ等間？桁行５間？

柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　隅円三角長軸　０．５７ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．１５ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０５８８
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？
桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間？

柱穴形状　円形長軸　０．２０ｍ以上Ｐ１
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．２４ｍＰ２－Ａ

（南東隅削平） 柱痕　不明短軸　０．１６ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．２２ｍＰ２－Ｂ

（Ｐ２－Ｃに
��東肩西肩削平）

柱痕　不明短軸　０．１３ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ２－Ｃ
柱痕直径　約０．０９ｍ短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２９ｍＰ３－Ａ
柱痕　不明短軸　０．２２ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３６ｍＰ３－Ｂ
柱痕直径　約０．１９ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．３６ｍＰ４－Ａ
柱痕　不明短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴形状　不明長軸　０．２４ｍ以上Ｐ４－Ｂ

（Ｐ４－Ａに
����西肩削平）

柱痕　不明短軸　０．１４ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．３６ｍＰ９－Ａ

（Ｐ９－Ｂに
����西肩削平）

柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．３５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．３５ｍＰ９－Ｂ
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．０７ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．３６ｍＰ１０
柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．２６ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１２ｍ

第５４図　掘立柱建物ＳＢ２８９実測図（１�１００）

第５５図　掘立柱建物ＳＢ５９７実測図（１�１００） 第５６図　掘立柱建物ＳＢ５８８実測図（１�１００）
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1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

5．黒色粘質土

6．極暗褐色砂礫

7．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

8．暗褐色砂質土

9．黒灰茶色粘質土

10．黄色粘質土

11．淡黄色砂質土

12．黄色粘質土（灰色粘質土少量混り）

13．茶灰色砂質土（黄色粘質土混り）

14．黒茶色粘質土（黄色粘質土少量混り）

15．黄灰色粘質土（茶灰色粘質土混り）

16．黒灰色粘質土

17．黄茶黒色粘質土

18．黒灰色粘質土（黄灰色粘質土少量混り）

19．黒茶灰色粘質土

20．黒褐色粘質土（黄色粘質土少量混り）

21．黄灰褐色粘質土

22．黄褐色粘質土（黒灰色粘質土混り）

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

5．黒色粘質土

6．極暗褐色砂礫

7．黄色粘質土

8．黒褐色砂質土（黒色粘質土混り）

9．暗褐色砂質土

10．灰黄褐色粘質土

11．淡茶褐色粘質土

12．淡黄色砂質土

SB３６９

SB３７０

第５８図　掘立柱建物ＳＢ３６９・３７０実測図（１�１００）
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付表－１４　長岡京前期遺構観察表－１１
棟方向（東西棟）
Ｎ－４°－Ｗ

梁行１間　２．７０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６３０３６９
�����（Ａ）
長岡

桁行１間　３．００ｍ等間桁行１０間
柱穴形状　不明長軸　０．１２ｍ以上Ｐ３

（北肩のみ現存） 柱痕　不明短軸　０．１０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．９７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７０ｍ以上Ｐ４

（南肩コンクリート） 柱痕直径　約０．２３ｍ短軸　０．５８ｍ
柱穴底面標高　１６．９１ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．７８ｍ以上Ｐ５

（Ｐ５－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．６６ｍ
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．２９ｍ
柱穴形状　台形長軸　約０．７５ｍＰ６

（東肩撹乱） 柱痕直径　約０．１３ｍ以上短軸　０．６７ｍ
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．５２ｍＰ７

（上面削平） 柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．１８ｍ以上
柱穴形状　方形長軸　０．７１ｍＰ８
柱痕直径　約０．２１ｍ短軸　０．６６ｍ
柱穴底面標高　１６．９８ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７２ｍＰ１２

（Ｐ１２－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．４５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．２８ｍ深さ　０．６７ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７３ｍＰ１３

（東肩撹乱） 柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．６１ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６２ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　円形長軸　約０．８０ｍＰ１４

（Ｐ１４－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．７７ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．４４ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７８ｍＰ１５

（Ｐ１５－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．６３ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．４９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．８４ｍＰ１６

（Ｐ１６－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　約０．７６ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．４０ｍ
柱穴形状　長方形長軸　０．６６ｍ以上Ｐ１７

（Ｐ１７－Ｂに
����東肩削平）

柱痕　不明短軸　０．５８ｍ
柱穴底面標高　１６．６１ｍ深さ　０．４１ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．５２ｍＰ２４

（Ｐ２４－Ｂに
����東肩削平）

柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．４５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．１８ｍ
棟方向（東西棟）
Ｎ－４°－Ｗ

梁行１間　２．７０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６３０３６９
�����（Ｂ）
長岡

桁行１間　３．００ｍ等間桁行１０間
柱穴形状　隅円方形長軸　約０．８０ｍＰ３

（南部コンクリート） 柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．２８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．８４ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．８３ｍＰ４
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．６５ｍ
柱穴底面標高　１６．８７ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７２ｍＰ５
柱痕直径　約０．２３ｍ短軸　０．７２ｍ
柱穴底面標高　１６．９５ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　（隅円）方形長軸　０．６３ｍＰ７

（上面削平） 柱痕直径　約０．２５ｍ短軸　０．５７ｍ
柱穴底面標高　１６．８１ｍ深さ　０．１７ｍ以上
柱穴形状　長方形長軸　１．１５ｍＰ１２
柱痕直径　約０．３２ｍ短軸　０．８０ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．４４ｍ
柱穴形状　方形長軸　約０．６４ｍＰ１３

（西肩撹乱） 柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．６５ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７２ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．６６ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．４２ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．６８ｍＰ１５
柱痕直径　約０．２１ｍ短軸　０．５７ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．６１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　１．０５ｍＰ１６
柱痕直径　約０．２３ｍ短軸　０．９０ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．４１ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．６０ｍＰ１７

（東部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．４６ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６４ｍ深さ　０．３８ｍ
柱穴形状　（隅円）方形長軸　０．５０ｍＰ２３

（西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．１７ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６０ｍＰ２４
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．５５ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２３ｍ

棟方向（東西棟）
Ｎ－４°－Ｗ

梁行１間　２．７０ｍ等間梁行２間掘立柱建物
ＳＢ６３０３７０
長岡

桁行１間　３．００ｍ等間桁行１０間
柱穴形状　方形長軸　０．７３ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．５９ｍ
柱穴底面標高　１６．６２ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．８２ｍＰ３

（北西隅コンク
リート）

柱痕直径　約０．２２ｍ以上短軸　０．７８ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．２９ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．９９ｍＰ４

（東肩コンクリート） 柱痕直径　約０．３９ｍ短軸　０．７２ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．３８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．６８ｍＰ５

（西部撹乱） 柱痕　不明短軸　０．１８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６５ｍ深さ　０．１０ｍ以上？
柱穴形状　方形長軸　１．１４ｍＰ６
柱痕直径　約０．３０ｍ短軸　０．９０ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．９４ｍＰ７
柱痕直径　約０．４０ｍ短軸　０．９４ｍ
柱穴底面標高　１６．６３ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７８ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．５８ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．２２ｍ以上
柱穴形状　隅円方形長軸　０．７９ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．７６ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７８ｍＰ１０
柱痕直径　約０．２８ｍ短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　円形か長軸　０．８５ｍＰ１２

（北部撹乱
��南部コンクリート）

柱痕　不明短軸　０．６０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．７５ｍ深さ　０．１３ｍ以上？
柱穴形状　隅円方形長軸　０．８０ｍ以上Ｐ１４

（西肩コンクリート
　南肩撹乱）

柱痕　不明短軸　０．４５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．２９ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．９０ｍ以上Ｐ１５

（東・南肩コンク
リート）

柱痕　不明短軸　０．４８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８６ｍ以上Ｐ１８

（西肩撹乱） 柱痕直径　約０．２５ｍ短軸　０．７６ｍ
柱穴底面標高　１６．５３ｍ深さ　０．３７ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．８６ｍＰ１９
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．７５ｍ
柱穴底面標高　１６．５６ｍ深さ　０．３８ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．８０ｍ以上Ｐ２０

（西・北肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．５８ｍ深さ　０．３６ｍ以上？
柱穴形状　方形　長軸　０．８１ｍＰ２１

（北西隅撹乱） 柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．７０ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．９０ｍＰ２２
柱痕直径　約０．３０ｍ短軸　０．７３ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．３３ｍ
柱穴形状　方形長軸　１．０５ｍＰ２３
柱痕　不明短軸　０．８０ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　１．４４ｍＰ２４
柱痕　不明短軸　１．１６ｍ
柱穴底面標高　１６．３３ｍ深さ　０．３６ｍ



４８　第２章　検出遺構

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土

　（黄色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

4．黄色粘質土

　（黒褐色粘質土混り）

4．黒色粘質土

第５９図　掘立柱建物ＳＢ１７２実測図（１�１００）
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付表－１５　長岡京前期遺構観察表－１２
掘立柱建物
ＳＢ６３０１７２
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　隅円方形長軸　０．４５ｍＰ１（北側）
柱痕　不明短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４０ｍＰ１（南側）
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．７３ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２５ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．６２ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３６ｍＰ５（北側）

（東部コンクリート） 柱痕直径　約０．１３ｍ短軸　０．３０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３６ｍＰ５（南側）

（東部コンクリート） 柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．２５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．７０ｍ深さ　０．１２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ６

（西部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．２４ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２６ｍＰ７（北側）
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．６６ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４８ｍＰ７（南側）
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．６８ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４６ｍＰ９（北側）
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．６５ｍ深さ　０．０９ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．５０ｍＰ９（南側）

（Ｐ９北に
����北肩削平）

柱痕　不明短軸　０．４３ｍ以上
柱穴底面標高　１６．６４ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２５ｍＰ１０

（北部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．１２ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　円形長軸　約０．３４ｍＰ１４

（西部撹乱） 柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．１２ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０１６９
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　不整円形長軸　０．３５ｍＰ１
柱痕直径　約０．２８ｍ短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３３ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４３ｍＰ３
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．１６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２８ｍＰ５（西側）
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ５（東側）
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．３３ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．４５ｍＰ６
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．２３ｍ深さ　０．４２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ７
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．６７ｍ深さ　０．０６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．２７ｍＰ８（西側）
柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ８（東側）
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　台形長軸　０．３７ｍＰ１０
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　方形長軸　約０．４２ｍＰ１３（西側）

（西肩撹乱） 柱痕直径　約０．２６ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．２１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３６ｍＰ１３（東側）
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．３７ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ１４
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ１５
柱痕直径　約０．０８ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２３ｍ

1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　　4．暗褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（炭混り）　　　　　　　5．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　　6．黒色粘質土

第６０図　掘立柱建物ＳＢ１６９実測図（１�１００）



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土

　（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土

　（黒褐色粘質土混り）

4．黒色粘質土

3．黒色粘質土

　（小石混り）

を切られているが、東西０．９～１ｍ、南北０．９ｍ、深さ０．８ｍである。かなり深いもので、底部は

比較的平坦である。土師器椀Ａ、須恵器杯蓋などが出土している。

土坑ＳＫ５９３（第４９図）　掘立柱建物ＳＢ４９３（第４８図）のほぼ中央にある平面円形を呈するも

の。東西０．６５ｍ、南北０．７ｍ、深さ０．２５ｍで、底部は丸みを帯びている。

土坑ＳＫ２７４（第５３図）　掘立柱建物ＳＢ５０５（第５７図）内の中央やや北西にある平面楕円形を

呈するものである。長軸部で１．１５ｍ、短軸部で０．８５ｍ、深さは０．１ｍである。非常に浅いもので

あるが内部は２層の堆積がみられ、そのうち下層には炭が混じっている。土師器皿Ａ、須恵器杯

Ｂなどが出土している。

５０　第２章　検出遺構

第６１図　掘立柱建物ＳＢ１７３実測図（１�１００）

付表－１６　長岡京前期遺構観察表－１３
掘立柱建物
ＳＢ６３０１７３
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．３０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７５ｍＰ６
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ８
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３０ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ１０
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．６５ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．１１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ１３
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５０ｍＰ１４

（東肩撹乱） 柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．４０ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２５ｍ
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第６３図　掘立柱建物ＳＢ１８１実測図（１�１００）

1．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

2．黒色粘質土

付表－１７　長岡京前期遺構観察表－１４
掘立柱建物
ＳＢ６３０１８１
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間��２．１０ｍ等間？梁行２間？
桁行１間��２．４０ｍ等間　桁行５間？

柱穴形状　楕円形長軸　０．５１ｍＰ９
柱痕　不明短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．７９ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．３４ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２４ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２３ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．２３ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４８ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明
柱穴形状　円形長軸　０．１５ｍＰ１３
柱痕　不明短軸　０．１５ｍ
柱穴底面標高　不明深さ　不明

1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　　4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　　 5．黒色粘質土

3．暗褐色粘質土

第６２図　掘立柱建物ＳＢ１０８実測図（１�１００）



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黒色粘質土

５２　第２章　検出遺構

付表－１８　長岡京前期遺構観察表－１５
掘立柱建物
ＳＢ６３０１０８
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　方形長軸　０．５４ｍＰ１
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．１９ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２１ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．１４ｍ
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．５０ｍＰ６

（北肩撹乱） 柱痕　不明短軸　０．４９ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５２ｍＰ７
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．４２ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．６４ｍＰ８
柱痕　０．２２？０．６０ｍ？短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．５４ｍ深さ　０．０７ｍ
柱穴形状　円形長軸　約０．４４ｍＰ９

（南肩撹乱） 柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．３６ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５３ｍＰ１２
柱痕直径　約０．２１ｍ短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５５ｍＰ１３
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．４１ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３３ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．７２ｍＰ１４
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５１ｍ
柱穴底面標高　１６．３８ｍ深さ　０．２６ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ１５
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．２９ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０１７０
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間

桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．３２ｍＰ１

柱痕　不明短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　方形？長軸　約０．４９ｍＰ２

（東部撹乱、
��南肩コンクリート）

柱痕　不明短軸　０．４８ｍ以上
柱穴底面標高　１６．２６ｍ深さ　０．３２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５９ｍＰ３

柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３６ｍ
柱穴底面標高　１６．３２ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ４

柱痕　不明短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．４９ｍ深さ　０．０８ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３７ｍＰ５

柱痕直径　約０．１１ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４６ｍ深さ　０．１３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ６

柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．０６ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４２ｍＰ８

柱痕　不明短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．２６ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５１ｍＰ１２

柱痕直径　約０．０９ｍ短軸　０．４１ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５３ｍＰ１３

柱痕　不明短軸　０．３９ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．２７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３６ｍＰ１４

柱痕　不明短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．２１ｍ深さ　０．３７ｍ

第６４図　掘立柱建物ＳＢ１７０実測図（１�１００）



　（３）　土坑

　上記の建物内に位置する土坑の他に建物群の周囲にも多数の土坑が存在する。これらも建物群

との明確な切り合いが認められず、調査地中央付近では小溝群に切られていることから、長岡京

前期に含めたものである。

　これらの土坑はほぼ調査地全域に分布するが、掘立柱建物から大きく離れることはなくその周

辺に位置している。従って北部十一町域と南部十二町域の空閑地には全くみられない。また南部

十二町域の東半部、ＳＢ４５５とＳＢ４５６の間、同じく東半部の南ＳＢ５０５周辺、そして東半部ＳＢ
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1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　　3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　　4．黒色粘質土

第６５図　掘立柱建物ＳＢ１７４－Ａ実測図（１�１００）



２８５とＳＢ１６９の間は特に土坑が密集する地点である。この他建物群と調査地南端部にある落ち込

みＳＸ５７３・５８３との間にも散在している。特徴的なものでは、内部に炭、焼土を含むものがある。

土坑ＳＫ４２７・３８３・４１５・３８９・４２８・４３９（第７２～７６図）　南部十二町域の東半部、小型建物Ｓ

Ｂ４５５とＳＢ４５６の間に集中する土坑群である。ＳＫ４２７とＳＫ３８３、ＳＫ４２８とＳＫ４３９には切り合

いが認められる。ＳＫ４２７は東西０．７ｍ、南北０．９ｍ、深さ０．１５ｍで、埋土全てに炭片を含む。Ｓ

Ｋ３８３は東西１．２ｍ、南北１．２ｍ、深さ０．２５ｍ。土師器杯Ａ、椀Ａ、壷Ｄが出土している。ＳＫ４１５

は東西０．７５ｍ、南北０．８ｍ、深さ０．２ｍで、内部からは土師器皿Ａが伏せられた状態で出土した。

５４　第２章　検出遺構

1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　 4．黒色粘質土

第６６図　掘立柱建物ＳＢ１７４－Ｂ実測図（１�１００）

付表－１９　長岡京前期遺構観察表－１６
掘立柱建物
ＳＢ６３０１７４（Ａ）
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２９ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２７ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５４ｍＰ３
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．１８ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４２ｍＰ４
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５６ｍＰ５
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．３１ｍ
柱穴底面標高　１６．３８ｍ深さ　０．２２ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５５ｍＰ６
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．０８ｍ深さ　０．５５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５０ｍＰ８
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．３４ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４１ｍＰ９

（東部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．３２ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３８ｍ以上Ｐ１０

（東部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．４８ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４４ｍＰ１１
柱痕直径　約０．１７ｍ短軸　０．３２ｍ
柱穴底面標高　１６．３４ｍ深さ　０．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍ以上Ｐ１３

（西・北部
��コンクリート）

柱痕　不明短軸　０．３５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．３１ｍ深さ　０．２５ｍ

掘立柱建物
ＳＢ６３０１７４（Ｂ）
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°３０′－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　楕円形長軸　０．５５ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ２
柱痕直径　約０．２５ｍ？短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　台形長軸　０．５５ｍＰ４
柱痕直径　約０．１８ｍ？短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．２５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．５０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５０ｍＰ８
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．７０ｍＰ９

（北部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．１５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．２５ｍ深さ　０．４５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４５ｍＰ１４

（北部コンクリート） 柱痕　不明短軸　０．２５ｍ以上
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．１５ｍ



1．黒褐色粘質土　　　　　　　　　　3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　　 4．黒色粘質土

ＳＫ３８９は溝ＳＤ３５５に切られており、東西１ｍ、南北０．７ｍ、深さは０．１５ｍである。ＳＫ４２８は東

西０．７５ｍ、南北０．８５ｍ、深さ０．１５ｍで、底部に拳大の自然石があり、埋土には炭を含んでいる。

ＳＫ４３９は北西部をＳＫ４２８に切られており、東西０．６ｍ、南北０．５５ｍ、深さは０．１ｍである。

土坑ＳＫ１２１・１２２・１２３・６０９（第７７～７９・８２図）　十二町域東半部のＳＢ２８５と西半部ＳＢ１６９

の間、溝ＳＤ０６の周辺に集中して検出された土坑群である。ＳＫ１２１は東西０．８ｍ、南北１．０ｍ、

深さ０．２ｍで内部に拳大の石がみられる。また埋土内には炭を含む。ＳＫ１２２は東西０．９５ｍ、南北

０．８５ｍ、深さ０．５５ｍの比較的深いものである。これも埋土内に炭を多く含んでいる。ＳＫ１２３は

平面が楕円形を呈するもので、東西０．７ｍ、南北０．９５ｍ、深さは０．５ｍとこれも深く掘られたもの
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第６７図　掘立柱建物ＳＢ１７４－Ｃ実測図（１�１００）

掘立柱建物
ＳＢ６３０１７４（Ｃ）
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－２°３０′－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　円形長軸　０．５０ｍＰ１
柱痕　不明短軸　０．３７ｍ
柱穴底面標高　１６．５１ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２８ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．４４ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．７０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．６２ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３５ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．５２ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５５ｍＰ９

（北西隅撹
乱）

柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．５０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３７ｍＰ１０

柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．４５ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４４ｍＰ１１

柱痕直径　約０．２７ｍ短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１６．５７ｍ深さ　０．１７ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４５ｍＰ１２

柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３５ｍ
柱穴底面標高　１６．５５ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　隅円方形長軸　０．４８ｍＰ１３

柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．４７ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．４８ｍＰ１４

柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１６．３５ｍ深さ　０．３０ｍ

付表－２０　長岡京前期遺構観察表－１７



1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．暗褐色粘質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

5．黒色粘質土

6．極暗褐色砂礫

である。埋土は３層で、上層には炭が、中層には炭と焼土が含まれている。ＳＫ６０９は土坑群の

南端に位置し、平面円形を呈する。直径１．５ｍ、深さ０．３ｍで、下層には炭とともに土師器・須恵

器片が比較的多く含まれる。

土坑ＳＫ１３６（第８０図）　十二町域西半部の南辺、小型建物ＳＢ１７４の南に位置するものである。

東端を工場基礎で破壊されているため正確な規模は不明であるが、おそらく平面楕円形を呈する

とみられる。東西が１．５ｍ以上、南北１．３ｍ、深さ０．２ｍで、東側底部が一段深くなっている。埋

土には炭を多く含んでいる。

土坑ＳＫ１２８（第８１図）　同じく十二町域西半部の南辺、小型建物ＳＢ１７１の南東に位置する平

５６　第２章　検出遺構

第６８図　掘立柱建物ＳＢ１７１実測図（１�１００）

付表－２１　長岡京前期遺構観察表－１８
掘立柱建物
ＳＢ６３０１７１
長岡

棟方向（東西棟）
Ｎ－３°－Ｗ

梁行１間　２．１０ｍ等間梁行２間
桁行１間　２．４０ｍ等間桁行５間

柱穴形状　方形長軸　０．６５ｍＰ４
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．２８ｍ深さ　０．２８ｍ
柱穴形状　不整円形長軸　０．６０ｍＰ５
柱痕直径　約０．２３ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．２７ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５５ｍＰ６
柱痕直径　約０．１５ｍ短軸　０．４５ｍ
柱穴底面標高　１６．３９ｍ深さ　０．２３ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．６０ｍＰ８
柱痕直径　約０．３０ｍ短軸　０．４６ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．３５ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４２ｍＰ１０
柱痕直径　約０．２２ｍ短軸　０．２３ｍ
柱穴底面標高　１６．３６ｍ深さ　０．１４ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．２５ｍ
柱穴底面標高　１６．４０ｍ深さ　０．１０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４５ｍＰ１２
柱痕直径　約０．１０ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．２５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．２７ｍＰ１３（北側）
柱痕　不明短軸　０．２４ｍ
柱穴底面標高　１６．３０ｍ深さ　０．２０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３７ｍＰ１３（南側）
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．３０ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５３ｍＰ１４
柱痕直径��０．１６ｍ�０．１５ｍ短軸　０．５１ｍ
柱穴底面標高　１６．４３ｍ深さ　０．１５ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．３１ｍＰ１５（北側）
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．２８ｍ
柱穴底面標高　１６．２４ｍ深さ　０．２７ｍ

柱穴形状　円形長軸　０．２０ｍ以上Ｐ１５（南側）

柱痕直径　約０．０７ｍ短軸　０．１９ｍ
柱穴底面標高　１６．２６ｍ深さ　０．２５ｍ



面不整楕円形を呈するもの。東西２．２５ｍ、南北１．２ｍ、深さ０．２ｍである。

落ち込みＳＸ１４６（第８３図）　同じく小型建物ＳＢ１７１の北に隣接する位置で検出された平面

「Ｌ」字形を呈する落ち込みである。東側は撹乱により破壊されており、全形は不明である。東

西は２．３ｍ以上、南北は１．８ｍ、幅は１．１～１．３ｍ、深さは０．１～０．１５ｍである。中央部からは土師

器甕の破片が比較的まとまって出土している。

土坑ＳＫ５２５（第１７０図）　十二町域東半部の南にある小型建物ＳＢ５０５の北東部で検出された平

面不整楕円形を呈するものである。長軸方向は

北西～南東で、長軸が２．１ｍ、短軸が１．４５ｍ、

深さ０．６５ｍである。非常に深いもので、内部か

らはまとまって長岡京期の遺物が出土している。

　（４）　カマド

　今回の調査で検出された遺構の中でも、特に

注目されるものがカマドである。これらは地面

を掘り込んだ後に黄色粘土を馬蹄形に巡らせた

もので、上部構造は不明であるが、古墳時代の

竪穴住居に見られるものに類似している。内部

は焼土、炭の堆積が見られ、壁面の一部が熱を

受けて変色するものが認められる。また内部に

長岡京期の土器を含んでおり、黄色粘土内に長

岡京期の土師器皿が混じっていることから長岡

京期のカマドと判断したものである。確実なも

のは３基で、いずれも十二町域東半部の小型建
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焼土

1．黒褐色粘質土　2．黄色粘質土

第７１図　カマドＳＸ４６０実測図（１�２０）

焼土

1．黒褐色粘質土（焼土混り）

2．黒色粘質土

3．黄色粘質土

4．橙色粘質土（焼土炭）

5．黄色粘質土（橙色焼土塊・黒色粘質土混り）

6．橙色焼土塊（黒褐色粘質土・黄色粘質土混り）

7．黒褐色粘質土

第７０図　カマドＳＸ５０７実測図（１�２０）

1．黒褐色粘質土

2．黒褐色粘質土（焼土混り）

3．黄色粘質土（黒褐色粘質土・焼土混り）

4．橙色焼土面から黄色粘質土へ移行

焼土

第６９図　カマドＳＸ５０６実測図（１�２０）



物ＳＢ４５５・４５６・４９３・４９４に囲まれた部分に集中している。建物に極めて隣接していることから、

建物に付属する施設と考えられる。また、この部分は先に述べた土坑の密集部分と隣接しており、

関連する施設である可能性がある。

カマドＳＸ５０６（第６９図、巻頭図版４�、図版２０�）　ＳＢ４５５の東約１．５ｍに隣接する。東西

０．５ｍ、南北０．７ｍ、深さ０．１ｍの楕円形に掘り窪めた後に、底部に約０．０５ｍ、北半部の周囲に約

０．１ｍの厚さで黄色粘土を張り付け、馬蹄形に作っている。焚き口は南側にあるとみられ、南に

は黒褐色粘質土の堆積がある。内部は焼土混じりの黒褐色粘質土が堆積しており、周囲は橙色に
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1．黒褐色粘質土（炭・焼土混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土

4．黒色粘質土

第７７図　土坑ＳＫ１２３実測図（１�４０）

1．極暗褐色砂礫

1

第７３図　土坑ＳＫ４１５実測図（１�４０）

1．黒褐色粘質土

第７５図　土坑ＳＫ３８９実測図（１�４０）

1．極暗褐色砂礫

　　（炭片含む）

2．黒褐色粘質土

　　（炭片含む）

第７２図　土坑ＳＫ４２７実測図（１�４０）

1．極暗褐色砂礫（炭片含む）

2．黒褐色粘質土（炭片含む）

3．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

SK４２８

SK４３９

第７６図　土坑ＳＫ４２８・４３９実測図（１�４０）

1．黒褐色粘質土

2．極暗褐色砂礫

第７４図　土坑ＳＫ３８３実測図（１�４０）



変化しており、熱を受けたことを示している。

カマドＳＸ５０７（第７０図、巻頭図版４�、図版２０�）　小型建物ＳＢ４９３とＳＢ４９４の西側妻部延

長上、両者のほぼ中間付近に位置している。東西０．４ｍ、南北０．４５ｍ、深さ０．２５ｍの隅円方形に

近い平面を呈する。焚き口は南西方向に開いていると推定され、北東部を中心に黄色粘土によっ

て厚く壁面を構築している。断面では黄色粘土と橙色粘土が交互に堆積している状況が見られる

ことから、修復を行いつつ使用されていたものとみられる。北側では、ちょうどその部分に土師

器皿Ａの破片が挟まれた状況で検出されている。

カマドＳＸ４６０（第７１図）　小型建物ＳＢ４５６とＳＢ４９４の北側柱列の延長ほぼ中央部付近に位置

している。後世の遺構に切られているため遺存状況は良好ではない。平面は楕円形を呈し、東西

０．４ｍ、南北０．６５ｍ、深さ０．１５ｍである。黄色粘質土は南半部を中心に約０．１ｍの厚さで残り、変
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1．黒褐色粘質土（炭混り）　2．黒色粘質土（炭・焼土混り）

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

第７９図　土坑ＳＫ１２２実測図（１�４０）

1．極暗褐色砂礫

2．黒褐色粘質土

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

第８１図　土坑ＳＫ１２８実測図（１�４０）

1．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土（炭混り）

第７８図　土坑ＳＫ１２１実測図（１�４０）

1．黒褐色粘質土　2．黒褐色粘質土（炭混り）

第８０図　土坑ＳＫ１３６実測図（１�４０）



1．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土

1．黒褐色粘質土　2．黒色粘質土（炭混り）

色も同様である。したがって北側に焚き口

が推定されるが、遺存状況が悪いため断定

はできない。北東部には直径約０．１ｍの円

形にわずかに窪む個所が認められる。また

内部からは土師器甕や皿などの破片が出土

している。

落ち込みＳＸ５７３・５８３（第１７０図、図版

２１�）　調査地の南辺で確認された東西方

向の大規模な溝状落ち込みである。途中幅

２．５ｍにわたり陸橋状に掘り残されている

が、この陸橋部はちょうど南北方向の区画

溝ＳＤ０６の延長部分に当たり、計画的な配

置が見て取れる。幅はＳＸ５７３が４．３～４．５
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第８３図　落ち込みＳＸ１４６実測図（１�２０）

第８２図　土坑ＳＫ６０９実測図（１�２０）



ｍ、深さ０．４～０．６ｍ、ＳＸ５８３が幅４．５ｍ、深さ０．５ｍでほぼ同様の規模を有している。小型建物

群との距離は、ＳＸ５７３・５８３がほぼ正方位であるのに対し、建物群は傾きを有するため異なるが、

西側のＳＢ１７１南側柱列とＳＸ５７３の北肩が約１６ｍ、東側のＳＢ５０５南側柱列とＳＸ５８３の北肩が約

１８ｍである。かなり広い空閑地があるが建物群はここまで広がらず、先述の土坑群が存在するの

みである。内部は粘質土を主とする堆積土で占められ、陸橋部が存在することからも流水は無

かったことが明らかである。遺物は西側のＳＸ５７３から比較的多量に出土しているが、ＳＸ５８３で

は少量であった。

　（５）　小結

　今回検出された遺構群は長岡京期のものとしては極めて特異なものであり、さらに後世の撹乱

により遺構の把握が困難なことなどその実体解明への道のりはまだまだ遠いものと言わざるを得

ない。また切り合いから前期・後期に分類しているが、本文中でも述べたごとく、遺構変遷の過

程では小溝群と建物群が同時存在した可能性もあり、問題が複雑となっている。このような遺構

は現在のところ、平城京や平安京でも確認されておらず、比較検討のための資料も極めて乏しい。

遺構群の性格に関しては調査期間中から整理段階に至るまで、多くの方々から様々なご意見を

賜っているが、未だ確定的なものは存在しないのが実状である。ただ本調査終了後の周辺地での

調査の進展や、過去の調査の確認を行う中で新たな事実も判明しており、現段階における見解を

述べてまとめとしておきたい。

宅地利用の状況（第８４・１７０図）　今回検出された建物群が長岡京右京六条一坊の十一・十二町

域に広がり、さらに区画溝と考えられる南北方向の溝ＳＤ１８も両町にまたがっていることから、

この二町域を利用していたことは調査中から想定されていた。ただ六条条間南小路推定部分に側

溝・建物ともに検出されなかったことから、それを断定するには至らなかった。ところが２００１年

１２月に当調査地の北西で行われた右京第７２４次調査���において、六条条間南小路推定部で掘立柱建
（注１）

物が検出され、これにより十一・十二町域を利用していることがほぼ確実となった。検出された

建物は当調査地の建物群と同様の傾きを有しており、さらに東側妻部が十二町域西半部の小型建

物柱筋の延長部に当たることから、一連の遺構であることは明らかである。ただこの建物は南に

庇を有しており、機能が異なる可能性がある。さらに同じく２００１年１２月から２００２年１月にかけて

行われた右京第７２５次調査���では、柱間が３ｍの大規模建物の一部が確認され、北側の十一町域に
（２）

も大型建物が存在することが明らかとなった。

　このように十一・十二町の２町域利用は明らかとなったが、西側の十三・十四町域はどうであ

ろうか。検出された建物群の西端は、西一坊坊間小路東側溝推定部分にほとんど接しているため

条坊の存在が困難であり、これに関しても当初より建物群が西側に広がる可能性が考えられてい

た。このことを考える上で重要な手がかりとなるのが、調査地の南端で検出された落ち込みＳＸ

５７３・５８３である。これは六条大路北側溝推定位置の北約１０ｍにあり、位置的に宅地を囲む内溝と

考えられるものである。同様の形態を有する落ち込みは、十一町の北東部で行われた右京第６０９

次調査���において六条条間小路南側溝の南約２．５ｍの位置で確認されており、十一・十二町域が同
（３）
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様の内溝を有していることが判明した。その後２００１年９月に、ＳＸ５７３・５８３の西側約１２０ｍで行

われた第０１１６６次立会調査���において、幅、深さともにＳＸ５７３・５８３と同規模の東西方向の溝状落
（４）

ち込みが確認され、南側の内溝が十三町域にまで延びていることも明らかとなった。これらの事

実を踏まえ、過去に周辺で行われた調査を再検討したところ、十四町域の北側で行われた右京第

４３６次調査���と第８９０８３次立会調査
（５）

���において、調査地の南端で長岡京期の遺物を含む落ち込みの肩が
（６）

検出されており、それが十一町域の右京第６０９次調査で確認された内溝の延長部に当たることが

判明した。さらに十四町の北西で行われた右京第６４１次調査���において、部分的ではあるが長岡京
（７）

期の落ち込みが確認され、位置的に南北方向の内溝となる可能性が高いことも明らかとなった。

　これらのことから右京六条一坊十一町～十四町の四町域は一連の宅地利用がなされ、さらに内

溝によって区画されている可能性が高くなった。この内溝の存在が確実だとすれば、南北は約

２４０ｍ、東西は東側の内溝が未検出のため不明な点があるが、西一坊坊間大路の位置から約２１０ｍ

の長方形区画が推定される（第８４図斜線部分）。内溝の全容は不明だが、今回検出されたＳＸ

５７３・５８３のあり方からみて、部分的に掘り残した陸橋部を数カ所設けていたものと推定される。

建物群の性格　このような四町域を利用したこれらの施設がいかなる性格を持つものなのか。

現段階では西側の十三・十四町域の状況が明らかではないため、十一・十二町域の状況から考え

てみたい。これまでに出された代表的な見解としては、

１・長岡京造営に関わる多数の人間を収容するための宿舎的な施設

２・大蔵完成までの間、諸国の税を保管するための臨時的な倉庫群

３・長岡京の西市ないし西市に関連する資材置き場としての倉庫群

その他に工房説などがありそれぞれに根拠と問題点が存在する���。
（８）

１・宿舎説　長岡京に限らず都城の造営に当たっては多くの人手が必要となる。『續日本紀』

延暦三年（７８４）十二月二日の条には役夫を進上した国の田租免除の記事が見え、延暦四年

（７８５）七月二十日の条には「造営のために諸国の百姓３１万４０００人を和雇した」とある。さらに延

暦七年（７８８）九月二十六日の条には「いまだ造営工事が頻繁なため、役夫進上国のその年の出

拳の利息を引き下げた」とある。このことからも明らかなように、長岡京には全国から大勢の

人々が造営工事のために集められていた。その数は不明であるがおそらく数千人あるいはそれ以

上であったとみられる。当然これらの人々のための居住区域が必要となろう。つまり今回検出さ

れた建物群がまさしくそれに当たるのではないかという見解である。建物群は長岡京のかなり初

期の段階で建設されたとみられる点、建物は簡素なもので、同一場所に何度も建て替えが行われ

ている点などは肯定的要素となろう。さらに周囲から検出された長岡京で初例となるカマドや

炭・焼土を含む土坑群は、多数の人間の生活痕を示すものといえる。また遺物の面からは、特殊

なものがみられず日常の食器類が大半を占め、大量の製塩土器の出土から、やはり大勢の人間の

存在が推定される点も同様である。そして文字の書かれた墨書土器が少なく、線刻土器が大量に

出土している点も指摘できる。山中章氏によれば、文字墨書土器と線刻土器・記号墨書土器の比

率は識字率を反映したものであり、線刻土器・記号墨書土器は文字が読めない人々のための記号
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であるとされる���。従って当地にはこのような人々が多く暮らしていたことの証となり、役夫の宿
（９）

舎としての実体に即したものといえるであろう。

　この説の最大の問題は周辺から井戸が全く検出されていないという点である。人間が生きるた

めには水は不可欠であり、大勢の人間が暮らすのであればなおさら井戸は必需品である。水脈の

問題は他の時代の井戸が存在することから考えにくく、周辺の調査でも多数の井戸が検出されて

いることから、やはり特異なあり方と言わざるを得ない。周辺地での調査によりこの点はもう少

し明確となろう。

２・大蔵完成までの臨時倉庫説　この説の根拠は、『續日本紀』延暦三年（７８４）六月十三日の

条に「本年度の調庸と造宮工夫の用度物を長岡宮に進上した」という記事による。すなわちこの

段階では長岡宮の大蔵は未完成であり、当然それまでの間保管施設が必要となってくる。従って

建物群を倉庫としてとらえ、当地が大量の物資を保管した施設とするものである。建物群が極め

て早い段階に建設された点はこの記事にも合致するものであり、井戸が見られないことの説明も

つく。また総柱建物だけでなく、側柱建物にも倉庫としての性格を考える点でも近年類例が報告

されている。その中でも特に類似性が指摘されるものが、三重県斎宮跡のものである。斎宮では

延暦四年を画期として方格地割りが整備されるが、その中に東西方向の掘立柱建物を整然と配置

する区画がある。区画内の建物はいずれも南北２間、東西５間の側柱建物で、全部で１６棟と推定

され、調庸物を納めた倉庫であろうとされている���。従って長岡京の例も配置の類似性や、宅地規
（１０）

模の広さから大蔵の臨時倉庫とするにふさわしいとされる。

　ただ斎宮の例と比較すると、長岡京のものは柱の直径が細く、柱掘形も小さいなど全体に簡素

な感は免れない。また建物配置も斎宮の例では火災による類焼を考慮し、建物同士の間隔を大き

くあけた余裕のあるものだが、長岡京では密集した配置である。なによりも建物に隣接してカマ

ドや炭・焼土を含んだ土坑が多数みられる点は、火の気を嫌う倉庫群とするにはふさわしいとは

思われない。さらに大蔵完成までの臨時の倉庫としたとき、大蔵完成後これらの施設は不要にな

るはずであるが、宅地や建物には変化がみられず、そのままの配置を踏襲して建て替えを行って

いるのも疑問点であろう。

３・西市説　これらの建物群が延喜式に記された多数の店にあたるのではないかとするもので

ある。これまで市の復元図としてよく描かれているのは、多くの物品を並べた粗末な建物がずら

りと並び、大勢の人々でにぎわう様子である。これは今回検出された建物の状況と類似する。ま

た『續日本紀』延暦五年（７８６）五月三日の条には、「左右京及び東西市の人に物を賜う」とあり、

遷都後の早い時期に東西の市はすでに完成していたことが知られる。従って四町域を使用すると

いう点からも西市としてふさわしいものとする考えである。

　ただ平城京や平安京といった東西市の場所が判明している都城では、いまのところこのような

建物群は見つかっておらず、はたして復元図などに表されたものが実体を反映しているかは不明

である。長岡京の東西市は未だ確定されていないが、西市に関しては以前から可能性が指摘され

ているのが、当調査地の西側、右京六条二坊～七条二坊周辺である。建物などは未確認であるが、
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多種・多量の遺物、そして木簡、墨書土器などの文字資料が多数出土している。その中でも特に

注目されるのは右京七条二坊二町で行われた右京第１０２次調査���で出土した「自司進・」「三年十
（１１）

二・」と書かれた木簡である。「三年十二」は延暦三年十二月とみて間違いなく、遷都後極めて

早い段階のものであり、ここに記された「司」とは七条二坊という場所からみて「市司」の可能

性が高い。当調査地からは同時に「西」と書かれた墨書土器が出土している。また右京六条二坊

五町で行われた右京第４１０次調査���では、金銀の出納管理を示す「金銀帳・」と書かれた題箋が、
（１２）

西二坊坊間小路と六条条間南小路の交差点付近で行われた右京第５６５次調査���では、「古文孝経
（１３）

二・」と書かれた木簡などのほか「長」と記された墨書土器や線刻土器が出土し、西市の「価

長」の可能性が考えられた。さらに２０００年１２月～２００１年３月にかけて右京六条二坊六町で行われ

た右京第６８８次調査���では、六条条間南小路北側溝から多数の白米貢納木簡とともに日本最古の
（１４）

「蘇民将来」木簡が出土して注目を集めた。そして同時に「市」と記された墨書土器が見つかっ

たことにより、西市は六条二坊～七条二坊周辺に存在することがほぼ確定的となった。従ってこ

れらのことから六条一坊に存在する当建物群は、やはり西市とは異なる施設と考えるのが妥当で

ある。

　次に西市に関連する資材置場説は、上記の事実を踏まえた上で建物群を西市で販売される多く

の物品の保管施設とみるものである。西市に隣接するという立地を考慮し、建物を倉庫と考える

ものであるが、先にも述べたごとく火気の問題や生活痕などから疑問な点が残される。また工房

跡説であるが、調査地内からはフイゴの羽口や炉壁の出土はみられるもののその数は非常に少な

く、工房跡を積極的に示す遺構も乏しいため、現段階では否定的にならざるを得ない。

　以上各説について長々と述べたのは、この特異な施設に対して様々な検討を加え、将来的によ

り確実性の高い見解を得たいと願うからであり、ここでは敢えて早急に結論を出すことは避けて

おきたい。今後も周辺地での調査が予定されており、新たな発見がなされる可能性がある。それ

らの成果も踏まえ、あらためて検討を行うこととしたい。

注１）木村泰彦「右京第７２４次調査概要」『長岡京市センター報告書』第２５集　２００２年
　２）中島皆夫「右京第７２５次調査概要」『長岡京市センター報告書』第２５集　２００２年
　３）中島皆夫「右京第６０９次調査略報」『長岡京市センター年報』平成１０年度　２０００年
　４）未報告。長岡京市センター年報平成１３年度に報告予定。
　５）小田桐　淳「右京第４３６次調査概報」『長岡京市センター年報』平成５年度　１９９５年
　６）千喜良　淳「第８９０８３次立会調査」『長岡京市センター年報』平成元年度　１９９１年
　７）小畑佳子「右京第６４１次調査報告」『長岡京市センター報告書』第１６集　１９９９年
　８）ここでは全て記すことはできないが、多くの方々から貴重なご意見を賜った。感謝の意を表します。
　９）山中　章「古代都城の線刻土器・記号墨書土器」『古代文化』第４１巻　第１２号　１９８９年
　１０）大川勝宏「光仁・桓武朝の斎宮」『古代文化』第４９巻　第１１号　１９９７年
　１１）岩崎　誠「右京第１０２次調査概要」『長岡京市センター報告書』第１集　１９８４年
　１２）小田桐　淳「右京第４１０次調査概要」『長岡京市報告書』第３１冊　１９９３年
　１３）木村泰彦「右京第５６５次調査略報」『長岡京市センター年報』平成９年度　１９９９年
　１４）中島皆夫「右京第６８８次調査略報」『長岡京市センター年報』平成１２年度　２００２年

６４　第２章　検出遺構



������������������������������������������長岡京前期の遺構　６５

第８４図　長岡京期周辺遺構図（１�２０００）



６　古墳時代の遺構

　古墳時代の遺構は、他の時代に比べて検出例が極めて乏しく、わずかに竪穴住居１基と掘立柱

建物２棟を確認したにすぎなかった。そのうち掘立柱建物は、遺物がほとんど出土しなかったた

め、古墳時代のものとする明確な根拠に欠けるものの、建物の規模や方位など周辺地域での調査

例を考慮して、当該時期に比定することにした。いずれにしても、当調査地においては、古墳時

代の遺構が希薄であることは確実で、古墳時代集落の縁辺部にあたるのではないかと考えること

ができよう。以下、各遺構の概要を説明することにしたい。

竪穴住居ＳＨ８３（第８５・１７１図、図版２３）　調査区の北部において確認したＮ─４２°─Ｗの傾き

をもつ平面長方形の住居である。上面が大きく削平を受け、北東隅も破壊されているため、遺存

状態は必ずしも良好とはいえないが、長辺約４．９ｍ、短辺約３．３ｍほどの規模に復元でき、深さは

約０．１５ｍほど残っていた。南西部の地山を掘り残した部分は、ベッド状の施設になる可能性も考

えられるが、確証は得られなかった。壁溝は、全周するものではなく、南東辺にのみ確認された

もので、幅０．２５～０．３ｍ、深さ約０．１５ｍほどの規模がある。主柱は２本と考えられ、柱穴は径
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１．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

２．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

３．焼土

４．黒褐色粘質土（炭混り）

５．暗茶灰色粘質土（炭、焼土、地山土混り）

６．暗黄灰色弱砂質土

第８５図　竪穴住居ＳＨ８３実測図（１�５０）



０．４５～０．６ｍ、深さ０．２５～０．４５ｍほどの楕円形で、柱穴間の距離は約１．８５ｍある。北西辺の中央

からやや北寄りの所には、馬蹄形を呈したカマドが造り付けられていた。カマドの一部は破壊さ

れていたが、長さ約０．６ｍ、幅約０．８５ｍほどの規模があり、内部には土師器の長胴甕が埋没して

いた。また、カマドの南西部には、長さ約１ｍ、幅約０．８５ｍの不整形な土坑ＳＫ１７１が深さ約

０．１５ｍほど掘り窪められており、土坑内からカマドの出土品と接合関係にある土師器の長胴甕が

出土している。貯蔵穴などの施設であろうか。

　この住居内からは、須恵器の杯身、土師器の甕・甕もしくは甑の把手、石製紡錘車、それに土

製品などが少量出土しており、古墳時代後期でも後半頃に比定することができよう。

掘立柱建物ＳＢ６１２（第１７１図）　調査区の南部で確認したＮ－７°－Ｗに傾く掘立柱建物である。

後世の撹乱などによって全容を知ることはできないが、おそらく東西２間、南北４間程度に復元

できる南北棟建物と考えられる。柱掘形は、０．４５ｍほどの規模がある方形もしくは楕円形を呈し、

柱痕跡は径約０．１５ｍほどの大きさであった。柱間寸法は、桁行・梁行とも不揃いで、梁行は不明

だが、桁行は２．２～２．９ｍ前後ある。

掘立柱建物ＳＢ６１３（第１７１図）　ＳＢ６１２のすぐ南東部で確認したＮ－９°－Ｗに傾く掘立柱建

物で、それと同規模、同形態の建物になるのではないかと推察される。柱掘形は、０．３～０．５ｍほ

どの方形もしくは楕円形で、柱間寸法は桁行・梁行とも２．３～２．４ｍ前後と不揃いであった。　
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付表－２２　古墳時代遺構観察表
棟方向（南北棟）
Ｎ－７°－Ｗ

梁行　不等間梁行２間掘立柱建物
桁行　不等間桁行５間ＳＢ６３０６１２

柱穴形状　方形長軸　０．６２ｍＰ１古墳
柱痕直径　約０．１６ｍ短軸　０．５３ｍ
柱穴底面標高　１６．００ｍ深さ　０．４２ｍ

Ｐ１－Ｐ４間　２．２０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ３
柱痕直径　約０．１２ｍ短軸　０．３８ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．３４ｍ

Ｐ３－Ｐ５間　２．３０ｍ
柱穴形状　円形長軸　０．５２ｍＰ４
柱痕　不明短軸　０．４２ｍ
柱穴底面標高　１６．１８ｍ深さ　０．２３ｍ

Ｐ４－Ｐ６間　２．３０ｍ
柱穴形状　楕円形長軸　０．４６ｍＰ５
柱痕　不明短軸　０．３３ｍ
柱穴底面標高　１６．２９ｍ深さ　０．２１ｍ

Ｐ５－Ｐ７間　２．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５０ｍＰ６
柱痕直径　約０．１４ｍ短軸　０．４５ｍ（北西隅撹乱）
柱穴底面標高　１６．１０ｍ深さ　０．３１ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４９ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１６．２３ｍ深さ　０．２７ｍ

Ｐ７－Ｐ９間　２．９０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４６ｍＰ９
柱痕直径　約０．２０ｍ短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．２０ｍ深さ　０．２２ｍ

Ｐ９－Ｐ１２間　２．６０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．８５ｍＰ１０
柱痕　不明短軸　０．８０ｍ（西部撹乱）
柱穴底面標高　１６．０１ｍ深さ　０．２９ｍ

Ｐ１０－Ｐ１１間　２．５０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．３９ｍＰ１１
柱痕　不明短軸　０．２０ｍ
柱穴底面標高　１６．２５ｍ深さ　０．１２ｍ

Ｐ１１－Ｐ１２間　１．９０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４９ｍＰ１２
柱痕　不明短軸　０．４４ｍ
柱穴底面標高　１６．１８ｍ深さ　０．１３ｍ

棟方向（南北棟）
Ｎ－９°－Ｗ

梁行　不等間梁行２間掘立柱建物
桁行　不等間桁行５間ＳＢ６３０６１３

柱穴形状　円形長軸　０．３５ｍＰ１古墳
柱痕　不明短軸　０．３０ｍ（東南隅撹乱）
柱穴底面標高　１６．１４ｍ深さ　０．２１ｍ

Ｐ１－Ｐ２間　２．４０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４８ｍＰ２
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．１６ｍ深さ　０．２１ｍ

Ｐ２－Ｐ３間　２．３０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．４０ｍＰ３
柱痕　不明短軸　０．４０ｍ
柱穴底面標高　１６．１８ｍ深さ　０．２１ｍ

Ｐ３－Ｐ５間　２．３０ｍ
柱穴形状　不整方形長軸　０．５５ｍＰ５
柱痕直径　約０．１８ｍ短軸　０．４０ｍ～０．５０ｍ
柱穴底面標高　１６．１２ｍ深さ　０．２１ｍ

Ｐ５－Ｐ７間　２．４０ｍ
柱穴形状　方形長軸　０．５２ｍＰ７
柱痕　不明短軸　０．４１ｍ（東南隅撹乱）
柱穴底面標高　１６．００ｍ深さ　０．３０ｍ
住居形状　方形／カマドあり

Ｎ－４２°－Ｗ
長軸　北東－南西　全長４．９０ｍ
　　ベッド状施設除く　３．８０ｍ

竪穴住居
ＳＨ６５４８３
古墳 短軸　北西－南東　　　３．３０ｍ

溝幅　　０．２５～０．３０ｍ
南東辺周溝 検出長　２．８５ｍ

深さ　　０．０２～０．１６ｍ



７　弥生時代の遺構

　弥生時代の遺構には、竪穴住居、方形周溝墓とそれにとも

なう主体部、土坑、溝などがある。竪穴住居には、円形住居

と隅円方形住居がある。溝には、方形周溝墓を構成する溝の

他、直線的に掘られた溝が交差して碁盤の目状に区画するも

のもある。これらは、全て弥生時代中期の遺構群であるが、

遺物の検討が不十分な現段階では、詳細な時期を明確にする

ことはできなかった。以下、遺構ごとに特徴を報告する。ま

た、方形周溝墓と竪穴住居の規模については、基本的に付表

－２３・２４に記した。

　（１）　円形竪穴住居

竪穴住居ＳＨ１４８（第８６図、図版２４）　円形住居の東部と考

えられる。西部は撹乱坑により損壊しているが、残存部分か

らは、周壁溝と考えられる弓なりに曲がる溝を検出した。主

柱穴は、判明しなかった。床面出土土器はないが、埋土出土

遺物から、凹線文出現前と考えられる。

竪穴住居ＳＨ１４４（第８７図、図版２４）　円形住居の北部と考

えられる。南部は調査区外になるため、全形を検出すること

はできなかった。検出した遺構は、弧を描く溝であり、周壁

溝と思われる。この溝内からは、３箇所で柱穴状遺構が検出

できた。溝に伴うものかどうかは、明らかでない。方形周溝

墓ＳＸ３０との重なりから、畿内第Ⅳ様式以前と考えられる。

出土遺物が少なく、時期判別が困難である。住居埋土内からは、サヌカイトの細片（３～３５㎜前

後のチップ９２点、計約５０ｇ）が散乱した状態で出土した。他に粘板岩�片も少量出土した。

竪穴住居ＳＨ８８　周壁溝と思われる円形に巡る溝と、主柱穴と考えられる柱穴群を検出した。
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第８７図　竪穴住居�Ｈ１４４実測図（１�５０）

第８６図　竪穴住居�Ｈ１４８実測図
（１�５０）



1．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土

3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

1．黒茶褐色粘質土　　2．黒茶褐色粘質土（黄褐色粘質土混り）

焼土

西部は調査区外のため、検出できなかった。直径４～５ｍ前後の規模になると考えられる。床面

出土遺物から、畿内第Ⅳ様式内に収まると考えられる。

竪穴住居ＳＨ６９　中央炉と考えられるＳＸ６９（第１１３図）と、それを囲むように配置された柱

穴群がある。このうち、

柱穴群から、直径約７ｍ

規模の円形住居と考えら

れる。中央炉を囲む柱穴

群から、５～６本の主柱

穴で、建て替えがあった

と考えられる。中央炉Ｓ

Ｘ６９は、柱穴群から復元

した円形住居の中心より、

南よりに位置する。中央

炉出土遺物から、畿内第

Ⅳ様式と考えられる。

竪穴住居ＳＨ５０１　中

央炉と考えられるＳＸ２２

と、これを取り囲むよう

に配置された柱穴群から

なる。この柱穴群の配置

から、５～６本の主柱穴をもつ直径６ｍ前後の円

形住居で、数回の建て替えがあったと考えられる。

中央炉ＳＸ２２は、撹乱坑が重複しているが、直径

０．６ｍ前後の円形で、深さ約０．２ｍを測る。出土遺

物が少なく、時期は明らかにできなかった。

竪穴住居ＳＨ２１８（第８８図、図版２５）　周壁溝の

一部と考えられる弧を描く溝と、主柱穴と考えら

れる柱穴群や、この柱穴群に囲まれた中央炉を検

出した。４本の主柱穴をもつ直径５ｍ前後の円形

住居と考えられる。周壁溝は、幅０．１～０．２ｍ、深

さ約０．０５～０．１ｍで、３条が重なり合っていた。

周壁溝の重なりと柱穴の配置などから、３回以上

の建て替えがあったっものと考えられる。中央炉

は、直径約０．７ｍ、深さ約０．３ｍを測り、下層に灰

の堆積が見られた。
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第８８図　竪穴住居�Ｈ２１８実測図（１�５０）

第８９図　竪穴住居�Ｈ１０６実測図（１�５０）



1．黒色粘質土　　　4．橙色焼土

2．極暗褐色砂礫　　5．明赤褐色粘質土

3．黒褐色粘質土　　6．にぶい褐色粘質土から黄色粘質土

　　　　　　　　　　　（地山層の変色部分）

焼土

粘土

コ
ン
ク
リ
ー
ト

1

竪穴住居ＳＨ２００　弧を描く溝を検出した。幅約０．１ｍ、深さ約０．１ｍの溝で、検出長約２．５ｍを

測る。これを円形住居の周壁溝の一部と考えた。検出長が短く、住居の規模は明らかでない。周

壁溝の北に土坑が３基あり、貯蔵穴の可能性があるが、判然としない。

７０　第２章　検出遺構

第９０図　竪穴住居�Ｈ２１０実測図（１�５０）



1．黒色粘質土

2．黒褐色粘質土

3．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

4．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

5．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

6．黄灰色粘質土

　（２）　隅円方形竪穴住居

竪穴住居ＳＨ１０６（第８９図）　幅０．１５ｍ、深さ０．１ｍ前後の「コ」の字形に配置された溝を検出

した。１辺２．８ｍ前後の住居と考えられる。東辺は明らかにできなかった。中央北よりの位置に、

焼土面が半円形に検出でき、炉跡と考えた。周壁溝が検出できなかった東半部からは、畿内第Ⅳ

様式の土器が出土し、この時期の所産と考えられる。

竪穴住居ＳＨ２１０（第９０図、図版２５）　１辺４．３ｍの住居と考えられる。北西部は良好な形で検

出できたが、南東部は不明瞭で、間にあるコンクリート基礎を境に２棟が重なり合っている可能

性もある。西辺は、幅約０．６ｍ、深さ約０．１ｍの長方形土坑状に落ち込みがあり、明確な周壁溝は

観察できなかった。中央部と南北中軸のやや北西よりに焼土面があり、炉跡と考えられる。南辺
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第９１図　竪穴住居�Ｈ１３９実測図（１�５０）



よりには、幅約０．５ｍ、長さ０．５ｍ以上、深さ約０．２

ｍの長方形土坑があり、貯蔵穴と思われる。

竪穴住居ＳＨ１３９（第９１図、図版２４）　１辺５ｍ前

後の住居と思われる。南東部は調査区外で、全形を

検出することができなかった。住居内に１辺約４ｍ

の四角い落ち込みがあり、溝が巡る。改築などによ

る住居の重なりか、周縁部の高まりをベッド状遺構

と見るのがよいか、明らかにできなかった。主柱穴

は、直径０．６ｍ前後、深さ約０．２５ｍの柱穴４本（Ｐ

１・２・８）と考えられる。埋土からの出土遺物に

凹線文は見られない。床面に置かれた遺物がないた

め時期を決めがたいが、溝ＳＤ６５や方形周溝墓ＳＸ

１６４の北辺溝ＳＤ６８より新しいことが確認できてい

る（第３図中段断面図参照）。

竪穴住居ＳＨ７４（図版３４）　南北２．５ｍ以上、東西

３ｍ以上、深さ０．１ｍ前後の規模をもつ住居で、南

辺は撹乱され、西半部は調査区外のため未検出であ

る。出土遺物が少なく時期を決めがたいが、近在す

る溝との関係から畿内第Ⅳ様式頃と考えられる。

　（３）　区画溝

溝ＳＤ７２　Ｎ－１７°３０′－Ｗの方向に、直線的に掘

られた溝である。幅約３ｍ、深さ約０．７ｍを測り、

長さ約２５ｍを検出した。南端は溝ＳＤ５７に取り付い

て止まる。北端は撹乱を受けているが、調査区外の

さらに北にのびるものと思われる。またこの撹乱部

で、溝ＳＤ０５に直交するものと考えられる。溝内埋

土に流水による堆積などはなかった。出土遺物から

凹線文出現以前と考えられる。

溝ＳＤ０５（図版３１）　ほぼＷ－１７°３０′－Ｓの方向に掘られた溝で、弓なり状に僅かに北に弧を

描いて膨らむ。東端は溝ＳＤ６４・６５とほぼ直交してさらに調査区外の東にのびると考えられる。

この交差部分には撹乱坑が重なっていたため、前後関係を明確にすることはできなかった。幅約

１～１．５ｍ、深さ約０．２ｍで、底に幅約０．８～１ｍ、深さ約０．２ｍの深まりがあり、二段落ちになっ

ている。西半部は、撹乱や削平により溝底の深まり部分のみが残った状態と考えられる。溝埋土

は溝ＳＤ７２に類似し、流水による堆積はなかった。検出長は約３８ｍある。出土遺物からは、溝Ｓ

Ｄ７２との明確な差を見いだすことができなかった。

７２　第２章　検出遺構

付表－２３　弥生時代遺構観察表－１
住居形状　円形直径　約５．５０ｍ竪穴住居

ＳＨ６５４１４８
弥生 溝幅　０．１２～０．２５ｍ東側周壁溝

検出長　６．５０ｍ以上
深さ　０．０５～０．２７ｍ
住居形状　円形直径　約３．６０ｍ竪穴住居

ＳＨ６０６１４４
弥生 溝幅　０．２５ｍ北側周壁溝

検出長　５．５０ｍ以上
深さ　０．０７～０．１５ｍ
住居形状　円形直径　不明竪穴住居

ＳＨ６０６８８
弥生 溝幅　０．１０～０．１５ｍ北側周壁溝

検出長　２．２０ｍ以上
深さ　０．１０～０．１５ｍ
住居形状��方形／焼土あり
Ｎ－４°－Ｅ

長軸　北－南　２．７０ｍ竪穴住居
ＳＨ６０６１０６
弥生

短軸　東－西��１．９０ｍ以上
溝幅　０．１０ｍ北辺周壁溝
検出長　０．４０ｍ以上
深さ　不明

東辺周壁溝（確認できず）
溝幅　０．１５ｍ南辺周壁溝
検出長　０．５０ｍ以上
深さ　不明
溝幅　０．１２～０．１８ｍ西辺周壁溝
検出長　２．３０ｍ
深さ　０．１１ｍ
住居形状��方形／焼土あり
Ｎ－８°－Ｅ

長軸　北－南　約３．７５ｍ竪穴住居
ＳＨ６３０２１０
弥生

短軸　東－西　３．６３ｍ
溝幅　０．２０ｍ北辺周壁溝
検出長　１．４０ｍ以上
深さ　０．１５ｍ
溝幅　０．５０～０．５８ｍ東辺周壁溝
検出長　３．６８ｍ
深さ　０．１０ｍ
溝幅　０．３０ｍ以上南辺周壁溝
検出長　１．７５ｍ以上
深さ　０．０８ｍ
溝幅　０．１５～０．２５ｍ西辺周壁溝
検出長　３．４５ｍ以上
深さ　０．１７ｍ
住居形状　方形
Ｎ－９°－Ｗ

長軸　北－南　約４．９０ｍ竪穴住居
ＳＨ６５４１３９
（外側周壁溝）
弥生

短軸　東－西��４．１５ｍ以上
溝幅　０．１８～０．３０ｍ北辺周壁溝
検出長　４．１３ｍ以上
深さ　０．１８～０．２８ｍ

東辺周壁溝（調査地外のため未検出）
溝幅　０．１５～０．２０ｍ南辺周壁溝
検出長　１．６３ｍ以上
深さ　０．１０～０．２２ｍ
溝幅　０．１０～０．３０ｍ西辺周壁溝
検出長　４．６３ｍ
深さ　０．１５～０．２０ｍ
住居形状　方形
Ｎ－９°－Ｗ

長軸　北－南　３．９０ｍ竪穴住居
ＳＨ６５４１３９
（内側周壁溝）

短軸　東－西��２．８５ｍ以上
溝幅　０．２０～０．２８ｍ北辺周壁溝
検出長　２．６３ｍ以上
深さ　０．０９ｍ

東辺周溝（調査地外のため未検出）
溝幅　０．２０ｍ南辺周壁溝
検出長　１．００ｍ以上
深さ　０．１０ｍ
溝幅　０．１７～０．２５ｍ西辺周壁溝
検出長　４．００ｍ
深さ　０．１０ｍ



1．茶褐色粘質土（炭片・小礫・土器片混り）

2．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

4．暗褐色砂質土

1．淡黒色粘質土

2．淡茶褐色粘質土

3．茶褐色粘質土

4．茶黒色粘質土（礫混り）

5．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

6．淡黄色砂質土

7．黄褐色粘質土

8．灰黄褐色粘質土

9．茶褐色シルト粘質

10．淡茶褐色シルト（砂多く含む）

溝ＳＤ６４・６５　幅１．５ｍ前後、深

さ約０．４ｍで、長さ約２５ｍを検出し

た。北端は撹乱で消滅しているが、

南北とも調査区外にのびていくもの

と考えられる。ＳＤ０５との交差部分

は少し蛇行しているが、ほぼ直交し

ている。この交差部分より北を溝Ｓ

Ｄ６４、南を溝ＳＤ６５と呼ぶ。この一

連の溝は、溝ＳＤ７２との溝心心間距

離約３３～３４ｍの距離を保ってほぼ平

行している。溝内埋土は、溝ＳＤ７２

や溝ＳＤ０５と類似し、流水による堆

積は見られなかった。出土遺物に溝
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第９２図　主体部ＳＫ５６実測図（１�４０）

第９３図　方形周溝墓ＳＸ１６１実測図（１�１００）



1．淡黒色粘質土

2．淡黒色粘質土（小礫混り）

3．暗黄灰色砂礫

4．黄褐色粘質土（礫混り）

5．茶褐色粘質土

6．茶褐色シルト粘質

ＳＤ７２や溝ＳＤ０５との差は見い

だせない。これらの長距離を貫

いて掘られた溝群はほぼ同時期

に「コ」の字形に配置され、排

水とは異なる機能をもって掘ら

れた可能性がある。何らかの目

的で、区画する意図があったの

ではないかと考えられる。

　（４）　方形周溝墓

方形周溝墓ＳＸ１６１（第９２・

９３図、図版２９）　溝ＳＤ０５の一

部を北辺溝とし、溝ＳＤ５８・

８９・６１に囲まれた範囲を方形周

溝墓ＳＸ１６１と呼ぶ（第９３図）。

当遺構の南部は激しい撹乱を受

けていた。東辺溝ＳＤ５８の北端

は溝ＳＤ０５に接続し、南半部は

撹乱を受け損壊していた。南辺

溝ＳＤ８９は、南西隅部分がわず

かに残存していたが、大部分が

撹乱により損壊していた。西辺

溝ＳＤ６１の北端は、溝ＳＤ０５と

約２ｍの間を開けて止まり、南

部は撹乱されていた。西辺溝Ｓ

Ｄ６１と溝ＳＤ０５との間は、掘り

残された陸橋部の可能性がある

が、浅く掘られていた部分が削

平を受けたと考えることもでき

る。各周溝出土遺物には時期差

を認めがたく、凹線文出現以前

の所産と考えられる。また北辺

溝が、東西に貫く溝ＳＤ０５の一

部を共有していることから、当

方形周溝墓が溝ＳＤ０５より新し

く、しかも溝ＳＤ０５が完存して
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第９４図　方形周溝墓ＳＸ１６２実測図（１�１００）

第９５図　方形周溝墓ＳＸ１６４実測図（１�１００）



1．茶黒色粘質土（礫混り）

2．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

3．淡黒色粘質土

4．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

いる段階に構築されたとするのが合理的理解と考えられる。四周を溝で囲まれた内側のほぼ中央

部からは、長方形土坑を検出した。これを主体部ＳＫ５６と呼ぶ（第９２図）。主体部ＳＫ５６は、幅

１．１ｍ、長さ約２．２ｍの長方形掘形である。底面は平坦であるが、両短辺に沿って、幅０．１８～０．２５

ｍ、長さ０．６～０．６４ｍ、深さ０．２ｍの長方形掘り込みがある。この掘り込みは、組み合わせ式木棺

の小口板を固定する掘り込みと考えられる。両小口板固定のための掘り込み間は、心心間で約

１．４ｍを測る。また、この掘り込みの相対する短辺間を結ぶ範囲で埋土を分層でき、木棺側板が

約０．８ｍであることがわかる。この木棺痕跡から、幅約０．８ｍ、長さ約１．４ｍ前後の組み合わせ式

木棺であった可能性が類推できる。主体部には副葬品などの出土遺物はなかった。

方形周溝墓ＳＸ１６２（第９４図、図版３３）　西辺溝ＳＤ７８、南辺溝ＳＤ６７、東辺溝ＳＤ５８に囲まれ

た範囲で、北辺は方形周溝墓ＳＸ１６１の南辺溝ＳＤ８９と共有するものと思われる。この範囲を方

形周溝墓ＳＸ１６２と呼ぶ。当方形周溝墓の中央には、大きなコンクリート基礎があるため、主体

部は検出できなかった。南辺と北辺には、大きな撹乱坑がある。このため、北部では北辺溝にな

ると思われる溝ＳＤ８９との関係や、南部では南辺溝ＳＤ６７の西部、および西辺溝ＳＤ７８への屈曲

部などを把握することができなかった。各溝出土遺物に時期差がほとんど無く、凹線文出現以前

の所産ということができる。当方形周溝墓の南東隅には、溝の南東方向への張り出しが見られ、

東または南に隣接して、別

の方形周溝墓があった可能

性がある。

方形周溝墓ＳＸ１６４（第

９５図）　北辺溝ＳＤ６８、西

辺溝ＳＤ１４３、南辺溝ＳＤ

１４４に囲まれた範囲を方形

周溝墓ＳＸ１６４と呼ぶ。北

辺溝ＳＤ６８西端から、西辺

溝ＳＤ１４３の北半部にかけ

て、撹乱を受けて損壊して

いた。東部は、調査区外に

あるため、検出できなかっ

た。主体部は削平を受けて

いるため、明らかにできな

かった。各溝出土遺物から、

凹線文出現以前の所産と思

われる。方形周溝墓ＳＸ

１６１・１６２の２基が、１辺の

溝を共有しあって、北で西

�������������������������������������������弥生時代の遺構　７５

第９６図　方形周溝墓ＳＸ１６３実測図（１�１００）



1．淡黒色粘質土

2．茶黒色粘質土（礫混り）

3．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

1．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

2．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

に傾く方向にあるのに対し、当方形周溝墓は北で東に振れている。時期差があまり無いにも関わ

らず、振れ角が異なる。

方形周溝墓ＳＸ１６３（第９６図）　北東辺溝ＳＤ６８、南東辺溝ＳＤ６９、南西から北西辺につながる

溝ＳＤ８５に囲まれた範囲を方形周溝墓ＳＸ１６３と呼ぶ。残存部はごくわずかで、撹乱坑による損

壊がかなり激しい。今回検出した方形周溝墓の中で最も振れ角の大きい方形周溝墓である。各溝

から出土した遺物に凹線文は見られず、それ以前の所産といえる。

方形周溝墓ＳＸ１６７　方形周溝墓ＳＸ１６３の西

隅から西にのびる溝ＳＤ８６を南辺溝とし、溝Ｓ

Ｄ５９を北辺溝、溝ＳＤ８４を東辺溝とした範囲を

方形周溝墓ＳＸ１６７と呼ぶ。西辺部は古墳時代

の竪穴住居ＳＨ８３にかなり削られ、北辺や東辺

は撹乱により損壊していた。正確な規模や向き

は明らかにできないが、方形周溝墓ＳＸ１６１・

１６２に類似する規模と方向であろうと思われる。

溝ＳＤ８６出土遺物に、凹線文は見られない。

方形周溝墓ＳＸ１６６　溝ＳＤ０５の一部を北辺

溝として共有し、溝ＳＤ８１と溝ＳＤ８２により西

辺と南辺を区切り、方形周溝墓ＳＸ１６１・１６２の

西辺溝ＳＤ６１・７８の北部を共有して東辺とした

範囲を方形周溝墓ＳＸ１６６と呼ぶ。溝ＳＤ０５と

溝ＳＤ８１の接続部は、撹乱により損壊していた。

南辺溝ＳＤ８２も、大きく撹乱、削平を受けてい

た。当遺構出土遺物にも、凹線文を伴わない。

方形周溝墓ＳＸ１７２　北辺溝ＳＤ８６、西辺溝

ＳＤ１０７、南辺溝ＳＤ１０４、東辺溝ＳＤ１０６に囲

まれた範囲を方形周溝墓ＳＸ１７２と呼ぶ。当方

形周溝墓もかなり大きく撹乱を受けており、正

確な構造を知ることはできなかった。出土遺物

が少なく時期を決めがたいが、凹線文は含まれ

ていない。

方形周溝墓ＳＸ１６９　西辺溝ＳＤ１６９の東部を

方形周溝墓ＳＸ１６９と呼ぶ。溝ＳＤ１６９は幅約

１．３ｍ、深さ約０．５ｍを測る。溝ＳＤ１６９の南端

は、南東方向に屈曲する様相を示しながら途絶

える。北部は東に屈曲する部分まで検出したが、

７６　第２章　検出遺構

第９７図　主体部ＳＫ７５実測図（１�４０）

第９８図　主体部ＳＫ１２２実測図（１�４０）



北東の調査区外にのびている。当方形周溝墓ＳＸ１６９は、南北の屈曲状況から類推すると、南北

約８ｍの規模をもつと考えられる。この推定した方形周溝墓範囲のほぼ中央には、長方形土坑Ｓ

Ｋ１２２があり、主体部と考えた（第９８図）。主体部ＳＫ１２２は、幅約０．５～０．６ｍ、長さ約１．４ｍ、深

さ約０．２ｍで、東に幅広く掘られている。

主体部ＳＫ７５（第９７図）　幅約１．３ｍ、長さ約２．５ｍの長方形土坑で、深さ約０．２５ｍを測る。溝

ＳＤ７２の北延長、溝ＳＤ０５、溝ＳＤ０５から北にのびる溝ＳＤ６０に囲まれた南東部に位置し、これ

ら各溝で区画された方形周溝墓の主体部の可能性がある。溝ＳＤ６０は、幅約１．６ｍ、深さ約０．９ｍ

の規模を測る。この範囲内には、他に土坑ＳＫ２７もある。当区画範囲の北部は、撹乱により削平

を受けているため、方形周溝墓と確定できなかった。

溝ＳＤ７１・５５・４１　溝ＳＤ７１から溝ＳＤ５５に繋がる１条の溝と溝ＳＤ４１は、Ｗ－３６°－Ｓの方

向で平行する位置関係にある。溝ＳＤ７１は幅約１ｍ、深さ約０．４ｍで、溝ＳＤ６０から東にのび、

東延長部で検出した幅約３ｍ、深さ約０．２ｍの溝ＳＤ５５に至ると考えられる。溝ＳＤ４１は、幅約

１．８ｍ、深さ約０．４ｍの規模で、南肩沿いで深く、北肩が二段落ちになっている。方形周溝墓ＳＸ

１６１の北辺溝として共有関係にある溝ＳＤ０５の北肩から、溝ＳＤ６４に接続する。これより東にの

びるかどうかは、撹乱のため明らかにできなかった。平行するこの２条の溝は、連続する幾つか

の方形周溝墓の北辺溝と南辺溝であった可能性がある。両溝間には撹乱坑が各所にあるため、両

溝間を区切る溝は検出できなかった。

溝ＳＤ７２・７３　溝ＳＤ７２の一部を西辺溝とし、この溝から西にのびる溝ＳＤ７３を南辺溝とする

範囲も、方形周溝墓になる可能性がある。溝ＳＤ７３は、幅約１．４ｍ、深さ約０．６ｍを測る。溝ＳＤ

７３から北約６ｍの位置で、溝ＳＤ７２が西への広がりを見せている。この広がりは北辺溝への屈曲

部分の可能性がある。溝ＳＤ７３は竪穴住居ＳＨ７４と重なっており、住居より新しい。

溝ＳＤ７３・７２・８８　溝ＳＤ７３を北辺溝として前記の方形周溝墓と共有し、溝ＳＤ７２の一部を東

辺溝とし、溝ＳＤ７３の南約５ｍの位置で溝ＳＤ７２から西にのびる溝ＳＤ８８を南辺溝とする範囲も、

方形周溝墓の可能性がある。溝ＳＤ７３と溝ＳＤ８８の間の溝ＳＤ７２の西肩が南に広がる形状は、方

形周溝墓としての可能性を高めている。溝ＳＤ８８は、幅約１．６ｍ、深さ約０．５ｍを測る。

溝ＳＤ５２・７２・１０５・８７　溝ＳＤ５２を北辺溝、溝ＳＤ７２の一部を東辺溝として共有、溝ＳＤ１０５

を南辺溝、溝ＳＤ０２の北延長部に当たるＳＤ８７を西辺溝とする範囲も、方形周溝墓の可能性があ

る。溝ＳＤ５２は、幅約１ｍ、深さ約０．３ｍを測る。溝ＳＤ１０５は、幅約１．５ｍ、深さ約０．２ｍを測る。

溝ＳＤ０２西端部の溝ＳＤ８７は、幅約４ｍ、深さ約０．２ｍを測る。

方形周溝墓ＳＸ１６５　北辺溝ＳＤ７０、東辺溝ＳＤ１４２、南辺溝ＳＤ１３４の三辺が明らかにできた

範囲を方形周溝墓ＳＸ１６５と呼ぶ。溝ＳＤ７０は、幅約１ｍ、深さ約０．５ｍで、東端では一段浅くな

り、深さ約０．２ｍで止まる。この東端部以外の大部分は撹乱坑で損壊していた。溝ＳＤ１４２は、幅

約４ｍ、深さ約０．４ｍの大規模なものである。溝ＳＤ１３４は、幅約１～１．５ｍ、深さ約０．７ｍで、東

半は削平を受け消滅していた。これらに区画された範囲内には、６基以上の長方形土坑を検出し

た。
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方形周溝墓ＳＸ１７３　溝ＳＤ１３４を北辺溝とし、溝ＳＤ１４５を西辺溝とした範囲を方形周溝墓Ｓ

Ｘ１７３と呼ぶ。溝ＳＤ１３４は、方形周溝墓ＳＸ１６５の南辺溝と共有する。溝ＳＤ１４５は、幅約０．６ｍ、

深さ約０．１ｍの規模で、北半部は削平を受け消滅している。東部の大部分は調査区外にある。

溝ＳＤ５９８　方形周溝墓ＳＸ１７３の西辺溝ＳＤ１４５から西にのびる溝と考えられる。幅約１．２ｍ、

深さ約０．２ｍで、溝ＳＤ１４５から約３．５ｍまで検出した。西端は削平されて消滅していた。方形周

溝墓ＳＸ１７３の西に築かれた方形周溝墓の北辺溝になる可能性がある。

方形周溝墓ＳＸ６２　南辺は溝ＳＤ０５の一部を共有し、北と西を「く」の字形に屈曲する溝ＳＤ

６２により区画された範囲を、方形周溝墓ＳＸ６２と呼ぶ。溝ＳＤ６２は、幅約０．６ｍ、深さ約０．３ｍで、

屈曲部分は深く、さらに０．３ｍ下がる。１辺約３ｍ前後の非常に小規模なものである。

方形周溝墓ＳＸ５０２（第９９・１００図、図版２６・２７）　北辺溝ＳＤ４７８、東辺溝ＳＤ４８５・溝ＳＤ４８１、

南辺溝ＳＤ４６７・溝ＳＤ４８６、西辺溝ＳＤ４７１に囲まれた範囲を方形周溝墓ＳＸ５０２と呼ぶ（第１００

図）。当方形周溝墓は、南半部東寄りで３基の長方形土坑を検出し、主体部と考えた（第９９図）。

このうち、最も規模の大きい主体部ＳＫ４４７は、当方形周溝墓の西側東辺溝ＳＤ４８１を削り込んで

おり、その溝より新しい（第９９図右下の主体部ＳＫ４４７横断面図参照）。南辺溝ＳＤ４６７と、その

東延長部であるＳＤ４８６、および西側東辺溝ＳＤ４８１の接続部が大きく撹乱されており、各溝の前

後関係を把握することができなかった。しかし、西側東辺溝ＳＤ４８１と主体部ＳＫ４４７の前後関係

から、最初に溝ＳＤ４８７・４８１・４６７・４７１からなる方形周溝墓が築かれ、のちに溝ＳＤ４６８と溝Ｓ

７８　第２章　検出遺構

第９９図　主体部ＳＫ４４７・４６５・６１１実測図（１�４０）

1．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）　3．黒色粘質土

2．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）　　4．茶黒色粘質土（礫混り）
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1．黒褐色粘質土（黒色粘質土混り）

2．黄褐色粘質土

3．淡黒色粘質土

4．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

5．茶黒色粘質土（礫混り）

6．極暗褐色砂礫

7．暗褐色粘質土

8．黒褐色粘質土（黄色粘質土混り）

9．淡茶褐色シルト（砂多く含む）

10．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

第１００図　方形周溝墓ＳＸ５０２実測図（１�１００）



1．淡黒色粘質土

2．黒色粘質土

3．黄色粘質土（黒褐色粘質土混り）

4．茶黒色粘質土（礫混り）

5．極暗褐色砂礫

6．暗褐色粘質土

7．黒色粘質土（黄色粘質土混り）

Ｄ４８５を掘って東辺を拡幅した方形周溝墓と考えられる。主体部はその配置から３基とも拡幅後

の段階と考えられる。主体部ＳＫ４４７は、幅０．８５ｍ、深さ約０．２ｍで、北半部を撹乱され、長さは

明らかにできなかった。主体部ＳＫ４６５は、幅約１ｍ、深さ約０．２ｍで、北部を撹乱されており長

さは明確でないが、１．７ｍ以上と考えられる。墓壙の西辺は主体部ＳＫ６１１の東辺にそろえている。

主体部ＳＫ４４７は、幅約１．５ｍ、長さ約２．５ｍで、深さ約０．３ｍを測る。底面は平坦で、南へわずか

に深く掘られていた。主体部ＳＫ４４７と主体部ＳＫ４６５との間は、約４ｍの隔たりがある。これら

３基の主体部は、長軸方位や配置関係からほぼ同時期と考えられる。出土遺物は、弥生土器の細

片があるだけで、副葬品などは出土しなかった。方形周溝墓ＳＸ５０２の構築時期は、東辺部拡幅

以前と以後の各溝出土遺物から畿内第Ⅳ様式段階の時期に求められるが、拡幅前後の時期差を見

ることができなかった。短期間の拡幅工事と考えられる。

溝ＳＤ４８２・６００　溝ＳＤ６００は、方形周溝墓ＳＸ５０２の北辺溝東延長として直線的に東にのびる

溝である。幅約２ｍ、深さ約０．３ｍを測る。溝ＳＤ４８２は、方形周溝墓ＳＸ５０２の東辺溝と平行し

て掘られたものである。幅約２ｍ、深さ約０．１ｍを測る。この両溝の配置は、ほぼ直角であり、

しかも方形周溝墓ＳＸ５０２と同方向に並ぶ配置であることから、方形周溝墓の一角と考えてよい

かもしれない。溝ＳＤ０２の南東延長部と考えられる溝ＳＤ４７８東半部と、方形周溝墓ＳＸ５０２北辺
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第１０１図　方形周溝墓ＳＸ５０３実測図（１�１００）



1．淡茶褐色シルト（砂多く含む）

2．茶褐色シルト粘質

1．茶黒色粘質土（礫混り）

2．黒色粘質土（礫混り）

1．淡茶褐色シルト（砂多く含む）

2．茶褐色シルト粘質1．黒色粘質土

2．黒色粘質土（小石混り）

3．黒色粘質土（礫混り）

溝としての溝ＳＤ４７８西半部、その東延長部と考えら

れるＳＤ６００の交差部分が、大きな撹乱を受けており、

前後関係や、それぞれの溝の繋がりなどを詳細に調査

することができなかった。

方形周溝墓ＳＸ５０３

　（第１０１・１０２図、図版

２８）　北辺溝ＳＤ４８４、

東辺溝ＳＤ４９１、南辺

溝ＳＤ４９２、西辺溝Ｓ

Ｄ４８８に囲まれた範囲

を方形周溝墓ＳＸ５０３

と呼ぶ（第１０１図）。四

隅に陸橋部をもつと考

えられるが、削平によ

り、浅く掘られた部分

が消失している可能性

もある。各辺の中で、

東辺溝ＳＤ４８１は短く、

土坑状の形状である。

方形周溝墓内の西寄り

８２　第２章　検出遺構

第１０４図　主体部ＳＫ４６９実測図（１�４０）

第１０５図　主体部ＳＫ４４２実測図（１�４０）第１０３図　主体部ＳＫ４６８実測図（１�４０）

第１０２図　主体部ＳＫ４５４実測図
（１�４０）



1．茶褐色粘質土

2．黒茶褐色粘質土

3．茶褐色砂質土（長岡京期遺構埋土）

4．淡茶褐色砂質土（鎌倉時代遺構埋土）

5．淡黄灰色砂（近世くぼみ）

6．赤茶褐色粘質土

7．茶灰褐色粘質土

8．赤茶褐色粘質土（黄褐色粘質土混り）

9．茶褐色粘質土（黄褐色粘質土混り）
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第１０６図　方形周溝墓ＳＸ２８西辺溝、南辺溝実測図（１�４０）



1．暗赤茶褐色粘質土・黄褐色粘質土少量混り（棺内埋土）

2．赤茶褐色粘質土・黄褐色粘質土多量混り（棺掘形埋土）

3．暗黒茶色粘質土

で長方形土坑が検出でき、主体部ＳＫ４５４とし

た（第１０２図）。主体部ＳＫ４５４は、幅約１ｍ、

長さ約２．４ｍ、深さ約０．２ｍを測る。埋土は２層

からなり、薄く堆積した下層は長側辺沿いには

見られず、厚い堆積の上層は長側辺沿いに深く

なっていた。木棺痕跡の可能性がある。

溝ＳＤ４８９　方形周溝墓ＳＸ５０３の南西側で検

出した「く」の字状に屈曲した溝である。幅約

１ｍ、深さ約０．４ｍを測る。方形周溝墓の一角

である可能性がある。

主体部ＳＫ４６８・４６９・４４２（第１０３～１０５図）　

主体部ＳＫ４６８は、幅約１ｍ、長さ約２．４ｍの長

方形掘形で、深さ約０．１５ｍを測る。両短辺沿い

には、幅約０．１５ｍ、長さ約０．５ｍ、深さ約０．０５

ｍの掘り込みがあり、方形周溝墓ＳＸ１６１の主

体部ＳＫ５６同様、木棺小口板の固定を目的とし

たものと考えられる。主体部ＳＫ４６９は、幅約０．７～０．８ｍ、長さ約２．３ｍの長方形掘形で、幅が北

に少し膨らむ。深さは、約０．２ｍを測る。両短辺沿いに、直径約０．３ｍ、深さ約０．０５ｍ前後の円形

掘り込みがある。形状は異なるが、主体部ＳＫ４６８などの様に、木棺小口板の固定を目的とした
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第１０８図　主体部ＳＫ７８実測図（１�４０）

第１０７図　方形周溝墓ＳＸ２８北辺溝実測図（１�４０）



ものと考えられる。主体部ＳＫ４４２は、幅１．４ｍ、長さ約３．３ｍの長方形掘形で、深さ約０．３ｍを測

る。他に、ＳＫ４６４・ＳＫ５０４等も長方形掘形をもつ類似した遺構といえる。いずれも長辺の方向

が、近在する方形周溝墓ＳＸ５０３などに近い。これらの主体部は、周囲を囲む溝が明らかでなく、

土壙墓の可能性もある。また、後述する方形周溝墓ＳＸ２８の東辺溝が検出できなかったことなど、

周囲の弥生時代遺構の残存状況から、削平を受けて消失した可能性も捨てきれない。これら各遺

構からは、弥生土器の細片以外の出土はなく、副葬品を伴わない。

方形周溝墓ＳＸ２８（第１０６～１０８図）　溝ＳＤ２８により、北辺・西辺・南辺を区画した範囲を方

形周溝墓ＳＸ２８と呼ぶ。南西隅部分は、掘り残された陸橋部と考えられるが、南辺溝は非常に浅

く、削平により消失した可能性もある。東辺溝は、わずかな窪みさえなく、削平を受けたものと

考えられる。北辺溝から西辺溝への屈曲部分は、撹乱坑により破壊されており、独立していたか、

繋がっていたか不明である。撹乱坑に現れた両溝断面とも深さ約０．５ｍで、かなり深いことから

「Ｌ」字形に繋がっていたと判断した。出土遺物は西辺溝に多く、北辺溝からの出土量は少な

かった。また出土位置は、両溝とも内側寄りに多く出土し、墳丘側からの転落状況を示す（第

１０６・１０７図）。遺物は、溝埋土の第２・３・６層から多く出土し、特に第２層下位からが最も多

かった。出土層位に型式差は見られず、上下の層の遺物接合例もかなり多かった。当方形周溝墓

のほぼ中央からは、長方形土坑が検出

でき、主体部ＳＫ７８とした。その規模

は、幅約１～１．１ｍ、長さ約２．２ｍ、深

さ約０．３ｍであった（第１０８図）。埋土

は２層に分けられ、第１層としたもの

は、幅約０．５ｍ、長さ約１．７ｍ、深さ約

０．３ｍで、木棺痕跡と考えられる。木

質は残っていなかったが、第１層と第

２層の境が明瞭で、両層間に薄い粘土

層が挟まれていた。第２層は、周辺部

の地山をなす黄色系シルト層が斑紋状

に混じり、掘削後まもなく埋め戻した

状況と解される。主体部からの出土遺

物は、弥生土器の細片のみで、副葬品

はなかった。周溝出土遺物から、畿内

第Ⅳ様式段階と考えられる。

方形周溝墓ＳＸ３０（第１１１図）　北辺

を落ち込みＳＸ２９、東辺を方形周溝墓

ＳＸ２８西辺溝、南辺を溝ＳＤ１１２、西

辺を方形周溝墓ＳＸ７７の東辺溝ＳＤ３０
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第１０９図　溝ＳＤ３０実測図（１�４０）



1．暗茶褐色粘質土砂利含み

2．黒茶褐色粘質土

1．淡黒茶褐色砂質土（砂礫含む）

2．淡黒茶褐色砂質土、炭混り

（第１０９図）により区画された範囲

を方形周溝墓ＳＸ３０と呼ぶ。東西

約１０．５ｍ、南北約６ｍの規模に推

定できる。北辺溝とした落ち込み

ＳＸ２９は、西端部のみが残り、東

部は撹乱坑により壊滅していた

（第１１１図）。南辺溝ＳＤ１１２は、方

形周溝墓ＳＸ２８西辺溝南西隅に取

り付いている（第１０６図）。幅約１

ｍ、深さ約０．３ｍを測る。落ち込

みＳＸ２９出土遺物から、畿内第Ⅳ

様式以前と考えられる。

方形周溝墓ＳＸ７７（第１０９図）　

北辺溝ＳＤ８９、東辺溝ＳＤ３０、西

辺溝ＳＤ６６に囲まれた範囲を方形

周溝墓ＳＸ７７と呼ぶ。東西約４ｍ、

南北５ｍ以上の規模を測る。北辺

溝ＳＤ８９は、東端部を検出したが、

東部は撹乱坑により損壊していた。

北西部に主体部と考えられる長方

形土坑２基が並んでいるのを検出

した。両主体部とも、北端が撹乱

坑により欠けている。西側の主体

部ＳＫ６５は、幅約１

ｍ、長さ約２．５ｍの

長方形で、深さ約

０．３ｍを測る。西側

長辺と西辺溝ＳＤ６６

との間は０．５ｍしか

ない。これに接して

東側に、主体部ＳＫ

８５がある。幅約１ｍ、

長さ約２．５ｍの長方

形で、深さ約０．３ｍ

を測る。両主体部は、
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第１１１図　落ち込みＳＸ２９実測図（１�２０）

第１１０図　土坑ＳＫ１０９実測図（１�２０）



1．暗黒茶色粘質土

2．赤茶褐色粘質土

11．暗茶褐色粘質土．暗茶褐色粘質土

1．暗茶小石含み小石含み

2．黒茶褐色粘質土黒茶褐色粘質土

1．暗茶褐色粘質土

小石含み

2．黒茶褐色粘質土

1．淡茶褐色粘質土　　2．黒茶褐色粘質土炭混り

規模、形態、配置とも類似する。検出位置から、

中心主体部ではないと考えられる。

方形周溝墓ＳＸ１４０（図版３０）　西辺溝ＳＤ

１４０、北辺溝ＳＤ１４１、東辺溝ＳＤ１４３に囲まれ

た範囲を方形周溝墓ＳＸ１４０と呼ぶ。南部は調

査区外にあり、全形を検出することはできな

かった。各周溝出土遺物から、畿内第Ⅳ様式段

階と考えられる。各周溝の内、西辺溝ＳＤ１４０

が北辺溝より北にのびていることから、周辺部

に方形周溝墓が続いている可能性がある。

　（５）　土坑

土坑ＳＫ１０９（第１１０図）　幅約１ｍ、長さ約

２ｍの長方形土坑で、深さ約０．４ｍを測る。北

東の長辺側は、瓦積み井戸側をもつ近代井戸の

円形掘形により、大きく壊されていた。土坑埋

土第２層から、凹線文出現以前の弥生土器がま

とまって出土した。出土状況は、破片が集積し
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第１１２図　土坑ＳＫ１１７実測図（１�２０） 第１１４図　落ち込みＳＸ６２実測図（１�２０）

第１１３図　中央炉ＳＸ６９実測図（１�２０）



８８　第２章　検出遺構

付表－２４　弥生時代遺構観察表－２
主体部　１基
Ｎ－０°

長軸　北－南　７．６０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６０６２８
弥生

短軸　東－西　４．７５ｍ以上
溝幅　２．２５ｍ以上北辺溝
検出長　３．８０ｍ以上
深さ　０．４５ｍ

東辺溝（確認できず）
溝幅　１．２０～１．３０ｍ南辺溝
検出長　２．５０ｍ以上
深さ　０．０５～０．１３ｍ
溝幅　１．２５～２．２０ｍ西辺溝
検出長　６．４０ｍ以上
深さ　０．１９～０．５２ｍ
主体部　２基
Ｎ－０°

長軸　北－南　４．９０ｍ以上方形周溝墓
ＳＸ６０６７７
弥生

短軸　東－西　４．１０ｍ
溝幅　０．７５ｍ北辺溝（ＳＤ８９）
検出長　１．２０ｍ以上
深さ　０．３０ｍ
溝幅　１．８０～２．００ｍ東辺溝（ＳＤ３０）
検出長　５．７０ｍ以上
深さ　０．３０ｍ

南辺溝（調査地外のため未検出）
溝幅　１．５５ｍ西辺溝（ＳＤ６６）
検出長　４．９０ｍ以上
深さ　０．１３～０．２７ｍ
主体部　不明長軸　東－西　９．３０ｍ方形周溝墓

ＳＸ６０６１４０
弥生

Ｎ－２°－Ｗ短軸　北－南　１．８０ｍ以上
溝幅　０．５５～１．２０ｍ北辺溝（ＳＤ１４１）
検出長　８．８０ｍ
深さ　０．１２～０．４３ｍ
溝幅　１．０５～０．２５ｍ東辺溝（ＳＤ１４３）
検出長　３．４０ｍ以上
深さ　０．２９ｍ

南辺溝（調査地外のため未検出）
溝幅　１．１５～１．７０ｍ西辺溝（ＳＤ１４０）
検出長　３．００ｍ
深さ　０．３７ｍ
主体部　３基
Ｎ－１９°－Ｅ

長軸　北東－南西　１３．００ｍ方形周溝墓
ＳＸ６３０５０２
弥生

短軸　北西－南東　１３．００ｍ
溝幅　約３．００ｍ北東辺溝（ＳＤ４７８）
検出長　６．５０ｍ以上
深さ　０．１５ｍ
溝幅　０．８０～１．６０ｍ南東辺溝（ＳＤ４８５・ＳＤ４８０）
検出長　８．００ｍ以上
深さ　０．２５ｍ
溝幅　０．７０～２．００ｍ南西辺溝（ＳＤ４６７・ＳＤ４８６）
検出長　１２．７０ｍ
深さ　０．１０～０．４３ｍ
溝幅　０．３０～１．８５ｍ北西辺溝（ＳＤ４７１）
検出長　３．００ｍ以上
深さ　０．４８ｍ
溝幅　０．８５～１．２０ｍ中央溝（ＳＤ４８１・ＳＤ４６８）
検出長　８．００ｍ以上
深さ　０．２８～０．４０ｍ
主体部　１基
Ｎ－１０°－Ｗ

長軸　東－西　８．５０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６３０５０３
弥生

短軸　北－南　７．８０ｍ
溝幅　０．５０～０．６０ｍ北辺溝（ＳＤ４８４）
検出長　３．５０ｍ以上
深さ　０．２５ｍ
溝幅　１．３０～２．０５ｍ東辺溝（ＳＤ４９１）
検出長　３．８０ｍ以上
深さ　０．３０～０．５０ｍ
溝幅　０．７０～０．８０ｍ南辺溝（ＳＤ４９２）
検出長　３．５０ｍ以上
深さ　０．１５～０．５０ｍ
溝幅　０．７０～１．３５ｍ西辺溝（ＳＤ４８８）
検出長　７．５０ｍ以上
深さ　０．４０～０．６０ｍ
主体部　不明
Ｎ－５°－Ｗ

長軸　東－西　７．３０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１６１
弥生

短軸　北－南　約６．７０ｍ
溝幅　０．６５～１．６５ｍ北辺溝（ＳＤ０５）
検出長　９．６０ｍ
深さ　０．４２～０．４５ｍ
溝幅　１．２５～１．８０ｍ東辺溝（ＳＤ５８）
検出長　６．２５ｍ以上
深さ　０．９８ｍ
溝幅　０．７５ｍ以上南辺溝（ＳＤ８９）
検出長　２．１０ｍ以上
深さ　不明
溝幅　１．６０ｍ西辺溝（ＳＤ６１）
検出長　２．４５ｍ以上
深さ　０．０６ｍ

主体部　不明
Ｎ－８°－Ｗ

長軸　東－西　６．５０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１６２
弥生

短軸　北－南　５．６０ｍ以上
北辺溝（ＳＸ６５４１６１南辺溝と兼用）

溝幅　０．６０～１．２５ｍ東辺溝（ＳＤ５８）
検出長　５．５０ｍ以上
深さ　０．４３～０．６２ｍ
溝幅　１．３０ｍ南辺溝（ＳＤ６７）
検出長　２．１０ｍ以上
深さ　０．４６～０．５３ｍ
溝幅　０．６５～０．９５ｍ西辺溝（ＳＤ７８）
検出長　６．８０ｍ以上
深さ　０．１４～０．３０ｍ
主体部　不明
Ｎ－４２°－Ｗ

長軸　北東－南西　６．４０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１６３
弥生

短軸　北西－南東　６．００ｍ
溝幅　０．６５～０．７０ｍ北東辺溝（ＳＤ６８）
検出長　１．８５ｍ
深さ　０．２７ｍ
溝幅　０．９０～１．１５ｍ南東辺溝（ＳＤ６９）
検出長　４．７０ｍ以上
深さ　０．２２～０．３４ｍ
溝幅　１．５５ｍ南西辺溝
検出長　２．００ｍ以上
深さ　不明
溝幅　１．００ｍ北西辺溝（ＳＤ８５）
検出長　３．５０ｍ以上
深さ　０．２８～０．３１ｍ
主体部　不明
Ｎ－１４°－Ｗ

長軸　北東－南西　６．１０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１６４
弥生

短軸　北西－南東　６．００ｍ以上
溝幅　０．７０～０．８５ｍ北東辺溝（ＳＤ６８）
検出長　５．３０ｍ
深さ　０．３８ｍ

南東辺溝（調査地外のため未検出）
溝幅　０．８５～１．１５ｍ南西辺溝（ＳＤ１４４）
検出長　５．００ｍ以上
深さ　０．３５ｍ
溝幅　０．８０～１．１５ｍ北西辺溝（ＳＤ１４３）
検出長　２．９０ｍ以上
深さ　０．４０ｍ
主体部　不明
Ｎ－１２°－Ｗ

長軸　北東－南西　約９．５０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１６６
弥生

短軸　北西－南東　約９．００ｍ
北東辺溝（ＳＸ６５４１６１西辺溝と兼用）

溝幅　１．３０～１．７０ｍ南東辺溝－東（ＳＤ８２）
検出長　２．６５ｍ
深さ　不明
溝幅　０．９０～１．２０ｍ南東辺溝－西（ＳＤ１１７）
検出長　２．０５ｍ
深さ　不明
溝幅　１．７０ｍ南西辺溝（ＳＤ８１）
検出長　約５．００ｍ
深さ　不明
溝幅　０．５０～０．７５ｍ北西辺溝（ＳＤ０５）
検出長　約５．００ｍ
深さ　０．２９～０．４２ｍ
主体部　不明
Ｎ－１０°－Ｅ

長軸　北－南　６．７０ｍ方形周溝墓
ＳＸ６５４１７２
弥生

短軸　東－西　５．３０ｍ
溝幅　不明北辺溝（ＳＤ８６）
検出長　２．７０ｍ以上
深さ　０．０３ｍ

東辺溝（ＳＤ１０６）（北端西肩のみ検出）
溝幅　１．７０ｍ南辺溝（ＳＤ１０４）
検出長　２．５０ｍ以上
深さ　０．１２ｍ
溝幅　１．４０ｍ西辺溝（ＳＤ１０７）
検出長　１．００ｍ以上
深さ　０．４２ｍ



た状況で、土器棺墓や土壙墓とは考えられない。

土坑ＳＫ１１７（第１１２図）　幅約１ｍ、長さ約１．２５ｍの長方形土坑で、深さ約０．４ｍを測る。当土

坑西辺は、土坑ＳＫ１０９とほとんど接する配置にあり、設置時期にも大きな差は見られない。南

西隅は、近代井戸により削られている。遺物は、凹線文出現以前の弥生土器で、埋土第２層から

多く出土した。特に、ミニチュア土器や勾玉形土製品が出土したことは特徴的である。出土状況

は、投げ捨てたように破片が散乱しており、土器棺墓や土壙墓とは考えられない。また、特徴的

な遺物から考えられる祭祀との関連も、直接的に関わるものとは思われない。

土坑ＳＫ９５　幅約１ｍ、長さ１．２ｍ以上、深さ約０．２ｍの土坑で、東部は撹乱を受けているが、

長方形土坑と考えられる。遺物は、無頸壺破片が１点だけ出土した。出土状況は、内面を上方に

してほぼ水平であった。この土器から、畿内第Ⅳ様式段階の所産と考えられる。

土坑ＳＫ２３　幅０．９ｍ、長さ１．４ｍ、深さ０．３ｍの長方形土坑で、小型甕が出土した。畿内第Ⅲ

～Ⅳ様式段階と考えられる。

落ち込みＳＸ６２（第１１４図）　幅約０．８ｍ、長さ約１．３ｍ、深さ約０．３ｍの楕円形な落ち込みであ

る。埋土は２層からなり、遺物は第１層下位の分層面近くに多かった。西半は、撹乱坑により大

きく壊されていた。遺物は、畿内第Ⅳ様式の壺と壺用蓋や甕が、破片となって散乱した状況で出

土した。出土状況から、土器棺墓とは考えられない。

土坑ＳＫ２０３　直径約０．８ｍの円形土坑で、深さ約０．３ｍを測る。出土土器から、畿内第Ⅳ様式

段階の所産と考えられる。

　（６）　遺構配置と神足弥生ムラ

検出遺構の配置　当調査で検出した遺構は方形周溝墓、竪穴住居、土坑、溝、柱穴などである。

このうち、柱穴を除いた遺構について大まかに報告した。弥生時代の柱穴と明言できるものも幾

つかあるが、当調査で検出した非常に多くの柱穴の中から、弥生時代のものだけ抽出する作業は

困難を極め、本報告ではなしえなかった。ここでは、他の遺構群について、所属時期や遺構配置

などを、整理しておく。

　まず、遺構配置について概観してみる。当調査では、北部で方形周溝墓が密集し、南部では竪

穴住居の密度が多くなる傾向が指摘できる。この配置状況から、北部を墓域、南部を居住域とす

ることができる。今まで、神足遺跡の弥生集落中心部は、ＪＲ長岡京駅から南東に広がっている

と考えていた。しかし、今回の調査域南部で検出した居住域と、今まで居住域と考えてきた地域

を分離する位置から、方形周溝墓群を検出したことにより、居住域がＡ・Ｂの２地域に分かれて

いると考えることができるようになった（第１１５図）。

　次に墓域に着目してみる。

　方形周溝墓は、北西－南東方向の溝ＳＤ８７・０２・４７８を境に、北側は溝ＳＤ７１・５５・４１を除い

て弥生土器の凹線文出現以前の構築であり、南に構築された方形周溝墓は全て凹線文出現後であ

る。溝ＳＤ４７８の北西延長上には、右京第７４２次調査で検出されたＳＸ０３があり、これと繋がって

さらに北西にのびる可能性がある。さらに４０ｍ北西での右京第７０５次調査では、その痕跡を認め
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ることはできず、この間で終わるか屈曲していると考えられる。いずれにしろ、溝ＳＤ４７８は２

時期の方形周溝墓群を分離する位置にあり、重要な役割を担っていたものと考えられる。この溝

の存在から、凹線文出現後の方形周溝墓構築に際して、以前の墓域が明らかに意識されているこ

とがうかがえる。

　ここで、両時期の方形周溝墓配置に見いだせる法則性をあげておきたい。凹線文出現以前の方

形周溝墓群内で、利用されることはあっても、壊されることの無かった溝がある。区画溝として

報告した溝群（ＳＤ０５とＳＤ６４・６５およびＳＤ７２）である。方形周溝墓は、これらの溝群の一部

を共有するように築かれたものが多い。方形周溝墓ＳＸ１６６・１６１や溝ＳＤ７２から西にのびる溝群

により区画された方形周溝墓群がそうである。また、その方形周溝墓の１辺を共有して築かれた

もの（ＳＸ１６２・１６６）もある。さらに、区画溝を共有せず、接するように築かれたもの（ＳＸ

６２・１６９）もある。これらはいずれも、当然のごとく、区画溝群と類似する方向に築かれること

になる。このように、区画溝が方形周溝墓構築の際に大きな影響を及ぼしている。ところが、区

画溝の一つ溝ＳＤ７２が途切れるあたりでは、方形周溝墓の構築方向に大きな差をもっている。先

程述べた２時期を分ける溝ＳＤ４７８の方向に沿うもの（溝ＳＤ７２の南端西側に想定されるものや、

ＳＸ１６３・１３５・１７３など）が多くなっている。このような配置の法則性から、区画溝群の設置、

区画溝と類似する方向の方形周溝墓の構築、区画外（南方）への墓域拡幅という順での推移を想

定してよいのではないかと思われる。そして凹線文出現以後、さらに墓域が拡大し、溝ＳＤ４７８

以南に広がることになったと解せる。この段階の方形周溝墓群は、北で東に向くものと、北で西

に向くものがあり、統一性がない（方形周溝墓ＳＸ５０２・５０３）。ところが、周辺での右京第６０６・

６６４・７２４次調査では、ほぼ南北の方向に築かれたものだけである。さらに、その地域の方形周溝

墓は、東西方向の溝（北辺溝と南辺溝）が、南北方向の溝（西辺溝と東辺溝）に比して非常に細

かったり、浅いかまたは検出できなかったものが多いという共通性をもつ。これらと方形周溝墓

ＳＸ５０２・５０３との違いを時期差と考え、北に対して振れをもつ２基は、ほぼ南北に向く他の多く

の方形周溝墓群への、短期的な移行期と理解した。

　次に、竪穴住居の形態と特質や配置状況について考えてみる。

　まず形態であるが、竪穴住居は円形と隅円方形に分けて報告した。このようなあり方は、右京

第２７９次調査でも報告している。その報告段階では、隅円方形と方形を含めて、方形竪穴住居と

した。本報告では、大意はないが、両者を隅円方形に含めた。当調査で検出した隅円方形住居の

うち、竪穴住居ＳＨ１０６・２１０の２棟は中央炉が皿状に浅い焼土面として残り、深い掘り込みがな

い。これは、右京第２７９次調査検出の方形住居のうち、特殊性を指摘した住居群と共通する。特

に、竪穴住居ＳＨ２１０は一辺に沿って長い掘り込みが見られ、２本主柱穴であることなどは、右

京第２７９次調査で検出した竪穴住居ＳＨ１６４１などに酷似している。右京第２７９次調査の報告の際、

これを玉造関係を含めた石器石製品生産などと結びつけた。本調査でも、紅簾片岩製石鋸が出土

しているが、これを積極的に裏付ける（あるいは否定する）ことはできなかった。

　では、竪穴住居の配置はどうであろうか。隅円方形や円形の両竪穴住居とも、墓域とした範囲
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内にも散見できる。このうち、方形周溝墓との前後関係が明らかになったものは、竪穴住居ＳＨ

７４と竪穴住居ＳＨ１３９であり、前者は方形周溝墓より古く、後者は新しい。重なり合うが、前後

関係が不明なものには、竪穴住居ＳＨ１４４がある。住居の方が古いと考えるのが合理的であろう。

このように、墓域内で検出した住居のほとんどは、一時期の居住域を示すものであり、居住域か

ら墓域へ、そして再び居住域への変遷がたどれる。

　理解に苦しむのは、竪穴住居ＳＨ１３９の存在である。住居内埋土出土遺物が周辺の方形周溝墓

と大差ない点、近い時期の住居と考えるのが一般的な判断である。しかし、墓域としての認識が

ある間に住居を構えたとは考えにくい。その時期をいつに求めるか。隅円方形平面であること、

造り付けカマドをもたないことなどから、弥生時代から庄内期と考えざるを得ない。今の段階で

は、凹線文出現以後としておきたい。ちなみに、当調査では、畿内第Ⅴ様式から庄内・布留式段

階までの遺物は１点も出土していない。

　墓域内にあるもう一つの竪穴住居ＳＨ１４８は、方形周溝墓との重なりが明らかでなく、空閑地

に併存して機能していた可能性も考えられる。このような状況で検出された住居は右京第２８次調

査にもあるが、併存か時期差を認めるかの判断はできなかった。方形周溝墓に隣接して重なるこ

となく検出した住居が今回で２例目であることから、偶然の産物と片づけがたく、併存した可能

性を重視したい。その存在意義を、一般住居とは異なる墓を意識した施設に求めたい。

　方形周溝墓群と重ならない地域で検出した住居は、残存状況が悪く、時期を決めがたいものが

多い。その中で、竪穴住居ＳＨ８８と竪穴住居ＳＨ６９は、いずれも凹線文出現以後である。このよ

うに、住居での居住期の割り出しは非常に困難で、凹線文出現以後であることが確実としか言え

ない。そこで、土器などを投棄したと考えられる土坑に着目すると、土坑ＳＫ１０９などは明らか

に凹線文出現以前であることがわかる。

　土坑や住居の配置を時期別に見ると、生活に関わる古相の遺構群が北半部にあり、方形周溝墓

群が南に進出すると同時に、住居や土坑などが南に分布域を変える状況が指摘できる。このよう

に当調査地は、方形周溝墓に先行した居住域が北部に見られ、墓域の広がりと共に居住域を南に

移した、弥生時代中期の長期間居住地であったことがわかる。

神足弥生ムラの墓域と居住域　さて、今回の調査により、神足弥生集落の居住域を２地域に分

けたことについて触れておきたい。そのために、今までの調査成果について、墓に関係する遺構

群の配置と、居住に関わる遺構群の配置について概観する（付表－２５）。

　まず墓に関係する遺構群を見る。すなわち、方形周溝墓、土壙墓、土器棺墓等の遺構がこれに

当たる。現在までに、方形周溝墓１０８基以上、土壙墓１４基以上、土器棺墓４基以上が知られてい

る。第１１５図の北東から南を経て西への順に概観すると、４２はⅣ期前後（以下畿内第○様式を○

期と読み替える）、３５はⅣ期、５９はⅡ～Ⅲ期、３２はⅡ期頃、３はⅡ～Ⅲ期、２２はⅡ期頃、４１はⅡ

期頃、６はⅡ期頃、４はⅣ期、１はⅡ期が３基とⅡ～Ⅲ期が３基、２８はⅢ～Ⅳ期か？、８はⅢ期、

３１はⅣ期、３３はⅣ期、２９はⅣ期、３４はⅣ期、５８はⅣ期、３０はⅡ期頃と考えられる。これらから時

期別に配置関係を見ると、２０・１８・１４周辺部を中心に、外に向かって新しくなる様相がわかり、
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遺跡の北部域と南部域にⅣ期が多くなる。また、今回の調査地以西では、５４はⅡ期からⅢ期に南

下してⅣ期に至り、西進して４６・５５ではⅣ期が多くなる。このように、墓域は、核となる居住区

近くから外に向かって広がる傾向が読みとれる。そして、決して墓域に使われなかった地域が２

箇所にある。

　次に、住居に関わる遺構群について考えてみる。２０と１８は、最も竪穴住居の検出密度が高い地

域で、Ⅱ期からⅣ期までの重なりが見られる。竪穴住居の時期がわかるものはⅣ期が多いが、土

器などを投げ捨てたと考えられる土坑はⅡ期からⅢ期まであり、竪穴住居もかなりの建て替えや

横ズレ移動が見られる。このことから、長期に渡る中心的居住域といえる。１４はⅣ期の存在が明

らかであるが、遺物未整理のため詳細は保留としておく。４はⅣ期、２５はⅡ期がある。４は方形

周溝墓と併存の可能性がある。１は、時期不明の無数の柱穴が検出されており、方形周溝墓と居

住関連遺構との重なりも、不確定要素として注意しておく必要がある。また、遺物からは、大量

の石器や石製品およびその生産を裏付ける�片類などが出土したこと、一般的な方形周溝墓の場

合、周溝出土土器は供献土器を主とするのに対し、異常に多い土器の出土量であったことなども

居住域への進出を暗示させる。１１は、方形周溝墓構築以前と考えられる竪穴住居が検出されてい

る。以上のことから、２０付近は、大きな移動をすることなく、長期間居住していた地域といえる。

このことは、今回の調査で明らかになった居住域とは大きな差である。また１や１１などでは、居

住域から墓域への移行が察せられ、当調査区北部のあり方と類似する。

　総合的に、遺構配置を振り返る。墓域については、２箇所の限られた部分を核に、時期を経る

ごとに外への拡大が見られた。その時期はⅡ期から始まりⅣ期で集結する。また、２箇所の核と

なる地域は、集落の終焉まで一度も墓域に含まれることはなかった。居住域については、当初か

ら終焉までほとんど移動しなかった地域（居住域Ａ）と、墓域の拡大により移動を余儀なくされ

た地域があった。後者の内、最後まで墓域とならなかった地域がある（居住域Ｂ）。これが、居

住域を２箇所に設定した所以である。

　居住域Ａは、弥生時代中期を通して、常に神足弥生ムラの中核的存在であったと考えられる。

それは、粘板岩石器生産関連遺物の大量出土やサヌカイト�片の集積などに見られる石器生産、

玉造関連遺物の出土、おびただしい竪穴住居の建て替え跡、高床倉庫と考えられる掘立柱建物の

存在などからも裏付けられる。

　では、居住域Ｂは、どのように位置付けられるのか。居住域Ａとは、３０・５８の方形周溝墓群に

より隔てられている。そして、北からの墓域の拡大により南に移動している。このことから、居

住域Ａを確保するために分かれて生まれた居住域と位置付けたい。そして、それが当調査域でな

ければならなかった理由は、この地域の南西部が、まだ墓域になっていなかったからではないか

と考えられる。南西部での調査例がないため、今後の調査を待って再検討したい。�
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８　縄文時代の遺構

　縄文時代の遺構には、土坑がある。検出位置は、右京第６３０次調査の南部域だけである（第１７

図）。他に、遺物の出土を見なかった半月形・三日月形や、リング状の輪郭を示すもの等がある。

土坑ＳＸ６２　直径約１ｍの円形土坑である。深さ約０．６ｍを測る。埋土は黒色シルト１層で

あった。出土遺物は、石匙１点のみである。当初、当遺構を削り込んだ平安時代の土坑を掘削中

に、その遺構の壁面から出土した。平安時代の土坑も黒色土が埋土であり、当遺構埋土との差は

ほとんど無く、部分的に掘りすぎたために明らかになった。遺構埋土は、周辺部の地山層とした

黄色シルトに徐々に変色しているため、輪郭や遺構壁面・底面の境は非常に不明瞭であった。

土坑ＳＫ２０９（図版３２）　東西約３ｍ、南北約１ｍ、深さ約０．６ｍの半月形土坑で、南西－北東

方向に長い。埋土からは、サヌカイト�片７点だけが出土した。埋土は黒色シルト１層であった。

検出面の輪郭や、遺構壁面、底面などでは、次第に色調が変化し、地山とした黄色シルトとの境

が非常に不明瞭で、土質も地山と酷似していた。また遺構壁面や底面は、凹凸が激しく、整った

形になっていなかった。このため、当初遺構としての認識は薄く、何らかの自然作用によるもの

と考えていた。しかし、サヌカイト�片が出土したため、土坑として捉えた。土器は全く出土し

なかった。このため、時代・時期を決めかねたが、先に見たように弥生時代の遺構とはあり方が

まるで違うこと、サヌカイトの風化度が弥生時代のものに比べてわずかに進んでいるように見受

けられることから、縄文時代とした。

土坑ＳＫ６０７　幅約０．３ｍ、長さ約１ｍ、深さ約０．２ｍの、北西－南東方向に長い楕円形土坑で

ある。埋土は黒色シルト１層で、輪郭部は周辺部地山層にとけ込むように次第に変色していたた

め、明瞭な形状での検出ではなかった。

その他の遺構　これらの他、半月形・三日月形やリング状をなす黒色シルト層の輪郭がある。

半月形・三日月形のものは、ほとんどが南西－北東方向またはそれに直交する方向に長く、また、

配置状況も同方向に並んでいるように看取できる。一見、人工的な遺構と思われるが、何か法則

性のある自然作用による可能性もある。この現象の理由はよくわからなかった。いずれも無遺物

であったが、縄文時代の各遺構に状況が非常に酷似していた。埋土の土質・色調などの状況や形

態、諸特徴が土坑ＳＫ２０９に酷似しているため、ここに掲載した。図示していないが、付図の第

１６６図や図版４などを参照してほしい。
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第３章　出土遺物

１　近代の遺物

　近代の遺物（第１１６図、図版３５�）は、井戸、溝、土

坑、柱穴などから出土した。その多くは、桟瓦や陶磁器

類で、少量の土製品・金属製品・石造物などもある。

　井戸出土遺物には、井戸側に使用された瓦や陶磁器な

どがある。瓦は２種類あり、大型品は上弦幅２５㎝、弧深

２．０㎝、下弦幅２４㎝、厚さ３．８㎝、全長３０㎝で、凸面側に

楔形圧痕が綾杉状に配置され、滑り止めとしている。小

型品は上弦幅２５．２㎝、弧深２．０㎝、下弦幅２７．２㎝、厚さ３．２㎝、全長２９㎝で、大型品同様凸面に滑

り止め楔形圧痕が刻まれている。綾杉状に配置された凸面側の滑り止め楔形圧痕は、大型品の場

合、１列４個を３列並べて綾杉状に配置しているのに対し、小型品の場合、１列７個の細かい楔

形を５列並べて綾杉状に配置している。

　柱穴出土煉瓦は、柱穴底に置かれたもので、長さ２２．６㎝、幅１０．５㎝、厚さ５．８㎝を測る。

　土坑出土の特筆すべき遺物として、土坑ＳＸ１３３と土坑ＳＸ５１３から出土した土製品や、ＳＸ

２９２出土一括遺物などがある。

　土坑ＳＸ１３３から出土した御輿（６１５）は、底面中央に直径０．３㎝、深さ３㎝の細い穴がみられ

る。遊具としてつくられた伏見人形かとおもわれる。

　土坑ＳＸ２９２出土遺物には、土瓶（１）・蓋（６１２）・碗（６１３）・水滴（６１４）の他、石製品や瓦

などがある。１は益子焼の土瓶と思われるもので、底部には「岡本常」の墨書がある。使用者の

個人名か屋号を記したものと考えられる。この土瓶と類似した装飾をもつ蓋（６１１）は、土坑Ｓ

Ｘ３２１などから出土している。６１２は唐津焼の蓋と思われ、つまみに亀の装飾がある。６１３は染付

碗で、２対の装飾が施されている。６１４は貫入の多い京焼系と思われる水滴である。石製品には、

五輪塔地輪部や、石碑の破片と考えられるものがある。前者は幅２２

㎝、厚さ２１．３㎝、高さ１５．５㎝前後の花崗岩製で、上面が滑らかな凸

面に仕上げられている。後者は、幅１８㎝、厚さ約１０㎝、高さ約２２３

㎝の残存で、頂部は荒れた凸面になっている。�岩製と思われる。

道標や墓碑・供養碑などが考えられよう。

　土坑ＳＸ５１３出土の土鈴（６１６）は、伏見稲荷参拝土産と考えられ

る。伏見人形の土鈴は、大正から昭和に大ブームとなったらしい。

このころの所産かと思われる。�

１

第１１６図　落ち込みＳＸ２９２
出土遺物実測図（１�４）

付表－２６　近代遺物計測表

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径４．７×器高（１．３）陶 器 蓋６１１ＳＸ３２１

口径５．２×器高６．０陶器土瓶１ＳＸ２９２

口径１１．７×器高２．８陶 器 蓋６１２

口径８．７×器高４．２磁 器 碗６１３

幅５．７長さ８．４高さ３．１陶器水滴６１４

幅２．１長さ２．２高さ３．８御 輿６１５ＳＸ１３３

最大径２．８×高さ４．４土 鈴６１６ＳＸ５１３



２　江戸時代の遺物

　近世の遺物（第１１７図、図版３５�・３６）は、堀、溝、

土坑、柱穴、井戸などから出土した。

　出土遺物には、土師器・陶磁器・平瓦等がある。土師

器皿の形態分類は、『長岡京市文化財調査報告書』第１７

冊「長岡京跡右京第１６３次調査概要」に準じた。

溝ＳＤ０８出土遺物　土師器皿や土師器鉢（６１８）など

がある。土師器皿は、Ｈ形態で、橙灰色に硬く焼かれて

いるものがある。土師器鉢は、三足の低い脚をもつもの

で、口縁部は内湾し、端部はまるく処理している。

堀ＳＤ２９出土遺物　土師器の皿や鍋、陶磁器の碗や皿

等がある。土師器皿には、Ａ形態の２、Ｈ形態の３～８

がある。Ｈ形態には、法量により、口径１０㎝以下の３～

７と口径１１㎝前後の８がある。いずれも橙灰色に硬く焼

かれ、赤色粒子が目立つものもある。土師器鍋（１４・

１５）は、橙灰色に硬く焼き上がってもので、外面に煤が

付着している。陶器碗には、瀬戸天目茶碗など（９・

１２・６２４）のほか唐津碗（１１）がある。６２４の腰露体部に

は鉄釉が施されている。陶器皿には、口縁端部に鉄釉を施した唐津皿と思われる小片（６１９）が

ある。磁器には、青磁碗（６２０～６２２）・白磁皿（１０）・染付皿（１３・６２３）がある。これらの遺物

は、６区を中心に出土したもので、一括性が高いが、輸入青磁類は、古い型式が混じる。

土坑ＳＫ９４出土遺物　陶磁器や土師器皿などがある。陶器には、瀬戸天目茶碗（６２６）、唐津折

縁皿（６２５）等の食器類の他、擂鉢（６２７）がある。

土坑ＳＫ１１２出土遺物　土師器皿（６２８）や唐津折縁皿（６２９）などがある。土師器皿は、Ａ形

態で、口縁端部に煤が付着している。灯火器としての使用が考えられる。�
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第１１７図　溝ＳＤ２９出土遺物実測図（１�４）

付表－２７　江戸時代土器計測表

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１０．８×器高２．２土師器皿６１７ＳＤ０８

口径１２．４×器高６．６土師器鉢６１８

口径７．６×器高１．９土師器皿２ＳＤ２９

口径９．２×器高２．２土師器皿３

口径９．４×器高１．９土師器皿４

口径９．９×器高２．２土師器皿５

口径９．６×器高１．９土師器皿６

口径９．６×器高２．１土師器皿７

口径１１．２×器高２．１土師器皿８

口径１１．６×器高（４．２）陶 器 碗９

器高（２．２）×底径６．０磁 器 皿１０

器高（２．８）×底径５．０陶 器 碗１１

器高（３．６）×底径４．７陶 器 碗１２

器高（１．７）×底径５．２磁 器 皿１３

口径２８．０×器高（６．８）土師器鍋１４

口径２９．０×器高（６．３）土師器鍋１５

口縁端鉄釉小片陶 器 皿６１９

口縁小片青 磁 碗６２０

口縁小片青 磁 碗６２１

体部片青 磁 碗６２２

体部片染 付 皿６２３

天目茶碗体部片陶 器 碗６２４

口径１２×器高２．４陶 器 皿６２５ＳＫ９４

口径１０．４×器高７陶 器 碗６２６

口径３６．３×器高１４．６陶器擂鉢６２７

口径９．８×器高２土師器皿６２８ＳＫ１１２

口径１３．４×器高３．７陶 器 皿６２９



３　鎌倉・平安時代の遺物

　鎌倉・平安時代の遺物には、土師器、須恵器、黒色土器、瓦器、緑釉陶器等がある（第１１８～

１２０図、図版３７）。土師器皿の分類は、近世同様、「長岡京跡右京第１６３次調査概要」に準じた。

　（１）　鎌倉時代の遺物

土坑ＳＸ５３出土遺物　土師器皿や瓦器椀などがある。ほとんどが細片で、１３～１４世紀代の土師

器皿や瓦器椀であるが、１６は土師器皿Ｉ形態で、１５世紀代にまで新しくなる。

土坑ＳＫ１３１出土遺物　土師器皿や瓦器椀がある。１８の瓦器椀は、内面の残存状況が悪く、ヘ

ラミガキを観察できないが、本来粗いミガキがあったものと考えられる。

土坑ＳＸ２８７出土遺物　瓦器椀などが出土した。２８は、口縁端部の内面側に沈線を巡らすもの

で、内面と口縁部外面にヘラミガキが施されている。

土坑ＳＫ３５３出土遺物　土師器皿・羽釜や瓦器椀・羽釜、骨などがある。３１～３３・６３１は、土師

器皿Ｇ形態で、法量がそろっている。２９・３０の瓦器椀は、内面のヘラミガキが非常に粗いもので、

口縁端部はまるく処理して

いる。瓦器羽釜には小型品

（３４・６３３）と大型品（６３２）

がある。土師器羽釜（３５）

は砂粒の多い胎土で、黄橙

色に焼き上がっている。口

径は、瓦器羽釜の大型品に

類似する。骨残片

（６３４）は、もろく、

残存状況が悪い。鑑

定はしていないが、

人骨片と思われる。

おそらく土葬骨の残

片ではないかと思わ

れる。

　土坑ＳＸ５３１出土

遺物　瓦器椀（２７）

などがある。２７は口

縁部をまるく処理し

た、浅い器形で、ヘ

ラミガキは内面にの

み粗く施している。
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溝ＳＤ１３８出土遺物　土師器皿や瓦器椀などが出土

した。１７の瓦器椀は、ヘラミガキを内面にのみ非常に

粗く施したもので、法量が小さい。器壁は薄く、口縁

端部はまるく処理している。

掘立柱建物ＳＢ１２５出土遺物　当建物のＰ４からは

土師器皿（２１～２４）と瓦器椀（１９）が、Ｐ７からは瓦

器椀（２０）が出土した。土師器皿はＧ形態（２１～２３）

とＡ形態（２４）がある。瓦器椀は、いずれも口縁端部

を尖り気味にまるく処理している。ヘラミガキは、内

面にのみ粗く施している。

掘立柱建物ＳＢ５４０出土遺物　当建物のＰ５とＰ１９

から、瓦器椀が出土した。Ｐ５から出土した２６と、Ｐ

１９から出土した２５は、共に内面にのみヘラミガキを施

すもので、２５の口縁端部内面には沈線が巡る。

その他の遺構出土遺物　これらの他、陶磁器などが

少量出土した遺構もある。陶磁器のほとんどは輸入磁

器類であるが、出土量が調査面積に比して極端に少ない。これは、当調査区の象徴的特徴といえ

る。また特徴ある形態の土師器小型壺も、少量出土した。溝ＳＤ５３４から出土した土師器小型壺

（６３５）は、口縁部を僅かに立ち上げている。また江戸時代の溝ＳＤ１０から出土した土師器小型壺

（６３０）は、口縁部を立ち上げない形態である。

　鎌倉時代を中心とした中世遺構出土遺物は、他にもかなりあるが、ここに報告した遺物から１３

世紀から１４世紀前半を中心とした遺跡であることが察せられる。これらの遺物から、主な遺構の

変遷を古いものから列記すると、土坑ＳＫ２８７・掘立柱建物ＳＢ４５０→土坑ＳＸ５３１・土坑ＳＫ

３５３・掘立柱建物ＳＢ１２５→溝ＳＤ１３８・土坑ＳＫ１３１とすることができ、３期の変遷が考えられる。

このような変遷から、今回検出した遺構群が、決して一時期の遺構群でないこと、すなわち一時

期の集落遺跡として捉えられないことが明らかになった。一方で、一時期の遺構群として注目す

べき内容も明らかになった。当調査区全体の遺構配置から見ると、時期ごとの主要遺構密度が、

当調査地の東から西に移り変わっている状況が読みとれる。また細部について見ると、建物ＳＢ

４５０とその南で検出した土坑ＳＸ２８７が、同時期の可能性が高く、両者の配置関係から、建物に伴

う関連施設として捉えられる。また掘立柱建物ＳＢ１２５と墓と思われる土坑ＳＫ３５３が同時期の可

能性が高く、この２者の距離が約７．５ｍしか離れていないことは興味深い。このように、出土遺

物を物差しとして遺構を見た場合、調査区内での時期差による遺構密度の地区移動や、性格の異

なる遺構の組み合わせなどを捉えることができた。しかし、出土遺物が少なく、時期決定できな

かった遺構や、遺物整理ができなかった遺構などもあり、今回の調査資料を振り返る機会があれ

ば、神足中世集落の実像にせまる貴重な成果が得られよう。
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付表－２８　鎌倉時代土器計測表

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径２．２×器高２．１土師器小型壺６３０ＳＤ１０

口径５．８×器高１．８土 師 器 皿１６ＳＸ５３

口径１１．８×器高２．８瓦 器 椀１９ＳＢ１２５�Ｐ４

口径７．４×器高１．０土 師 器 皿２１

口径８．８×器高１．０土 師 器 皿２２

口径８．８×器高１．０土 師 器 皿２３

口径９．０×器高１．７土 師 器 皿２４

口径１１．８×器高４．４瓦 器 椀２０ＳＢ１２５�Ｐ７

口径１３．２×器高（４．６）瓦 器 椀１８ＳＫ１３１

口径１１．６×器高（３．３）瓦 器 椀１７ＳＤ１３８

口径１４．２×器高４．８瓦 器 椀２８ＳＸ２８７

口径１１．６×器高（３．３）瓦 器 椀２９ＳＫ３５３

口径１３．６×器高４．３瓦 器 椀３０

口径７．６×器高１．１土 師 器 皿３１

口径７．８×器高１．１土 師 器 皿３２

口径７．９×器高１．３土 師 器 皿３３

口径７．４×器高１．０土 師 器 皿６３１

口径２２．０×器高（４．８）瓦 器 羽 釜３４

口径３３．４×器高（８．４）土師器羽釜３５

口径３３×器高（５．２）瓦 器 羽 釜６３２

口径２５．３×器高（４．３）瓦 器 羽 釜６３３

長さ（４）幅２．５厚さ１．３骨６３４

口径１４．０×器高（３．９）瓦 器 椀２７ＳＸ５３１

口径２．２×器高３．２土師器小型壺６３５ＳＤ５３４

口径１４．９×器高４．６瓦 器 椀２６ＳＢ５４０�Ｐ５

口径１４．４×器高（４．２）瓦 器 椀２５ＳＢ５４０�Ｐ１９



　（２）　平安時代の遺物

溝ＳＤ４９９出土遺物　黒色土器Ｂ類椀（３６・３７）などがある。３６は、まるく処理した口縁端部

の内面に沈線を巡らす。内外面には緻密なヘラミガキが施されている。３７は、低い高台を貼り付

けた底部片で、内面見込みのヘラミガキは、斜格子目状に施されている。

土坑ＳＸ１６７出土遺物　黒色土器Ｂ類椀（３８・３９）などがある。３８は、まるく処理した口縁端

部の内面に沈線を巡らすもので、内外面とも緻密なヘラミガキを施している。３９は低い高台を貼

り付けたもので、内面見込みのヘラミガキは、乱れた螺旋状に施している。

土坑ＳＫ２７９出土遺物　球形に近い体部をもつ土師器甕（４１）が出土した。灰白色に硬く焼き

上がっている。胎土には、石英・長石・白雲母などの細砂粒が多く含まれ、砂質感がある。体部

高の約１�３の高さまでの外面にはロクロヘラケズリが見られ、底部の調整として、器体を固定し

た状態でのヘラケズリを施している。これより上部はロクロナデと思われる。底部は、僅かに平

底となっている。器壁は、体部最大径の位置が最も薄く、底部は厚くなっている。外面には煤が

薄く付着している。ここでは、平安時代の遺物として報告するが、当地域に見られないものであ

り、東日本地域からの搬入品とも考えられ、長岡京期の可能性も捨てきれない。

その他の遺構出土遺物　以上の他にも、未整理遺物があるが、出土量は多くない。特殊なもの

には、土坑ＳＸ２７０出土土製品（４０）がある。イヌかウマをあしらった動物形土製品と考えられ

る。顔、尻尾、脚を欠き、造形対象の詮索を困難にしている。平安時代の土馬か、中世から近世

のイヌ形土製品かわからない。胎土は緻密な粘土を用いており、中・近世の土製品に通じる。破

損部の断面心部は、黒斑状に黒色化している。
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第１２０図　平安時代出土遺物実測図（１�４）

付表－２９　平安時代遺物計測表

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１５．４×器高（５．０）黒色土器椀３８ＳＸ１６７

器高（２．５）×底径５．６黒色土器椀３９

器高（９．９）×体部径１３．１土 師 器 甕４１ＳＫ２７９

口径１５．２×器高（３．９）黒色土器椀３６ＳＤ４９９

器高（１．３）×底径５．２黒色土器椀３７

椀体部片　硬質緑 釉 陶 器６３６ＳＸ５２３

糸切り貼り付け高台　軟質緑 釉 陶 器６３７６Ｇ区

長さ５．４×高さ（２．９）動物形土製品４０ＳＸ２７０



４　長岡京期の遺物

　長岡京期の遺物は主に前期の小溝群から出土しており、後期では土坑・落ち込みを中心に出土

が見られる。建物群からは遺構の性格上ほとんど遺物は見られない。出土した遺物は前期・後期

ともに平城宮土器型式Ⅵ、平安京土器編年Ⅰ期中段階に収まるもので、第２章検出遺構でも述べ

たごとく、前期・後期の区分は小溝と小形建物の切り合いが前提となっており、遺物から時期差

を求めることは困難な状況である。なお全ての遺物について記述することができないため、主な

遺構を中心に述べて行きたい。他の遺構出土遺物に関しては付表、図版を参照願いたい。

溝ＳＤ３４６出土遺物（第１２１・１２２図、図版３８�）　図示したものには土師器杯Ａ（４２～４４）、皿

Ａ（４８～５１）、椀Ａ（４５～４７）、甕（５２・５３）、須恵器杯Ｂ（５５）、蓋（５４）、製塩土器（５９～７５）

がある。この他に土師器甕、須恵器鉢・壺・甕などが出土している（付表－４１）。

　土師器の杯Ａはいずれも口縁部内外面をヨコナデし、４２は底部をヘラケズリするｂ手法で、

４３・４４は不調整である。

　皿Ａはいずれも外面をヘラケズリするｃ手法であるが、５０はヘラケズリが口縁端部まで及ばな

いものである。また４９・５１は底部外面に線刻を施している。線刻土器は他に器形の不明なもの

（５６～５８・８０３）があり、１個所の遺構としては出土比率が高い。

　椀Ａ（４５）は内面及び口縁端部をヨコナデし、底部外面は不調整、４６・４７は外面に粗いヘラミ

ガキを施すものである。皿Ａは一般的なｃ手法が多いが、杯Ａ・椀Ａに関してはｃ手法のものは

図化できなかった。

　甕には口径２１．６㎝で頸部が強いヨコナデにより凹むもの（５２）と、口径３２．６㎝で肩の張らない

大形のもの（５３）がある。５２は口縁端部が上方に突出し、口縁部内外面を横方向のハケメ、体部

は斜方向のハケメで調整する。５３は口縁端部がわずかに突出し、外傾する平坦面を持つ。口縁部

内外面横方向のハケメを施す。

　須恵器は非常に少量で、破片数による比率では土師器９５．４％（総破片数３６４）に対し４．６％（同

１８）となる（付表－４０）。図示できたのは杯Ｂ（５５）、杯蓋（５４）のみである。

　製塩土器は当遺構を特徴づける遺物である。溝ＳＤ３４６からは遺物総破片数２３８７点出土してい

るが、その内の２００５点が製塩土器で、実に８４％が製塩土器で占められる（付表－４０）。製塩土器

は破片ばかりであるが、かなりの部分が復元が可能であり、口縁から底部にかけて復元すること

ができる個体（７２）もある。これはこの場所で塩を取り出し、その破片を投棄したことを示すも

のとみられ、非常に珍しい出土状況といえる。周辺に見られるカマドや焼土坑が関連する可能性

も指摘できる。ただそれがすぐさま消費に供されたものか、あるいは別の容器に移されたものか

は不明である。調査地全体でもかなりの数の製塩土器の出土が確認されており、少なくとも大量

に当地に集積されていたのは事実であろう。製塩土器は器形・成形技法・調整手法などからＡ～

Ｄの４類に分類でき、胎土からさらに細分される（付表－３１）。

　Ａ類は口径が１３～１７㎝、口縁部が内湾気味に外上方に大きく開くもので、端部を内側に折り曲
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付表－３０　溝ＳＤ３４６出土遺物計測表
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第１２１図　溝ＳＤ３４６出土遺物実測図－１（１�４）

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１６．６×器高３．６土師器杯Ａ４２ＳＤ３４６

口径１７．４×器高３．９土師器杯Ａ４３

口径１８．０×器高４．３土師器杯Ａ４４

口径１１．３×器高３．２土師器椀Ａ４５

口径１２．８×器高３．５土師器椀Ａ４６

口径１２．９×器高３．５土師器椀Ａ４７

口径１６．３×器高２．８土師器皿Ａ４８

口径１５．９×器高２．９土師器皿Ａ４９

口径１６．９×器高２．７土師器皿Ａ５０

口径１６．４×器高３．１土師器皿Ａ５１

口径２１．６×器高（９．４）土師器甕Ａ５２

口径３２．６×器高（１１．１）土師器甕Ａ５３

口径１７．０×器高（０．９）須恵器杯蓋５４

口径１６．０×器高５．０須恵器杯Ｂ５５

別途記載土師器食膳形態５６

別途記載土師器食膳形態５７

別途記載土師器食膳形態５８

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１２．７×器高（５．４）製塩土器５９ＳＤ３４６

口径１４．５×器高（１０．５）製塩土器６０

口径１５．４×器高（７．０）製塩土器６１

口径１６．９×器高（１０．１）製塩土器６２

口径１５．０×器高（１１．１）製塩土器６３

口径１７．９×器高（１２．５）製塩土器６４

口径１２．７×器高（１６．１）製塩土器６５

口径１５．７×器高（１１．４）製塩土器６６

口径１５．０×器高（１２．２）製塩土器６７

口径１４．３×器高（１４．７）製塩土器６８

口径１１．１×器高（１６．３）製塩土器６９

口径１１．０×器高（９．２）製塩土器７０

口径９．５×器高（２２．０）製塩土器７１

口径１０．５×器高３３．７製塩土器７２

体部片製塩土器７３

体部片製塩土器７４

底部片製塩土器７５

口径１３．６×器高（６．８）製塩土器６５１

口径１１．８×器高（５）製塩土器６５２

口径１１．８×器高（８．１）製塩土器６５３

器高（１５．５）丸底底部製塩土器６５４

口径１３．３×器高（６．３）製塩土器６５５

体部片製塩土器６５６
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第１２２図　溝ＳＤ３４６出土遺物実測図－２（１�４）



げる。内面は口縁部付近は横方向、それ以下は縦方向の強いナデで、外面のナデは部分的で弱く、

粘土接合痕を明瞭に残している。このうちＡ１類は、スサを含み緻密な胎土で硬質に焼成される

もの（６０・６１・６３～６７）、Ａ２類は細かい砂粒を含み軟質なもの（６８）、Ａ３類は赤色粒子を含み、

胎土が砂質なものである。破片数はＡ１類が最も多い。

　Ｂ類は口径１０㎝前後、器高約３０㎝のいわゆる砲弾型を呈するもの。内面に模骨状の痕跡が見ら

れ、非常に目の細かい布目を残すものがある。Ｂ１類は砂質で角閃石を含むもの（７２）、Ｂ２類

は大粒の砂粒を含むもの（７１）で、いずれも硬質に焼き上がる。Ｂ３類は雲母を大量に含むもの

（６９・７０）で、Ａ１類に次いで破片数が多いものである。

　Ｃ類は口縁部が直線的に開き、端部に平坦面を持つものである。胎土は砂質で赤色粒子を含み、

Ａ１類に似る（５９・６２）。

　Ｄ類は外面に右上がりの粗い平行タタキを持つもので、器壁は薄くなっている。破片のみで全

形の判明するものはない。胎土は砂質で金雲母を含む。破片数は最も少ない。

溝ＳＤ３７５出土遺物（第１２３・１２４図）　検出された前期の小溝群内では最も多くの遺物が出土し

ている。土師器には杯Ａ（７６～８１）、皿Ａ（８２～９４））、椀Ａ（９５～１０５・１０７）、椀Ｃ（１０６）、壺Ｃ

（１０８）、壺Ｂ（１０９・１１０）、高杯（１１１）、甕Ａ（１１２～１１６）、土製品のミニチュアナベ（１１７・１１８）、

土馬（１１９）、須恵器杯Ａ（１２０・１２１）、杯Ｂ（１２２～１２５）、杯蓋（１２６～１３１）、壺Ｍ（１３２～１３５）

などがある。他に土師器杯蓋、羽釜、須恵器甕、製塩土器片などが出土している（付表－４１）。

土師器と須恵器の破片数は前者が１８０１（９３％）、後者が１３５（７％）と土師器が大半を占めている

（付表－４０）。このほか土器以外のものとして鉄釘が出土している（第１５２図－４３３）。

　土師器の杯Ａには口縁部をヨコナデし、底部をヘラケズリするｂ手法のもの（７９）、同じく底

部不調整のｅ手法のもの（７７・８１）、外面全体をヘラケズリするｃ手法のもの（７６・７８・８１）が

ある。このうち７６はヘラケズリが口縁端部にまで及ばないものである。７７は底部外面に線刻が認

められる。また８１の底部外面にはわずかに墨書が残るものの判読できない。

　皿Ａには口縁部が直線的に開くｂ手法のもの（８３・９０～９２）、口縁部を外反させるｅ手法のも

の（８２・８４・８５・８７）、内湾する口縁部のｃ手法のもの（８６・８９・９３・９４）ものがあり、口径に

より２０㎝以上のＡⅠ（９２～９４）とそれ以下のＡⅡ（８２～９１）に分けられる（付表－３８）。８４は底

部外面に線刻を施す。

　椀Ａにはｃ手法のもの（９５～９７）と、ｅ手法で外面に粗いヘラミガキを施すものがあり、後者
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付表－３１　溝ＳＤ３４６出土製塩土器破片数統計表

特　　　　　　　　　　徴実測図番号破片数
胎土・
整形分類

口縁
形態

内外面ナデ。スサ入り、緻密粘土に粒揃いの砂粒含み。暗灰色から橙灰色。硬質。６０・６１・６３～６７４８１１

Ａ類 内外面ナデ。小粒砂粒ごく少量。黄灰白色。軟質。６８１９５２

内外面ナデ。赤色粒子含み。砂質感粘土。Ｃ類に類似。８３３

内面桶巻き状型造り。外面ナデ。スサ入り、粒揃いの砂粒に角閃石入り。砂質感粘土。硬質。７２２９８１

Ｂ類 内面布圧痕桶巻き状型造り。外面ナデ。大粒砂粒入り。硬質。７１３８７２

内面布圧痕桶巻き状型造り。金雲母・白雲母大量含み。６９・７０４５８３

内外面ナデ。赤色粒子含み。砂質感粘土。Ａ３類に類似。５９・６２６２Ｃ類

外面右上がりの平行タタキ、内面ナデ。金雲母含み。７３～７５４１Ｄ類

２００５合計
� ����� ������� ������ ���������� ���������������������������������������������������



が多く見られる。そのうち１０３はヘラミガキを斜格子状に入れる珍しいものである。９８は内外面

に、１０５は底部外面に線刻が見られる。

　椀Ｃ（１０６）は内面及び口縁部のみヨコナデし、他は不調整である。口縁部はやや直立気味と

なり、端部はわずかに内傾する面を持つ。

　壺Ｃ（１０８）、壺Ｂ（１０９・１１０）は内面と口縁部をヨコナデし、他は不調整。外面には粘土接合

痕が残されている。いずれも墨書痕跡は認められない。

　高杯（１１１）は杯部のみの破片で、脚部の形状は不明である。口縁端部を上下に肥厚させ平坦

面を作り出している。外面はヘラケズリの後に粗いヘラミガキを施している。

　甕は口径が１８～１９㎝前後のもの（１１２～１１４）と、２６㎝前後のもの（１１５・１１６）がある。

　土製品のミニチュアナベは直線的に開くもの（１１７）と口縁端部が外反するもの（１１８）がある。

どちらも内面と口縁部をナデ調整し、他は不調整である。セットとなるミニチュアカマドは図示

できなかった。

　土馬（１１９）は尻尾を欠くものの他は良好に遺存する。一体作りの体部に顔と耳を貼り付け、
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付表－３２　溝ＳＤ３７５出土遺物計測表
法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１６．６×器高３．７土師器杯Ａ７６ＳＤ３７５

口径１７．０×器高４．６土師器杯Ａ７７

口径１７．０×器高４．２土師器杯Ａ７８

口径１７．２×器高３．９土師器杯Ａ７９

口径１８．０×器高４．１土師器杯Ａ８０

口径１８．０×器高４．３土師器杯Ａ８１

口径１３．８×器高２．５土師器皿Ａ８２

口径１４．８×器高２．８土師器皿Ａ８３

口径１５．１×器高２．２土師器皿Ａ８４

口径１５．６×器高２．９土師器皿Ａ８５

口径１５．６×器高２．０土師器皿Ａ８６

口径１６．２×器高３．０土師器皿Ａ８７

口径１６．６×器高２．４土師器皿Ａ８８

口径１６．８×器高２．６土師器皿Ａ８９

口径１７．４×器高２．２土師器皿Ａ９０

口径１７．２×器高２．３土師器皿Ａ９１

口径１９．８×器高２．４土師器皿Ａ９２

口径２１．６×器高２．５土師器皿Ａ９３

口径２３．０×器高２．６土師器皿Ａ９４

口径９．６×器高２．９土師器椀Ａ９５

口径１１．２×器高３．１土師器椀Ａ９６

口径１２．０×器高３．２土師器椀Ａ９７

口径１１．１×器高３．５土師器椀Ａ９８

口径１１．７×器高３．６土師器椀Ａ９９

口径１２．１×器高３．３土師器椀Ａ１００

口径１２．２×器高３．９土師器椀Ａ１０１

口径１２．１×器高３．５土師器椀Ａ１０２

口径１２．２×器高３．４土師器椀Ａ１０３

口径１２．２×器高３．２土師器椀Ａ１０４

口径１２．８×器高３．６土師器椀Ａ１０５

口径１２．１×器高３．０土師器椀Ｃ１０６

口径１２．５×器高３．０土師器椀Ａ１０７

口径１１．５×器高４．４土師器壺Ｃ１０８

口径１４．４×器高（７．４）土師器壺Ｂ１０９

口径１５．６×器高（７．３）土師器壺Ｂ１１０

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径３０．０×器高（２．６）土師器高杯１１１ＳＤ３７５

口径１７．８×器高（１２．５）土師器甕Ａ１１２

口径１９．３×器高（７．１）土師器甕Ａ１１３

口径１９．４×器高（１０．６）土師器甕Ａ１１４

口径２６．６×器高（１８．９）土師器甕Ａ１１５

口径２６．８×器高（７．５）土師器甕Ａ１１６

口径７．０×器高２．２ミニチュアナベ１１７

口径７．２×器高２．２ミニチュアナベ１１８

１０．８×１２．３土馬１１９

器高（２．８〕底径７．５須恵器杯Ａ１２０

口径１３．７×器高３．６２須恵器杯Ａ１２１

口径１２．２×器高４．０須恵器杯Ｂ１２２

口径１３．８×器高５．３須恵器杯Ｂ１２３

口径１５．６×器高４．７須恵器杯Ｂ１２４

口径１５．５×器高５．４須恵器杯Ｂ１２５

口径１６．４×器高（２．０）須恵器杯蓋１２６

口径１６．４×器高（２．０）須恵器杯蓋１２７

口径１６．８×器高（１．３）須恵器杯蓋１２８

口径１７．２×器高１．８須恵器杯蓋１２９

口径１７．６×器高１．２須恵器杯蓋１３０

口径１７．０×器高１．９須恵器杯蓋１３１

口径６．０×器高（３．４）須恵器壺１３２

器高（１３．５）×底径６．７須恵器壺１３３

胴径１１．７×器高（１１．５）須恵器壺１３４

器高（３．５）×底径５．６須恵器壺１３５

墨書土師器食膳形態６７６
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竹管の刺突により目を表現する。全体をナデにより調整するものである。

　須恵器杯Ａ（１２０・１２１）は全形の知ることができるのは１点のみ（１２１）である。平坦な底部

と直線的に開く口縁部からなり、端部はとがり気味となる。底部外面にはヘラ切り痕を残す。

　杯Ｂは、口径１３㎝前後のＢⅢ（１２２・１２３）と口径１５㎝前後のＢⅡ（１２４・１２５）そして図示して

いないが口径１０㎝前後のＢⅣがある（付表－３８）。１２２・１２４は口径に対して器高が低いもので、

また１２４は口縁部の開きが大きく、新しい要素が指摘できるものである。従って小溝群を新しく

する根拠となりうるが、他の遺物ではこのような要素は見いだしにくい。１２２は底部外面に墨痕

が、１２５には線刻が認められる。線刻は粘土が柔らかい段階で行われたものである。

　蓋はいずれも口径１７㎝前後のもので、杯Ｂのような口径の差は見られない。天井部は丸みを帯

びて高いもの（１２６～１２８）と、扁平なもの（１２９～１３１）がある。つまみにはボタン状のもの

（１２９）と扁平な宝珠形のもの（１３１）があり、１３１の内面には記号状の墨書が認められる。

　壺類で図示できたものはいずれも壺Ｍである。全形の判明するものはないが体部は偏球形のも

の（１３３）と、倒卵形のもの（１３４）があり、いずれもロクロ水挽き成形である。口縁端部は外反

させて端部に外傾面を持つもの（１３２）がある。このうち１３３は体部外面に暗緑色の自然釉がかか

るもので、頸部と体部の接合は２段構成である。

土坑ＳＫ３４８出土遺物（第１２５図）　図示したものには、土師器皿Ａ（１４３～１４６）、椀Ｃ（１４２）、

皿Ｃ（１４７～１４９）、壺Ｃ（１５０）、壺Ｂ（１５１・１５２）、土製品ではミニチュアカマド（１５４～１５８）と

ミニチュアナベ（１５３）、須恵器は杯Ａ（１４０）、杯Ｂ（１３８・１３９）、杯蓋（１３６・１３７）、皿Ａ（１４１）、

緑釉単彩陶器の底部片（７０１）がある。ほかに図示できないが土師器杯Ｂ、杯蓋、高杯、甕、羽

釜、須恵器皿、甕、製塩土器がある。土師器杯Ａは確認できなかった。出土総破片数は１１０３で、

その中で製塩土器が２５２と約２割を占めている。これは製塩土器が大量に出土したＳＤ３４６に隣接

することによるものと考えられる。またいわゆる祭祀遺物が目立つのも特徴である。あるいは緑

釉単彩陶器片の出土もそれに関係するとも考えられる。これらを除いた土師器と須恵器の破片数

は土師器６７０（８２．９％）、須恵器１３８（１７．１％）となる（付表－４０）。

　土師器の皿Ａは口縁部をヨコナデし、底部をヘラケズリするｂ手法のもの（１４３）、外面ヘラケ

ズリするｃ手法のもの（１４４～１４６）がある。このうち１４５はヘラケズリが端部まで及ばないもの、

１４３は端部に内傾面を持ち、１４６は端部内面に沈線を巡らせ端部は丸く納めるものである。

　椀Ｃ（１４２）は口縁部をヨコナデするｅ手法のもの。全体に摩滅が著しいが、外面は不調整と

見られる。口縁端部は直立気味に外反し、端部は細くなって終わる。

　皿Ｃは口径９～１０㎝で、口縁のみヨコナデするｅ手法。強いナデにより口縁部が外反気味のも

の（１４７・１４９）と直線的なもの（１４８）がある。１４８には黒斑が認められるが、他のものを含め灯

火器使用痕跡は確認できなかった。

　壺Ｃ（１５０）、壺Ｂ（１５１・１５２）は内面および口縁部をヨコナデし、他は不調整で、外面には指

圧痕、粘土接合痕が残る。１５１は粘土粒を貼り付け退化した把手を表現する。いずれも墨書痕跡

は認められない。

１０８　第３章　出土遺物
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付表－３３　長岡京期遺物計測表－１
法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１８．０×器高（２．０）須恵器杯蓋１３６ＳＫ３４８

口径１８．０×器高（１．２５）須恵器杯蓋１３７

口径１５．１×器高４．９須恵器杯Ｂ１３８

口径１５．４×器高４．３須恵器杯Ｂ１３９

口径１５．０×器高３．１須恵器杯Ａ１４０

口径１８．０×器高１．６須恵器皿Ｃ１４１

口径１３．５×器高３．６土師器椀Ｃ１４２

口径１３．９×器高２．８土師器皿Ａ１４３

口径１６．０×器高２．９土師器皿Ａ１４４

口径１７．０×器高２．６土師器皿Ａ１４５

口径１８．８×器高３．１土師器皿Ａ１４６

口径９．２×器高１．６土師器皿Ｃ１４７

口径９．４×器高１．９土師器皿Ｃ１４８

口径９．８×器高１．７土師器皿Ｃ１４９

口径１１．６×器高（３．５）土師器壺Ｃ１５０

口径１３．８×器高（５．３）土師器壺Ｂ１５１

口径１４．８×器高（６．３）土師器壺Ｂ１５２

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径７．８×器高（２．５）ミニチュアナベ１５３ＳＫ３４８

口径８．０×器高６．１ミニチュアカマド１５４

口径５．７×器高６．３ミニチュアカマド１５５

口径８．０×器高６．４ミニチュアカマド１５６

口径６．０×器高６．１ミニチュアカマド１５７

口径６．５×器高５．１ミニチュアカマド１５８

底部細片　軟質緑釉陶器陶器７０１

口径１７．６×器高（１．０）須恵器杯蓋（赤墨）１５９ＳＤ４００

口径１６．０×器高４．７土師器杯Ｂ６３８

口径９．８×器高３．３須恵器杯Ｂ６３９

口径１６．７×器高２．１須恵器杯蓋１６０ＳＤ３５４

口径１６．４×器高（１．３）須恵器杯蓋１６１ＳＤ５６８

軒丸瓦１６２５Ｅ区中世層

口径１５．６×器高（１．５）須恵器杯蓋１６３ＳＤ６３

器高（１．５）×底径９．４）須恵器杯Ｂ　１６４

器高（２．４）×底径（１１．２）須恵器杯Ｂ　１６５



　ミニチュアのナベ（１５３）は小片で、直線的に大きく開き、端部はとがり気味に終わる。

　ミニチュアカマド（１５４～１５８）はいずれも破片で、全形の判明するものは無かった。粘土を円

筒形に積み上げた後、庇を貼り付けて刀子状のもので焚き口部分を削り取る。底部も同様にケズ

リによって直線的に揃えている。内面及び口縁端部はナデているが、外面は不調整で粘土接合痕

が残されている。

　緑釉単彩陶器（７０１）は貼り付けによる高台の一部が残る底部の小片で、壺あるいは椀の底部

かと思われるが全形は不明である。胎土は黄灰色を呈し、やや砂質である。全体に摩滅が激しい

が表裏に濃緑色と淡緑色の釉がわずかに残されている。あるいは二彩陶器の可能性も考えられる

が、現状では断定できない（図版５１�）。

溝出土遺物その他（第１２６図）　調査地内小溝群などから少量出土したものである。１５９は東西

溝ＳＤ４００から出土した須恵器杯蓋である。つまみを欠くが、内外面は転用硯として使用されて

おり、外面には朱墨が付着する（巻頭図版７�）。溝ＳＤ４００からは他に土師器杯Ａ、皿Ａ、椀Ａ、

杯Ｂ（６３８）、杯蓋、高杯、須恵器杯Ｂ（６３９）、壺類や鉄製刀子（第１５２図－４２８）などが出土して

いる。

　１６０は南北溝ＳＤ３５４出土の須恵器杯蓋。遺存状況は良好でつまみの頂部に墨書が認められる。

中心部が摩滅しているため判然としないが、「幸」と書かれている可能性がある（図版５７）。おそ

らく吉祥句に当たるものであろう。ほかに土師器皿Ａ、羽釜、須恵器杯Ａ・Ｂなどがある。

　１６１は溝ＳＤ５６８出土の須恵器杯蓋の破片である。天井部の外面に墨痕があるが非常に薄く、文

字かどうかも不明である。

　この他に中世包含層からは軒丸瓦片（１６２）が出土した。状況的に長岡京期の遺構に伴うもの

として判断した。瓦当面が大きく�離しており珠文がわずかに確認できるのみで、型式は断定す

るに至らない。

溝ＳＤ６３出土遺物（第１２７図）　建物群を区画する南北方向の溝のうち最も西側に位置するもの

で、溝ＳＤ１８と建物との切り合いから長岡京後期の遺構に含めているが、前期建物群との関連性

が高いものである。検出遺構でも述べたように遺構の残りが良くないため出土遺物も極めて少量

である。図示できたのは須恵器杯Ｂ（１６４・１６５）、杯蓋（１６３）でいずれも小片のため全形を知る

ことはできない。

溝ＳＤ０６出土遺物（第１２８図、図版３８�）　南北の区画溝のうち中央に位置するもので、検出長

が長いこともあり多くの遺物が出土しているが、実測可能なものは限られる。土師器は杯Ａ

（１６７・１６８）、杯Ｂ（１７０）、皿Ａ（１６９）、皿Ｃ（１７１）、椀Ａ（１６６）、高杯（１７２）、甕（１７３）、羽釜

（１７４）、壺Ｂ（１７８）、土製品のミニチュアカマド（１７６）とナベ（１７５）、土馬（１７９）、土錘（１７７）、

須恵器では杯Ｂ（１８０～１８３）、杯蓋（１８４）、浄瓶（１８５）、壺Ｍ（１８６・１８７）、壺Ｌ（６４４）、壺Ｎ

（６４７）、杯Ｆ（７０６）や軒平瓦（１８８）、鉄製紡錘車（第１５２図－４２７）、鉄片（第１５２図－４３１）、凝灰

岩（４５４）などがある。このほかには土師器皿Ｂ、杯蓋、壺Ｅ、須恵器杯Ａ、皿、鉢、甕、製塩

土器、黒色土器などがある（付表－４１）。

１１０　第３章　出土遺物
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第１２８図　溝ＳＤ０６出土遺物実測図（１�４）



　溝ＳＤ０６の出土総破片数は７３５９あり、そのうち土師器と須恵器はそれぞれ５６１９と１３７３で、比率

は土師器８０．４％、須恵器１９．６％となる。溝内での出土状況はほぼ同率で、場所による極端な偏り

は認められない（付表－４０）。

　土師器杯Ａ（１６７）は外面ヘラケズリするｃ手法であるが、その後横方向の粗いヘラミガキを

施す。破片のため復元にはやや難があるものの、長岡京では類例の少ないものである。１６８は口

縁部をヨコナデし底部は不調整。口縁端部は強いナデにより外反し、内上方に突出する。

　皿Ａ（１６９）はｃ手法で口縁端部を内上方に肥厚させるもの。椀Ａ（１６６）は小片でｃ手法。端

部を上方に突出させ、外傾面を有する。

　杯Ｂ（１７０）は断面三角形を呈する高台を貼り付け、口縁部は内湾しながら開くもの。外面は

ヘラケズリの後に粗い横方向のヘラミガキを施す。杯Ｂは実測可能なものはこれのみである。

　皿Ｃ（１７１）は口縁部のみヨコナデするｅ手法で底部不調整。外面に黒斑がある。灯火器使用

痕跡は認められない。

　高杯（１７２）は全形の判明する唯一のものである。杯部は内湾気味で端部は水平に張りだし、

端部を丸く納める。内面はヨコナデ、外面はヘラケズリを行うが残存部ではヘラミガキは認めら

れない。脚部は粘土の積み上げによって円筒を作り、絞った後にケズリによって断面八角形に成

形する。内面には粘土の接合痕跡と絞り目が残される。脚端部は外側に大きく開いた後端部を屈

曲させる。ヨコナデで調整するがやはりヘラミガキは施していない。

　甕（１７３）は球形の体部と屈曲して広がる口縁部からなり、口縁端部は内上方に突出している。

内面には細かい横方向のハケメ、外面は摩滅するが粗いハケメが部分的に残される。

　羽釜（１７４）は暗茶褐色で角閃石を含む特徴的な胎土を持つ生駒西麓産のもの。口縁部は外反

して端部は尖り気味に終わる。貼り付けによる鍔は水平に張りだし、端部は丸みを帯びる。胴部

は薄く作られ、内面には当て具痕と見られる凹凸が残る。

　ミニチュアカマド（１７６）は焚き口部周辺の破片で、貼り付けによる庇が残る。ミニチュアナ

ベ（１７５）も破片であるが傘形を呈するもので、内外面摩滅が著しく調整は看取できない。

　土錘（１７７）比較的大型の土錘片。棒状のものを芯にして粘土を巻き付け成形したもので、直

径約０．９㎝の孔が残る。最大径約２．８㎝に復元されるが全長は不明である。

　壺Ｂ（１７８）は体部に退化した把手を粘土貼り付けによって表現し、底部付近に凹みを残して

いる。口縁部と内面はナデ、外面は不調整で指圧痕、粘土接合痕が残る。墨書による人面などは

残っていない。

　土馬（１７９）左後脚を欠くが全体に残りは良い。体部を一体で成形し、顔・耳を貼り付けに

よって作り出す。目は竹管刺突で表し、尻尾は長く作る。全体にナデで仕上げている。

　須恵器杯Ｂには直径１０㎝前後のＢⅣ（１８０）、口径１５㎝前後のＢⅡ（１８２・１８３）そして図示して

いないが口径１３㎝前後のＢⅢと口径２１㎝前後のＢⅠがある（付表－３８）。１８０は底部外面にヘラ切

り痕を明瞭に残し、中央部には爪状の圧痕が放射状に残る。

　杯蓋は図示したものは口径１５㎝前後の杯蓋Ⅱ（１８４）のみで、天井部に丸みを持つもの。他に

１１２　第３章　出土遺物



������������������������������������������長岡京期の遺物　１１３

付表－３４　溝ＳＤ０６・１８出土遺物計測表
法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１２．６×器高３．８土師器椀Ａ１６６ＳＤ０６

口径１６．２×器高４．１土師器杯Ａ１６７

口径１６．９×器高３．７土師器杯Ａ１６８

口径２０．８×器高３．０土師器皿Ａ１６９

口径１８．６×器高４．５土師器杯Ｂ１７０

口径９．０×器高１．８土師器皿Ｃ１７１

口径２６．９×器高１８．５土師器高杯１７２

口径１７．０×器高（１４．７）土師器甕１７３

口径２９．０×器高（９．４）土師器羽釜１７４

口径６．８×器高３．１ミニチュアナベ１７５

器高６．２ミニチュアカマド１７６

径２．３×（２．８）、孔径０．９土錘１７７

口径１７．７×器高（８．２）土師器壺Ｂ１７８

１３．２×１２．１土馬１７９

口径９．８×器高３．４須恵器杯Ｂ１８０

器高（１．９）×底径１０．３須恵器杯Ｂ１８１

口径１４．３×器高４．６須恵器杯Ｂ１８２

口径１４．８×器高５．０須恵器杯Ｂ１８３

口径１４．９×器高（１．６）須恵器杯蓋１８４

頸径２．９×器高（６．６）須恵器浄瓶１８５

口径４．０×器高８．４須恵器壺Ｍ１８６

器高（５．４）×胴径７．４須恵器壺Ｍ１８７

重画文軒平瓦１８８

口径１９，８×器高２．９土師器皿Ａ６４０

口径１４．８×器高２．４土師器皿Ａ６４１

器高（４．９）×底径３．６須恵器壺Ｍ６４２

器高（３．５）×底径３．５須恵器壺Ｍ６４３

口径９．６８×器高６．６須恵器壺Ｌ６４４

器高（１．７）×底径６．０須恵器壺６４５

器高（３．８）×底径４．６須恵器壺６４６

耳壺須恵器壺Ｎ６４７

墨書須恵器食膳形態６４８

器高（１．５）×底径１１．０須恵器杯Ｂ６４９

漆壺須恵器壺６５０

墨書　口径１３．６×器高３．５土師器椀Ａ６９８

口径１５．４×器高４．９須恵器杯Ｆ７０６

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１５．６×器高３．３土師器杯Ａ１８９ＳＤ１８

口径１７．３×器高３，５土師器杯Ａ１９０

口径１５．７×器高２．６土師器皿Ａ１９１

口径１５．８×器高２．６土師器皿Ａ１９２

口径１９．８×器高２．５土師器皿Ａ１９３

口径２１．２×器高２．９土師器皿Ａ１９４

口径１１．８×器高３．２土師器椀Ａ１９５

口径１２．０×器高３．６土師器椀Ａ１９６

口径１３．６×器高４．１土師器椀Ａ１９７

口径１１．９×器高３．８土師器椀Ａ１９８

口径１２．４×器高４．０土師器椀Ａ１９９

口径１０．２×器高１．７土師器皿Ｃ２００

口径１０．２×器高３．３土師器壺Ｃ２０１

口径２３．４×器高（１７．３）土師器甕Ａ２０２

口径１７．０×器高（４．１）黒色土器杯２０３

墨書土師器食膳形態２０４

墨書「家」か？土師器食膳形態２０５

墨書「三九」か？土師器食膳形態２０６

線刻　別途記載土師器食膳形態２０７

口径７．８×器高６．９ミニチュアカマド２０８

穿孔土器土師器食膳形態２０９

口径１３．４×器高４．２須恵器杯Ｂ２１０

口径１６．２×器高５．８須恵器杯Ｂ２１１

口径１６．３×器高４．９須恵器杯Ｂ２１２

口径１６．８×器高５．５須恵器杯Ｂ２１３

器高（２．２）×底径１２．５須恵器杯Ｂ２１４

口径１２．６×器高３．７須恵器杯Ａ２１５

口径１５．０×器高３．２須恵器杯Ａ２１６

口径１５．５×器高２．９須恵器杯Ａ２１７

口径１５．２×器高３．１須恵器杯Ａ２１８

口径１４．２×器高２．４須恵器杯蓋２１９

口径１０．１×器高（５．７）須恵器壺Ｅ２２０

器高（１９．２）×横（１７．０）須恵器横瓶２２１

口径１７．０×器高６．５須恵器杯Ｂ６５７

口径１６．２×器高９．２土師器壺Ｂ６５８

漆付着土師器食膳形態６５９

漆付着土師器椀Ａ６６０

口径１３．０×器高（３．７）黒色土器壺６６１

口径１９．４×器高（４．７）黒色土器鉢Ａ６６２

器高（１．２）×底径１５．０黒色土器杯Ｂ６６３

口径７．０×器高（８．５）須恵器壺Ｇ６６４

口径１７．２×器高２．７須恵器杯Ａ６６５

口径２０．０×器高１．３須恵器皿Ｃ６６６

口径１９．０×器高２．２須恵器皿Ｃ６６７

口径１９．２×器高２．０須恵器皿Ｃ６６８

口径１１．２×器高４．７須恵器杯Ｂ６６９

口径１３．８×器高４．４須恵器杯Ｂ６７０

口径１６．０×器高３．５須恵器杯Ｂ６７１

器高（２．０）×底径７．０須恵器杯Ｂ６７２

器高（６．６）×底径１３．９須恵器壺　線刻６７３

墨書須恵器食膳形態６７４

墨書土師器食膳形態６７５

口径６．０×器高（５．４）須恵器壺Ｇ６９３

口径７．９×器高（４．６）須恵器壺６９４

口径２６．０×器高（６．８）土師器羽釜７０９



口径８㎝前後の杯蓋Ⅳも出土している。

　浄瓶（１８５）は長岡京では出土例が少ないもので、頸部のみの破片である。外面には２条の沈

線を巡らせ、体部との接合は２段構成である。頸部の片面に自然釉がかかる。

　壺Ｍ（１８６）は口縁端部を欠くがほぼ完形のもの。全体に粗い作りで、口縁は外反した後端部

を丸く仕上げている。底部には糸切り痕は認められない。１８７は体部片で、内面にはロクロ水挽

き痕、頸部接合部付近には絞り目が残る。　

　１８８は重画文軒平瓦で、難波宮式６５７２Ｂに当たると見られる。凹面は縦方向のケズリで布目が

残されている。、凸面には平行縄目タタキが残る。型式から初期長岡宮造営に関係するものと見

られるが、調査地内からはほかにほとんど瓦の出土がなく、瓦葺建物の存在や集積地としての性

格も考え難い。

溝ＳＤ１８出土遺物（第１２９図、図版３９�）　調査地東辺で検出された南北溝で、建物との切り合

いから後期としているが、位置関係からは建物群の区画溝の可能性が高いものである。今回検出

された長岡京期の遺構群中最も多くの遺物が出土している。土師器は杯Ａ（１８９・１９０）、皿Ａ

（１９１～１９４）、椀Ａ（１９５～１９９）、皿Ｃ（２００）、壺Ｃ（２０１）、甕Ａ（２０２）、羽釜（７０９）、土製品の

ミニチュアカマド（２０８）、須恵器は杯Ａ（２１５～２１８）、杯Ｂ（２１０～２１４）、杯蓋（２１９）、皿（６６６

～６６７）、壺Ｅ（２２０）、壺Ｇ（６９３）、横瓶（２２１）、黒色土器杯（２０３）、壺（６６１）、鉢（６６２）、杯Ｂ

（６６３）、のほか墨書土器（２０４～２０６・２１４・２１８）、線刻土器（２０７）、底部穿孔土器（２０９）、漆付着

土器（６５９・６６０）、鉄釘（第１５１図－４２３～４２６）、和同開珎（８６１）、雲母片（８６３）などがある。こ

れ以外も土師器杯Ｂ、杯蓋、高杯、羽釜、竈、須恵器皿、鉢、甕などがある（付表－４１）。

　溝ＳＤ１８の出土破片総数は１１９３８で、そのうち製塩土器は５３４４あり、実に４４％という高率とな

る。また地区別に見ると北部に７０％が集中しており、十一町域に特に多い傾向がある（付表－

４０）。先述した製塩土器の集中する溝ＳＤ３４６は南の十二町域にあり、十一・十二町域双方に製塩

土器の集中個所が存在することがわかる。これらを除いた土師器と須恵器の破片数は、前者が

５０１６、後者が１４５５となり、比率は７７．５％と２２．５％となる。これまで見た遺構の中では須恵器の比

率が若干高くなっている。また線刻土器の出土量も非常に多いが、墨書土器では文字が描かれた

ものが目立つのも一つの特徴である。ただし転用硯は認められるものの、円面硯など専用の硯の

出土は全く見られない。

　土師器杯Ａは口縁部ヨコナデ、底部不調整のｅ手法のもの（１８９）と底部をヘラケズリするｂ

手法のもの（１９０）がある。いずれも端部は外反させたのち内上方に突出させる。

　皿Ａはいずれも外面をヘラケズリするｃ手法のもので、口径１５㎝前後のＡⅡ（１９１・１９２）と２０

㎝前後のＡⅠ（１９３・１９４）がある。端部を尖り気味にするもの（１９１）と内側に肥厚させて丸く

納めるもの（１９２～１９４）がある。

　椀Ａはｃ手法のもの（１９５～１９７）、口縁部のみヨコナデし、底部不調整のｅ手法のもの（１９８）、

外面をヘラケズリした後内外面を横方向にヘラミガキするもの（１９９）がある。１９５は底部外面に

線刻を施す。１９８は椀Ａの粗いヘラミガキを施すタイプのものであるが、ヘラミガキが省略され

１１４　第３章　出土遺物
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ている。１９９は口縁部が内湾気味に直立するもので、端部は丸く納める。

　皿Ｃ（２００）は口縁部ヨコナデ、底部不調整のｅ手法で、これも灯火の使用痕は見られない。

　壺Ｃ（２０１）はｅ手法で、底部の一部が下方に脹らむ。墨書は認められない

　甕（２０２）は球形の胴部と外反しながら広がる口縁部からなり、端部は内上方に丸く突出させ

る。外面は縦方向のハケメで調整した後タタキにより胴部を成形する。通常はその後にハケメを

施すが、そのまま細かいタタキ目を残す。内面は横方向のハケメが見られるが、当て具の凹凸が

残されている。

　黒色土器杯（２０３）は内湾する口縁部の破片で、内面のみを黒色化するＡ類。内外面を横方向

のヘラミガキを行い、端部内面には沈線を巡らせる。胎土は黄褐色でわずかに砂粒を含んでおり、

生駒西麓産とは異なる生産地と見られる。

　墨書土器（２０４～２０６）は土師器の杯、皿類の底部外面に描かれたものである。いずれも記号で

はなく文字で、２０５は「家」？、２０６は数字の可能性があるが詳しい検討を経ていないため断定で

きない。他の墨書土器も文字が多く、調査地内では特徴的である。

　線刻土器（２０７）は図示したのは１点のみであるが、他に４４点確認されており（付表－３７）、調

査地内では最も多くの出土が見られる。線刻土器で注目されるのは須恵器に施されたものが散見

される点である。これまで確認されている線刻土器はほとんどが土師器であり、須恵器は非常に

少量である。これは当然のことであるが須恵器に比べ土師器の胎土が柔らかく線刻が容易である

ことによるが、調査地内では比較的軟質な須恵器を選んで、土師器と同様の記号を刻んでいる。

溝ＳＤ１８では杯Ｂや杯蓋に施されている（図版５２�）。

　穿孔土器（２０９）土師器の食膳形態底部に、直径約１㎝の円孔を穿ったもの。この種の穿孔土

器としては直径はやや大きい。器形や用途は不明である。

　須恵器杯Ａは口径１２㎝前後のＡⅡ（２１５）と口径１５㎝前後のＡⅠ（２１６～２１８）がある。２１５は口

径に比して器高が高いもの、一方ＡⅠは器高が低いものである。ＡⅠはいずれも灰白色の特徴的

な色調である。また２１８は底部外面に墨書がある。かなり達筆で、へんは「さんずい」であるが

つくりが欠けており、現段階では文字の断定はできない。位置的にはおそらく一文字と見られる。

　須恵器杯Ｂは口径１３㎝前後のＢⅢ（２１０）と口径１６㎝前後のＢⅡ（２１６～２１８）がある。２１０は高

台貼り付け位置が内側にあり、底部と口縁部の境は丸みを帯びる。２１１は器高が高いものである。

２１４は底部外面高台付近に「田」の墨書が見られる。

　杯蓋には口径１４㎝前後の蓋Ⅲ（２１９）と口径１７㎝前後の蓋Ⅱがある。２１９はやや高い天井部を持

ち、頂部に直径７．３㎝、高さ０．８㎝の環状のつまみを貼り付けるものである。

　壺Ｅ（２２０）は屈曲した小さく張る肩部と、短く直立した口縁部からなるもの。底部を欠くが、

胴部は直線的に開く。長岡京では同形態の土師器が一般的で、須恵器の出土例は少ない。

　横瓶（２２１）は約１�３の破片で、粘土板による閉塞が行われており、ロクロ成形段階では上部と

なっていた部分である。内面には同心円の当て具痕が、外面には平行タタキが残り、部分的にカ

キメが施されている。また固定のために置かれていた須恵器片が熔着している。外面は自然釉が
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�離した痕跡があり、それ以外は黒灰色を呈する。内面には厚さ約１㎜程で黄白色を呈する付着

物が見られる。

落ち込みＳＸ５７３出土遺物（第１３０・１３１図、図版３９�）　調査地の最南端で検出された東西方向

の落ち込みで、検出遺構で述べたごとく四町域を囲む内溝の一部と見られるものである。前期に

含めた遺構群の中では最も出土遺物が多い。図示したのは土師器は杯Ａ（２２２・２２３）、皿Ａ（２２５

～２２７）、皿Ｃ（２２４）、椀Ａ（２２８～２３０）、盤Ｂ（２３１）、甕Ａ（２３２～２３４）、羽釜（２３５）、竈（２３６

～２３８）、黒色土器の杯（２３９）、土製品としては�（２４０）、フイゴ羽口（２４１）、須恵器は杯Ａ

（２４３～２４８）、杯Ｂ（２４９～２５６）、杯蓋（２５７～２６４）、壺Ｍ（２６５～２６８）、平瓶（２６９）、壺Ｈ（２７０～

２７２）、壺Ｑ（２７３）、鉢Ｄ（２７４）、甕（２４２）、炉壁（６７９）、鉄製品（第１５２図－４４０）、線刻土器

（付表－３７）があり、その他に土師器杯Ｂ、杯蓋、高杯、壺Ｂ・Ｃ、壺Ｅ、須恵器皿、鉢、製塩

土器などがある。出土総破片数は３８３８で、製塩土器や土製品などを除いた土師器・須恵器の破片

数は前者が２８６６（８１．２％）後者が６６２（１８．８％）で土師器が８割以上という、調査地内での一般

的な比率である。ただし土師器は小片が多く、図化が可能なものは須恵器が多い。また土師器の

移動式竈や盤Ｂ、須恵器の大甕、壺Ｈ・Ｑといったこの遺構に特徴的な遺物が目立つ。

　土師器の杯Ａは数が少なく、２２２は口縁部が大きく外反する珍しいもの。口縁部をヨコナデし

底部不調整のｅ手法である。端部は厚く作り、橙色の胎土で長石、雲母を含んでいる。底部には

黒斑が見られる。

　皿Ａは口径１７㎝前後のＡⅡ（２２５）と２１㎝前後のＡⅠ（２２７）がある。２２５はｅ手法で口縁部は

直線的に開き、端部の内面に沈線を巡らせる。２２７は口縁部ヨコナデ、底部をヘラケズリするｃ

手法のもの。口縁端部は内上方にわずかに突出する。２２６は外面が摩滅しており調整が不明。皿

Ａとして図化したが杯蓋の可能性がある。

　椀Ａ（２２８～２３０）はいずれも外面ヘラケズリするｃ手法で、２２９・２３０は底部がやや丸みを帯び

ている。また２２９は端部がわずかに外反している。

　盤Ｂ（２３１）は直線的に大きく開く体部と屈曲したのち水平に延びる口縁部からなる。口縁端

部は肥厚して丸く納めている。底部と体部の境に断面四角形の高台を貼り付ける。内面はナデ、

外面は摩滅により調整が看取し難いが、縦方向のヘラケズリが確認される。

　甕は典型的な都城型のものは図化できなかった。２３２は胴部があまり張らず、口縁部は鋭く屈

曲して、端部は外傾する面を持つ。内面ナデ、外面は縦方向のハケメで、胎土は精良ながら大粒

の石英・長石・チャートを含む特徴的なものである。２３３は強いナデによって肩が張り、口縁部

は外湾しながら上方に開く。端部は内上方に突出する。内外面には凹凸を残すがハケメは施され

ていない。褐色で砂質の特徴的な胎土を持つ。河内産のものと見られる。２３４は大きく外反する

口縁部を持つもので、端部は上下に拡張させ外傾した凹面を作る。口縁内部は横方向のハケメ、

外面は縦方向のハケメで、２３３と同様の胎土である。

　羽釜（２３５）は生駒西麓産のもので、角閃石を含んだ暗褐色の胎土を持つ。外反する口縁部と

貼り付けによる水平に張り出す鍔からなる。
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　竈は調査地全体で破片数は３１点あり、内１６点が当遺構から出土している。全形の判明するもの

は無いが、付け庇で外面ハケメ調整を行い（２３６～２３８）、体部に円孔が存在することが確認でき

る（２３８）。いずれも内面に煤が付着しており、実用品である。この他に曲げ庇の生駒西麓産の竈

も存在している（６８３・６８６）。

　黒色土器（２３９）は内面を黒色化するＡ類であるが、内外面とも摩滅しておりヘラミガキは看

取できない。灰褐色を呈する特徴的な胎土で、河内産と見られるものである。

　�（２４０）は灰白色に黒色の粒子を含んだ特徴的な胎土で、軟質に焼成される。外面には火を

受けたような変色個所が散見される。

　フイゴ羽口（２４１）は両端を欠くが、直径約２．８㎝の孔が確認できる。他にも破片が見られ

（６７７・６７８）どれも被熱による変色が認められる。同時に炉壁（６７９）も出土していることから、

周辺に鍛冶施設が推定される。ただこれを持って建物群を工房とするには数も少なく、出土も部

分的であるため、調査地全てにその性格を考えるのは困難である。

　須恵器杯Ａは口径１５㎝以下のＡⅡ（２４３～２４６）と口径１７㎝前後のＡⅠ（２４７・２４８）がある。Ａ

Ⅱは口径に対して器高がやや深く、口縁は内湾気味に開く。

　杯Ｂは口径１３㎝前後のＢⅢ（２４９）、口径１５㎝前後のＢⅡ（２５０～２５４）、口径１７㎝前後のＢⅠ

（２５５・２５６）がある。２４９は器高が低いもので、高台はかなり外側に位置している。

　杯蓋は口径１４㎝前後の蓋Ⅲ（２５７・２５８）と口径１７㎝前後の蓋Ⅱ（２５９～２６４）がある。天井部が

高く丸みを帯びたもの（２５７～２６０）と扁平なもの（２６１～２６４）があり、２５７・２５９は端部の屈曲が

緩やかなものである。つまみは扁平な宝珠形のもの（２５８）とボタン状のもの（２６３）がみられる。

２６１は天井部外面に記号状のものが描かれているが、非常に薄く読みとるのが困難である。

　壺Ｍ（２６５～２６８）には、口縁端部の平坦面が外側に開くもの（２６５）と内側に倒れるもの

（２６６）がある。２６５は頸部に１条の沈線が巡る。２６６は全体に自然釉がかかり、猿投窯産と見られ

るもので、体部との接合は２段構成である。体部は球形に近いもの（２６７）と偏球形のもがあり、

いずれもロクロ水挽き痕を残しているが、底部外面は荒れているため糸切り痕は確認できない。

　平瓶（２６９）は口縁部のみの破片であるが大形のもの。口縁端部は拡張させて水平面をなして

いる。調査地内では平瓶は非常に少ない。

　壺Ｈ（２７０～２７２）は小さく張る肩部と大きく広がる口縁部からなり、端部は上下に拡張させて

内傾する平坦面を作る。底部は無高台で、糸切り痕が残る。灰白色で軟質に焼成される。

　壺Ｑ（２７３）は壺Ｈよりも形が大きく、底部に高台を貼り付けるもの。口縁端部の形状は確認

できない。灰白色で比較的硬質に焼き上がる。底部の残存部分には糸切り痕は認められない。

　鉢Ｄ（２７４）は全形を知ることができる唯一のもの。体部は内湾しながら開き、肩部は丸みを

帯びる。口縁部は短く外反し、端部を外側に拡張させてわずかに外傾する平坦面を作る。

　甕（２４２）は非常に大形のもので、口縁部は大きく外反し、端部は拡張させて外傾する平坦面

をなす。肩部は丸みを帯びたもので、内面に同心円文の当て具痕、外面には平行タタキ痕が残さ

れ、外面には水平方向にカキメを入れている。大形の甕は概ね３００～４００リットル近くの容量があ

１２０　第３章　出土遺物
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付表－３５　長岡京期遺物計測表－２
法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１４．０×器高２．８土師器杯Ａ２２２ＳＸ５７３

口径１６．２×器高３．７土師器杯Ａ２２３

口径９．５×器高１．８土師器皿Ｃ２２４

口径１７．２×器高２．３土師器皿Ａ２２５

口径２０．０×器高２．６土師器皿Ａ２２６

口径２１．０×器高２．３土師器皿Ａ２２７

口径１２．１×器高２．６土師器椀Ａ２２８

口径１２．５×器高３．９土師器椀Ａ２２９

口径１２．８×器高３．６土師器椀Ａ２３０

口径３３．３×器高７．３土師器盤Ｂ２３１

口径１６．６×器高（６．７）土師器甕Ｄ２３２

口径１４．８×器高（６．５）土師器甕Ａ２３３

口径２６．４×器高（６．８）土師器甕Ｅ２３４

口径２７．４×器高（５．４）土師器羽釜２３５

鍔左上部片土師器竈２３６

鍔上部片土師器竈２３７

体部片透かし孔部土師器竈２３８

口径１８．６×器高（５．１）黒色土器杯２３９

幅１４．６×厚さ５．２�２４０

径４．７～５．８　孔径２．８フイゴ２４１

口径４６．０×器高（３０．５）須恵器甕２４２

口径１２．８×器高３．１５須恵器杯Ａ２４３

口径１４．０×器高４．５須恵器杯Ａ２４４

口径１５．０×器高３．１須恵器杯Ａ２４５

口径１４．８×器高２．９須恵器杯Ａ２４６

口径１６．４×器高２．６須恵器杯Ａ２４７

口径１７．０×器高２．４須恵器杯Ａ２４８

口径１２．４×器高３．５須恵器杯Ｂ２４９

口径１４．７×器高５．０須恵器杯Ｂ２５０

口径１５．２×器高５．０須恵器杯Ｂ２５１

口径１５．３×器高４．７須恵器杯Ｂ２５２

口径１５．４×器高５．５須恵器杯Ｂ２５３

口径１６．０×器高５．０須恵器杯Ｂ２５４

口径１６．８×器高６．１須恵器杯Ｂ２５５

口径１８．０×器高６．７須恵器杯Ｂ２５６

口径１３．４×器高（１．７）須恵器杯蓋２５７

口径１４．４×器高２．２須恵器杯蓋２５８

口径１６．０×器高（２．０）須恵器杯蓋２５９

口径１６．２×器高（１．５）須恵器杯蓋２６０

口径１６．０×器高（０．８）須恵器杯蓋２６１

口径１６．０×器高（０．９）須恵器杯蓋２６２

口径１７．２×器高１．９須恵器杯蓋２６３

口径１７．６×器高（０．８）須恵器杯蓋２６４

口径５．６×器高（４．０）須恵器壺Ｍ２６５

口径４．５×器高（４．９）須恵器壺Ｍ２６６

器高（５．０）×底径５．０須恵器壺Ｍ２６７

器高（６．２）×底径４．８須恵器壺Ｍ２６８

口径１２．４×器高（６．４）須恵器平瓶２６９

器高（６．４）×底径８．６須恵器壺２７０

口径１８．０×器高（３．３）須恵器壺Ｈ２７１

口径１７．６×器高（８．８）須恵器壺Ｈ２７２

器高（１４．７）×底径９．９須恵器壺Ｑ２７３

口径３０．２×器高２１．５須恵器鉢Ｄ２７４

孔径２．０フイゴ６７７

孔径１．０フイゴ６７８

厚さ２．７炉壁６７９

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

鍔部土師器竈６８０ＳＸ５７３

体部上半土師器竈６８１

鍔部土師器竈６８２

体部下端　生駒西麓産土師器竈６８３

上端土師器竈６８４

体部下半土師器竈６８５

体部把手　生駒西麓産土師器竈６８６

口径１８．０×器高（２）須恵器壺７４５

口径１２．６×器高３．５土師器杯Ａ２７５ＳＸ５８３

口径１５．３×器高（５．０）土師器甕Ａ２７６

線刻土師器食膳形態２７７

線刻土師器高杯２７８

口径１５．２×器高（１．８）須恵器杯蓋２７９

口径１３．０×器高３．９須恵器杯Ｂ２８０

口径１６．０×器高４．９須恵器杯Ｂ２８１

口径１４．８×器高３．０須恵器杯Ａ２８２

器高（４．０）×底径１２．０須恵器壺２８３

口径２０．８×器高（４．８）須恵器甕２８４

口径１５．４×器高２．５土師器皿Ａ２８５ＳＸ５２５

口径１５．７×器高２．８土師器皿Ａ２８６

口径１５．８×器高２．５土師器皿Ａ２８７

口径２３．０×器高２．６土師器皿Ａ２８８

口径１６．０×器高２．９土師器皿Ａ２８９

口径１３．０×器高３．７土師器椀Ａ２９０

口径１２．０×器高３．４土師器椀Ａ２９１

口径１４．０×器高３．８土師器椀Ａ２９２

口径１３．２×器高４．３土師器椀Ａ２９３

口径１１．９×器高３．４土師器椀Ａ２９４

口径１２．３×器高３．９土師器椀Ａ２９５

口径１０．０×器高２．０土師器皿Ｃ２９６

口径１０．２×器高２．１土師器皿Ｃ２９７

口径３４．５×器高９．５土師器盤Ｂ２９８

口径１４．３×器高２．８須恵器杯蓋２９９

口径１７．１×器高２．８須恵器杯蓋３００

口径１２．９×器高４．０須恵器杯Ｂ３０１

口径１５．７×器高３．０須恵器杯Ａ３０２

口径１６．０×器高（１．３）須恵器杯蓋６９６

須恵器食膳形態６９７

口径１５．８×器高２．７土師器皿Ａ３０３ＳＫ２７４

口径１６．２×器高５．１須恵器杯Ｂ３０４

口径１２．４×器高４．３土師器椀Ａ３０５ＳＫ５９９

口径１２．４×器高３．３須恵器杯Ａ３０６

口径１５．４×器高５．１須恵器杯Ｆ３０７

口径１０．３×器高２１．７須恵器壺Ａ３０８

孔径２．６フイゴ６９５

口径１０．０×器高２．２土師器皿Ｃ６８７ＳＫ５５９

線刻　別途記載須恵器食膳形態３０９ＳＫ２６７

口径９．３×器高６．８土師器壺Ｅ３１０

器高（１．９）×底径１２．３須恵器杯Ｂ３１１ＳＸ２１

器高（１４．２）×横（１７．５）須恵器横瓶３１２Ｐ１６１

口径１９．３×器高（７．８）須恵器鉢Ａ３１３Ｐ７９

線刻土師器食膳形態３１４Ｐ１７

土師器食膳形態紡錘車３１５Ｐ１８２

口径２４．４×器高（２．８）土師器高杯３１６ＳＢ３６９

土馬３１７
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第１３２図　落ち込みＳＸ５８３出土遺物実測図（１�４）



り、文献上では大量に並べて酒などの醸造に使用される例が知られる。長岡京でも建物内にこの

ような大甕を据え付けた痕が確認されているが、調査地内では検出されていない。井戸が見られ

ないことと関連して、飲料水などの貯蔵も考えられるかもしれない。

　鉄製品（第１５２図－４４０）、厚みのある鉄片で、わずかに湾曲が認められる。車軸にも類似する

が現段階では断定できない。

落ち込みＳＸ５８３出土遺物（第１３２図）　落ち込みＳＸ５７３と陸橋部を隔てて東側にあるもので、

一連の遺構となるもの。遺物の出土量は非常に少なく、図示できるものも限られる。土師器は椀

Ａ（２７５）、高杯（２７８）、甕Ａ（２７６）、須恵器杯Ａ（２８２）、杯Ｂ（２８０・２８１）、杯蓋（２７９）、壺

（２８３）、甕（２８４）、線刻土器（２７７）がある。他に土師器杯Ａ、杯Ｂ、皿Ａ、高杯、壺Ｂ・Ｃ、羽

釜、須恵器皿、甕、製塩土器、黒色土器などがある。

　土師器椀Ａ（２７５）は外面全体をヘラケズリするｃ手法のもの。高杯（２７８）は脚部片であるが、

外面に線刻を施している。線刻は食器類に見られるものとは異なり、短い線を密に組み合わせて

おり、３単位が確認できる。記号ないしは絵画のようにも見えるが読みとることはできない。２７７

は杯ないし皿の底部外面に線刻を施したものである。他に２点確認できる（付表－３７）。甕

（２７６）は強いヨコナデにより肩の張る小形のもの。口縁端部は上方に突出している。�離のため

調整は不明である。

　須恵器杯Ａ（２８２）は口径１５㎝前後のＡⅡで、直線的に広がる口縁部を持ち、端部は細く作る。

灰白色を呈し焼成は軟質である。杯Ｂは口径約１３㎝のＢⅢ（２８０）、と口径１６㎝のＢⅡ（２８１）が

ある。２８０の口縁部は内湾しながら広がり、端部を外反させる。２８１は直線的に開くものである。

　壺（２８３）はＡまたはＢの底部で、猿投窯産と見られるもの。底部内面の一部に自然釉が付着

する。甕Ａ（２７６）は外湾する口縁部で端部を突出させ、外面に凹面を持った平坦面を作る。

土坑ＳＫ５２５出土遺物（第１３３図）　調査地内で検出された土坑ではまとまって遺物が出土して

いる。図示したものでは土師器皿Ａ（２８５～２８９）、椀Ａ（２９０～２９５）、皿Ｃ（２９６・２９７）、盤Ｂ

（２９８）、線刻土器、須恵器は杯Ａ（３０２）、杯Ｂ（３０１）、杯蓋（２９９・３００）、鉄釘（４３４）があり、

他には土師器杯Ａ・Ｂ、杯蓋、高杯、壺Ｂ・Ｃ、甕、須恵器壺類、甕、黒色土器、製塩土器など

がある。出土破片総数は８４３で、うち土師器が６７９（８３．９％）、須恵器が１３０（１６．１％）となる。

　この遺構で特徴的なのは線刻土器が多く見られる点である。確認できたもので３３点あり、溝Ｓ

Ｄ１８の４５点に次ぐ量である。さらに溝ＳＤ１８は破片総数１１９３８で、土坑ＳＫ５２５が８４３であること

を考えれば、単純に比較はできないもののかなり高率となる（付表－３７・４０）。

　土師器椀Ａは外面ヘラケズリするｃ手法のもの（２９０）とｅ手法の後外面に粗いヘラミガキを

施すもの（２９１～２９５）があり、後者が多い。２９５は内面に、２９３・２９４は内外面に線刻を施している。

　皿Ａは口径１６㎝前後のＡⅡ（２８６・２８７・２８９）と２３㎝前後のＡⅠ（２８８）があり、いずれもｃ手

法である。２８６・２８７は口縁端部が尖り気味で、２８８・２８９は外傾面を作る。また２８９は内外面に線

刻が施されている。皿Ｃ（２９６・２９７）はいずれもｅ手法。口縁部と底部の境は、２９６が不明瞭で

丸みを持ち、２９７は屈曲が大きく明瞭である。灯火器としての使用痕は確認できない。
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　盤Ｂ（２９８）は丸みを持つ底部から口縁部が内湾気味に大きく広がり、水平に屈曲した後、端

部は肥厚させる。貼り付けによる高台は細く垂下する。内面はナデ調整、外面は縦方向にヘラケ

ズリした後、横方向に粗いヘラミガキを行っている。

　須恵器杯Ａ（３０２）は口径１５．７㎝のＡⅡで、口縁部は直線的に開いた後わずかに外反する。端

部は尖り気味となる。灰白色を呈し焼成は軟質である。

　杯Ｂ（３０１）は口径約１３㎝のＢⅢ。高台はやや内側にあり口縁部は内湾気味に立ち上がる。

　杯蓋は口径１４．３㎝の蓋Ⅲ（２９９）と口径１７㎝の蓋Ⅱ（３００）がある。どちらも天井部が丸みを持

つもので、２９９はボタン状、３００は扁平な宝珠形のつまみを貼り付けている。

土坑出土遺物（第１３４図）　調査地内からは多数の土坑・落ち込みが検出されているが、先に述

べたもの以外では出土遺物は少なく、図示できるものも限られる。

土坑ＳＫ２７４　土師器皿Ａ（３０３）は口径１５．８㎝のＡⅡで、端部はわずかに外反する。外面はｃ

手法であるが、ヘラケズリが端部までおよんでいない。内外面ともに「×」の線刻を行っている。

須恵器杯Ｂ（３０４）は口径１６．２㎝のＢⅡで、灰白色を呈し焼成は比較的硬質である。外面には部

分的に煤が付着する。ほかに土師器皿Ａ・Ｃ、壺Ｂ・Ｃ、甕、須恵器杯蓋、製塩土器などが出土

している。

土坑ＳＫ５９９　土師器椀Ａ（３０５）は口径１２．４㎝のＡⅠで、底部が丸みを帯び、やや深い器形で

ある。外面全体をヘラケズリするｃ手法。須恵器杯Ａ（３０６）は口径１２．４㎝のＡⅡ。灰白色を呈

し、内外面に火襷が残る。杯Ｆ（３０７）は口径１５．４㎝でＢⅡにあたるもの。口縁部は内湾しなが
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第１３４図　土坑ＳＫ２６７・２７４・５９９、落ち込みＳＸ２１出土遺物実測図（１�４）



ら立ち上がり、端部は鋭く外反させる。壺Ａ（３０８）はほぼ全形を知ることのできるもので、出

土量は少ない。肩部は丸味を持ち、体部は直線的に開く。口縁部は短く直立し、端部は丸く作る。

高台は大きく開き、端部は凹面を持つ、灰白色を呈し、緻密な胎土で硬質に焼き上がる。このほ

かに製塩土器、土師器皿Ｃ、甕、須恵器杯蓋、壺類がある。

土坑ＳＫ２６７　土師器壺Ｅ（３１０）は、小さく張る肩部と短く立ち上がる口縁部からなり、体部

は内湾気味に広がる。底部には低い高台を貼り付ける。内面は横方向のハケメ、外面は横方向の

ヘラ削りの後分割した横方向のヘラミガキを施す。線刻土器（３０９）は須恵器杯ＡまたはＢの外

面に線刻を施したもの。灰白色の軟質なものである。ほかに土師器皿Ａ、椀Ａ、高杯、壺Ｂ・

Ｃ・Ｅ、甕、羽釜、須恵器杯Ａ・Ｂ、杯蓋、壺、甕、製塩土器がある。

落ち込みＳＸ２１　須恵器杯Ｂ（３１１）は底部のみの破片で、外面に「×」の線刻が見られる。

ほかに須恵器杯蓋、甕、土師器甕が出土している。

ピット出土遺物（第１３５図）　今回検出された建物群の柱掘形内からの出土遺物は極めて少量、

小片で、実測できたものはわずかに大型建物のＳＢ３６９出土のものだけであった。この他に建物

としてまとまらない小ピットがあり、少量ではあるが遺物が出土している。

Ｐ１６１　北部十一町域の小型建物ＳＢ１５５の南にある小ピットで、須恵器横瓶（３１２）が出土し

ている。体部の破片で、外面には平行タタキ、内面にはナデ上げた痕跡が残される。

Ｐ７９　同じく小型建物ＳＢ１５５の西に位置するピットで、須恵器鉢Ａ（３１３）が出土した。口縁

部は内湾し、端部は内傾する平坦面をなす。灰白色の軟質な焼成で、外面には重ね焼きの痕跡が

あり、上半部が黒色化している。

Ｐ１７　北部十一町域の小型建物ＳＢ１７５の南西隅に存在するピット。内部から土師器皿Ａの底
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付表－３６　長岡京期遺物計測表－３
法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１５．５×器高５．１須恵器杯Ｆ７０５ＳＤ３４９

口径２０．０×器高３．３土師器皿Ａ６８８ＳＤ３５１

口径１０．２×器高３．６土師器椀Ａ６８９

口径１６．２×器高（７．２）土師器甕７０８

口径１６．６×器高５．３須恵器杯Ｂ６９０

口径１６．０×器高５．３須恵器杯Ｂ墨書７０７

口径１７．４×器高２．３須恵器杯蓋６９１

口径１７．６×器高２．４須恵器杯蓋６９２

口径１６．７×器高５．２須恵器杯Ｂ墨書６９９ＳＤ３６０

６９９と同一個体須恵器杯Ｂ７００

口径１０．４×器高３．６土師器壺Ｄ７１０ＳＫ３８３

口径１６．６×器高４．２土師器杯Ａ７１１

口径１２．０×器高３．５土師器椀Ａ７１２

口径１３．８×器高３．７土師器椀Ｃ７１３ＳＤ３８８

口径１６．８×器高２．２土師器皿Ａ７１４ＳＤ３９２

口径１２．４×器高３．７土師器椀Ａ７１５

口径１４．０×器高４．５土師器椀Ｃ７１６

口径１２．０×器高３．８土師器椀Ａ７１７

口径１４．８×器高５．２須恵器杯Ｂ７１８

須恵器杯蓋墨書７１９

口径２０．０×器高２．６土師器皿Ａ７２０

口径１６．０×器高２．８土師器皿Ａ７２１

口径１２．０×器高３．６土師器椀Ｃ７２２

口径１３．４×器高４．５土師器椀Ａ７２３

土師器甕７２４

口径３０．８×器高（８．５）土師器羽釜７２５

法量（㎝）遺物名遺物番号遺構名

口径１１．７×器高３．１土師器椀Ａ７２６ＳＸ３９３

口径１７．０×器高３．４須恵器杯蓋７２７

耳壺須恵器壺７２８ＳＫ３９６

口径１５．０×器高２．９土師器皿Ａ７２９ＳＫ４１５

口径３０．０×器高３．７土師器皿Ｂ７３０ＳＫ４４３

口径１５．６×器高２．９土師器皿Ａ７３１ＳＫ４４６

底径９須恵器杯Ｂ墨書７３２ＳＫ５２８

口径１２．０×器高（１．９）須恵器壺Ｅ７３３ＳＤ５２９

口径１９．８×器高（３．０）土師器杯蓋７０３

口径１７．０×器高３．３須恵器杯Ｂ蓋７３４ＳＫ５５４

口径１５．０×器高３．４土師器杯Ｂ７３５ＳＫ５５７

口径１０．２×器高２．２土師器皿Ｃ７３６

口径１２．８×器高２．９須恵器杯Ａ７３７

口径１５．６×器高３．１須恵器杯Ａ７３８ＳＫ５８６

口径１４．６×器高２．６土師器皿Ａ７３９ＳＤ９７

炉壁７４０ＳＤ１４１

口径１６．０×器高２．６土師器皿Ａ７４１ＳＫ６０９

転用硯　朱墨須恵器食膳形態７４２Ｐ７８６

口径１６．０×器高（１．８）須恵器杯蓋７４３ＳＫ５９４

口径９．５×器高１．８須恵器杯Ｂ墨書７４４５Ｆ区

口径３１．０×器高（９．４）土師器甕７４６ＳＸ１４６

口径２７．４×器高（１２．１）土師器甕７４７

口径２３．０×器高（４．８）土師器羽釜７４８ＳＸ３３１

口径３４．６×器高（７．５）土師器羽釜７４９ＳＸ５２２



部片が出土した（３１４）。外面はヘラケズリしており、内外面には２条の線刻が見られる。

Ｐ１８２　南部部十二町域北側にある小型建物ＳＢ１３３内部の北東で検出された小ピットである。

図示したのは土製の紡輪と見られるもの（３１５）で、土器片を円形に打ち欠き、中央に円孔を

穿っている。内外面が�離しており、調整は看取できない。

掘立柱建物ＳＢ３６９ピット　南部十二町域西側の大型建物ＳＢ３６９の柱掘形Ｐ１２から土師器高杯

（３１６）が、Ｐ１５からは土馬（３１７）が出土した。土師器高杯（３１６）は杯部のみの破片で、口縁部

は内湾気味に広がり、端部はわずかに上方に突出させて外傾する平坦面を作り出す。内面はヨコ

ナデ、外面はヘラケズリの後に粗いヘラミガキを施す。土馬（３１７）は胴部後半の破片で、尻尾、

後脚を欠失する。外面全体をナデ調整で仕上げる。

小結

　以上図化できたものを中心に述べてきたが、未だ検討が充分ではなく、全てのものについては

報告できていない。残ったうちいくつかのものについては付表・図版に掲載したのでそちらを参

照されたいが、まだ検討が不十分なものが残されている。ここでは事実関係を中心にまとめてお

きたい。

　今回の調査で出土した土器群は冒頭でも述べたごとく、平城宮土器型式Ⅵ、平安京土器編年Ⅰ

期中段階に位置づけられるものである。まず、前期・後期の遺構間で遺物にどのような差が認め

られるかが問題となる。先にも述べたごとく前期、後期の分類は確実なものは小溝群と小型建物

などとの切り合いのみであり、その意味で確実に前期の遺構に含められるのは建物群と、いくつ

かの土坑、落ち込みだけとなる。そうすると遺物のほとんどが後期遺構に伴うこととなり、遺物

の整理が完全でないことからも単純に比較は行うことができない。あえていえば各遺構出土遺物

でも述べたごとく、須恵器杯類の口縁部の開きや、土師器甕に見られた外面にタタキを残す点、

椀Ａに見られる特徴などを新しい要素と見なすこともできよう。この点を重視すれば後期遺構群

の埋没は長岡京遷都後、平安時代のごく初頭と見ることも可能である。ただしこれらの要素が長

岡京期に全く存在せず、平安京に遷都してから出現するのか、あるいはごく少数でも長岡京期か

ら見られるものなのか、これらの検討を経ていない段階では結論を出すのは困難といわざるを得
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ない。いずれにせよ前期の遺構となる建物群が長岡京期のものであることは確実であろう。従っ

て以下では全体的な傾向として述べておきたい。

　主要遺構出土遺物の量は破片数で付表－４０に示している。そのうちの土師器と須恵器の比率は、

平均すると土師器が８割強、須恵器が２割弱となり、長岡京内ではやや土師器の出土比率が高い。

このほかわずかに黒色土器が含まれるのは一般的な傾向である。

　機能別に見ると食膳形態が約７５％を占め、さらに煮沸形態が約１６％と一定の量が認められる。

これらを見る限りにおいては、一般的な宅地のあり方に近いものといえよう（付表－４１・４２）。

　土師器の調整手法は、ｃ手法が６１％、次いでｅ手法が２５．４％、ｂ手法１３．６％となる。ｅ手法の

比率が高いのは椀Ａに多用されるためで、杯、皿類ではｃ手法が高率となる（付表－４３）。

　土師器、須恵器以外で目立つのは製塩土器が非常に多い点である。出土遺物でも述べたごとく

８割近くの高率で集中的に出土する遺構があり、調査地全体でも約２割を占めている。このよう

な傾向が何を示すのか、現段階では結論は出せないが、当遺跡の性格を考える上で重要であると

思われる。

　また線刻土器も当調査地で多く見いだされている。現段階で確認できたものだけで１３３個体あ

り（付表－３７）、調査面積が広いことを考慮してもかなり高い出土率である。特に内外面にまで

線刻するものが多く、また土師器だけではなく焼成が軟質の須恵器にも線刻が施されている点は、

記号を付した土器の需要が極めて高かったことを物語る。検出遺構の小結でも述べているが、線

刻土器が非識字層のためのものだとすれば、当遺跡の性格の一端を物語るものといえよう。また

それに関連して墨書土器が少数で、円面硯がなく転用硯のみである点も特徴的である。

　土器以外では南部域を中心にフイゴの羽口や炉壁の出土が見られたが、量的にはきわめて少な

く、また鉄製品も釘、紡錘車、刀子などが少量出土しているのみで特殊な性格を反映していると

は考えにくい状況である。銅銭は和同開珎と萬年通寶がそれぞれ１枚出土しているのみで、調査

面積に比してきわめて少ないものといえる。

　この他に緑釉単彩陶器、凝灰岩、雲母片など注目できる遺物があるものの、きわめて小片・少

数で、これらがどのように遺構の性格を反映しているのか、断定するまでには至らない。何度も

述べるように現段階では早急な結論は避け、今後の整理・検討が進み、かつ周辺での調査が進展

するのを待って、あらためて検討を行ってゆくこととしたい。
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付表－３７　線刻土器一覧表
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１３２　第３章　出土遺物

付表－３８　出土遺構別径高分布図
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付表－３９　測定可能遺物径高分布図
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付表－４０　出土遺構別器種構成一覧表
土師器：須恵器遺構合計土製祭具製塩土器黒色土器須�恵�器土�師�器出土遺構

９７．２：２．８９７０２６０２６９ＳＫ４５７

９６．９：３．１６５１００２６２ＳＫ４４６

９６．５：３．５２８８１００１０２７７ＳＸ１４６

９６．５：３．５９６０００１３４９２５ＳＤ３８８

９５．７：４．３９２０００４８８ＳＫ４１５

９５．４：４．６２，３８７０２，００５０１８３６４ＳＤ３４６

９５．３：４．７４４０１０２４１ＳＸ４６０

９４．５：５．５４９８２８０２７４６１ＳＫ２６７

９３．３：６．７４０１１２６２２５３４７ＳＫ５３２

９３．０：７．０２，０４４１４９４０１３５１，８０１ＳＤ３７５

９２．１：７．９１９００００１５１７５ＳＤ３９２

９０．９：９．１３４１００３３０ＳＫ３８９

９０．３：９．７３１０００３２８ＳＫ３３１

８９．９：１０．１７９６２７１７９７０７ＳＫ３８３

８９．７：１０．３１３５０９０１３１１３ＳＸ５５７

８９．４：１０．６１３７０５０１４１１８ＳＫ５２２

８９．３：１０．７３６５０２００３７３０８ＳＸ３９３

８９．３：１０．７２７４３００２９２４２ＳＤ４００

８６．４：１３．６１３７５００１８１１４ＳＤ３７９

８６．２：１３．８３５０６０４２５ＳＫ５９４

８５．４：１４．６２７６３１１２３８２２２ＳＤ３４９

８５．２：１４．８１４２７００２０１１５ＳＤ３９６

８５．１：１４．９１４２０１０２１１２０ＳＫ４３０

８５．４：１４．６４４１１００６４３７６ＳＤ５２９

８３．９：１６．１８４３１７１４３１３０６７９ＳＫ５２５

８２．９：１７．１１１０３４３２５２０１３８６７０ＳＫ３４８

８２．６：１７．４１７３２４０２９１３８ＳＫ２７４

８１．３：１８．７４８０００９３９ＳＫ４４３

８１．２：１８．８３，８３８１６２８３１１６６２２，８６６ＳＸ５７３

８０．７：１９．３２３６０１２４５１８８ＳＸ５８３

７６．４：２３．６５５５１３６１３１１９３８６ＳＤ０６　０Ｅ区

８４．５：１５．５９３１１５２９１１３７７４９ＳＤ０６　１Ｅ区

７４．６：２５．４８２１１９３４０１９５５７３ＳＤ０６　２Ｅ区

８８．６：１１．４１，１４４２１１５０１２６９８２ＳＤ０６　３Ｅ区

８３．０：１７．０６２７１６０１１０４５０６ＳＤ０６　４Ｅ区

７７．８：２２．２１，２６７２１２００２７２９５４ＳＤ０６　５Ｅ区

８１．０：１９．０１，０１６４４１４４１８１７７３ＳＤ０６　６Ｅ区

７４．４：２５．６９９８４２１８３２３９６９６ＳＤ０６　７Ｅ区

８０．２：１９．８１２８００２２５１０１ＳＫ４１９

７８．１：２１．９１７５０６０３７１３２ＳＤ３６０

７８．５：２１．５２０９０００４５１６４ＳＤ３９５

７９．２：２０．８１，９１６４８２９９４３２６１，２３９ＳＤ１８　９Ｉ・Ｊ区

７８．１：２１．９１，４２９６８０１０１３６４８６ＳＤ１８　１０Ｊ区

７２．２：２７．８１，９１２２５４５２３３９８１，０３４ＳＤ１８　１０Ｋ区

８１．１：１８．９２，４０８１４１，２５８１１２１３９１２ＳＤ１８　１１Ｌ・Ｍ区

７７．９：２２．１４，２７３２２，５３４１０３８２１，３４５ＳＤ１８　１２Ｌ区

７７．０：２３．０１５３０１０３５１１７ＳＤ３８０

６９．０：３１．０１３０００４９ＳＤ３９４

７３．３：２６．７２２２１１３２５５１５１ＳＤ３５１

７２．７：２７．３８８０００２４６４ＳＤ９７

７１．４：２８．６７０００２５ＳＤ４０１

６７．８：３２．２１２１０００３９８２ＳＤ４１８

６５．０：３５．０４４０３１１４２６ＳＤ３５４

６３．８：３６．２６４０１７０１７３０ＳＫ３４

６３．３：３６．７１１８０５８０２２３８ＳＤ２５

６０．０：４０．０５１０２１０１２１８ＳＫ０３

３６．０：６４．０２８３０２５０１６５９３ＳＫ５９９

８２．３：１７．７３６，７７５３９２８，４０１７７４，９４０２２，９６５総合計

� ������������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ���������

� ������������ ������� ������� ������� ������� ������� �������� ���������
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付表－４１　土師器・須恵器の遺構別器形構成一覧表

合計竈羽釜土甕須甕須壺土壺Ｅ
土壺
Ｂ・Ｃ

須鉢土盤Ｂ土高杯須杯蓋土杯蓋須杯Ｂ土杯Ｂ須杯Ａ土杯Ａ土皿Ｂ須皿土皿Ｃ土皿Ａ土椀Ａ遺　構　名

２５１１０１３１ＳＫ０３

２４１１１５２３１６１０３５１１３３２３７４２２２４８ＳＤ０６　０Ｅ区

４６３４２４１６３１６２９４２７２０２５３０３１８４５１５７６ＳＤ０６　１Ｅ区

３４７６４５９２０８２２５１１１１８３３９４８５０１７ＳＤ０６　２Ｅ区

３１９１１１３１４３３６２１０１４２５４４９２１１１２５ＳＤ０６　３Ｅ区

１７８１４２１０２８４９２４３３１２６ＳＤ０６　４Ｅ区

４４１２２１２４５９５４１２４５２６９１２６９ＳＤ０６　５Ｅ区

４４６５９９１１３８４４２７２８１３７２７５１３１１７１１１ＳＤ０６　６Ｅ区

３２８２６７３４９２２２４２１３２３４５６２１５１９ＳＤ０６　７Ｅ区

２，７６３１１７８７８４１６８２６１７２７５４９４１９５１２４３９６０１０５２４３０２０１２３１ＳＤ０６　全区

７９０３１７９２０９２９６２０６２１８６３９２９１３１７１１０２３ＳＤ１８　９Ｉ・Ｊ区

２０２１１４２４２９２２３１２３１４６１３３２９２９ＳＤ１８　１０Ｊ区

７６１６２２５２１６３８４４７１５９８２２２１３２１０６０３９ＳＤ１８　１０Ｋ区

５２８２１７０１２２７１７１１４５１３７２１７７６５５７９２２ＳＤ１８　１１Ｌ・Ｍ区

５８１１７１９５１７６３４８１４４９６２８５１４５６２４０ＳＤ１８　１２Ｌ区

２，８６２１１９７８３７２２８７２５４１４１２５０７２９５１３９７１４６６３４０３４０１５３ＳＤ１８　全区

９１２１５ＳＸ２１

２７１５１１４１４１ＳＤ２５

１７２２１３ＳＫ３４

５８５３１４１１１７１２０５ＳＤ９４

２８６２２１６１１４７１０ＳＸ１４６

８３１４４４３２１３１２１１９２ＳＫ２６７

５９３９４５３１７ＳＫ２７４

４４ＳＸ３３１

３０４１２５１３１５３５５８６４３９ＳＤ３４６

２８１２５５４１０１７６３１９３２４７２７５ＳＫ３４８

１０８６４１３１２５１６６６４ＳＤ３４９

２２１１９２３４１２４１０３１５９２３ＳＤ３５１

１９３４１９２ＳＤ３５４

６４３６２１２１２１０１ＳＤ３６０

７９０１２０３６１６９９２２１２１３０３３２２２２１７ＳＤ３７５

１８５１５８１２２３３１３３ＳＤ３７９

５８９１６７２６１９８ＳＤ３８０

３４０２５５２２２１２６３２５３３１４１０３ＳＤ３８３

６９３４６４１８１２２２１８９２８１４９ＳＤ３８８

１９２１７ＳＫ３８９

１８８３２１１５９９５６１７４ＳＤ３９２

１５５１８５７１１３１０２９２１２３９１９ＳＸ３９３

６４１１ＳＤ３９４

７７３０７５１３７１３２０ＳＤ３９５

４５２６４１１９３１ＳＤ３９６

１３５２２６２４２１６７１１８２７３０ＳＤ４００

２１１ＳＤ４０１

５７２７３１４２２ＳＫ４１５

４６１４１３３５４１１１４ＳＤ４１８

４３１４５１３２１１７ＳＫ４１９

４９１２１１８９１８ＳＫ４３０

３７２９７１ＳＫ４４３

３１１０２１９ＳＫ４４６

３６２１１５９ＳＫ４５７

３６８２０８ＳＸ４６０

７１２１１１８２２８１１１８１１６ＳＸ５２２

４１９８２３１０３２１１１８１１５４３７３１３３５１５５ＳＫ５２５

２２９２１６１３２９８４８１１１２ＳＤ５２９

１９１４１５４５２０３５ＳＫ５３２

３９１２１１２２１２４１８５ＳＸ５５７

１，４７２１６５１４１１６３１１５７１２９３７１０３４１４１３３５６２４２０２９４３５１４３１１４ＳＸ５７３

１７５９５３４６１０１０１４３１７５２３９１２ＳＸ５８３

１４１３２８ＳＫ５９４

１２２７４１５６６２２１７ＳＫ５９９

１２，９５０３１２３５４，２９１４０２８１５２２１，００７４３１２２５０８４７８６８５９６８３４１４７２３８１１４２１，５５１１，３９２合　　　計� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���



１３６　第３章　出土遺物

付表－４２　機能別統計表

合　計

煮沸・炊飯形態貯蔵形態調理・盛り付け形態食膳形態

遺　構　名
不　明

土師器
甕釜鍋類

須恵器
甕類

須恵器
壺瓶類

土師器
壺類

須恵器
高杯盤鉢類

土師器
高杯盤鉢類

須恵器
杯皿類

土師器
椀皿杯類

５９１１４８ＳＫ０３

５０５９１０３１６１０５１１１８９２２５ＳＤ０６　０Ｅ区

８８６４１９１１６３２３１３２０８５５０４ＳＤ０６　１Ｅ区

７６７２５６９２０８３２５１１１６９４６４ＳＤ０６　２Ｅ区

１，１０９２４１１４１４５６５１２７１７７７ＳＤ０６　３Ｅ区

６１０１１４３１０２９４６３４５０ＳＤ０６　４Ｅ区

１，２２５２４２１４４５７７５４１２１３７６６２ＳＤ０６　５Ｅ区

９２４３１１０４１１３８４４３７１２９５３０ＳＤ０６　６Ｅ区

９３３５９９４９２５２４１３１６０５５８ＳＤ０６　７Ｅ区

６，９５９１３３９３７１６８３３９２９８５１０６８０３４，１７０ＳＤ０６　全区

１，４６５４１９６２０１０２９６２０２００８２７ＳＤ１８　９Ｉ・Ｊ区

６１０４６１５２２１９２８２４３３ＳＤ１８　１０Ｊ区

１，４３２１７２３１２１６５８４４３１２６９８ＳＤ１８　１０Ｋ区

１，１２５４１７２１２２７１７１１１７１７１１ＳＤ１８　１１Ｌ・Ｍ区

１，７４４１０２０３１７６３４８１４３０８１，０９０ＳＤ１８　１２Ｌ区

６，３７６８１８１７７２２７８２５４１４１１，０７３３，７５９ＳＤ１８　全区

１１１２７１ＳＸ２１

５９３１５１１４３５ＳＤ２５

４７２２１３３０ＳＫ３４

８８６５３１４１２０４８ＳＤ９４

３６２２２２１６３１３０ＳＸ１４６

５３２１２４５４３１５１１４４３８ＳＫ２６７

１６７３９１４２８９５ＳＫ２７４

３１２２１２６ＳＸ３３１

３８０１２３１３１１３２３９ＳＤ３４６

８０８２７９１０１７６１２８５６６ＳＫ３４８

３３４４４４７３１２５３３１８１ＳＤ３４９

２０５１９３３６１４５５６ＳＤ３５１

４０３１４２３ＳＤ３５４

１６８３６２１２３５９２ＳＤ３６０

１，９３６１３２０４６１６９９１１３１，５６６ＳＤ３７５

１３５４１５１２２０９３ＳＤ３７９

１５２２０９１６３２８４ＳＤ３８０

７８６１７２５５２２１２７５４７５３８ＳＤ３８３

９５９１４６４１８３２４５３ＳＤ３８８

３３２１７１１３ＳＫ３８９

１９０１２４１１４１５０ＳＤ３９２

３４５１７５１４１０３６２１８ＳＸ３９３

１３７４１１ＳＤ３９４

２０９３０７５１３３１３３ＳＤ３９５

１３６９２６４２１１３８１ＳＤ３９６

２７１５２８２４２２７２０３ＳＤ４００

７１１１４ＳＤ４０１

９２４２７４５７ＳＫ４１５

１２１１９１４１３８３１４５ＳＤ４１８

１２６１４５１３２０７４ＳＫ４１９

１４１７２１１２１１００ＳＫ４３０

４８２９９１０ＳＫ４４３

６４５１０２４７ＳＫ４４６

７１２１１１４８ＳＫ４５７

４３８２３３ＳＸ４６０

１３２３１２２８２１０７７ＳＸ５２２

８０８１８９３１０３２１３１１６５４４ＳＫ５２５

４４０１１６３３２９８４２２２０１ＳＤ５２９

３７２１５８５２０１８９ＳＫ５３２

１２６３１１１２１０９ＳＸ５５７

３，５２８４８４７８６３１２４１３６３７５０４３４２，１５８ＳＸ５７３

２３３４６２４６１０１０３４１０３ＳＸ５８３

２９１３２５ＳＫ５９４

２５８４７４１５１４６１９ＳＫ５９９

２８，４３０４４６４，５０９４０３８９６１，０４４４４２８４３，４９２１７，３１２小　　　計

２７，９８４
（１００％）

不明を除く
合計

４，５０９
（１６．１％）

２，３４３　（８．４％）３２８　（１．２％）２０，８０４　（７４．３％）合　　　計
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付表－４３　土師器食膳形態の調整手法
合　計杯Ａｅ杯Ａｃ杯Ａｂ皿Ａｅ皿Ａｃ皿Ａｂ椀Ａｅ椀Ａｃ椀Ａｂ遺構名

２１１ＳＫ０３

２０１３４２３７ＳＤ０６

５５１７３５２３２２１２ＳＤ１８

２１１ＳＤ９７

１１ＳＸ１４６

１１ＳＫ２７４

１１ＳＸ３３１

１１１１１４３１ＳＤ３４６

６４１１ＳＫ３４８

８３２２１ＳＤ３５１

３４２３１５５５９４ＳＤ３７５

２１１ＳＤ３７９

２１１ＳＤ３８０

１２３２１６ＳＫ３８３

２１１ＳＤ３８８

１２１１１１４２２ＳＤ３９２

３１１１ＳＸ３９３

２１１ＳＤ３９５

４２２ＳＤ４００

２１１ＳＫ４１５

２１１ＳＫ４１９

１１ＳＫ４２９

１１ＳＫ４３０

１１ＳＫ４４６

２１１ＳＫ４５７

４１１１１ＳＸ４６０

２１１ＳＸ５２２

１４５７２ＳＫ５２５

１１ＳＤ５２６

１１ＳＫ５３２

１０１２１１５ＳＸ５７３

１１ＳＸ５８３

２１１ＳＫ５９４

１１ＳＫ５９９

１１ＳＫ６０９

１１Ｐ７２５

１１Ｐ７３１

２２８５２１５１６６７２５３７５１１合　計

１００２．２９．２２．２７２９．４１１１６．２２２．４０．４％

� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �����



５　古墳時代の遺物

　古墳時代の遺物は、質・量ともに極めて乏しく、そのほとんどが竪穴住居ＳＨ８３から出土した

ものである。

竪穴住居ＳＨ８３出土遺物（第１３６・１６３図、図版５８・６６）　この住居からは、須恵器、土師器、

石製紡錘車、土製品などの遺物が出土しているが、数量は少なく、しかも破損品がほとんどで

あった。

　須恵器には、杯身（３１８）の小片が１点出土している。短く内傾する立ち上がりと丸味をもっ

た底部からなり、底部外面は回転ヘラケズリによる調整をせず、ヘラオコシのままである。胎土

は比較的精良で、硬質に焼成され、色調は淡灰色を呈している。口径９．７㎝、器高は３．２㎝以上あ

り、陶邑のＴＫ２０９型式に比定することができる。

　土師器には、甕（３２３～３２５）、甕もしくは甑の把手（３２０）などがある。３２３は、「く」字状に屈

曲する口頸部をもつが、屈曲の度合いは弱く、口縁端部を丸くおさめている。体部外面には縦方

向、口縁部内面には横方向のハケメを施す。内面には、粘土紐の接合痕をとどめ、内外面には煤

の付着が認められる。口径２１．２㎝、器高６．５㎝以上ある。

　３２４は、「く」字状に鋭く屈曲する口頸部をもち、内外面の調整は３２３と同じ手法で仕上げてい

る。胎土には細かい砂粒や赤色粒子を含み、淡赤褐色を呈する。口径２２．８㎝、器高は９．９㎝以上

ある。

　３２５は、「く」字形に屈曲する口頸部をもつ長胴の甕で、口縁端部をわずかに肥厚させている。

外面の調整は、口縁部を横ナデし、体部は縦方向に細かいハケメを施して仕上げている。内面は、
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口縁部に横方向の粗いハケメを施し、体部上半は板状工具のようなものを横方向に施して調整す

る。体部には黒斑が、また底部外面には煤の付着が認められる。胎土に砂粒や赤色粒子を多く含

み、淡灰褐色を呈する。口径１３．８㎝、器高３５㎝以上、体部最大径は２５．２㎝に復元できる。

　３２０は、土師器の甕もしくは甑の把手片である。手づくねで中空につくられており、最大幅３．６

㎝、長さ６．２㎝ほどあり、淡橙褐色を呈する。

　土製品には、今一つ形態が不明確な３１９・３２１と、移動式カマドと考えられる３２２がある。３１９は

先細りの棒状品で、現存長４．３㎝、最大径は１．６㎝あり、淡灰褐色を呈す。３２１は、幅１．１～２．１㎝

ほどの帯状をした粘土を貼り付けたもので、明橙色を呈する。３１９・３２１は、住居跡から出土した

ため、古墳時代の遺物としたが、他の時代の混入品である可能性も充分に考えられる。

　３２２は、移動式カマドの焚き口部分ではないかと考えられる破片である。焚き口の周辺部に貼

り付けられた庇は、断面台形を呈し、約１．４㎝ほど突出している。胎土には砂粒や赤色粒子を比

較的多く含み、明橙色を呈する。

　石製紡錘車（５９４）は、径２．９㎝、厚さ１．４㎝ほどの円筒形で、側面は比較的遺存状態が良好で

あるのに対して、上・下面は欠損して凹凸が認められる。中央には径０．６～０．７㎝ほどの円孔が穿

たれている。下面には線刻がわずかに認められ、鋸歯文の痕跡とも考えられるが、確証はない。

表面は比較的丁寧に研磨されており、破損している個所も平滑で、全体的に光沢が認められる。

淡灰褐色を呈した滑石製品で、重さは約２４．３ｇある。
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６　弥生時代の遺物

　弥生時代の遺物には、土器・土製品や石器・石製品などがある。土器・土製品については、遺

構ごとに見ることにして、その他の遺物は、後述することにする。土器の器種分類や時期区分は、

基本的に森岡秀人氏の様式区分に従っ�た�。つまり、第Ⅱ様式を櫛描文の出現、第Ⅲ様式を櫛描文
（注１）

の精緻化（効率的回転台使用施文）や器種の系列化の進展と器形・法量の多様化、第Ⅳ様式を凹

線文の出現から回転台の衰退と無文化志向や壺の機能上の統合化までをおよその区分とした。

従って、凹線文出現後の第Ⅲ様式新段階は、Ⅳ様式との区分が確定していない当地域では、とり

あえずⅣ様式として扱かった。つまり、現時点では、Ⅲ様式を短い期間、Ⅳ様式を長い期間帯で

捉えた。また、第Ⅱ・Ⅲ様式間の技術的な差異として、円盤充填技法の有無も、重要な区分基準

とした。各様式の細分（小様式区分）については、ここでは取り上げない。

　（１）　土器、土製品

溝ＳＤ０５出土土器・土製品（第１３７図、図版６５）　土器は、壺・甕が主流で、鉢や台付鉢脚部な

どがある。壺には、広口壺、細頸壺、無頸壺等がある。土製品には、動物形土製品などがある。

　広口壺には、無文の３２９と有文の３２８などがある。有文広口壺は、図示できなかったものも含め

て、ほとんどが口縁部下半や体部上半部を櫛描直線文で装飾し、補助的に整わない波形の櫛描波

状文が用いられている。３２８は、口縁部内外面をナデ調整し、口縁端面下端には、刻目が巡らさ

れている。無文広口壺は、口縁部内面にヨコハケを施しているほか、丁寧なナデで、外面にはヘ

ラミガキが施されている。この他、口縁部内面にヨコハケを施すものも多い。溝ＳＤ５６との交点

からは、頸部に断面三角形突帯を一帯巡らせた小型壺破片も１点出土した。

　細頸壺の３２６は、近江から伊勢湾地方等に見られる器形である。色調が、白っぽく搬入品と考

えられる。口縁部外面に３帯、頸部に６帯の波状文が観察できる。波状文は、周波のサイクルや

波長が狭く細かい。河内地域の有段口縁広口壺にも類似するが、小型で頸部が細く、文様構成や

胎土が異なることから、細頸壺とした。近江地域では、Ⅱ～Ⅲ様式にかけて、口縁部に波状文を

用いるものが見られる。

　無頸壺（３２７）は、球形に近い内湾する体部の端部をそのまままるく処理したものである。胎

土に角閃石を大量に含み、チョコレート色をしたもので、生駒西麓地域からの搬入品である。河

内地域でのⅢ－１様式では、体部が鉢状に立つものなどを例示し、その様式で「急速に衰退す

る」とされてい�る�。また河内Ⅱ－２様式に、本例と類似する山賀遺跡河川３０出土無頸壺が紹介さ
（２）

れている。

　甕には、摂津形等がある。口縁部に刻目をもつ大和形は無いか、非常に少ない。３３３は、口縁

部内面にヨコハケを施した摂津形の中型甕で、体部最大径は上半にある。口縁部径は、体部最大

径を凌ぐ。底部は丁寧なナデ調整で仕上げる。大型の３３０は、短く外反した口縁部をナデ調整で

端面を作り出して止め、狭い端面に波状文を施し、口縁部内面をヨコハケ調整したものである。

当地域では普遍的に見られる。図では、体部形が口縁部径を凌ぐ表現になっているが、傾きがも
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う少し立ち、口径と体部径が等しいか、逆に小さい。

　台付鉢３３２は、体部下半から脚部にかけての破片で、体部に櫛描直線文を施している。脚柱状

部は中実で、短い。裾部は底面をわずかに窪ませるようにして短く外反させ、端部をわずかに上

に拡張させるようにヨコナデを施し、狭い端面をつくる。体部から柱状部にかけて、タテハケ調

整を施している。

　この他、丈高の柱状部をもつ脚部片（３３１）などがある。脚部片はいずれも柱状部中実で、円

盤充填技法は見られない。

　土製品は２点ある。３３５は、動物形土製品のイノシシと見られる頭部片である。体部は空洞で

ある。口は下顎より上顎が大きく、軽く開けた表情に造られている。口内の上顎中央には、喉元

から唇にかけて沈線の表現がある。下顎から喉にかけては、峰状の稜線をもつ。口腔部は直径５

㎝前後の棒状工具で奥深く刺突されている。　鼻は、前へ突き出され、先端は楕円形の平坦面で

ある。鼻腔部は、直径０．３㎝前後の棒状工具で奥深く刺突され、鼻先平坦面から約１．７㎝まである。

咽頭部からも刺突されており、その深さ約１．７㎝ある。口腔と鼻腔は、ほぼ平行に表現されてい

る。目は円形竹管による刺突で楕円形にくぼませて表現している。その両外側に接したところに

膨らみをもたせ、頬骨による膨らみを表現している。目の表現部分から上方約１㎝の位置に、直

径０．４㎝前後の円形刺突がある。目と対になっていることから、耳穴の可能性が考えられるが、

何を表現したものかわからない。この刺突は、先の尖った工具で挟み込むように、左右から中央

に、深さ０．５㎝前後まで突き刺している。この一対の刺突の間が、頭頂部に向かってわずかに盛

り上がっている。鬣の表現と思われる。これらの特徴から、３３５の動物形土製品はイノシシと考

えた。表面は丁寧なナデ調整。色調は浅黄橙色（���７．５ＹＲ８�３）で、粒子の細かい粘土を基調

にした胎土に、石英やチャートなどの砂粒が含まれている。胎土や色調は、在地産の弥生土器に

類似する。

　３３４は、動物形土製品の尻尾か容器形土製品の把手部分と考えられる。胎土や色調は、３３５と酷

似している。把手（尾）の柱状部は中実で、先端を丸くおさめている。黒斑が図の上部に広がっ

ている。

　これら溝ＳＤ０５出土土器・土製品は、広口壺の口縁端部が未発達であることや、櫛描直線文を

主に施文していること、甕形土器の頸部が滑らかに外反していることや、口縁部径が体部径を凌

ぐかまたは同等であること、河内地域でⅢ様式期に衰退する無頸壺や、近江地域でⅡ～Ⅲ様式に

見られる細頸壺と類似するものが共伴すること、脚部に円盤充填技法が見られないこと等から、

第Ⅱ様式段階の所産と考えられる。

溝ＳＤ６０出土土器（第１３７図）　出土土器類は、壺・甕を中心に多いが、計測できるものは少な

い。壺は体部上半に櫛描直線文を主に、波状文を従に施文したものがある。口縁部端面に波状文

を施した破片もある。３３６は脚部片で、柱状部を中実に、裾部は端部を上方に拡張してナデ、端

面を作り出している。

溝ＳＤ５５出土土器（第１３７図）　広口壺、甕、水差などがある。広口壺には、ラッパ状に大きく
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開く口縁部と短く外反する口縁部がある。前者は、端部に櫛描文またはハケ目施文原体の刺突に

よる刻目が施されている。外面にはタテハケ、内面にはナデ調整を施す。後者は、端部を上下に

少し拡張し、端面に凹線文を施す。水平にまで広がった口縁部の内面には、扇形文を１列配置す

る。壺の頸部片には、幅広い突帯にハケ施文原体を刺突して斜線状に刻目をつけたものがある。

有段口縁広口壺や、直口壺などの頸部に頻繁に用いられる装飾である。３３７は、直立する口縁部

をもつ水差で、体部にタテハケが見られる。Ⅳ様式段階と考えられる。

ＳＤ１０１出土土器（第１３７図）　３４３は細頸壺の口縁部片である。細長くのびた口縁部の外面は、

ヘラミガキで仕上げ、口縁外端部に刻目を施す。大きさや調整が酷似した資料は、摂津Ⅲ－１様

式に比定されている田能遺跡４調査区土坑２の資料に見られ�る�。田能遺跡のこの資料には、口縁
（３）

部の刻目は見られない。３４３は、口縁端部を半月状に欠くが、故意か偶然かは不明。

落ち込みＳＸ７６出土土器・土製品（第１３７図・図版６６）　小片の土器が少量出土した他、円柱状

土製品３４４が１点出土した。共伴した甕は、体部径が口縁部径を凌ぐ摂津形甕である。３４４は、一

端が破損しており、形態がわからない。破損側に対する一端は、平坦面に処理している。

柱穴Ｐ１１０出土土器（第１３７図）　細頸壺（３４２）が出土した。わずかに外反して広がる口縁部の

内外面は、丁寧なナデ調整を施し、端部には狭く鋭い面をもつ。外面には頸部以下に櫛描波状文

と直線文を施文し、口縁部内面には垂下直線文を施している。

柱穴Ｐ９７出土土器（第１３７図）　甕（３３８）がある。口縁端部を下方に巻き込むようにまるく仕

上げたもので、体部最大径が口径を凌ぐ。

溝ＳＤ８１（方形周溝墓ＳＸ１６６西辺溝）出土土器（第１３７図・図版８３）　出土器種には、壺、甕、

鉢、高杯などがある。

　壺には、短く開く口縁部をもつもの（３４０）や、口縁部を大きく外反させ、端部を下方に肥厚

させて端面をつくるもの等がある。３４０は、体部外面に波状文を３帯以上巡られている。端部は

拡張せず、狭い面をもっておわる。端部を下方に肥厚させた壺は、器壁の厚い、太い頸部の大型

品で、口縁部内面と口縁部外端面にヨコハケ調整を施す。他に、大きく広がる口縁部をもち、端

部下方を肥厚させて端面をつくり、下端に刻目を巡らすものや、短く外反する口縁部をもつ広口

壺で、口縁部内面にヨコハケを施し、外面を丁寧にナデ、ヘラミガキ調整するものもある。

　甕は、口縁部に刻目をもたず、端面のあるものがほとんどであるが、端部に沈線状の窪みをも

ち、上端に刻目を巡らすものもある。前者は口縁部内面にヨコハケを有し、後者はナデ調整であ

る。また、３４１のように、端部を丸く仕上げるものもある。いずれも、口径が体部径を凌ぐもの

もあるが、体部径が勝るもの（３４１）も多い。

　鉢の口縁部は、体部から滑らかに外反し、端部に面をもつもので、口縁部内面をヨコハケを施

し、甕に類似する。体部外面にはヘラミガキを施す。甕用蓋と思われるものは、つまみ部の外縁

を大きく張り出させたもので、口縁部は浅く大きく広がる。黒斑が器体外面全面を被っている。

　高杯には、３３９がある。半球形の深い杯部をもち、端部を肥厚させながら水平近くまで滑らか

に外反させ、明瞭な角をつけずに外傾する端面をつくっている。口縁部内面から端面にかけて、
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櫛描波状文で装飾している。脚柱状部は中実で、裾部は、滑らかに大きく外反させ、端部はまる

く処理している。高杯他の脚部片は他にもあり、全て柱状部は中実である。

　壺・甕の底部底面や甕用蓋のつまみ頂部には、観察できる全ての破片に木の葉圧痕がある。

　溝ＳＤ８１出土遺物は、壺甕類の諸特徴が、溝ＳＤ０５と類似し、円盤充填技法も見られ無いこと

から、第Ⅱ様式段階と考えたい。強いて指摘すれば、甕に新しい様相を、抽出できないこともな

いが、ほぼ同時期とするのが無難な理解と考えられる。

溝ＳＤ５７出土土器（第１３８図、図版６４）　壺、甕、鉢、甕用蓋、高杯等があり、甕が多い。

短く外反する口縁部をもつ壺には、無文のもの（３４６）と、口縁端面に波状文を施すもの、水平

近くにまで広げた口縁の端部を、下方にわずかに肥厚させて端面をなすものがある。体部片には、

粗い波状文が施されたものがある。

　甕は、いずれも口縁端に狭い面を有するもので口径が体部径を凌ぐもの（３４７・３５１）と、体部

が膨らんで、口径を凌ぐもの（３５０）がある。３５０は、口縁部内面にヨコハケを施す。３４７・３５１は、

口縁部内面を丁寧にナデ調整している。体部外面はタテハケで、口縁部外面にまで連動するもの

と、頸部でおわるものがある。３５０の口縁部には、内面と端面に波状文が施されている。

　鉢は、器高の割りに底径の大きい安定感のあるもの（３４５）がある。底面には２方向の木の葉

圧痕が重複して残る。体部外面は、口縁部外面にまで達するタテハケ後に下半部に太いヘラミガ

キを粗く施す。口縁部は、体部から滑らかに外反させて水平近くにまで短く広がり、端部は、内

面側に明瞭な稜線無く端面をつくりだしている。この端面には、波状文を施す。内面は、ハケメ

成形後ナデ調整を施しているが、ハケメは残る。

　甕用蓋は、ラッパ状に大きく開くもの（３４８）で、水平にのびた口縁の端部上端に刻目を巡ら

す。内面はナデで、裾部から口縁端にかけてヨコハケを施す。つまみ部はヨコナデで、頂部には、

木の葉圧痕を残す。

　高杯は、内湾しながら広がる杯部から、稜線をもって水平にのびる口縁部をもつもの（３４９）

がある。内外面とも丁寧なナデ調整である。

　溝ＳＤ５７出土土器は、甕において、最大径が体部にあるものや、口縁部内面にヨコハケを施さ

ないものがあるなどの特徴があげられる。壺では、口縁端部を下方にわずかに肥厚させるものが

ある。これらは、新しい要素といえるが、Ⅱ様式段階の範疇に含めておきたい。

溝ＳＤ７３出土土器（第１３８図）　壺と甕があり、壺には広口壺と細頸壺がある。

　広口壺は、短く外反する口縁部で、狭い口縁端面に刻目を巡らしているものがある。体部には、

上段に巡らせた波状文が１帯ある。細頸壺は、直線的にのびる口縁部片で、端部に面をもつ。

３５２は、広口壺の体部と考えられるもので、体部上半に複数の直線文を配した下段に波状文２帯

が巡らされている。体部下半はヘラミガキで、体部下位を縦方向に、中位を横方向に施している。

底面には、木の葉圧痕を残す。

　甕は、短く外反する口縁の端部に、狭い面をもつものが多い。端部の上端に刻目を巡らす大和

形甕もある。いずれも、口縁部内面にヨコハケを施す。�
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溝ＳＤ５２出土土器（第１３８図、図版６４）　壺と甕がある。

　壺には、口縁部を水平位置まで外反させた広口壺で、端部を上下に拡張して端面をつくり、そ

こに凹線文３帯を巡らせ、部分的に縦線で区切るものがある。体部片には、非常に長い波長の大

きな波状文を描いたものがある。また、体部下半部に焼成後の穿孔がある小型の広口壺２個体も

出土した（３５３・３５４）。３５３は、短く広がるヨコハケ調整の口縁部内面に、瘤状突起を配している。

３５４の底面には、木の葉圧痕が残る。

　甕は、体部から滑らかに短く外反し、端部に狭い面をもつものがある。口縁部内面には、ヨコ

ハケが施されている。

　溝ＳＤ５２出土遺物は、凹線文の存在から、Ⅳ様式と考えられる。

溝ＳＤ７２出土土器（第１３８図）　壺、甕が主流をなす。ミニチュアの手捏土器（３５５）もある。

　壺には、大きく外反する口縁部が多い。器壁が薄い中型壺には、口縁部内面にヨコハケを施し、

狭い口縁端面をヨコナデしたものが多い。器壁の厚い大型壺には、口縁端部を下方に少し厚みを

もたせて肥厚させた端面に、波状文や円形刺突文２列を巡らせたものがある。またこの両者とも、

口縁端面下端に波状に刻目を巡らせたものもある。壺体部片の施文は、直線文が主に用いられ、

波状文は従的地位にある。手捏の小型品（３５５）は、壺のミニチュア製品かと思われる。

　甕は、滑らかに短く外反する口縁部をもつもので、端部に面をもつものと、下方に巻き込むよ

うにまるくナデ調整したものがある。いずれも、口縁部内面にヨコハケをもつ。

　溝ＳＤ７２出土土器は、Ⅱ様式と判断した。

溝ＳＤ０２出土土器（第１３８図）　壺が主流をなし、高杯が１点ある。他に、手捏のミニチュア土

器（３５６）が１点ある。

　壺には広口壺と細頸壺がある。広口壺は、水平近くに外反した口縁の端部を上下に少し拡張し、

端面をつくりだしたものが多い。この口縁端面には、凹線文３条を巡らすものと、波状文で飾る

もの、狭い端面をヨコナデするものがある。口縁部内面には、波状文を巡らすものと、扇形文を

巡らすものがある。細頸壺は、口縁部近くに凹線文を３条以上巡らすものがある。この細頸壺は、

色調が赤っぽく、搬入品と考えられる。これらの壺の体部片には、頸部から体部上半にかけて、

櫛描直線文と波状文で飾るものと、頸部を多条の凹線文で飾るものがある。前者は、櫛描文施文

前のハケメを残す。

　手捏土器（３５６）は、壺のミニチュア製品と考えられる。

　水差と思われるものに、半環状把手がある。

　高杯は、皿状に浅い杯部から、屈曲して水平に広がる口縁部をもつもので、屈曲部内面側に断

面台形の突帯を巡らす。

　溝ＳＤ０２出土土器は、広口壺頸部などの凹線文Ｂ種の存在から、その盛行期の所産といえる。

溝ＳＤ１４２（方形周溝墓ＳＸ１６５東辺溝）出土土器（第１３９図）　壺と甕を中心に、甕用蓋、壺用

蓋などがある。

　壺には、漏斗状に大きく開く口縁部をもつ広口壺がある。ほとんどの口縁部は、端部下端を少
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し肥厚させ、端面をつくっている。口縁部端面には、波状文を描いたものや素文としたものがあ

る。波状文を巡らせたものには、肥厚させた下端に刻目を巡らせるものもある。素文にも、口縁

端面上端に、刻目を巡らせるものがある。また、口縁部内面をヨコハケ調整するものと、ナデ調

整がある。この両者を問わず、口縁部内面に瘤状突起を配するものもある。壺の体部片では、櫛

描直線文が幅を利かせ、主たる地位を確保しているが、波状文を数帯巡らせたものもある。また、

壺体部上半の文様帯の最下段に扇形文（半円文）を巡らせたものもある。これらの他、体部上半

に巡らせた４帯以上の櫛描直線文を、部分的な櫛描垂下直線文により、縦に分割した装飾も見ら

れる。

　甕は、端部を肥厚させずに処理するものもあるが、下方に少し肥厚させて端面を作り出すもの

も多い。前者には、上端に刻目を巡らせた大和形甕も見られるが、口縁内面をヨコハケしただけ

の摂津形（３５７）が多い。後者には、端面に波状文を巡らせたものもある。器体最大径が、口縁

部にあるものも多いが、体部上半にあるものもある。また、口縁部が、体部から鋭く屈曲して短

く直線的に広がる口縁部を持ち、端部を下方に肥厚させて、断面三角形に近くなるものもある。

　壺用蓋３５８は、器高の低い円盤状の個体で、２孔一対の穿孔が見られる。天井部のつまみの有

無は不明。

溝ＳＤ１４３（方形周溝墓ＳＸ１６４西辺溝）出土土器（第１３９図）　壺、甕を主とした器種構成であ

る。

　広口壺には、漏斗状に開く口縁部をもつものと、広口太頸壺がある。３５９は前者で、口縁端部

を下方に少し肥厚させて端面をつくり、そこに波状文を巡らせる。口縁部内面にはヨコハケを施

し、瘤状突起を配する。頸部から体部上半は、彫りの浅い波状文だけで装飾する。体部下位は縦

方向のヘラミガキ、最大径のある中位には横方向のヘラミガキを施していいる。太頸壺は、残存

状況が悪く、体部外面の施文が見えないが、短く外反した口縁部は、端部を下方に肥厚させて端

面をつくり、そこに波状文を巡らせている。

　甕には、体部から滑らかに外反する口縁部をもつもので、口縁部内面をヨコハケ整形して端部

上端に刻目を巡らせた大和形と、口縁部内面をヨコハケ整形して、端部を下方に巻き込むように、

または押さえ込むようにヨコナデ処理した摂津形があり、後者が多い。また口縁部内面にヨコハ

ケの無い、ナデ調整を施したものもある。

溝ＳＤ６５出土土器（第１３９図）　壺、壺用蓋、甕、甕用蓋、鉢、高杯などがあるが、主流を占め

るのは壺・甕である。壺には、広口壺、無頸壺の他、袋状口縁の壺（仮に細頸壺としておく）が

ある。

　広口壺は、漏斗状に大きく広げた口縁部で、端面下端にユビオサエによる刻目を巡らせている

ものがある。体部上半には、櫛描直線文２帯ごとに波状文１帯を配し、最下段に扇形文（半円

文）を巡らすものがある。この他、櫛描直線文を多用したものも多い。

　無頸壺には、球形に近く丸味のある体部を、屈曲させずに止めて端部をまるくおさめたものと、

体部から滑らかに反り上がるように内傾させて、端部をまるくおさめたもの等がある。両者とも、
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櫛描直線文で装飾されている。

　細頸壺は、袋状に丸く膨らんだ口縁部をもち、細まった頸部下端に断面三角形の刻目突帯を巡

らす。口縁端部は、欠損している。口縁部外面には、波長は細かいが乱れた波状文を上下に配し、

上半部には２本１対の棒状浮文を波状文施文後に貼り付けている。近江・東海系かと思われるが、

胎土・焼成・色調に在地産の特色を持つ。

　これらの他、壺の頸部片に、断面三角形の刻目突帯を２条巡らせた施文帯の下に、細かい波長

の波状文を配するもので、直口壺かと思われるものや、体部上半に、断面三角形の貼り付け突帯

をもつものもある。

　甕は、短く外反する口縁部をもつ。端部は、下方に巻き込むように処理したものや、狭い端面

をつくりだしたものなどがある。口縁部上端に刻目を巡らすものもあるが、数少ない。

　鉢・高杯は、内湾する体部から、外反して水平近くにまで広がる口縁部をもち、端部をまるく

おさめるものがある。脚部は、柱状部が中実（３６０）のものだけで、円盤充填技法を見ない。３６０

の裾部は、漏斗状に丈高に広がり、端部を外反させている。また、中実の柱状部が８㎝以上の高

さまである破片もある。台付鉢の脚部か。

　甕用蓋は、大きく外反する口縁部をもち、端部を丸く処理しているものなどがある。

壺用蓋は、直径８．５㎝前後の円盤状で、天井部中央を突出させ、つまみを作り出しているものが

ある。つまみの頂部は、中央が窪む。裏面は平坦で、丁寧にナデ調整されている。上面はつまみ

部から口縁端部にかけて、滑らかな曲線を描いている。口縁部上面に、櫛描直線文１帯を巡らす。

直線文と口縁部端の間に、片側２孔と、これに対する位置に３孔の穿孔があり、この２者の間に

穿ちかけた窪み１箇所がある。

　溝ＳＤ６５出土遺物は、おおむねⅡ様式段階と考えられるが、頸部に断面三角形刻目突帯文の存

在などから、Ⅲ様式の土器群が含まれていると思われる。

方形周溝墓ＳＸ１６９西辺溝出土土器（第１３９図）　壺と甕が主流で、手捏のミニチュア高杯など

もある。壺には、広口壺、広口太頸壺、袋状口縁の細頸壺、有段口縁壺などがある。

　広口壺は口縁端部を下方に肥厚させて端面をつくりす。大型品には、口縁端部の肥厚により、

に重圧感のあるものが多い。そのほとんどは、下端に指またはヘラで刻目を巡らせている。口縁

端面には波状文を巡らすものや無文のものがある。太頸壺は、口縁端部をわずかに上下に拡張さ

せて端面をつくるものと、拡張させずにまるく処理するものがある。壺体部片には、上半部に櫛

描直線文を主に用い、直線文間や最下段に副次的に波状文を配置するものが多い。波状文には、

波長は細かいが、乱れがちなものが多く、整った描出表現のものは少ない。

　袋状口縁の細頸壺は、口縁端に内径する端面をもつ。口縁部から頸部にかけて、乱れた細かい

波長の波状文で装飾し、口縁部上半には、２帯の波状文を施文後に、間隔の開いた２本一対の棒

状浮文が配されている。近江から伊勢湾地域に類似するものがあるが、在地産の胎土で、搬入品

ではない。

　有段口縁壺は、屈曲して立ち上がる口縁部片がある。ほぼ水平の口縁端面をもつもので、外面

１４８　第３章　出土遺物



に波状文を巡らせる。

　甕には滑らかに外反して、短く広がる口縁部をもつものである。口縁部内面にはヨコハケを施

すものが多いが、ナデ調整のものもある。端部は、下方に巻き込むように押さえながらヨコナデ

して、狭い端面をつくりだすものや、下方にわずかに肥厚させて端面をつくりだすものがある。

　高杯・台付鉢の脚部は、柱状部が全て中実である。３６１は、土製品の可能性もあるが、脚台底

部の可能性も捨てきれない。

　手捏の高杯は、土坑ＳＫ１１７出土品に類似するものがある。

溝ＳＤ４６７（方形周溝墓ＳＸ５０２南辺溝）出土土器（第１４０～１４２図、図版６０・６１）　壺が最も多

く、甕がこれに次ぎ、水差や鉢脚台などもある。壺には、広口太頸壺、細頸壺、直口壺がある。

　広口壺は、中型品（３６２・３６３・３７６）と小型品（３６４・３６６～３７０・８６０・３６５）がある。口縁端部

は、上下に拡張するもの（３６２・３６３・３６５・３７０・３６７）や上方に拡張するもの（３６４・３６９）、肥厚

させるもの（３６６・３７６）がある。口縁部内面には、波状文を巡らすもの（３６２・３６５）がある。口

縁部端面には、波状文を巡らすもの（３６２・３６５・３７０・８６０）と凹線文を巡らすもの（３６３）の他、
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ヨコナデ後無文のもの（３６４・３６７・３６９）もある。３６３と３７０の口縁端面には、円形浮文が配され

ている。体部上半の施文は、直線文と波状文が対等の地位として扱われるものが一般的であるが、

頸部の装飾に、Ｂ種凹線文を配したもの（３６３）や、直線文だけで構成されたもの（３６９）もある。

胎土には、水漉ししたような緻密な粒子の３７０・８６０、緻密な粒子の粘土に、粗い砂粒を含めた

３６３、粒子の粗い粘土で、砂質感のある３６５、粘土に混じる砂粒が大小さまざまで不均一な３６２・

３６４・３６６がある。３６５は体部下半に、３６６には底部中央に、それぞれ焼成後の穿孔が施されている。

底部穿孔は、３８０の底部片にもある。

　細頸壺（３７１）は、大型品である。立ち上がる口縁部は、わずかに内湾し、口縁端部は内外に

少し肥厚させ、端面をつくりだしていている。口縁端面には、扇形文を巡らせている。口縁部外

面には端部ぞいに円形浮文が配されている。口縁部上端と頸部下端には、凹線文が巡らされてい

る。この個体では、波状文と扇形文が対等の扱いで体部上半までを装飾し、直線文は従的扱いに

なっている。

　直口壺（３７５）は、わずかに外傾して直線的にのびる口縁部をもつもので、口縁部端は水平な

面をなす。口縁部外面にはＢ種凹線文が巡る。体部上半には、広口壺と同様に、直線文と波状文

が対等に描かれている。３８１は、当壺の底部である。

　水差（３７２）は、脚台付で、その接合部は、円盤充填技法による。口縁部上半は、凹線文を上

下２群に分けて装飾し、体部上半は、半裁竹管による直線文で埋め尽くしている。頸部と、体部

文様帯最下段には、ハケメ原体と思われる板状工具で、斜線文状に刺突した幅広い列点文を巡ら

す。ヘラ刺突（あるいは圧痕）斜線文とでも呼べようか。体部上半には、半環状把手が付く。他

に、同様な把手部分の破片も出土している（３７４）。

　甕は、体部から鋭く屈曲して短く広がる口縁部をもち、口縁端部を上方につまみ上げたもので

ある（３７７）。内外面タテハケ調整で、口縁部内外面には、丁寧なヨコナデ調整を施す。赤みが

かった色調で、石英、長石などの白色砂粒が目立つ胎土を有し、搬入品と思われる。

　鉢は、脚台付のものがある（３７３・３８２）。脚台部は、裾端部を上下に拡張し端面をつくりだし

ている。柱状部と裾端面には、凹線文が巡らされている。柱状部の凹線文帯中に、２孔１対の穿

孔が配置されている。体部片は、屈曲して内傾する部分である（３８２）。外面には、波状文とハケ

メ原体板状工具による斜線状の幅広い列点文が巡らされている。体部最大径になる屈曲部は、体

部文様帯の最下段に位置すると考えられる。列点文は、この位置に配されている。両者とも、色

調は暗いが、胎土は甕３７７に類似する。

　壺・甕とも底部は薄く、ナデ調整するものが多い。

溝ＳＤ４８５（方形周溝墓ＳＸ５０２東側東辺溝）出土土器（第１４３図、図版６１）　広口壺と、有段口

縁壺・壺用蓋がある。

　広口壺３８４は、大きく水平近くにまで広がった口縁部をもち、端部は下方に拡張させて端部に

面をつくりだしている。口縁端面と頸部に、凹線文帯を配置し、口縁端部の凹線文施文後に、円

形浮文を配する。口縁部内面には、扇形文をを２帯巡らせている。体部は、上段に５帯の簾状文、

１５０　第３章　出土遺物
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下段に直線文で上下の区画した中を斜格子文で、最下段に波状文で装飾している。�

　有段口縁壺３８３の頸部には、幅広く扁平な突帯を貼り付けている（ヘラ圧痕突帯文）。この突帯

のヘラ圧痕は、幅広いハケメ原体を刻目状に押捺（刺突）したものである。口縁部外面には、上

端と下端に各１条の凹線文を巡らす。体部は、タテハケ調整で、上半部には、平行タタキ目を残

している。

溝ＳＤ４８８（方形周溝墓ＳＸ５０３西辺溝）出土遺物（第１４４・１４８図、図版６３）　水差と甕が各１

点ある。

　水差（４１７）は、溝ＳＤ４６７出土の３７２に酷似した文様構成で、胎土や色調も共通する。両者の

出土遺構が、隣接する方形周溝墓であることは、興味深い。相違点は、体部上半の半裁竹管によ

る直線文に、同じ工具による縦線文を加えている点と、器高が低いことである。類似する装飾は、

右京第４８次調査の上里遺跡溝ＳＤ４８０４出土広口�壺�や、右京第１０次調査神足遺跡溝ＳＤ１０５５出土広
（４）

口�壺�に見られる。
（５）

　甕（３８７）は、器体の最大径が体部上半にあり、鋭く屈曲した短い口縁部をもつ。口縁端は、

上端を拡張して端面をつくっている。体部最大径の少し上部にヘラ刺突文が巡る。体部外面の下

半は、ヘラケズリの後、丁寧なナデ調整を施す。在地産である。

溝ＳＤ１４１（方形周溝墓ＳＸ１４０北辺溝）出土土器（第１４５図、図版６１）　広口壺と、頸部に扁平

なヘラ圧痕突帯をもつ壺がある。

　広口壺（３８８・３８９）は、短く太い頸部と水平にまで広がった口縁部をもち、端部を上下に拡張

して端面をつくっている。３８８の口縁部端面には凹線文を巡らす。体部上半は櫛描文で飾られ、

直線文と波状文が対等の地位にある。体部外面下半は、ヘラケズリの後でナデを施し、ヘラミガ

キ調整を加えている。底部底面は丁寧なナデ調整を施す。

　３９０は、体部外面に並行タタキ目を残すタテハケが、全面に施されている。有段口縁壺の体部

片であろうか。

溝ＳＤ１４０（方形周溝墓ＳＸ１４０西辺溝）出土土器（第１４５図）　甕がある。

　甕（３９１）は、体部から鋭く屈曲して短く広がる口縁部をもち、口縁上端をつまむようにして

ヨコナデし、端部を肥厚させて端面をつくったものである。狭い口縁端面には、凹線文が巡らさ

れ、一部に刻目を施している。体部下半の内面には、板を撫でつけたようなヘラケズリを施して

いる。赤みのある色調で、残存状況がよく、硬く焼き上がっている。当地域には無い胎土と内面

調整で、搬入品と考えられる。

　３９２は、甕の体部から底部にかけてで、外面に煤が付着する。底面は、ナデ調整で平坦に仕上

げる。体部内面は部分的にハケメを残すが、丁寧にナデ調整を施す。外面は、下端の底部周縁を

ユビオサエで整え、それより上をタテハケで仕上げる。

溝ＳＤ２８北部（方形周溝墓ＳＸ２８北辺溝）出土土器（第１４６図、図版６２）　壺と甕がある。壺に

は、広口壺、把手付広口短頸壺、直口壺などがある。

　広口壺には、水平近くにまで外反した口縁部端を、下方に垂下させ、広い端面をつくっている

１５４　第３章　出土遺物
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ものがある。この口縁端面には、円形浮文４個３列を巡らせている。この他、口縁端部を上下に

拡張してつくりだした端面に、凹線文を小条巡らすもの、拡張せず僅かに肥厚させて、端面に波

状文を施すものなどがある。体部片では、櫛描直線文が２帯以上連続して上下に配置されたもの

５点、波状文と直線文が交互に配されたもの２点があり、直線文の使用頻度が高いが、波状文と

直線文が対等の使われかたをしているものもある。また、簾状文も、数少ないが、存在する。

　把手付広口短頸壺は、３９３である。口縁部を水平にまで広げ、端部を上下に拡張させて端面を

つくり、そこに凹線文を巡らせている。体部上端近くの１箇所に、太い半環状把手をつけている。

器壁は薄く、体部の内外面に施されたナデ調整も丁寧な、優品である。底面から体部下半にかけ

ては、ヘラケズリが施された痕跡を見ることができる。体部下端の底部周縁は、底部調整のユビ

オサエが残る。

　直口壺は、直線的に立ち上がる口縁部をもつもので、端部には、水平な狭い面をもつ。外面に

は凹線文が巡らされている。

　甕は、滑らかに外反した口縁部の端部を、下方に巻き込むように処理したものや、直立に近い

角度で狭い平坦面をつくりだしたものがある。後者には、端部に刻目を巡らすものもある。

溝ＳＤ２８南部（方形周溝墓ＳＸ２８西辺溝）出土土器（第１４６図、図版６２）　壺、甕、高杯、甕用

蓋、手捏土器などがある。壺には、広口壺、細頸壺、無頸壺、直口壺、水差等がある。

　広口壺には、端部を上下に拡張して端面をつくり、そこに凹線文を配するものや、内面に櫛描

原体かハケメ原体を刺突した列点文を巡らすものがある。また、下方にのみ拡張して、凹線文を
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第１４４図　方形周溝墓ＳＸ５０２・５０３出土遺物実測図（１�４）



巡らすものもある。大型の壺には、大きく開いた口縁部を下方に長く垂下させたものもある。こ

の個体には、外面にハケメまたは櫛描文施文原体の刺突による装飾が豊かで、口縁部の内外面を

飾る。垂下させた口縁部外面には、凹線文の上から幅広い斜線文状の列点文を加え、さらに棒状

浮文を３本一組として数カ所に配置している。内面には、３帯の幅広い列点文を巡らせ、最下帯

の下に小さな瘤状の円形浮文を３個一組として数カ所に配置している。体部片では、櫛描直線文

が連続して配されるもの７点、直線文と波状文が交互に配されるもの６点、波状文が連続して配

されるもの５点がある。底部は、ナデ調整するものが多いが、ハケメを施しているものもある。

　細頸壺は、口縁端部を欠く３９５がある。頸部から体部上半にかけて、櫛描簾状文でかざる。体

部上半の簾状文は、３条一組の暗文で、縦に分割されている。このような暗文使用例は、瓜生堂

遺跡の壺などにも見られ�る�。摂津地域では、森田克行氏により、Ⅳ－１様式に位置付けられてい
（６）

る天神山遺跡沼状遺構出土水差がある���。３９５は、当地域産の胎土で、搬入品ではない。乙訓地域
（７）

では、右京第６８４次調査の神足遺跡出土広口�壺�がある。非常に希な装飾手法である。
（８）

　無頸壺には、口縁端部外面に断面台形の突帯を貼り付けたものがある。装飾には、櫛描簾状文

を用いている。端部に穿孔が見られる。

　直口壺には、口縁部に凹線文を巡らしたものがある。

　甕には、北辺溝に見られた口縁形態以外に、端部を上方につまみ上げるようにヨコナデしたも

のもある。

　水差は、算盤玉状の体部をもち、体部上半を櫛描文で飾る。櫛描文は、直線文と波状文を交互

に７帯配されている。体部上端近くに、半環状把手をつける。口縁端は、ほぼ水平な端面をなす。

外面には、波状文を巡らせている。体部上半の施文帯部分には、ハケメを残し、口縁部はヨコナ

デ後の施文としている。底部はナデ調整で、平坦な底面に仕上げている。体部下半はヘラケズリ

後にナデ整形し、最後に縦方向のヘラミガキを行っている。体部最大径付近は、横方向のヘラミ

ガキ調整を施している。

　高杯には、口縁部を屈曲させて水平に広げ、端部を垂下させたものと、内傾気味に立ち上がる

口縁部をもつもの（３９８）がある。３９８は、脚台が非常に細い柱状部である。裾部は滑らかに外反

し、端部を上下に拡張して端面をつくっている。杯部との接合部は、円盤充填技法である。表面

がかなり痛んでおり、調整手法は観察できない。

　甕用蓋（３９６）は、丈高で、器壁が薄いもので、非常に軽い。外面の一部にハケメを見るが、

表面がかなり荒れており、調整手法は観察できない。

　手捏土器（３９４）は、甕のミニチュア製品と思われる。丈高の筒状体部に、屈曲して広がる口

縁部をもつ。

落ち込みＳＸ２９（方形周溝墓ＳＸ３０北辺溝）出土土器（第１４６図、図版６２）　甕と壺がある。

　壺は、細頸壺の体部片と思われるもので、内外面を丁寧なナデを施した後、上半部を櫛描文で

飾る。施文の組み合わせは、頸部から順に、波状文・直線文３帯・波状文・直線文２帯・波状文

を配置している。施文帯以下には、粗い斜め方向のヘラミガキが施されている。
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　甕（３９７）は、口縁端部を丸く仕上げたもので、器体最大径が口縁部にある。底部底面には、

ナデ調整を施している。

　当遺構出土土器類は、隣接する方形周溝墓出土土器類に先行すると考えられる。

溝ＳＤ３０（方形周溝墓ＳＸ７７東辺溝）出土土器（第１４６図、図版６２）　壺と甕の他、手捏土器な

どがある。壺には、広口壺、台付細頸壺、無頸壺などがある。

　広口壺は、口縁部を上下に拡張するものと、下方にのみ拡張するものがある。口縁部端面には、

凹線文を巡らすものが多いが、波状文を巡らすものもある。４０１は、口縁端面に凹線文を施した

後、半裁竹管による縦線文を加える。体部上半には、半裁竹管による直線文で飾るもの（４０１）

と、櫛描直線文で飾り、その下段に波状文を配置するもの（４０２）がある。他に波状文のみで装

飾したものもある。

　台付細頸壺（４００）は、脚裾部と口縁部に凹線文を巡らせたもので、算盤玉形に膨らんだ体部

には装飾しない。脚部と体部の接合部は、円盤充填技法である。色調が白っぽく、搬入品の可能

性がある。

　手捏土器（３９９）は、壺のミニチュアと考えられる。底部周縁を押さえて、形を整えている。

土坑ＳＫ１０９出土土器（第１４７図、図版６３）　壺、甕、鉢などがあるが、甕が多い。

　壺は、体部に櫛描直線文や波状文を施した破片がある。４０３は、内外面を丁寧にナデ、外面を

ヘラミガキしたものである。底面には木の葉圧痕を残す。

　甕は、大型品と小型品がある。いずれも最大径が体部にあるもの（４０５・４０６・４０８・４０９）がほ

とんどである。大型品の口縁端部には、波状文を巡らせている。４０９の底面には、木の葉圧痕を

残す。

　鉢（４０４）は、内湾する体部から、外反して直線的に広がる口縁部をもつもので、内外面を丁

寧にナデ整形している。口縁部内面は、ヨコハケ調整で仕上げる。体部外面にはヘラミガキを施

す。底径の大きい、安定した形態である。

　当土坑出土土器に壺類や高杯などの器形の資料がほとんど無かったが、甕の特徴から、Ⅲ様式

の所産と考えられる。

中央炉ＳＸ６９（竪穴住居ＳＨ６９中央炉）出土土器（第１４７図）　水差の上半部片だけが出土した。

　水差（４０７）は、残存状況が悪く、施文の有無が明確でないが、施文痕跡は見られない。口縁

端部のヨコナデは強く、凹線文状にくぼむ。体部上端近くには、半環状把手をつける。胎土に角

閃石を多く含む。生駒西麓からの搬入品である。無文化が進むⅣ様式の新しい段階と考えられる。

落ち込みＳＸ６２出土土器（第１４７図、図版６４）　直口短頸壺と壺用蓋の他、甕がある。直口短頸

壺（４１１）と壺用蓋（４１０）は、胎土・色調・調整手法が共通していること、口径が合うことから、

両者をセットと考える。

　直口短頸壺（４１１）は、器体上半部で、体部から屈曲して短く立ち上がる口縁部をもつ。体部

上半には、並行タタキ目を残すタテハケが施されている。

　壺用蓋（４１０）は、浅く内湾する器体から、つまみをひねり出したような形態をなす。外面に

１５８　第３章　出土遺物



388

390

389

392

391

������������������������������������������弥生時代の遺物　１５９

第１４５図　方形周溝墓ＳＸ１４０出土遺物実測図（１�４）
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第１４６図　方形周溝墓ＳＸ２８・３０・７７出土遺物実測図（１�４）
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第１４７図　落ち込みＳＸ６２、土坑ＳＫ９５・１０９、竪穴住居ＳＨ６９出土遺物実測図（１�４）



は並行タタキの後ハケメ調整を施す。

　土坑ＳＫ９５出土土器（第１４７図）　大型の無頸壺１点が出土した。

　４１２は、体部上半部の破片で、口縁端に貼り付けられた突帯部分を欠く。扁平な板状の突帯が

巡らされていたと考えられる。体部上半には、口縁部直下に櫛描波状文を配置し、以下、ハケま

たは櫛描文原体で刺突した幅広い列点文と櫛描直線文を交互に６パターン繰り返して施文し、最

後に波状文・直線文の順に１帯ずつ巡らせている。列点文の施文には特徴があり、上から４帯目

の列点文のみ施文原体が左に動くように描き、他は逆である。

土坑ＳＫ５９０出土土器・土製品（第１４８図、図版６３・６５）　壺、甕、鉢の他、土製品の有孔土玉

などがある。

　壺は、細頸壺４１３で、口縁部上段に円形浮文が巡る。以下櫛描文で体部上半まで飾る。頸部に

簾状文１帯を配するが、他は直線文と波状文が対等に用いられている。あるいは、直線文を区分

帯として、波状文を主に描かれていると見てもよい。

　甕（４１６）は、体部から鋭く屈曲して短く広がる口縁部をもつもので、端部には狭い面をつく

る。器体最大径は、体部にある。

　鉢（４１４）は、口縁部が外反せず、水平な平坦面をもっておわるものである。外面上部に、ヘ

ラガキ沈線文が３条巡らされている。施文部の断面が、凹線文のように滑らかな山谷をなさない。

また各条間が平行でない。器体の内外面は、丁寧にナデを施し、外面にはヘラミガキを施す。

　有孔土玉（４１５）は、心材に粘土塊を巻き付けて球形に仕上げた土製品である。鳥取県青谷上

寺地遺跡から使用状況のわかる出土品が知られている���。４１５の製作技法や大きさ、形態に類似す
（９）
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るものがある。青谷上寺地遺跡では、弥生時代中期後葉から後期にかけて盛行が見られるらしい。

土坑ＳＫ１１７出土土器・土製品（第１５０図、図版６５）　壺・甕、手捏土器や土製品などがある。

　壺の口縁部には、肥厚させて端面をつくり、下端に刻目を配するものや、端面に波状文を巡ら

すものがある。体部片からは、櫛描直線文や波状文の存在が窺われる。口縁端を上下に拡張する

ものや凹線文を施すものはない。

　甕は、口縁部が体部から滑らかに屈曲するもので、端部をつまみ上げるようにヨコナデしたも

のはない。壺や甕の底部片には、木の葉圧痕を残すものが多く、ナデ調整しているものもある。

　手捏土器（４２１）は、高杯のミニチュア製品と思われる。４２２は丸底状の容器と思われるが、形

態は察せられない。土製品とすべきかもしれない。

　土製品には勾玉（４２０）がある。やや弓なりの器体で、片端近くに穿孔がある。残存状況が悪

く、穿孔が器体整形に先行するか否かわからない。奈良県長寺遺�跡�や京都府奈具谷遺�跡�などで、
（１０） （１１）

中期後葉の資料がある。

土坑ＳＸ１００出土土器・土製品（第１５０図、図版６５）　壺や甕の細片の他土製品があるが、出土

量は少ない。

　４１９は、紡錘車と考えられる円盤状土製品で、中央に細い穿孔がある。表面に先の尖ったヘラ

先で無数に刺突されている。類例を知らない。

　（２）　石器・石製品

　個々の石器・石製品の出土遺構や石材・重さなどについては、付表に譲る。ここでは、神足遺

跡としての、当調査地出土石器の特質、出土傾向などについてまとめることにする。

　①　石器の種類

　付表－５１～５３にまとめた石器の他、膨大な量のサヌカイトや粘板岩の�片などもある。以下、

当調査出土石器を器種ごとにみる。

石鏃（第１５５・１５９・１６２図、図版６９・７１）　石鏃には、打製と磨製がある。神足遺跡では、打製

石鏃はサヌカイト製であり、磨製石鏃は粘板岩製である。打製石鏃は右京第６０６次調査を含めて
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419

420

421

422
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第１４９図　土坑ＳＫ６０７出土
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１６点、磨製石鏃は右京第６３０次調査で２点が出土した。

　打製石鏃の内、形式のわかるもの�は�、右京第６０６次調査で凸基Ⅰ式２点、凸基Ⅱ式１点、有茎
（１２）

式２点、右京第６３０次調査で凹基式１点、平基式１点、凸基Ⅰ式１点、凸基Ⅱ式１点、右京第６５４

次調査で平基式１点、凸基Ⅱ式２点がある。これらの総出土量に対して、凸基・有茎式は７５％を

占める。今までの神足遺跡出土石鏃総量の約７６％が凸基・有茎式であった結果に近く、平均的な

出土傾向といえる。凸基式の中で最も多かったのはⅡ式であったが、神足遺跡全体で見ても凸基

Ⅱ式がかなり多い。４５６は、基端部が左右に鋭く突出したもので、当地域では見ない形態である。

有茎式では、幅に対して長さの長いものが多い。

　磨製石鏃は、５２１・５２２の２点が出土した。石鏃総出土量に対して磨製石鏃が占める割合は、竪

穴住居を密集して検出した右京第２７９次調査では約３８％、右京第２７４次調査で３０％、方形周溝墓群

を検出した右京第１０次調査では約１１％、右京第６０６次調査を含めた今回の調査では１１％である。

このことから、磨製石鏃は、先に見た居住域Ａに分布の中心があることがわかる。そして、墓域

の多くからは、磨製石鏃は出土しないことが多く、今回の調査でも、居住域Ｂとした地区から出

土したものであった。

石錐（第１５５・１５９・１６２図、図版６９・７１）　石錐は、打製と磨製がある。打製石錐はサヌカイト

製、磨製石錐は粘板岩製である。

　打製石錐は、柄装着部から先端までを直線的に細めて尖らせ、柄装着部の加工をほとんど行わ

ない４６２・５１４・５１５、扁平で整形をほとんど行わない柄装着部と錐身部とが区別でき、一端を尖

らせた４６３・４６６・５１２・５１３、柄装着部まで丁寧な調整を行い、柄装着部と錐身とが区別できず、

長身の円基式鏃状の形態をした５１１、中央に円形の膨らみをもつ５１０・５６６がある。

　磨製石錐には、５２４があり、右京第１０次調査でも１点の出土例がある。先端部に回転による擦

痕が見られ、錐と判断した。材質から、木製品に使用されたのかもしれないが、類例を知らない。

磨製石剣（第１５６・１５９・１６３図、図版６９・７１）　磨製石剣には、長さ１０㎝前後の短剣状の４８３、

１１㎝以上の５１９の２種類がある。前者は、右京第２７９次調査でも出土している。両資料とも、明確

な鎬をもたない。また、石包丁を再加工しているもの（５９３）もある。今までの調査では、逆に

磨製石剣の先端部を石鏃に加工しようとした未製品や、石斧にリサイクルしたものもある。

石槍（第１５５図、図版６９）　石槍あるいは短剣と考えられるものに、４６４の小片がある。断面が

凸レンズ状で、整った形態と�離加工を見る。サヌカイト製の打製石器である。

石小刀（第１５５・１６２図、図版６９）　石小刀は、滑らかに湾曲する三日月形のもの（４６５）がある。

この形態のものは、神足遺跡で今までに２例の出土がある（右京第１０・２８次調査）。また向日市

鶏冠井遺跡等でも見ることができる。他に、５㎝前後の長く直線的な基部をもち、滑らかに湾曲

を始める刃部をもつ破片（５６９）がある。いずれもサヌカイト製で、他の石材は使用されない。

石包丁（第１５６・１６０・１６２図、図版６９・７１）　石包丁は、全て粘板岩製の半月形直線刃形態であ

る。刃部は、全て片刃で、紐穴の穿孔は２個一対が基本である。片刃と紐部穿孔には深い関連が

見出せ、刃を大きく削り研いだ面の２孔の紐穴（紐部）は、互いに向き合う側に紐ズレによる摩
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滅があり、裏面には両穿孔とも上方に紐ズレ摩滅が観察できる。石包丁の形態と装着使用方法の

密接な関連がうかがえ、畿内中心部と変わらぬ使用法であったことがわかる。穿孔が２個以上あ

る５３９は、穿孔部上方の破損による修理が原因と思われる。また５８５では、２孔の穿孔間に、穿孔

途中の円形窪みが見られる。また製作工程を示す資料には、５３０がある。この破片の図示した上

端面には、鋸引きにより切り出したと考えられる鋸引き痕が残る。扁平に割り取った粘板岩の表

裏を、同方向に研磨し、その後穿孔予定位置を設定し、錐先端で軽く当たりをつけている。石包

丁には、表裏の面に敲打痕を無数に残すものも幾つかある（４８７等）。

蛤刃石斧（第１５７・１６１・１６４図、図版７０・７１）　蛤刃石斧は、�岩とホルンフェルスを石材とす

るものが多い。完形品は５９７の小型品だけで、ほとんどは基部の中央からやや刃部寄りで破損し

ている（４９０・５５１・５９５・５９６）。この破損傾向は、今までの神足遺跡出土蛤刃石斧に共通する。

またほとんどの基端部に、敲打による傷跡が見られ、敲打器（敲石あるいは槌）としての使用が

考えられる。５５３は、図の上端部に窪みが巡り、縄文時代の石棒の可能性がある。

扁平石斧（第１５６・１６０～１６２図、図版７０・７１）　今回の調査で出土した扁平石斧は、全て粘板岩

製である。明らかに片刃と認識できるものは、４７５・４７６・５４９等で、片刃になっていないものも

ある（５７０・５５０等）。また、５５４は、縁辺に敲打痕を残し、敲石に含める方がよいかもしれない。

環状石斧（第１６４図、図版７１）　環状石斧（５９９）は、右京第１０次調査でも１点出土しており、

神足遺跡で２例目の出土である。右京第１０次調査出土資料に比較して、一回り大きく、穿孔部か

ら刃先までが長い。

石鋸（第１６２図、図版７１）　特徴的な石器として特筆すべきものには、紅簾片岩製石鋸（５７４）

がある。平面三角形に近く、各辺にこすりつけた使用痕が見られる。以前にも、右京第１０次調査

や右京第２９７次調査で、紅簾片岩製の石鋸が出土している。この両調査では、碧玉製管玉や直方

体に近い六面体の各面をつなぐ稜線部分に溝状の加工痕が見られる碧玉製石材も出土した。この

ため、紅簾片岩製の石鋸を、通説通りに玉造関連工具と理解した。ところが、当遺跡から出土し

た粘板岩製の加工痕のある石器を見直し、扁平な石材の一端に、表裏両面から工具をすりつけて

溝を彫り、そこで折って切断したと考えられるものに出会った。当調査で出土した５２６や５７２の加

工痕ある粘板岩石材がそうである。粘板岩は、薄く割るには適した石材であるが、限られた大き

さの石材から思い通りの大きさを最小限の�離で得ることは、非常に困難である。石材から、必

要とする大きさを残す方の石材も痛めずに得るためには、必要なところに表裏から溝を彫り、そ

こで折り曲げて２分したものと考えられる。粘板岩に残る溝状加工痕は、まさにこの技法による

ものと考えられる。そして、粘板岩に刻まれた溝は、溝幅と石鋸の厚さが近似していること、粘

板岩よりはるかに硬いサヌカイトに、刃先を一方向にこすりつけた削器が見られないこと、鉄器

が貴重な工具で、消耗の激しい石器加工に関わる可能性は少ないこと等から、紅簾片岩製石鋸に

よる加工痕と考えられる。すなわち、紅簾片岩製の石鋸は、玉造関連工具としてだけでなく、粘

板岩製石器生産の工具としても、重要な役割を担っていたと評価し直す必要があると思われる。

特に、神足遺跡は、粘板岩石器の生産が盛んなだけに、見過ごせない。
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１６６　第３章　出土遺物

付表－４４　打製石鏃の大きさと重さ

付表－４５　打製石鏃の重さ



磨石・敲石（第１５７・１６１図、図版７０）　磨石には、楕円形のものがある（４９１・５５６）。いずれも、

敲打痕が周縁部にあり、５５６では上下の面にも見られる。

石皿（第１６４図）　６００は、片面が滑らかで、石皿ではないかと思われる。川原石を利用したも

のであろう。

石棒（第１６４図、図版７０）　５５７はホルンフェルス製の石棒と思われるものである。この他、蛤

刃石斧の項で述べた５５３も、石棒の可能性があるものである。縄文時代の所産か。

未製品・破損品（第１６１・１６２図）　５５５は、算盤玉形に削って成形したもので、片面に錐による

円錐台形の穴があるが、貫通していない。砂岩製で、研磨以前の未製品と考えられる。環状石斧

の制作過程を示す未製品であろうか。５７２は、粘板岩製の擦り切り痕を残す破片である。石鋸の

一使用法を見ることができる。擦り切り痕の位置で折って切断したようになっているが、故意か

破損か、確定するのは困難を極める。

削器（第１５５・１５９・１６２図）　サヌカイト製の刃部調製が見られるものを、削器に含めた。

４６８・４６９・５１８・５６８等は、一側辺に刃部をもつもので、未製品の可能性もある。５１６にも、調整

�離が見られるが、石核の可能性もある。

�片（第１５５・１５８図、図版６８）　�片の石材には、粘板岩とサヌカイトが多く、ホルンフェル

スや雲母片岩、紅簾片岩なども少量ある。比較的大きな�片がまとまって出土した土坑ＳＫ２０３

出土サヌカイト�片（４９４～５０３）は、扁平で、断面が平行四辺形に近いものがそろっている傾向

が読みとれる。大きさは、最小３．５㎝、最大８㎝前後ある。打製石鏃や石錐などの小型打製石器

類を制作するのに適した大きさで、加工しやすい形状に�離されたものを集積したものである可

能性がある。このような、サヌカイト�片の集積出土は、右京第２７９次調査の竪穴住居ＳＨ１６２０

にも例がある。４７３は、旧石器を思い起こすような、形状の整った縦長�片である。周縁部に細

かい�離があるが、使用痕の刃こぼれか否かは明らかでない。４７４も、削器・掻器の可能性があ

る。粘板岩製の�片には、４８１のような、未製品の可能性があるものや、非常に扁平な板状に�

離した４８４・４８５・４８８などもある。

砥石（第１５７・１６１・１６４図）　砥石は、砂岩が多いが、粘板岩やホルンフェルスもある。４９２は

きめ細かい粒子の材質で、金属仕上げ用の砥石と思われる。相対する２側面に、鋸引きの痕が残

る。使用痕は、表裏両面と、残存する両側面に見られる。遺構出土でないため、所属時期は不明。

かなり新しい可能性もある。５６０も、金属仕上げ用の砥石と考えられる。４９３・５５８・５６１・６０１・

６０２は磨製石器生産に関わる砥石と考えられる。特に６０１や６０２などは、使用面の湾曲から、蛤刃

石斧などの生産に関わるものかもしれない。

　②　石器組成

　神足遺跡の石器組成は、打製石鏃が２５．８％で最も多く、中でも凸基Ⅱ式が中心である。次に磨

製石包丁１５．０％、磨製石剣１４．５％、打製石錐１０．１％と続く。材質別に見ると、粘板岩製品が

４６．５％、サヌカイト製品が３９．３％で、その他は極端に少ない。

　これに対し、今回の調査では、打製石鏃の出土量が少なく、石包丁の出土量が多い。材質では、
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粘板岩が主流を占めていた。このように多少の差は見られるが、磨製石剣の占める割合が大きい

ことに変わりない。

　神足遺跡の石器組成を、他の遺跡の石器組成と比較してみると、磨製石剣の出土割合が突出し

た特徴と言える。また、粘板岩製石器の出土割合もかなりある。扁平小型石斧類の多くは、粘板

岩製であることも特徴である。さらに、一般的な石器組成に、一定の比率をももって現れるのに、

神足遺跡では非常に少ないものがある。石槍である。神足遺跡では、石槍に変わって、粘板岩製

の扁平石斧類が一定量（９．８％）を占めている。

注１）森岡秀人「山城地域」寺沢薫・森岡秀人編『弥生土器の様式と編年』近畿編Ⅱ　木耳社　１９９０年
　２）森井貞雄・寺沢薫「河内地域」寺沢薫・森岡秀人編『弥生土器の様式と編年』近畿編Ⅰ　木耳社　１９８９年
　３）森田克行「摂津地域」寺沢薫・森岡秀人編『弥生土器の様式と編年』近畿編Ⅱ　木耳社　１９９０年
　４）岩崎　誠「長岡京跡右京第２９次調査」『長岡京市報告書』第１９冊　１９８７年
　　　岩崎　誠「上里遺跡」長岡京市史編さん委員会『長岡京市史』資料編一　１９９１年

１６８　第３章　出土遺物

付表－４６　石器組成比較

付表－４７　石器出土量統計表
磨石・敲石その他石斧環状石斧柱状片刃石斧扁平石斧蛤刃石斧石包丁石小刀打製石槍打製石剣磨製石剣磨製石錐打製石錐磨製石鏃打製石鏃

４３１３１０７７１４５２７１１５５４２右京１０次�ＭＭＢ－１

２１２４２不�明右京２０９次�ＭＴＴ－２

１４１６４３７右京２７４次�ＭＴＴ－３

３１１０１２２１２１０９１５２５右京２７９次�ＭＷＹ－３

３２２２右京４９４次�ＭＷＹ－６

１１３右京３７７次�ＭＴＴ－５

１２１３１１２３６右京６０６次�ＭＢＺ－１

３３２１１３１５２６右京６３０次�ＭＢＺ－２

１２２１４１１２４右京６５４次�ＭＤＢ－３

７２１２２５１３５その他の調査

２１５２７２９１６５８７６１１５６２３９２８１００合　　　計



　５）岩崎　誠「乙訓地方の自然と遺跡�桂川右岸の弥生遺跡」長岡京跡発掘調査研究所『長岡京』２９　１９８３年
　　　岩崎　誠「神足遺跡」長岡京市史編さん委員会『長岡京市史』資料編一　１９９１年（市史資料編一では、こ

の土器は２号方形周溝墓北辺溝出土となっているが、溝ＳＤ１０５５出土の間違い。訂正する）
　６）田代克己・伊藤徹・今村道雄他『瓜生堂遺跡』Ⅲ　瓜生堂遺跡調査会　１９８１年
　７）森田克行「摂津地域」前出
　８）木村泰彦「右京第６８４次調査概報」『長岡京市センター年報』平成１２年度　２００２年
　９）「青谷上寺地遺跡」３　�鳥取県教育文化財団・鳥取県埋蔵文化財センター『鳥取県教育文化財団調査報告

書』　７２　２００１年
　　　深澤芳樹・伊藤淳史両氏からご教示いただいた。
　１０）「長寺遺跡（７・８次）」『天理市埋蔵文化財調査概報』天理市教育委員会　１９９２年
　　　深澤芳樹・伊藤淳史両氏からご教示いただいた。
　１１）「奈具谷遺跡」『京都府遺跡調査概報』第６０冊　�京都府埋蔵文化財調査研究センター　１９９４年
　　　深澤芳樹・伊藤淳史両氏からご教示いただいた。
　１２）石鏃形式名は、松木武彦「弥生時代の石製武器の発達と地域性－とくに打製石鏃について－」考古学研究

会『考古学研究』１４０（第３５巻第４号）１９８９年　に準じた。
　１３）岩崎　誠「採集社会から農耕社会へ」長岡京市史編さん委員会『長岡京市史』本文編一　１９９６年
　

７　縄文時代の遺物

　縄文時代の遺物には、土器と石器類がある。土器は、土坑ＳＫ６０７から出土した１点だけであ

る。石器類は、土坑ＳＸ６２から出土した石匙１点と、土坑ＳＸ２０９から出土したサヌカイト�片

７点である。

土坑ＳＫ６０７出土土器（第１４９図、図版７２）　深鉢の４１８がある。拓影図の左上に弧を描く２条の

沈線があり、その部位から右下には９条の並行する沈線が下方に直線的に引かれ、右上には大き

な下弦の弧を描く沈線が５～６条施されている。内面は丁寧なナデ調整。部分的に、沈線施文後

の縄文が看取できる。胎土には石英、長石の細砂粒や赤色粒子が多い。色調は、黄灰色からにぶ

い黄橙色である。縄文時代後期の北白川上層式Ⅰ期の所産である。

土坑ＳＸ６２出土石匙（第１６５図、図版７２）　６０３は、整った三角形に仕上げられたもので、各辺

からの調整�離は、奥深くまで入っている。細かい調整�離は、主に正面側に見られる。頂部に

は扇形の小さな突出部をつくりだしている。この突出部上端には、ごく僅かの礫面を残す。サヌ

カイト製である。縄文時代前期の所産である可能性がある。

土坑ＳＸ２０９出土�片（第１６５図、図版７２）　大�離面をもつサヌカイト製の�片が７点出土し

た。形は整わず、大きさや厚さも均一性がない。材質も、同じ石材から採取した�片は含まれて

いない。

注）　縄文土器と石匙については、泉拓良氏に写真と実測図をもとにご教示いただいた。
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１７０　第３章　出土遺物

第１５２図　金属製品実測図（１�２）

第１５１図　溝ＳＤ１８出土鉄製品実測図（１�２）

付表－４８　溝ＳＤ１８出土鉄製品計測表

付表－４９　金属製品計測表　
重さ（ｇ）遺物名遺物番号遺構名
８．９８１鉄製紡錘車４２７ＳＤ０６
８．２５４鉄製刀子４２８ＳＤ４００
３．５４２鉄製刀子４２９ＳＫ２１１
２．３５１鉄製刀子４３０ＳＫ２６６
３．７４６鉄片４３１ＳＤ０６
８．９８７鉄鏃４３２ＳＤ３４９
１１．８２４鉄釘４３３ＳＤ３７５
８．３２０鉄釘４３４ＳＫ５２５
１．３０８鉄片４３５ＳＤ０６
１４．３５２鉄釘４３６ＳＤ３９７
１５．２９９青銅製飾リ釘　４３７３Ｅ区
１９．６５６鉄鎌４３８ＳＤ５２５
４８．２６７鉄製包丁？４３９Ｐ２８７
２４６　　車軸状鉄製品４４０ＳＸ５７３
５．２５８銅製絵銭４４１ＳＫ２７３
２．６４２ス寶寛永銭４４２ＳＤ５２
３．１６４ス寶寛永銭４４３８Ｃ～Ｄ区
３．５８８背波寛永銭４４４ＳＤ２６
１．５００宋銭元豊通宝４４５調査区内
２．７６８永楽銭４４６５～８区
０．１６６和同開珎８６１ＳＤ１８
０．４１８萬年通寳８６２ＳＤ９３

重さ（ｇ）遺物名遺物番号遺構名

１４．４１０鉄釘４２３ＳＤ１８

６．７５８鉄釘４２４

７．９４４鉄釘４２５

１．１８８鉄釘４２６
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第１５３図　硯・石製品実測図（１�２）

第１５４図　硯・凝灰岩・石墨・円盤状石製品実測図（１�２）

付表－５０　石製品計測表
重さ（ｇ）石　　　材遺物名遺物番号遺構名

２７０　　粘板岩～頁岩硯４４７ＳＸ４１

２５　　粘板岩～頁岩硯４４８ＳＸ２５

１．５１５不明棒状石製品４４９５区第３層

０．６６２不明棒状石製品４５０４区第３層

１２０　　粘板岩～頁岩硯４５１ＳＤ２０

４．８６３ホルンフェルス（砂～泥質）円盤状石製品４５２５～８区

１９．７１３ホルンフェルス（砂質）円盤状石製品４５３８Ｆ区

４３．７３５凝灰岩不明石製品４５４ＳＤ０６

９．３４３滑石石墨か？４５５ＳＸ３０８

０．６０６雲母不明石製品石材８６３ＳＤ１８

　重さは、小数点第三位までを内田洋行上ざらてんびんＫＳ－１００（１�１０００）ＪＩＳ規格№７６０１で計測
　（ し、他は上皿自動測り家庭用を使用した。������������������������　） 



456

457

458
459

461

460

464

465

469

473

474

471

470

468
467

462
466

463

472

１７２　第３章　出土遺物

第１５５図　右京第６０６次調査出土サヌカイト製石器・�片実測図（１�２）
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第１５６図　右京第６０６次調査出土粘板岩製石器・�片実測図（１�２）
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１７４　第３章　出土遺物

第１５７図　右京第６０６次調査出土石斧・敲石・砥石実測図（１�４）

付表－５１　石器計測表－１
重さ（ｇ）石　　　材遺物名遺物番号遺構名
５．３１９サヌカイト凸基式打製石鏃４５６ＳＸ２８
４．２０２サヌカイト凸基式打製石鏃４５７Ｐ８１
２．６１９サヌカイト凸基式打製石鏃４５８Ｐ１３９
２．５０５サヌカイト凸基式打製石鏃４５９ＳＸ２８
１．６２３サヌカイト凸基式打製石鏃４６０ＳＸ２８
０．９５７サヌカイト打製石鏃片４６１ＳＸ１４
５．０１６サヌカイト石錐４６２ＳＸ２８
３．４２８サヌカイト石錐４６３ＳＸ６９
１０．４２７サヌカイト石槍片か？４６４ＳＫ１１７
７．１６６サヌカイト石小刀４６５ＳＸ２８
２．３５５サヌカイト石錐４６６
４．８３７サヌカイト�片４６７
１０．７５６サヌカイト削器または未製品４６８Ｐ３１
２．８１６サヌカイト削器または未製品４６９Ａ２区第２層
２１．３９１サヌカイト�片４７０ＳＤ８４
９．１１２サヌカイト�片４７１Ｐ５９
２５．６９０サヌカイト�片４７２ＳＸ２８
１９．１３５サヌカイト�片４７３ＳＫ１１７
２７．３１９サヌカイト�片４７４ＳＫ７９
５．２５９粘板岩～頁岩扁平石斧４７５Ｐ８２
１３．５８３粘板岩～頁岩扁平石斧４７６ＳＸ２８
３．００４粘板岩～頁岩磨製破損品４７７Ａ７区第２層
１．１０３粘板岩～頁岩磨製破損品４７８
０．９７９粘板岩～頁岩磨製石剣４７９ＳＸ２８
７．５６６粘板岩～頁岩�片４８０Ａ７区第２層
５７．４７９粘板岩～頁岩�片４８１ＳＸ２８
８．８０７粘板岩～頁岩石包丁４８２ＳＫ１０６
２１．９２５粘板岩～頁岩磨製石剣４８３ＳＸ１４
８．２３５粘板岩～頁岩�片４８４ＳＸ２８
１０．１５２粘板岩～頁岩�片４８５Ｐ１２６
２３．６９１粘板岩～頁岩石包丁４８６ＳＸ２８
４９．０２３粘板岩～頁岩石包丁４８７
５２．８００粘板岩～頁岩�片４８８ＳＫ１０７
２．６４１粘板岩～頁岩石包丁４８９ＳＫ１４
４７０　　安山岩質組織で表面に沈殿

物質沈着、�岩か？
蛤刃石斧４９０ＳＫ６２

１８６５　　�岩磨石４９１ＳＸ２９
３Ａ区第２層
ＳＸ２８

１５５．０８２珪質頁岩～珪質粘板岩砥石４９２
５３．１２８ホルンフェルス（砂～泥質）砥石４９３

重さ（ｇ）石　材遺物名遺物番号遺構名
４７．７２３サヌカイト�片４９４ＳＸ２０３
３２．１１０サヌカイト�片４９５
２９．４６２サヌカイト�片４９６
６７．１１５サヌカイト�片４９７
１１０．９５９サヌカイト�片４９８
１４．３１１サヌカイト�片４９９
３１．５７８サヌカイト�片５００
４９．９４３サヌカイト�片５０１
７．９６２サヌカイト�片５０２
２０．０４２サヌカイト�片５０３
０．６１４サヌカイト凹基式打製石鏃５０４ＳＤ４７２
１．９７７サヌカイト平基式打製石鏃５０５ＳＤ４８８
１．８８７サヌカイト凸基式打製石鏃５０６ＳＤ０６
１．７５２サヌカイト凸基式打製石鏃５０７ＳＤ４０２
０．６４０サヌカイト打製石鏃５０８ＳＢ３６９Ｐ４Ａ
１．５６８サヌカイト打製石鏃未製品５０９ＳＢ３７０Ｐ５０
１．７５２サヌカイト石錐５１０Ｐ４３６
１．３３５サヌカイト石錐５１１６Ｅ区
３　　サヌカイト石錐５１２ＳＢ３６９Ｐ５Ａ
２．１３１サヌカイト石錐５１３７Ｅ区
９．７１５サヌカイト未製品カ石錐５１４ＳＤ４１７

５１４と接合サヌカイト５１５
５２．６３１サヌカイト石核カ５１６ＳＤ１４４
１７５　　サヌカイト�片５１７７Ｅ区
１０．６２６サヌカイト削器カ未製品５１８Ｐ８３１
２７．１６０粘板岩～頁岩磨製石剣５１９８Ｆ区
１０．２６１粘板岩～頁岩磨製石剣５２０１Ｄ区
４．１００粘板岩～頁岩凸基式磨製石鏃未製品５２１７Ｇ区
９．４９２粘板岩～頁岩凸基式磨製石鏃５２２ＳＤ４７８
５．１１４粘板岩～頁岩扁平石斧５２３７Ｆ区
０．６１６粘板岩～頁岩石錐５２４ＳＸ５１
１６４．７３０（黒）雲母片岩�片５２５ＳＤ３５４
１．９１６粘板岩～頁岩扁平石斧５２６ＳＥ５５
９．５０９紅簾片岩�片５２７７Ｅ区
７．６６５粘板岩～頁岩扁平石斧５２８ＳＤ３０
４０．６０５（黒）雲母片岩�片５２９ＳＤ０６
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第１５８図　土坑ＳＫ２０３出土サヌカイト�片実測図（１�２）
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１７６　第３章　出土遺物

第１５９図　右京第６３０次調査出土石鏃・石錐・石剣・扁平石斧・片岩�片実測図（１�２）
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第１６０図　右京第６３０次調査出土石包丁実測図（１�２）
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１７８　第３章　出土遺物

第１６１図　右京第６３０次調査出土石斧・敲石・砥石実測図（１�４）

付表－５２　石器計測表－２
重さ（ｇ）石　材遺物名遺物番号遺構名

１０．９３５粘板岩～頁岩石包丁未製品５３０ＳＸ９７

１１．４６２粘板岩～頁岩石包丁５３１ＳＸ２９８

７．６９９粘板岩～頁岩石包丁５３２７Ｇ区

８．３８５粘板岩～頁岩石包丁５３３８Ｇ区

３．６０４粘板岩～頁岩石包丁５３４ＳＸ３０８

１．５６８粘板岩～頁岩石包丁５３５ＳＤ３８４

９．３４５粘板岩～頁岩石包丁５３６ＳＸ３０６

２５．６１５粘板岩～頁岩石包丁５３７７Ｇ区

１２．１５７粘板岩～頁岩石包丁５３８７Ｇ区

３３．４��粘板岩～頁岩石包丁５３９ＳＤ５９４

３１．３１８粘板岩～頁岩石包丁５４０ＳＤ４７２

５３４と接合粘板岩～頁岩石包丁５４１ＳＸ３０８

１．１６１粘板岩～頁岩石包丁５４２ＳＸ３２１

２３．０３０粘板岩～頁岩石包丁５４３ＳＤ３０２

３．８４３粘板岩～頁岩石包丁５４４ＳＸ３１８

２３．０３０粘板岩～頁岩石包丁５４５８Ｆ区

重さ（ｇ）石　　　材遺物名遺物番号遺構名

７．９６６粘板岩～頁岩石包丁５４６ＳＤ４８０

９．４７４粘板岩～頁岩石包丁５４７ＳＤ３８７

１６．３６８粘板岩～頁岩石包丁５４８６Ｂ～Ｃ区

５．９４４粘板岩～頁岩石包丁５４９ＳＤ３０７

１１．９４０粘板岩～頁岩石包丁５５０６～８区

４９５　　�岩（安山岩組織をもつ）蛤刃石斧５５１５Ｅ区

４６０　　�岩（安山岩組織をもつ）蛤刃石斧５５２７Ｆ区

３７０　　�岩（安山岩組織をもつ）蛤刃石斧または石棒５５３ＳＸ５８３

２０３　　粘板岩？頁岩叩き石５５４Ｐ８６７

３２０　　砂岩環状石斧未製品か５５５７Ｇ区

４７５　　砂岩磨石５５６０Ｂ～７Ｇ

１３８．１０４ホルンフェルス石棒か５５７７Ｅ区

５５．９３０�岩？（風化著しく岩石名判定困難）砥石５５８ＳＤ３７５

１３７０　　花崗岩砥石５５９ＳＥ３４０

１７５　　ホルンフェルス（砂？泥質）砥石５６０ＳＤ０６

５３０　　砂岩砥石５６１ＳＤ４８８
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第１６２図　右京第６５４次調査出土石鏃・石錐・扁平石斧・石鋸・石包丁他実測図（１�２）
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１８０　第３章　出土遺物

第１６３図　右京第６５４次調査出土石包丁・石剣・紡錘車実測図（１�２）
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第１６４図　右京第６５４次調査出土石斧・砥石実測図（１�４）

付表－５３　石器計測表－３
重さ（ｇ）石　　材遺物名遺物番号遺構名
０．５９６サヌカイト凸基式打製石鏃５６２ＳＤ８６
２．００２サヌカイト平基式打製石鏃５６３ＳＤ１４５
０．６７２サヌカイト凸基式打製石鏃５６４ＳＤ７２
１．９０７サヌカイト凸基式打製石鏃５６５ＳＤ０２
４．１５３サヌカイト石錐５６６ＳＨ１４８
５．２７１サヌカイト石錐５６７Ｊ８～Ｎ１１
７．２９５サヌカイト削器または未製品５６８Ｐ６５
２８．３２０サヌカイト石槍または石小刀５６９ＳＤ１４２
１４．７６３粘板岩～頁岩扁平石斧５７０ＳＤ１０１
５．３２６粘板岩～頁岩扁平石斧５７１ＳＤ７２
９３．０４９粘板岩～頁岩切り折り石材５７２ＳＤ０２
１１．６６５ホルンフェルス？�片５７３ＳＤ８５
１９．１００紅簾片岩石鋸５７４ＳＤ６８
１．８０２ホルンフェルス？�片５７５ＳＤ１０４
２．００２紅簾片岩�片５７６ＳＤ７２
３．５９５粘板岩～頁岩磨製破損品５７７ＳＤ０５
２．３８３粘板岩～頁岩石包丁５７８ＳＤ１０３
１３．６２８粘板岩～頁岩石包丁５７９１０Ｊ区
１３．４１７粘板岩～頁岩磨製破損品５８０１１Ｍ区
６．０３３粘板岩～頁岩石包丁５８１ＳＤ１８
１５．６１６粘板岩～頁岩石包丁５８２ＳＸ８７

重さ（ｇ）石　　　材遺物名遺物番号遺構名
１５．６９２粘板岩～頁岩石包丁５８３０Ｋ区
１５．８７６粘板岩～頁岩石包丁５８４ＳＤ８１
２３．２３３粘板岩～頁岩石包丁５８５ＳＤ５８・６７交差部
３８．３４８粘板岩～頁岩石包丁５８６ＳＤ６５
３６．４２３粘板岩～頁岩石包丁５８７ＳＨ１３９
２７．７６４粘板岩～頁岩石包丁５８８１０Ｋ区
３９．５６２粘板岩～頁岩石包丁５８９ＳＤ０５
９５．５０９粘板岩～頁岩石包丁５９０ＳＤ６５
２２．２３１粘板岩～頁岩石包丁５９１ＳＤ６５
９．０７２粘板岩～頁岩石包丁５９２１１Ｍ区
４８．６４３粘板岩～頁岩石包丁から石剣へ５９３１０Ｊ区
２４．３３９滑石紡錘車５９４ＳＨ８４
６３０　　�岩蛤刃石斧５９５ＳＤ４６
４２０　　ホルンフェルス（新鮮）蛤刃石斧５９６ＳＤ６４
４４０　　�岩蛤刃石斧５９７ＳＤ１０７
４０．４４７ホルンフェルス（泥～砂質）蛤刃石斧５９８ＳＤ７２
１４９．２７１ホルンフェルス（泥質表面他環状石斧５９９ＳＤ１４３

物質沈着し、よくわからない。）
５２２０　　ホルンフェルス（砂質）石皿６００ＳＤ５８
１４０　　砂岩（風化著しい）砥石６０１Ｐ８０
４２０　　砂岩砥石６０２ＳＤ０５
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第１６５図　縄文時代石器・�片実測図（１�２）

付表－５４　縄文時代石器計測表
重さ（ｇ）石　材遺物名遺物番号遺構名

１５．２０５サヌカイト石匙６０３ＳＸ６２

２１．６９８サヌカイト�片６０４ＳＸ２０９

４５．７３３サヌカイト�片６０５

６２．４３９サヌカイト�片６０６

１２．２４５サヌカイト�片６０７

３．１８２サヌカイト�片６０８

１７．７０８サヌカイト�片６０９

１８．０９３サヌカイト�片６１０



第４章　まとめ

１　近代

　近代の遺構は、井戸や土坑、柱穴など、様々な形態が数多くあった。特に井戸は、ほとんどが

瓦積みの井戸側であり、近代井戸の一般的な構造の一つであったことがわかる。遺物も豊富で、

食器類の陶磁器や土製品、またガラス製の灯火器など、様々なものが出土した。出土遺物の中で

も、「岡本常」と墨書された土瓶は、注目に値する。周辺部の調査でも、近代の墨書陶器が出土

しており、このような考古資料の集積と、近代史文献関連資料との照合が、今後の課題と言えよ

う。また、これから様変わりしようとする今、当地域の現代までの変遷を知る上で、貴重な存在

と言えよう。

２　江戸時代

　江戸時代の遺構群は、第１９図にまとめたように、「永井直清公御在所城州神足之図」に見事に

合致することが明らかになった。永井直清を城主とする勝龍寺城茶屋口周辺施設の諸遺構に間違

い無いと確信している。

　そのうち門跡ＳＢ９８については、関西大学名誉教授永井規男氏に現地を実見していただき、コ

メントをいただいた。ここに要約しておく。

　地下深くに礎石が据えられた非常に特異な遺構である。平面寸法構成は、東側の門の内側にた

つ控柱がやや開いて建つ。本柱間は１０．０尺、控柱間は１１．０尺。城門建築にしばしば見受けられる

技法である。建築形式として、城門は薬医門か高麗門の形式をとるのが普通である。薬医門の場

合、控柱も柱上で梁と桁によって十字型に固定されるから、安定した構造のものになる。従って、

わざわざ掘建にする必要はない。掘建にする方が、むしろ手間がかかると思われる。高麗門の場

合、控え柱は本柱から伸びる梁と貫（ヌキ）で繋がるだけで、左右の振れを防ぐような構造材が

ない。また城門であるから扉の高さは、乗馬のまま通行できるような高さが必要。地上からマグ

サ下端まで９尺から１０尺の高さが求められる。そのため、建ちが標準以上に高くなり、そのぶん

だけ安定性を欠く。当門は間口が１０尺であるから、幅より高さの方が高いものになり、不安定要

素が大きい。控柱の振れや、全体の不安定性をなくする一法としては、柱を掘建にして、地中に

固定することが考えられる。掘形が本柱と控柱とを通してなされていたのは、おそらく地中にも

貫を通そうとしたためではないかと考えられる。従って、高麗門遺構と見たとき、この遺構状況

は、もっとも説明できそうである。

　このように、建築の視点から見たとき、茶屋口の門は、高麗門と考えられる。１６３３年から１６４９

年までの城館である勝龍寺城で、門が検出できたのは茶屋口が初めてであり、その様相が復元で

きるに至った意義は大きい。
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３　平安・鎌倉時代

　平安時代の遺構は少なく、溝と土坑が数基把握できたに止まった。時期不明柱穴群の中にも、

平安時代のものがあると思われるが、建物跡として捉えられられなかった。しかし、神足平安集

落が、当地にまで及ぶことが明らかになった。また遺物の検討が十分でなく、報告できなかった

ものの中にも貴重なものが含まれている。例えば、土坑ＳＸ１１１出土遺物に、小型短頸壺や糸切

り平底をもつ小型の壺Ｍなどの灰釉陶器など、計測可能な遺物がある。また緑釉陶器も数点出土

した（図版５１�－６３６・６３７）。これらは、施釉陶器の出土量が少ない神足平安集落遺跡にあって、

貴重な存在である。

　鎌倉時代の検出遺構には、建物と土坑や溝などがある。また土坑には、墓壙の可能性があるも

のも含まれていた。これらは、一時期の遺構群ではなく、１３世紀から１４世紀前半を中心にした変

遷が想定できた。当調査地は西国街道に面しており、神足中世集落の西半がこの交通施設と強く

結びついている可能性が指摘できる。

４　長岡京期

　長岡京期に関する遺構群は、重なり合いの検出状況から、前後２期に分かれ、各期の遺構群の

性格が異なることも明らかになった。前期の遺構群は、掘立柱建物群と土坑群からなり、後期は

ほとんどが溝群であった。

　前期の遺構群には、建物群や土坑・カマドの他、南端に堀状の落ち込みなどがあった。建物は、

整然と並んで、計画的に配置されている。しかし正方位をなさず、少しずつ微妙にずれている。

とはいえ、六条条間南小路推定位置が空閑地になっていることなど、条坊制区画に規制された配

置になっている。また、六条条間南小路や西二坊坊間小路が検出されなかったことや、周辺調査

地の成果を含めた堀状の落ち込みの検討から、今回検出できた遺構群は、四町四方の宅地を占有

する施設の南東部分であろうと考えられることが明らかになった。この状況から、長岡京右京六

条一坊十一～十四町を占有する、長岡京造営の初期に設置された公的施設と考えられる。とくに

３回にわたって建て替えられた小規模建物や、１度建て替えられた大型建物などがあり、一定期

間使用され続けたことを示唆している。また、カマドや焼け土・炭を含む埋土をもつ土坑の存在、

特殊な遺物がほとんど見られないことなどとの関連で、これらの遺構群をどう理解するのか、今

後の資料の蓄積と、遺物整理の充実が図られてから、十分な検討を加えていく必要がある。

　後期の遺構は、溝群を主とするものであった。東西方向の溝と南北方向の溝により構成されて

おり、規模の大きい南北溝３条を除いて、ほとんどがよく似た規模の小溝群であった。これらの

中には、大量の土器を出土した溝や、製塩土器を大量に含む溝など、特色ある溝もある。出土遺

物の多さや、器種の偏りなどの現象と、溝群との関わりをなんと捉えるのか、結論を持ち越すこ

とになった。溝群の配置状況は、菜園に見られる状況と類似している。しかし、検出した溝群は、

畑作の尾根溝状に浅くなく、どちらかと言えば中世以後の水田下に見られる暗渠に近い。出土遺
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物の量から見ても、菜園を想定することには無理があろう。

　長岡京期の遺構は、条坊制の宅地占有規模や、配置状況から、かなり重要な施設であったと考

えられるが、具体的比定には至らなかった。また、遺構の変遷に、愕然とした利用状況の違いが

見出せる。出土遺物には、墨書土器があったが、施設の内容を直接示すものはなかった。しかし、

墨書土器・線刻土器やその他の遺物群、および遺構内堆積の特徴などは、検出した遺構群の性格

と必ず結びつくものと考えられる。出土遺物の十分な検討を待つしかない。

５　古墳時代

　古墳時代の遺構には、竪穴住居１棟と掘立柱建物２棟がある。このうち、掘立柱建物は、柱穴

からの出土遺物が無く、時代決定の根拠を欠く。しかし、右京第２７９次調査で検出した掘立柱建

物ＳＢ１６１２・１６１３等の棟方向に類似し、古墳時代の所産とした。竪穴住居は、長方形平面、２本

主柱穴で、南西部にベッド状の施設や貯蔵穴と思われる施設をもつ。後期後半の住居としては、

当地域にあって特異なものと言える。

　このような遺構群の検出により、神足古墳時代集落の西方への広がりが明らかになった。

６　弥生時代

　当調査での弥生時代に関する成果は、数多い。それは、遺構・遺物の両面にある。

　遺構に関しては、従来墓域と考えられていた地域から、新たな居住区域が検出されたことや、

住居と墓の配置実態が明らかになったこと等があげられる。またこれに伴って、神足弥生中期集

落の施設配置が、全体像の一部として、具体的に明らかになった。付表－２５に示した右京第２７９

次調査の竪穴住居の数は、同心円状に重なり合ったものや、僅かな横移動等々の同一住居の建て

替えと判断したものを除外した数値を示している。重複住居を含めると、約１４６３㎡の調査の内、

ＭＷＹ３地区３９棟以上、ＭＴＴ－４地区２６棟以上になる。この調査地周辺を、安定した長期間居

住域として捉え、「居住域Ａ」とした所以である。これに対し、今回の調査では、右京第６０６次調

査などの調査を含めた約８４９０㎡で、竪穴住居１１棟（重複を含めて１６棟前後）、方形周溝墓２２基

（拡張や可能性のあるものを含めて２４基以上）で、方形周溝墓群所在地域に住居との重なりが見

られた。このように、住居検出密度が希薄で、住居同士の重複が少ないことに、居住域Ａとの大

きな差を見いだした。そして、方形周溝墓との重複の無い竪穴住居検出範囲を「居住域Ｂ」とし

た。また居住域Ａは方形周溝墓群で構成された墓域に囲まれており、居住域Ｂは南方部での調査

が少なく、現段階では何とも言えないが、墓域でなく、解放されていた可能性がある。当調査で

明らかになった居住域Ｂは、ある意味で、神足弥生中期ムラの中枢部からの分村と言えるのでは

ないかと思われる。

　出土遺物に関しては、土器、石器共に注視すべきものがあった。土器では、他の地域との関連

を示すものが含まれており、編年・交流関係などに関する具体的検討が可能になったほか、石器

も含めて、神足弥生中期集落の構造的特徴を具体的に示すことができた。前者については、具体
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的検討を加えることができなかったが、後者については、今までの出土遺物との比較で、具体的

に示すことができたと思う。さらに、動物形土製品や勾玉形土製品・有孔土玉など、非常に珍し

い、特殊な遺物の出土もあった。これらの具体的内容は、第２・３章を参照されたい。

７　縄文時代

　縄文時代の遺構・遺物は少なく、集落の構造を直接うかがうだけの資料には恵まれなかった。

周辺部の調査を含めても、右京第３９３次調査で北白川上層Ⅱ式段階の土坑が明らかなほか、時期

の確定できるものはなかった。今回の調査で、北白川上層Ⅰ式段階の遺構が検出できたことで、

縄文時代後期前半の継続した集落が推定できるようになった。また整った形態に丁寧につくられ

た石匙の存在は、縄文時代前期の遺跡が、重複している可能性を示している。神足縄文遺跡に関

して、新たな着目点を提示する貴重な成果となった。

８　まとめ

　今回の調査は、今までになく大規模で、しかも、検出遺構や出土遺物に注目すべきものが多

かった。検出遺構は、縄文時代から近代に至るまで重複していた。特に、近世勝龍寺城跡、長岡

京跡、神足弥生中期集落遺跡関連は、遺構・遺物共に内容豊富であった。中でも長岡京に関する

成果は大である。今回検出した長岡京関連遺構の歴史的位置付けは、長岡京造営に直接影響する

ものといっても過言ではない。それだけに、この遺構群の性格を十分検討する必要があり、即断

されるべきでないと考える。

　また、各時代の遺物とも、検討が十分でなく、ごく一部しか掲載できなかった。これらの遺物

は、それぞれの出土遺構や遺構群の性格と直接関わりを持っていることは明らかである。いつか、

これらの資料が日の目を見ることに期待する。

　最後になりましたが調査及び整理段階において多くの方々からご協力、ご指導を賜りました。

ご芳名を記して感謝の意を表します。

　井ヶ田良治、泉拓良、伊藤淳史、井上満郎、植村善博、梅本康広、大川勝宏、小笠原好彦、尾

野善裕、河野一隆、櫛木謙周、國下多美樹、古閑正浩、小森俊寛、佐原真、清水みき、鈴木久男、

巽淳一郎、田辺昭三、玉城玲子、都出比呂志、寺島千春、中井均、永井規男、中尾芳治、中島信

親、永田信一、中塚良、橋本清一、林亨、肥後弘幸、平尾政幸、深澤芳樹、福島克彦、福永伸哉、

松崎俊郎、宮崎泰史、百瀬正恒、山口均、山中章、山中敏史、吉川義彦、大山崎町教育委員会、

�元興寺文化財研究所、京都府教育委員会、�京都府埋蔵文化財調査研究センター、�京都市埋

蔵文化財研究所、奈良文化財研究所、向日市教育委員会、�向日市埋蔵文化財センター（敬称

略）�
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特 記 事 項主 な 遺 物主な遺構主な時代種別所 収 遺 跡 名

前期の整然と並ぶ建物

群と後期の溝群。

遺物豊富出土。

大量の製塩土器出土。

土師器、須恵器、黒色

土器、製塩土器、墨書

土器、線刻土器、転用

硯、土製祭具

掘立柱建物、溝、

土坑、落ち込み

長岡京期都城長岡京跡（右京第６３０次

調査）

墓域と居住域を検出。

墓と建物が近接。

弥生土器、石器、石製

品

土師器、須恵器、陶器

土師器、瓦器、陶磁器

方形周溝墓、竪穴

住居、溝、柱穴

土坑、溝

掘立柱建物、墓壙

弥生時代

平安時代

鎌倉時代

集落神足遺跡

「永井直清公御在所城

州神足之図」に合致。

茶屋口の門検出。

土師器、陶磁器掘立柱建物、柵、

溝、土坑、堀、門

江戸時代城館近世勝龍寺城跡

前期の整然と並ぶ建物

群と後期の溝群の続き

を検出。六条条間南小

路は検出されず、空閑

地。

土師器、須恵器、黒色
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硯、土製祭具、和同開

珎、萬年通寳
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土坑、落ち込み

長岡京期都城長岡京跡（右京第６５４次

調査）

方形周溝墓群を検出。

イノシシ形土製品は特

に珍しい。

特異な構造をもつ竪穴

住居。
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足軽町と武家屋敷に合

致。
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井戸、土坑

江戸時代城館近世勝龍寺城跡
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第１６９図　長岡京後期検出遺構図（１�５００）
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第１７０図　長岡京前期検出遺構図（１�５００）
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第１７１図　古墳時代検出遺構図（１�５００）
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（１）調査地遠景（北から）

（２）調査地遠景（南東から）
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（１）調査地周辺航空写真（1946年米軍撮影）

（２）調査地周辺航空写真（1991年２月撮影）
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（１）右京第630次調査南調査区（西から）

（２）右京第630次調査北調査区（西から）

（３）右京第654次調査区（西から）
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長岡京跡右京第606・630・654次調査地全景（合成写真）
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（１）右京第630次調査上層遺構全景（北から）

（２）右京第630次調査上層遺構全景（北東から）
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（１）右京第630次調査上層遺構全景（南東から）

（２）右京第630次調査北調査区上層遺構全景（北東から）
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（１）右京第630次調査北調査区上層遺構全景（西から）

（２）右京第630次調査北調査区上層遺構全景（東から）
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（１）右京第654次調査上層遺構全景（南西から）

（２）右京第654次調査上層遺構全景（南から）
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（１）右京第654次調査下層遺構全景（北東から）

（２）右京第654次東部下層遺構全景（北から）（３）右京第654次調査下層遺構全景（北から）
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（１）右京第654次調査上層遺構全景（北東から）

（２）右京第654次調査下層遺構全景（南西から）
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（１）右京第654次東部上層遺構全景（南西から）

（２）右京第654次東部上層遺構全景（北から）（３）右京第630次東部全景（北から）
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（１）堀SD29、門SB286・98（北西から）

（２）堀SD29、門SB286・98（東から）
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（１）掘立柱建物SB343、柵SA498（南から）

（２）柵SA40（北から）
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（１）溝SD72（北から）

（２）土坑SK353（東から）
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（１）掘立柱建物SB99（西から）

（２）掘立柱建物SB118（西から）
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（１）掘立柱建物SB169（西から） （２）掘立柱建物SB108（西から）

（３）掘立柱建物SB174（西から） （４）掘立柱建物SB171（東から）
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（１）掘立柱建物SB285（東から） （２）掘立柱建物SB107（東から）

（３）掘立柱建物SB369（西から） （４）掘立柱建物SB370（西から）
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（１）掘立柱建物SB369（東から）

（２）掘立柱建物SB370（東から）
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（１）掘立柱建物SB456（東から） （２）掘立柱建物SB455（東から）

（３）掘立柱建物SB01（東から） （４）掘立柱建物SB588（西から）
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（１）掘立柱建物SB133（東から）

（２）カマドSX506（南から） （３）カマドSX507（南西から）
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（１）落ち込みSX573（北西から）

（２）溝SD346製塩土器出土状況（北から）
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（１）溝SD18（南から） （２）溝SD18墨書土器出土状況（北から）

（３）溝SD18遺物出土状況（東から）
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（１）竪穴住居SH83（南東から）

（２）竪穴住居SH83北西辺カマド（南東から）
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（１）竪穴住居SH144（北から）

（２）竪穴住居SH148（西から）

（３）竪穴住居SH139（西から）
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（１）竪穴住居SH218（東から）

（２）竪穴住居SH210（西から）
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（１）方形周溝墓SX502（南から）

（２）方形周溝墓SX502（南東から）
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（１）方形周溝墓SX502東辺遺物出土状況（南東から）

（２）方形周溝墓SX502南辺中央遺物出土状況（南から）

（３）方形周溝墓SX502南辺西半部遺物出土状況（南から）
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（１）方形周溝墓SX503（西から）

（２）方形周溝墓SX503西辺遺物出土状況（東から）
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（１）方形周溝墓SX161（南から）

（２）方形周溝墓SX161主体部SK56（北から）
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（１）方形周溝墓SX140（東から）

（２）方形周溝墓SX140北西辺遺物出土状況（南から）
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（１）溝SD05（西から）

（２）溝SD05断面（西から） （３）溝SD05（東から）



（１）土坑SK209（西から）

図
版
三
二

（１）土坑SK209（西から）
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（１）土坑SK195集石検出状況（北東から） （２）土坑SK590遺物出土状況（西から）

（３）溝SD52遺物出土状況（南から） （４）方形周溝墓SX162遺物出土状況（南から）
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（１）溝SD57遺物出土状況（北東から）

（２）溝SD73、竪穴住居SH74遺物出土状況（北から）
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（１）近代陶磁器（SX292他）

（２）近世陶磁器（SD29他）
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（１）鎌倉時代の遺物

（２）平安時代の遺物
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（１）溝SD346出土遺物

（２）溝SD06出土遺物
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（１）落ち込みSX573出土遺物

（２）溝SD18出土遺物
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（１）ミニチュアカマド、土馬

（２）土師器カマド
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（１）緑釉単彩陶器、漆付着土器、土製品

（２）フイゴ羽口・炉壁
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（１）須恵器線刻土器

（２）土師器線刻土器－１
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（１）墨書土器－２、転用硯

（２）竪穴住居SH83出土遺物

742
672 206

698

649

214

732

700

699
696

744

674

204

676

161

159743

697

648

719

205

675

181

325

318

323

324

320

322



図
版
五
九

（１）方形周溝墓SX502出土遺物

（２）方形周溝墓SX28出土遺物
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方形周溝墓SX502出土遺物－１
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（１）方形周溝墓SX502出土遺物－２

（２）方形周溝墓SX140出土遺物
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方形周溝墓SX28・30・77出土遺物
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（１）方形周溝墓SX503出土遺物 （２）溝SD81出土遺物

（３）土坑SK109出土遺物 （４）土坑SK590、方形周溝墓SX503出土遺物
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（１）溝SD57出土遺物 （２）落ち込みSX62出土遺物
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（１）溝SD05出土動物形土製品

（２）弥生時代土製品
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（１）土製品

（２）竪穴住居SH83出土滑石製紡錘車

（３）土坑SX57出土鉄製品 （４）溝SD18出土白雲母片
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（３）土坑SK109出土遺物

図
版
六
八

（１）金属製品
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右京第606・630次調査出土石製品－１
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（１）右京第654次調査出土石製品－１

（２）右京第654次調査出土石製品－２
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