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例 言

１ 本書は、洲本市（調査時は津名郡五色町）鮎原南谷に所在する大坪遺跡・大明神遺跡の発掘調査報告

書である。

２ 本調査は、（二）都志川農業構造改善等関連河川事業に伴うもので、兵庫県淡路県民局洲本土木事務所

からの依頼に基づき、兵庫県教育委員会が実施した。

３ 調査の推移

（発掘作業）

確認調査 平成13年10月１日～11月19日

実施機関：兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所

本発掘調査 平成14年７月15日～10月22日

実施機関：兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所

工事請負：才花建設株式会社

（出土品整理作業）

平成22年10月12日～平成23年３月31日

実施機関：兵庫県立考古博物館

平成23年５月１日～平成24年３月31日

実施機関：兵庫県立考古博物館

平成24年４月１日～平成25年３月31日

実施機関：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

平成25年４月１日～平成26年３月31日

実施機関：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

４ 本書の編集・執筆は、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部 山田清朝が

森本貴子の補助のもと担当した。

５ 本調査において出土した遺物や作成した写真・図面類は、兵庫県教育委員会（兵庫県立考古博物館）で

保管している。

６ 調査後の空中写真の撮影および図化は、アジア航測㈱に委託して行った。

７ 遺物写真の撮影は、谷口フォト株式会社に委託して行った。なお、一部の写真については、兵庫県立

考古博物館（平成24年度以降は、兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部）整理保存課深江英

憲が行った。

８ 調査成果の測量については、四等三角点古宮・復興基準点FK644・復興基準点FK654を与点とし三級

基準点を設置し、これを基準とした。座標は世界測地系に基づくもので、調査地は第Ⅴ系に位置する。

９ 本書に用いた方位は座標北を示す。また、標高は東京湾平均海水準を基準とし、洲本市鮎原南谷地区

内区画整理地域に設置された基準点をもとに３級水準点を設置した。

1０ 最後に、発掘調査および報告書の作成にあたっては、以下の方々の御援助・御指導・御教示をいただ

いた。ここに感謝の意を表するものである。

伊藤宏幸・足立敬介・大石雅一・浦上雅史・坂口弘貢・定松佳重
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SB０１－P３４・P２５ 南から

写真図版１８ 遺構

SB０２ 南から SB０２ 西から

写真図版１９ 遺構

SB０２－P１ 南から

SB０２－P４ 南から

SB０２－P３ 東から

SB０２－P３断面 東から

SB０２－P５ 南から

SB０２－P７ 南から

写真図版２０ 遺構

SB０３ 南から SB０３ 西から

SB０３－P６ 東から

SB０３－P９ 南から

写真図版２１ 遺構

SB０３－P７ 北から

SB０３－P１０ 南から

SB０３－P１１ 南から

SB０３－P１２ 西から

SB０３－P１３ 西から

SB０３－P１７ 北から

SB０３－P１９ 南から

SB０３－P２０ 北から

写真図版２２ 遺構

SB０４ 東から SB０４－P３ 東から

SB０４－P７ 西から

SB０４－P８ 西から

P０２ 北から

写真図版２３ 遺構

SH０１ 西から

SH０１土器出土状況 北から

SH０１土器出土状況 西から

写真図版２４ 遺構

SH０１土器出土状況 西から

SH０１ P１断面 西から

SH０１ P２断面 西から

SK０８断面 南から

SK０９断面 西から

SK１３断面 南から

SK１４断面 南から
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写真図版２５ 遺構

SK１１断面 南から SK１１全景 南から

SK１２断面 南から SK１２全景 南から

SK０１全景 北から SK０３全景 東から

SD０１断面 南から SD０５断面 南から

SD０４断面① 東から

SD０４断面② 南から

写真図版２６ 遺構

谷全景 南から 谷断面 南から

谷 土器出土状況 東から

谷 土器出土状況 東から

写真図版２７ 遺物

SH０１出土土器（１～３）

SB０６出土土器（６） P０１出土土器（７）

SD０４出土土器（２１・２２）

SD２０出土土器（２５）

写真図版２８ 遺物

SD０５出土土器（２３）

谷出土土器（３５・３９・４１・４９・５１）

写真図版２９ 遺物

谷出土土器（５２・５５～５８・６０・６１・６３）

写真図版３０ 遺物

谷出土土器（６４・６５・６７～７０・７２）

写真図版３１ 遺物

谷出土土器（７３・８１・８４～８７）

写真図版３２ 遺物

谷出土土器（９０～９３）

包含層出土土器（１００）

写真図版３３ 遺物

基盤層出土土器（１０４）

包含層出土鉄製品（M１・M２・M４～M６）

SK１４出土鉄製品（M３）

SD０１出土鉄製品（M７）

写真図版３４ 遺物

包含層出土鉄製品（M８・M９）

包含層出土石器（S１～S４）

写真図版３５ 遺物

谷出土石器（S５）

SB０３出土石器（S６）

包含層出土石器（S７）

写真図版３６ 遺物

SD０４出土石器（S９）

写真図版３７ 遺物

谷出土石器（S１０・S１１）

包含層出土石器（S１２）
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第１章 大坪遺跡・大明神遺跡

第１節 地理的環境

１．遺跡の位置

洲本市 大坪遺跡と大明神遺跡は、兵庫県洲

本市鮎原南谷に位置する。洲本市は、

淡路島の中央部に位置し（第１図）、

２００６年２月１１日に、旧洲本市と津名郡

五色町が合併し、現在の洲本市となっ

ている。市域の南側は南あわじ市と、

北側は淡路市と境をなしている。また

西側は播磨灘に、東側は大阪湾に面し

ている。市域の面積は１８２．４８�に及

び、人口は４７０００人（平成２５年３月現在）

である。

旧五色町 大坪遺跡と大明神遺跡は旧五色町に

所在し、洲本市のなかでも北西部に位

置する。西側は播磨灘（瀬戸内海）に面

し、地域の大半は丘陵地帯となってい

る。わずかに、旧町域を東側から西側に流れる都志川と鳥飼川により、河口部の都志と鳥飼

浦に小規模な平野が形成されている（第３図）。都志川の全長は約９㎞と小規模な河川であ

る。この都志川の上流部に小規模な盆地が形成されている。この盆地が鮎原地区で、当地に

大坪遺跡・大明神遺跡が所在する。

なお、旧五色町の面積は５８．２１�である。平成１６年８月における人口は１１５５９人であった。

鮎原地区 大坪遺跡と大明神遺跡の所在する洲本市五色町鮎原地区は、以前から交通の要衝であっ

た。正保三年（１６１７年）に完成した淡路国絵図（正保の国絵図）をもとに地形図に復元したのが

第２図である。実線で表したのが正保の官道で、点線がその脇道と藩邸連絡道である（１）。

これによると、鮎原地区内においては、島内内陸部を南北に結ぶ中街道と洲本とを結ぶ脇

道（鮎原道）が合流している。このことから、少なくとも近世初期においては、当地は交通の

要衝であったことが理解できる。また、中街道については、古代の淡路国府と津名郡衙を結

ぶラインと一致することから、当時の交通路を踏襲したものといわれている。以上から、当

地は古代以来、交通の要衝であったといえるようである。

現代においても、当地は、淡路島中央部内陸部を南北に結ぶ県道津名五色三原線と淡路島

中央部の大阪湾側と播磨灘側を結ぶ県道洲本五色線が交差し、内陸部における陸上交通の要

衝となっている。

第１図 洲本市の位置

第１節 地理的環境
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第２図 淡路島内の主要交通路
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２．地形的環境

淡路島 淡路島の地形は、北部・中部・南部と大きく３地区に分けることができる。北部は花崗岩

から構成される山地が北東－南西方向にのび、その北西側は活断層があり、その断層崖の前

縁には丘陵と段丘が分布している。中部は、花崗岩からなる先山（標高４４８m）を中心に丘陵

が発達している。南部は、中央構造線の北側に沿って和泉層群から構成される諭鶴羽山地が

発達している（２）。

旧五色町 大坪遺跡と大明神遺跡の所在する旧五色町は、上記の中部に位置する。特に、遺跡周辺は

丘陵が顕著に発達した地域である。特に遺跡周辺は標高２５０m以下の低丘陵からなる。丘陵

のなかでも、やや高い箇所は花崗岩類からなり、それ以外は大阪層群から構成されている（３）。

そして、この丘陵地帯にはいくつかの小河川があり、これら小河川を中心に多くの小谷及び

谷底平野形成されている。

大坪遺跡と大明神遺跡の基盤層は、上記花崗岩が風化した粗砂層（真砂）からなるものであ

る。

第３図 旧五色町の地理的位置

第１節 地理的環境
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第４図 遺跡周辺の微地形
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周辺の微地形 これらの河川の代表的な一つが都志川

である。この都志川の中流域に大坪遺跡

と大明神遺跡が所在する。大坪遺跡と大

明神遺跡は、この都志川に面した高位段

丘面上に立地する。都志川河床より約１０

mの比高が認められる。

大坪遺跡と大明神遺跡は、高位段丘面

上に立地するが、その微地形（第４図）は

平坦ではない。北東から南西に向かって

の傾斜地となっている。両遺跡の北東側

にあるニゴリ池・吉池は谷地形上にあることから、大坪遺跡と大明神遺跡はこの谷を起点と

した小扇状地に立地しているものと考えられる。また、両遺跡の南側は、都志川によって形

成された段丘崖となっている。

また、大坪遺跡と大明神遺跡の境は、小規模な谷状をなしている。両遺跡が立地する扇状

地の形成が、複数の堆積による結果の反映と考えられる。ちなみに、大明神遺跡の基盤層か

らは、縄文時代中期末の土器が出土しており（第１４図）、当該扇状地の形成が少なくともこの

時期まで遡ることは明らかである。

また、四反田遺跡が南谷北側の丘陵の緩斜面に立地している以外、他の遺跡は大坪遺跡・

大明神遺跡同様、高位段丘面上に立地している。

〔参考文献〕

（１）兵庫県教育委員会『淡路往還（南海道）』平成８年

（２）太田陽子・成瀬敏郎・田中眞吾・岡田篤正編『日本の地形６ 近畿・中国・四国』東京大学出版会

２００４

（３）高橋 浩・寒川 旭・水野清秀・服部 仁『洲本地域の地質』地質調査所 １９９２

第５図 南谷地区遠景 南西から

第１節 地理的環境
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第２節 歴史的環境

１．はじめに

当地域は、基盤整備事業に伴う確認調査が行われる以前は、調査が全く行われず、松崎遺

跡・垣添遺跡等数遺跡を除いては不明であった。ところが、基盤整備事業に伴い分布調査・

確認調査を実施したところ、多くの埋蔵文化財包蔵地が明らかとなった（第６図）。そこで、

これら南谷周辺の遺跡について、遺跡ごとにその概要をみていくことにする。

２．南谷地区の遺跡

大坪遺跡 大明神遺跡同様、平成１４年度に、一部今回報告する調査と併行しておこなわれている。弥

生時代の竪穴住居跡と中世の掘立柱建物跡などが検出されている（１）。

大明神遺跡 今回報告する調査以外に、五色町教育委員会（現洲本市教育委員会：以下省略）によって本

発掘調査が行われている。

第１次調査は、平成１１年度に行われている。調査の結果、中世後期の柱穴や土坑が検出さ

れている（２）。

第２次調査は、平成１２年度に行われている。調査の結果、中世後期の掘立柱建物跡が２棟

検出されている（３）。

第３次調査（平成１４年度）調査は、一部今回報告する調査と併行しておこなわれたものであ

る。詳細については別途紹介する（第３章第３節）が、弥生時代の谷及び、鎌倉時代の掘立柱

建物・室町時代の掘立柱建物などが検出されている（４）。

岡遺跡 五色町教育委員会による平成１０年度の確認調査で、中世の土坑が確認されている（５）。

上ノ内遺跡 五色町教育委員会による平成１０年度の確認調査で、弥生時代の流路状遺構と中世の遺物包

含層が確認されている（６）。

上ノ原遺跡 平成１１年度に、基盤整備促進事業に伴い、五色町教育委員会により確認調査が行われてい

る。調査の結果、弥生時代と中世の遺構および包含層を確認した。弥生時代では、柱穴・溝・

土坑などの遺構を検出し、溝については竪穴住居の可能性も考えられている。出土土器か

ら、後期と考えられている。中世については、柱穴が検出されている。包含層からは、東播

系須恵器や瓦器・土師器が出土しており、これらの遺物から１３世紀前後と考えられてい

第１表 南谷地区の遺跡

� 遺 跡 名 県遺跡番号 � 遺 跡 名 県遺跡番号

１ 大坪遺跡 ９２００６１ １４ 松崎遺跡 ９２００４０

２ 大明神遺跡 ９２０１２４ １５ 岩見遺跡 ９２００４４

３ 岡遺跡 ９２００６２ １６ 深田遺跡 ９２００４５

４ 上ノ内遺跡 ９２０１２８ １７ 岡ノ坂遺跡 ９２００４６

５ 上ノ原遺跡 ９２００６３ １８ 新遠田遺跡 ９２００４７

６ 久保ノ向遺跡 ９２０１２７ １９ 高田遺跡 ９２００４８

７ 三町田遺跡 ９２００４３ ２０ 観音堂遺跡 ９２００４９

８ 栢ノ木遺跡 ９２０１２９ ２１ 治郎ノソリ遺跡 ９２００５０

９ 追手遺跡 ９２０１２５ ２２ 西裏遺跡 ９２００５１

１０ 垣添遺跡 ９２００４１ ２３ 岡ノ飼手遺跡 ９２００６４

１１ 南谷的場遺跡 ９２００４２ ２４ 土橋遺跡 ９２００６５

１２ 四反田遺跡 ９２０１２３ ２５ 竹ノ下遺跡 ９２００６６

１３ 長町遺跡 ９２０１２２

第１章 大坪遺跡・大明神遺跡
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る（７）。

また、平成１２年度に第２次調査が行われている。調査の結果、弥生時代後期前半と中世（１２

世紀後半～１３世紀前半）の遺構が検出されている。弥生時代の遺構としては、溝・土坑・柱

穴が、中世の遺構としては掘立柱建物跡・溝・土坑・柱穴が、それぞれ検出されている（８）。

久保ノ向遺跡 平成１８年度に、兵庫県教育委員会と洲本市教育委員会により、本発掘調査が行われてい

る。本報告と同事業に伴うもの

で、大坪遺跡・大明神遺跡同様、

兵庫県教育委員会と洲本市教育委

員会により、隣接した地区を同時

に調査が行われている。兵庫県教

育委員会の調査では、鎌倉時代前

半の掘立柱建物群及び土坑墓・土

坑等が検出されている。この他、

火葬墓と考えられる遺構も検出さ

れている。遺物としては、瓦器・

土師器・須恵器等とともに、青磁・白磁が比較的多く出土している（９）。そして、これらの遺

構・遺物から、当地が屋敷地であった可能性が考えられている。

三町田遺跡 平成１４年度に基盤整備事業に伴い五色町教育委員会によって本発掘調査が行われている。

調査の結果、弥生時代の竪穴住居跡・柱穴・土坑・溝、中世の掘立柱建物跡・柱穴・土坑・

第６図 南谷地区の遺跡

第７図 久保ノ向遺跡

第２節 歴史的環境
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溝などが検出されている。竪穴住居については、後期初頭に位置付けられている（１０）。

栢ノ木遺跡 平成１３年度の兵庫県教育委員会による確認調査で、中世の土坑・柱穴・溝が確認されてい

る（１１）。

追手遺跡 数次にわたり調査が行われている（１２）。

このうち、第２次調査においては、平成１２年度に五色町図書館用地整備事業に伴い行われ

ている。調査の結果、弥生時代中期の遺物包含層と１４世紀代の柱穴数穴や溝数条が明らかと

なっている。

垣添遺跡 基盤整備事業に伴い平成１４年度に本発掘調査が行われている。当該調査では、弥生時代の

溝状遺構と、中世の掘立柱建物跡と溝状遺構が検出されている（１３）。

平成１２年度には第２次調査が行われている。調査の結果、弥生時代後期の竪穴遺構と中世

の石組み井戸が検出されている（１４）。井戸内からは、土師器皿・鍋、須恵器、瓦器、瓦質土器

などが出土している。

また平成１３年度には、第３次～第５次の本発掘調査が行われている。第３次調査では、ほ

ぼ完存する弥生土器の壺が包含層から出土している。第４次調査では、中世の掘立柱建物跡

が２棟検出されている。第５次調査では、弥生時代の溝と、中世の柱穴群が、それぞれ検出

されている（１５）。

南谷的場遺跡 平成１２年度に、基盤整備事業に伴い、第１次と第２次の本発掘調査が行われている。第１

次調査では、中世の溝と柱穴が、第２次調査では中世を中心とした柱穴・土坑・溝が検出さ

れている（１６）。

平成１３年度においては、第３次と第４次におよぶ調査が五色町教育委員会により行われて

いる。第３次調査では、弥生時代中期末～後期前半の竪穴住居・土坑、中世の掘立柱建物・

土坑・溝等が検出されている。第４次調査では、弥生時代の竪穴住居、中世の土坑等が検出

されている（１７）。

四反田遺跡 平成１１年度に、基盤整備事業に伴い五色町教育委員会により本発掘調査が行われている。

調査の結果、弥生時代と中世の遺構・遺物が明らかとなっている。弥生時代の遺構としては

円形の竪穴住居跡が２棟検出されている。中世の遺構としては、６棟の掘立柱建物跡が検出

され、１２世紀～１４世紀代と考えられている。特に、４面に庇を有する建物が注目される（１８）。

平成１２年度には、第１次調査の南側に隣接して、第２次調査が行われている。中世の掘立

柱建物群と小溝群・土坑が検出されている（１９）。

長町遺跡 平成１２年度に基盤整備事業に伴い、五色町教育委員会により本発掘調査が行われている。

調査の結果、弥生時代後期の溝、中世の土坑墓が検出されている。土坑墓内からは副葬され

たと考えられる青磁碗が完形で出土している（２０）。

松崎遺跡 五色町教育委員会による平成１０年度の確認調査で、中世の遺物包含層が確認されてい

る（２１）。

岩見遺跡 弥生土器・須恵器・土師器・瓦器の散布地として周知されている遺跡である。しかし、平

成１４年度に、携帯電話用基地局設置工事に伴い五色町教育委員会により確認調査が行われた

が、遺構・遺物は確認されていない（２２）。

深田遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、中世土器（瓦器・土師器・須恵器）の散布地と
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して周知されている。

岡ノ坂遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器の散布地として周知されている。

新遠田遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器と中世土器（瓦器・土師器・須恵器）

の散布地として周知されている。

高田遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器と中世土器（瓦器・土師器・須恵器）

の散布地として周知されている。

観音堂遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、中世土器（瓦器・土師器・須恵器）の散布地と

して周知されている。

治郎ノソリ遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器と中世土器（瓦器・土師器・須恵器）

の散布地として周知されている。

西裏遺跡 平成９年度に、圃場整備事業に伴い発掘調査が行われている。調査の結果、土坑群からな

る近世初頭の鍛冶屋跡が検出されている。このほか、弥生時代以降の遺物が出土しているこ

とから、弥生時代から続く複合遺跡と考えられている（２３）。

岡ノ飼手遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器とサヌカイト製石鏃の散布地として

周知されている。

土橋遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、中世土器（瓦器・土師器・須恵器）の散布地と

して周知されている。

竹ノ下遺跡 調査歴はないが、兵庫県遺跡地図によると、弥生土器の散布地として周知されている。

〔註〕
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郡町村会 ２００４
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名郡町村会 ２００１
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化財発掘調査－』津名郡町村会 ２００３
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蔵文化財発掘調査－』津名郡町村会 ２００１

（１７）足立敬介「南谷的場遺跡－第３・４次調査－」『津名郡埋蔵文化財発掘調査年報�－平成１３年度 埋

蔵文化財発掘調査－』津名郡町村会 ２００３
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名郡町村会 ２００１
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第２章 調査の経緯

第１節 調査の起因

はじめに 当地においては、兵庫県淡路県民局洲本土木事務所が、都志川農業改善等関連河川事業を

進めている。当該事業は、鮎原地区で計画されている圃場整備事業と連動するものである。

具体的には、当地を大きく蛇行し流れている都志川を、圃場整備に合わせ、直線化するもの

である。

工事概要 工事は、当地を大きく蛇行する都志川をショートカットするものである。つまり、河川を

新たに掘削する事業である。その区間は、長さ２００m、幅２５mにおよぶものである。さらに、

新たに河川の両側に側道を付ける予定である。後述するように、確認調査の結果、当該工事

予定地内に埋蔵文化財の包蔵地が存在することが明らかとなったため、本発掘調査を実施す

ることとなったものである。今回報告するのは、主要地方道洲本・五色線に架かる美南橋の

上流側、大坪遺跡と大明神遺跡に係る箇所である。

なお、側道部分に関しては、五色町教育委員会（当時）が、本報告の調査と平行して本発掘

調査を実施した。

遺跡の発見 当地においては、松崎遺跡・垣添遺跡等が周知されていた。その後、圃場整備事業に先立

ち、平成１０年度に五色町教育委員会が主体となり、津名郡町村会により確認調査が行われて

いる。この確認調査により、当地において新たに６箇所の遺跡が明らかとなっている。

第８図 竣工後の都志川と調査位置
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確認調査 当地においては、圃場整備に伴い五色町教育委員会により確認調査が行われていた。この

結果を受け、河川改修工事に係る箇所について、改めて兵庫県教育委員会が平成１３年度に実

施した（第９図）。この結果、大坪遺跡・大明神遺跡・久保ノ向遺跡・三町田遺跡・栢ノ木遺

跡が、事業予定地内に存在することが明らかとなった。本書は、その中の、大坪遺跡と大明

神遺跡の調査成果の報告である。

以上の状況のもと、確認調査は、大坪遺跡においては７箇所、大明神遺跡においては５箇

所に２m×４mのトレンチを設定して行われた（第９図）。この結果、土坑・柱穴・鋤溝等の

遺構が明らかになるとともに、中世をはじめとして弥生時代の遺物が明らかとなった。以上

から、当地には弥生時代・中世の遺構・遺物が包蔵されていることが明らかとなった。この

ため、当地において本発掘調査を行うこととなったものである。

調査体制 確認調査の体制等は以下の通りである。

遺跡調査番号 ２００１１３１

調査主体 兵庫県教育委員会

調査担当 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

調査第１班 深井明比古・服部 寛

調査期間 平成１３年１０月１日～１１月１９日

第１節 調査の起因
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兵庫県教育委員会調査 五色町教育委員会調査

大坪遺跡

大明神遺跡

第２節 本発掘調査

１．はじめに

調査は２次にわたり実施した（第１次調査・第２次調査）。第１次調査が主体で、本報告の

大半を占める。第２次調査は、第１次調査で調査ができなかった地区を対象とした。

２．第１次調査

調査概要 調査は、大坪遺跡 大明神遺跡の順に調査を実施した。両遺跡とも、遺物包含層直上まで

を重機で掘削し、以下は人力により調査を進めて

いった。調査成果については、ヘリコプターによ

る空中写真撮影を９月４日に実施し、この撮影成

果をもとに図化を行った。また、９月７日に現地

説明会を実施した（第１０図）。

なお、先述したように、本発掘調査と併行して、

五色町教育委員会により、農道部分の調査が行わ

れている。調査区はいずれも隣接するもので（第１１

図）、一部の遺構については五色町教育委員会の調査成果も合わせて報告している。

調査体制 本発掘調査の体制は以下の通りである。

調査主体 兵庫県教育委員会

調査担当 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

調査第２班 西口圭介・山田清朝・小川弦太

現場事務員 箭野千枝子・小浜文恵

現場補助員 松浦浩一・真柴大介・宮谷淳一郎

第１１図 大坪遺跡・大明神遺跡と調査位置

第１０図 現地説明会

第２章 調査の経緯

―１４―



３．第２次調査

調査概要 調査は、大坪遺跡と大明神遺跡の中間部、第１次調査時には里道であった箇所を対象とし

た。第１次調査時には、農道を撤去することができず、さらにこの下層に弥生土器と中世土

器を多量に包含層する谷が検出されたことによるものである。調査地は、大坪遺跡と大明神

遺跡の中間にあたるが、大坪遺跡として調査を実施した。調査は、上層を重機で掘削し、以

下を人力により進めていった。成果については、手実測により図化を行った。

調査体制 本発掘調査の体制は以下の通りである。

調査主体 兵庫県教育委員会

調査担当 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 調査第１班 鐵 英記

第３節 整理作業
１．はじめに

整理作業は、平成２３年度から平成２５年度の３箇年に

わたり、平成２３年度は兵庫県立考古博物館、平成２４年

度以降は（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文

化財調査部で行われた。出土土器の水洗については、

調査と平行して実施した（第１２図）。

各年度の整理概要は以下のとおりである。

２．平成２３年度

整理概要 土器の接合を行った。一部の土器については、実測を行った。

整理体制 整理保存課 篠宮 正・山本 誠

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 森本貴子・高瀬敬子・佐々木誓子・藤池かづさ・又江立子・宮野正子

３．平成２４年度

整理概要 土器及び石器・金属製品の実測を行った。その後、土器の復元を行い、遺物写真の撮影を

行った。平行して、遺構図の製図・トレース原図の作成・トレースを行った。

整理体制 整理保存課 篠宮 正・深江英憲

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 森本貴子・高瀬敬子・佐々木誓子・吉田優子・島村順子・三好綾子

荻野麻衣・藤池かづさ・嶺岡美見・吉村あけみ・佐々木 愛

４．平成２５年度

整理概要 遺構図・土器実測図のトレース、原稿執筆、編集作業を行い、刊行に至った。

整理体制 整理保存課 深江英憲・長濱誠司

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 森本貴子・川村由紀

第１２図 土器の水洗作業
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第３章 調査の成果

第１節 調査概要

１．調査概要

概 要 大坪遺跡と大明神遺跡は、東西に隣接する。東側が

大坪遺跡、西側が大明神遺跡の関係となる。両遺跡の

境は、調査の際は里道となっていたが、この箇所につ

いては、調査はできなかった。したがって、大坪遺跡

と大明神遺跡の調査は、この箇所を除いてはほぼ連続

する形で調査を行った（第１３図）。結果として、上記の

里道の箇所については、大坪遺跡第２次調査として実

施し、弥生時代まで遡る小規模な谷であったことが明

らかとなっている。

この谷については、大坪遺跡として調査を行った

が、本報告では大明神遺跡の一部として報告する。こ

れは便宜上のことで、両遺跡から検出された遺構・遺

物から判断して、実際には大坪遺跡と大明神遺跡の両

遺跡に関わる遺構であることは明らかである。また、

この谷が両遺跡の境をなすことが明らかとなった。

大坪遺跡 調査は、先述したように（第２章第２節）、第１次調

査と第２次調査の、２次にわたって行われている。大

坪遺跡の南半部を東西に貫く形で行った（第１１図）。五

色町教育委員会の調査分を含めると、大坪遺跡の南側

の大半を調査した形となっている。

大明神遺跡 調査は、大明神遺跡の南端部を対象とした（第１１

図）。また、当遺跡に関しては、当初周知されていた

範囲より東側に遺跡の範囲が広がることが明らかと

なった。このため、大坪遺跡に隣接する地区までを調

査対象とした。このため、今回の調査では、大明神遺

跡の一部の状況が明らかになったものと考えられる。

２．基本層序と遺構の検出

基本層序 上から、耕作土・床土層・包含層・基盤層が基本層

序である。ただし、これは遺構面が残存していた地区

に限られることで、後世に水田造成による削平を受け

たところは、床土層下は基盤層となっていた。基盤層

については、花崗岩の風化層（真砂）からなる。大明神 第１３図 大坪遺跡と大明神遺跡

第３章 調査の成果
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遺跡において基盤層中から、縄文土器が１点出土している（第１４図）。口縁部が波状をなし、

隆帯で区画されており、縄文時代中期末（北白川C式）に位置付けられるものと考えられる。

隆帯上に円形の刺突が施されている点が特徴的である。以上から、基盤層の形成時期につい

ては、当該時期まで遡るものと考えられる。

なお、調査は当地の圃場整備と平行して行われた。このため、調査開始前には耕作土が取

り除かれていた。また、先に五色町教育委員会が調査を行った地区と接する調査区境には、

調査区壁がない状態であった。以上から、今回の調査では、土層断面を記録として残すこと

はできなかった。

遺構検出 大坪遺跡・大明神遺跡とも、１面で検出している（第１５図・第１６図）。層位的にも、複数の

面を確認することはできなかった。

第１４図 基盤層出土縄文土器

第１５図 遺構面の検出作業 第１６図 遺構の確認作業

第１節 調査概要
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第２節 大坪遺跡の調査

１．概要

遺構の分布 基本的に、調査区全域で遺構が検出されている（第１７図）。しかし、調査地は以前水田であっ

た地域で、水田造成に伴い著しく削平を受けた箇所も少なからず認められる。この削平は場

所によっては１m近い箇所も認められ、この箇所においては、遺構は検出されていない。こ

のため、遺構は東側と中央部西側に集中する傾向があるが、これは当時の遺構分布を示す状

態とは考えられない。当初は比較的均質に分布していたものと考えられる。また、検出した

遺構に関しても、削平を受けた箇所については、検出面からの深さがわずかでも遺構と判断

している。

検出遺構 遺構としては、掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝・谷を検出している。柱穴に関しては、建

物として復元できなかった柱穴のなかで、良好な遺物が出土しているものについて報告す

る。

２．掘立柱建物跡

SB０１

概 要 調査区北半中央に位置する（第１７図）。建物の大半がSB０２と平面的に重複するが、調査で

は前後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 梁行４間×桁行４間の総柱建物である（第１８図）。ただし、建物北隅部を中心としたSD０３・

SD０４と切り合う箇所については検出できなかった。

梁行の規模はP２－P１４間で６．８０m、桁行の規模はP９－P１３間で８．３０mを測り、両者を基

準とした建物の面積は５６．４４�である。また、梁行を基準とした棟軸方向は、N３７°Eを示す。

なお、各柱穴間の規模は、第２表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ同様の規模からなる。規模についても、２３㎝～４３㎝と

ほぼ同様である。この他、各柱穴の検出面からの深さが、１２㎝と浅いものもあるが、４０㎝を

第２表 SB０１建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

桁行

P９－P１０ ２．０５

８．３０ ２．０８

P１ ２３ － ２７

P２ ３２ － ２６P１０－P１１ ２．３０

P３ ３３ － ２２P１１－P１２ ２．１５
P４ ４３ １８ １２P１２－P１３ １．８０
P５ ３０ － ４２

北梁行

P２－P５ ３．４５

６．８０ １．７０ P６ ３７ － ４６P５－P１３ １．８５
P７ ３５ － ４７

P１３－P１４ １．５０
P８ ３２ － ４３

P９ ２８ － ３９

P１０ ３０ １５ ６７

P１１ ３５ － ５１

P１２ ２８ － ５１

P１３ ２７ － ３９

P１４ ２２ － ２６

P１５ ３２ － ５２

P１６ ３３ － ３４

P１７ ２５

第２節 大坪遺跡の調査
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P１
P２

P３

P５P６P７P８

P９

P４

P１０ P１１ P１２ P１３

P１４P１５P１６P１７

０ ３m

８５.２０m

超えるものも多く認められる。また、P４とP１０では柱痕も検出されている。なお、各柱穴

の規模は、第２表の通りである。

出土遺物 瓦器と土師器が出土している。

瓦 器 P９から瓦器椀（１）が出土している。体部から口縁部にかけて残存する。体部外面はユビ

オサエ、内面はナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。内面のみ、圏

線状の暗文が施されている。

P１２から瓦器椀（２）が出土している。底部を中心に残存する。底部には逆台形をなす高台

が貼り付けられている。高台高は３．５㎜である。なお、暗文は磨滅のため観察できない。こ

の他、P３とP１１・P１３から瓦器椀の体部片が出土しているが、小片のため図化はできなかっ

た。

土師器 P１６から土師器の皿（３）が出土している。手づくね成形を基本に仕上げられている。体部

第１８図 SB０１
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SD１２

P２１

SD１１

SB０４
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SK１３

SD０９

P２０
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P２４

P２６
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P２８

P２９
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P１７ P１８

０ ５m

外面はユビオサエ、内面はナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。

この他、P１３とP１５から小片が出土しているが、器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

第１９図 遺構群１

SB０２

概 要 調査区北半部中央に位置する（第１７図）。建物の大半がSB０１と平面的に重複するが、調査

では前後関係を明らかにすることはできなかった。
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第２０図 SB０２

第３表 SB０２建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

東桁行

P３－P４ ２．６０

８．８５ ２．９５

P１ ２２ － ８

P４－P５ ３．４５ P２ ２２ － ２６

P５－P６ ２．８０ P３ ２６ － ６

北梁行
P１－P２ ２．３５

４．３５ ２．１８
P４ ３０ － ８

P２－P３ ２．００ P５ ２７ － ５

P６ ２０ － １０

P７ ２２ － ３６

P８ ５３ － ３０

P９ ２３ － ５１

P１０ １８ － ２６
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形状・規模 梁行２間×桁行３間の総柱建物である（第２０図）。ただし、建物西隅部を中心とした２穴に

ついては検出できなかった。このなかで西隅の柱穴については、土坑と切り合い関係にあり、

当該土坑の掘削に伴い消滅したものと考えている。

梁行の規模はP１－P３間で４．３５m、桁行の規模はP３－P６間で８．８５mを測り、両者を基

準とした建物の面積は３８．２８㎡である。また、桁行を基準とした棟軸方向は、N５６°Wを示す。

なお、各柱穴間の規模は、第３表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、P８を除いてはほぼ同様の規模からなる。P１０に関しては、

径が２０㎝未満と、他の柱穴と比較して特に小規模である。この他、各柱穴の検出面からの深

さは、５㎝～５１㎝と差が顕著である。なお、各柱穴の規模は、第３表の通りである。

出土遺物 P６から瓦器皿（４）が出土している。手づくね成形を基本とし、底部から体部外面はユビ

オサエ、内面はナデ調整により仕上げられている。最後に口縁部内外面が横ナデにより仕上

げられている。内面のみ暗文が認められ、圏線状に施されている。ミガキの幅が他の瓦器椀

のミガキより広い点が特徴的である。全体的に炭素の吸着が不十分である。

P４から瓦器椀（５）が出土している。体部から口縁部にかけて残存する。体部外面はユビ

オサエ、内面はナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。内面のみ、圏

線状の暗文が施されている。全体的に炭素の吸着が不十分である。

この他、P１・P５・P８から土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種

の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０３

概 要 調査区中央部東側に位置する（第１７図）。SB０４・SB０５と平面的に重複するが、調査では前

後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 梁行２間×桁行３間の側柱建物である（第２１図）。ただし、西桁行の１穴を欠く。東桁行を

除いては、柱通りは比較的良好である。

梁行の規模はP１－P３間で３．８０m、桁行の規模はP３－P６間で６．００mを測り、両者を基

準とした建物の面積は２２．８０㎡である。また、桁行を基準とした棟軸方向は、N６２°３０″Wを

示す。なお、各柱穴間の規模は、第４表の通りであるが、柱穴間の距離が一定ではない点が、

本建物の特徴である。

第４表 SB０３建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

西梁行
P６－P７ １．８０

３．７５ １．８８
P１ １９ － １３

P７－P８ １．９５ P２ ２２ － １３

南桁行

P３－P４ ２．５５

６．００ ２．００

P３ ３４ － １２

P４－P５ １．３５ P４ ２１ － １０

P５－P６ ２．１０ P５ ２８ － ４９

東梁行
P１－P２ ２．２０

３．８０ １．９０
P６ ４８ － ４８

P２－P３ １．６０ P７ ２５ － ３７

北桁行
P１－P９ ４．２０

６．３０ ２．１０
P８ ２６ － ５６

P９－P８ ２．１０ P９ ２８ － ４７

第２節 大坪遺跡の調査

―２３―

大

坪

遺

跡



８５
.２０
m

０ ３m

P１

P２

P３
P５

P６

P７

P８
P９

P４

柱穴は、平面形が円形を基本とするが、P６のように不定形のものも認められる。また、

P６を除いてはほぼ同様の規模からなる。この他、各柱穴の検出面からの深さは、１０㎝～５６㎝

と差が顕著である。各柱穴の規模は、第４表の通りである。

出土遺物 P４・P５・P８・P９から土師器が出土しているが、いずれも小片のため図化できなかっ

た。P８から出土した土師器については、器種の特定も困難である。

P４からは土師器の堝の体部片が出土しており、外面は叩きにより整形されている。

P５からは杯の底部片が出土している。P９からは椀の底部片が出土している。形態的特

徴は瓦器椀と同じであることから、瓦器椀を模倣した可能性が考えられる。断面蒲鉾形の高

台が貼り付けられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０４

概 要 調査区中央部東側に位置する（第１９図）。SB０３・SB０５と平面的に重複するが、調査では前

後関係を明らかにすることはできなかった。

第５表 SB０４建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北桁行
P６－P７ １．８５

６．３５ ２．１２
P１ ２４ － ４０

P７－P８ ２．２０ P２ ４０ － １１
P８－P９ ２．３０ P３ ３０ － １３

西梁行
P３－P４ １．３０

３．３５ １．１２
P４ ４５ － ７

P４－P５ １．２５ P５ ３１ － ８
P５－P６ ０．８０ P６ ２４ － ５

P７ ２２ － ３６
P８ ２８ － ６３
P９ ３０ － ６２
P１０ ３５ － ３８

第２１図 SB０３
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形状・規模 梁行３間×桁行３間の側柱建物である（第２２図）。ただし、建物東梁行の２穴については検

出できなかった。また、梁行に関しては柱通りが比較的良好であるのに対して、桁行につい

ては良好とはいえない状況である。

梁行の規模はP３－P６間で３．３５m、桁行の規模はP６－P９間で６．３５mを測り、両者を基

準とした建物の面積は２１．２７㎡である。また、桁行を基準とした棟軸方向は、N５８°Wを示す。

なお、各柱穴間の規模は、第５表の通りである。

柱穴は、平面形が円形を基本とするが、P２・P８のように楕円形傾向にあるものや、P４

のように方形傾向にあるものと、形状は一定していない。また、P４を除いてはほぼ同様の

規模からなる。この他、各柱穴の検出面からの深さが、５㎝～６３㎝と差が顕著である。各柱

穴の規模は、第５表の通りである。

出土遺物 P５とP７から土師器の皿が出土している。

６は、体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がる。口縁端部は、内端部をつまみあげ、

わずかに垂直な端面が形成されている。底部は回転糸切りにより切り離されている。体部か

ら口縁部内外面は回転ナデにより仕上げられ、内面見込には仕上げナデが加えられている。

７は底部が回転糸切りにより切り離され、体部は内外面とも回転ナデにより仕上げられて

いる。最後に、底部内面には仕上げナデが加えられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０５

概 要 調査区中央部東側に位置する（第１９図）。SB０３・SB０４と平面的に重複するが、調査では前

後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 梁行２間×桁行２間以上の側柱建物である（第２３図）。ただし、建物南側については調査区

第２２図 SB０４

第２節 大坪遺跡の調査
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P１

P２

P３ P５

P６

P４

外に拡がると考えられ、検出できなかった。検出した範囲での梁行・桁行ともに柱通りは比

較的良好である。

梁行の規模はP３－P５間で４．７０mを測り、桁行の規模はP１－P３間で３．５０mである。ま

た、桁行（P１－P３）を基準とした棟軸方向は、N３３°３０″Eを示す。なお、各柱穴間の規模は

第６表の通りである。

柱穴は、平面形が円形を基本とするが、形状は一定していない。また、P６を除いてはほ

ぼ同様の規模からなる。P４については、検出した小溝の底部で確認したため、他より小規

模となっている。この他、P１において柱痕を検出することができた。各柱穴の規模は、第

６表の通りである。

出土遺物 P６から、土師器の皿（８）が出土している。体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がり、

内端部を中心につまみあげられ、わずかに外端面が形成されている。内外面とも回転ナデに

より仕上げられている。

P３からは、土師器と瓦器が出土している。土師器は、杯（９）が出土している。ほぼ完存

する個体で、平底の底部に対して口縁部が短く直線的に立ち上がっている。底部は回転糸切

りにより切り離され（写真図版９）、口縁部は内外面とも回転ナデにより仕上げられている。

瓦器は体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

第２３図 SB０５

第６表 SB０５建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北梁行
P３－P４ ２．３０

４．７５ ２．３８
P１ ３１ １７ ２３

P４－P５ ２．４５ P２ ２５ － ２４

P３ ２９ － １０

P４ １８ － １０

P５ ３０ － ５２

P６ ４０ － １２
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P４９
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P４７

SD２７
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SK３１
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SK２７
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この他、P１から土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困

難である。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

第２４図 遺構群２

第２節 大坪遺跡の調査
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SB０６

概 要 調査区南半部中央に位置する（第２４図）。SB０７の北側に位置する。当建物を構成する柱穴

（P６）がP３８と切り合い関係にあり、P３８を切っている。また、南西隅の柱穴がSK２８に切ら

れている。

形状・規模 梁行３間×桁行３間の総柱建物である（第２５図）。北隅の柱穴がSK２８に切られている以

外、建物全体が検出されている。検出した範囲での梁行・桁行ともに柱通りは比較的良好で

ある。梁行の規模はP３－P６間で６．０５m、桁行の規模はP６－P９間で６．１０mを測り、両者

を基準とした建物の面積は３６．９０㎡である。また、桁行（P３－P６）を基準とした棟軸方向は、

N３０°Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第７表の通りである。このなかで、桁行の中間の

柱間がいずれも他より広い傾向が認められる。

柱穴は、平面形が円形を基本とし、ほぼ同規模である。ただし、P７のように不定形なも

のも認められる。いずれの柱穴においても柱痕は検出されていない。各柱穴の規模は、第７

表の通りである。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。

土師器 P２から堝（１１）が、P８から皿（１０）が出土している。

堝は１１の１個体が出土している。体部上半から口縁部にかけて残存し、体部と口縁部境外

第２５図 SB０６
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P１

P２

P３P５

P６

P７

P４

面には幅１．２０㎝の鍔が貼り付けられている。体部外面は平行叩き、内面は横方向のハケ調整

により、仕上げられている。最後に、鍔から口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。

鍔端面には煤の付着が認められる。

皿は、１０の１個体が出土している。平底の底部に対して、口縁部が短く直線的に斜方向に

立ち上がる。底部は回転糸切りにより切り離され、口縁部内外面は回転ナデにより仕上げら

れている。

この他、P７から土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困

難である。

瓦 器 P５から瓦器椀の体部片が出土してい

るが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位

置付けられる。

SB０７

概 要 調査区南半部中央東側に位置する（第

２４図）。SB０６の南側に位置する。当建物

は全体が検出されておらず、南側は調査

区外に拡がっている。また、当建物を構

成する柱穴（P２）がSK３１と切り合い関係

にあるが、前後関係は調査では明らかに

できなかった。

形状・規模 梁行２間×桁行２間以上の側柱建物で

ある（第２６図）。検出した建物の範囲内で

は全ての柱穴が検出されている。また、

検出した範囲での梁行・桁行ともに柱通

りは比較的良好である。 第２６図 SB０７

第７表 SB０６建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

南桁行

P６－P７ ２．１０

６．１０ ２．０３

P１ ３６ － ６５

P７－P８ ２．５０ P２ ３０ － ４８

P８－P９ １．５０ P３ ２４ － ４９

東梁行

P３－P４ ２．２０

６．０５ ２．０２

P４ ２３ － ６０

P４－P５ １．９０ P５ ２５ － ８４

P５－P６ １．９５ P６ ２５ － ６１

P７ ３７ － ７１

P８ ３２ － ６３

P９ ３３ － ５５

P１０ ３０ － ５８

P１１ ２５ － ４５

P１２ ３０ － ４９

P１３ ２７ － ５８

P１４ ４１ － ５４

P１５ ３０ － ２２
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梁行の規模はP３－P５間で３．０５mを測り、これを基準とした棟軸方向は、N３１°Eを示す。

なお、各柱穴間の規模は、第８表の通りである。

柱穴は、平面形が円形を基本とし、ほぼ同規模である。いずれの柱穴においても柱痕は検

出されていない。各柱穴の規模は、第８表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土土器から時期を判断することは困難である。棟軸方向がSB０６とほぼ一致することか

ら、中世�期に位置付けられる。

SB０８

概 要 調査区南西部に位置する（第１７

図）。SB０９の南側に位置する。建物

全体が検出されており、他の遺構と

の切り合い関係は認められない。

形状・規模 梁行１間×桁行２間の側柱建物で

ある。また、検出した範囲での梁行・

桁行ともに柱通りは比較的良好で、

平面形は全体的に整った長方形をな

している。

桁行の規模は P１ － P３ 間で

３．８５m、梁行の規模はP３－P４間

で２．５０mを測り、両者を基準とした

建物の面積は９．６２㎡である。また、

桁行を基準とした棟軸方向は、N１２°

３０″Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第９表の通りである。

第２７図 SB０８

第８表 SB０７建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

西桁行
P１－P２ １．６５

３．３５ １．６８
P１ １９ － ４５

P２－P３ １．７０ P２ ２５ － ３４

北梁行
P３－P４ １．５０

３．０５ １．５３
P３ ２２ － ５８

P４－P５ １．５５ P４ ２１ － ３７

東桁行
P５－P６ １．５５

３．２５ １．６３
P５ ２２ － １９

P６－P７ １．７０ P６ １９ － ３５

P７ ２７ － １４

第９表 SB０８建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

西桁行
Ｐ１－Ｐ２ １．６５

３．８５ １．９３
Ｐ１ ２２ － ２０

Ｐ２－Ｐ３ ２．２０ Ｐ２ １７ － ８

北梁行 Ｐ３－Ｐ４ ２．５０ ２．５０ ２．５０ Ｐ３ ２３ － ６

東桁行
Ｐ４－Ｐ５ ２．１５

３．６５ １．８３
Ｐ４ １９ － １６

Ｐ５－Ｐ６ １．５０ Ｐ５ １７ － １０

南梁行 Ｐ１－Ｐ６ ２．７０ ２．７０ ２．７０ Ｐ６ ３１ － ２５
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柱穴は、平面形が円形を基本とし、P６を除いてはほぼ同規模である。いずれの柱穴にお

いても柱痕は検出されていない。P３とP６を除いては、全体的に浅い傾向にある。各柱穴

の規模は、第９表の通りである。

出土遺物 P８から土師器皿の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切

りにより切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０９

概 要 調査区北西隅に位置する（第１７

図）。SB０８の北側に位置する。建物

の大半は調査区外へ拡がるものと考

えられ、建物南東隅を中心に検出さ

れたに過ぎない。他の遺構との切り

合い関係は認められない。

形状・規模 梁行１間以上×桁行１間以上の側

柱建物である。建物南東隅を中心に

３穴検出されたにとどまり、建物の

規模等を明らかにすることはできな

い。

桁行は、２間はあるものと考えら

れ、その規模は４．５０m以上と考えら

れる。梁行についても２間の可能性

も考えられる。柱穴間の規模は、P

１－P２間で２．４０m、P２－P３間で

２．６０mである。また、桁行（P１－P

２）を基準とした棟軸方向はN１°

３０″Wを示す。

柱穴は、平面形が円形を基本とし、３穴ともはほぼ同規模である。このなかでP２におい

ては柱痕が検出されている。検出面からの柱穴の規模・深さは、P１が２８㎝・２０㎝、P２が

２５㎝・１８㎝、P３が２４㎝・１７㎝である。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、時期の特定は困難である。

第２８図 SB０９

第２節 大坪遺跡の調査
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３．柱穴

ここでは、建物を構成する柱穴ではないが、良好な遺物が出土している柱穴について、出

土遺物を中心に報告する。

P０１

概 要 調査区北東隅に位置する（第１７図）。SK０１の西側に位置する。

出土遺物 弥生土器の高坏が出土している。弥生時代後期の特徴を示す土器である。ただし、小片の

ため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代後期と考えられる。

P０２

概 要 調査区南東隅に位置する（第１７図）。SD０６東部の北側、P０３の東側に位置する。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P０３

概 要 調査区南東隅に位置する（第１７図）。SD０６東部の北側にあたり、P０２の西側、P０４の東側に

位置する。

出土遺物 瓦器椀（１２）が出土している（第５３図）。体部から口縁部にかけて残存する。体部外面はユビ

オサエ、内面はナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。内面のみ、圏

線状の暗文がやや粗い密度で施されている。

時 期 瓦器椀の特徴から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０４

概 要 調査区東部に位置する（第１７図）。P０３の西側、SD０５東端の北側に位置する。

出土遺物 瓦器の体部片が出土している。小片のため図化はできなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０５

概 要 調査区東部北側に位置する（第１７図）。SD０１西端の南側に位置する。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P０６

概 要 調査区北西部に位置する（第１７図）。SB０１北東隅の北側、P０７の東側に位置する。

出土遺物 瓦器椀の口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。内面には暗文が施さ

れている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

第３章 調査の成果
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P０７

概 要 調査区北東部に位置する（第１７図）。P０８の南東側に位置する。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P０８

概 要 調査区北東部に位置する（第１７図）。P０７の北西側に位置する。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P０９

概 要 SB０１の南東側、P１０の北東側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P１０

概 要 SB０１の南東側、P０９の南西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 瓦器椀（１４）が出土している。底部を中心に残存する。底部にはわずかに逆台形状をなす高

台が貼り付けられている。高台高はわずか２㎜である。内面見込には平行暗文が施されてい

る。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P１１

概 要 SB０２の南東側、P１０の南西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P１２

概 要 SB０２の南東側、P１１の南西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P１３

概 要 SB０１南隅の北側、P１４の東側に位置する（第１７図）。

出土遺物 瓦器椀（１３）が出土している。体部から口縁部にかけて残存する。体部外面はユビオサエ、

内面はナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。内面のみ、圏線状の暗

文が施されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。
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P１４

概 要 SB０１南隅の北側、P１４の東側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。外面は叩き整形

により整形され、煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P１５

概 要 SD０８西端部付近に位置し、SD０８に切られている（第１７図）。

出土遺物 土師器の甕の体部片が出土している。小片のため図化はできなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P１６

概 要 SK１１の南側に位置し、約１／２がSK１１に切られている（第１９図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P１７

概 要 P１８の北東側に隣接し、SK１２の南側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器と製塩土器が出土している。

土師器は皿（１５）が出土している。手づくね成形を基本とし、底部から体部外面はユビオサ

エ、内面はナデ調整により仕上げられている。最後に口縁部内外面が横ナデにより仕上げら

れている。

製塩土器は体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P１８

概 要 P１７の南西側に隣接し、SK１３の東側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の皿と堝が出土しているが、小片のため図化できなかった。皿は口縁部片が、堝は

体部片が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P１９

概 要 SB０１とSB０２が平面的に重複する箇所に位置し、SK０８の北西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P２０

概 要 SB０３の南東側、SK１４の南側に位置する（第１９図）。
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出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。外面は叩き整形

により整形され、煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２１

概 要 SD１１南東端部の西側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の杯の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切りによ

り切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２２

概 要 P２３の南東側、SK１６の北東側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の皿と杯が出土している（第５３図）。

皿 １８の１個体で、底部は回転糸切りにより切り離され、体部から口縁部内外面は回転ナデに

より仕上げられている。最後に内面見込には仕上げナデが加えられている。底部と体部の境

が不明瞭である。

杯 １７と１６の２個体が出土している。

１７は、底部が回転糸切り、体部内外面が回転ナデにより仕上げられている。内面見込には

仕上げナデが加えられている。

１６は、底部のみが残存する。底部は回転糸切りにより切り離され、他は回転ナデにより仕

上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２３

概 要 P２４の南東側に隣接し、一部がP２４に切られている。また、SK１７にも切られている（第１９

図）。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。外面は叩きによ

り整形され、煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２４

概 要 P２３の北西側に隣接し、P２３を切っている。また、SK１７も切っている（第１９図）。

出土遺物 土師器の皿の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 SK１７との切り合い関係から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２５

概 要 SB０４・SB０５内に位置し、P２４の西側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の皿（２０）と椀（１９）が出土している（第５３図）。

第２節 大坪遺跡の調査

―３５―

大

坪

遺

跡



皿は、２０の１個体が出土している。平底の底部に対して口縁部が短く立ち上がっている。

底部は糸切りにより切り離されている。口縁部は磨滅のため調整を観察することは困難であ

るが、内外面とも回転ナデと考えられる。

椀は、１９の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がる。底部

は回転糸切りにより切り離され、体部から口縁部内外面は回転ナデにより仕上げられてい

る。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２６

概 要 SB０５西側ライン上に位置し、SK１９の北側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P２７

概 要 SD１６の南側、P２８の北側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P２８

概 要 SK２０の西側、P２７の南側、P２９の北側に位置する（第１９図）。

出土遺物 土師器の皿が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切りにより切り離

されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P２９

概 要 SD１４の西側、P２８の南側に位置する（第１９図）。

出土遺物 瓦器椀の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。断面蒲鉾形の高台が貼

り付けられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３０

概 要 調査区中央部、SD２３の西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 瓦器椀の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。P２９出土瓦器椀と同タ

イプである。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３１

概 要 調査区中央部、P３０の北側に位置する（第１７図）。
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出土遺物 土師器の皿の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P３２

概 要 調査区中央部、P３０の西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の椀もしくは杯の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は

糸切りにより切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３３

概 要 SD２７北端部東側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P３４

概 要 P３３の北側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器皿の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切りにより

切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３５

概 要 SK２６の西側、P３６の南側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P３６

概 要 SK２６の北西側、P３５の北側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の杯（２１）と堝（２２）が出土している（第５３図）。

杯は２１の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて直線的で、内外面とも回転ナデ

により仕上げられている。

堝は２２の１個体が出土している。半球形の体部に対して、口縁部が大きく内傾する。体部

と口縁部の境の外面は明確な段が形成され、受口状をなす。体部外面は平行叩き、内面は横

方向のハケ調整により、仕上げられている。最後に、口縁部は内外面が回転ナデにより仕上

げられている。体部外面には煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３７

概 要 SB０６内南東側にあたり、P３９の東側に位置する（第２４図）。
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出土遺物 土師器の堝（２３）が出土している（第５３図）。体部上半から口縁部にかけて残存し、体部と口

縁部境外面には幅１．００㎝の鍔が貼り付けられている。口縁端部は肥厚気味で、内傾する端面

が形成されている。体部外面は平行叩き、内面は横方向のハケ調整により、仕上げられてい

る。最後に、鍔から口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。全体的に高温で焼成さ

れており、陶器に近い焼き上がりである。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３８

概 要 SB０６南隅に位置し、SB０６－P６に切られている（第２４図）。

出土遺物 瓦器椀の体部片と土師器の皿が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P３９

概 要 SB０６内に位置し、P３８の北西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器皿の口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P４０

概 要 SB０６のほぼ中央部、P４１の東側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器皿の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切りにより

切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P４１

概 要 SB０６のほぼ中央部、P４０の西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。外面は叩き整形に

より仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P４２

概 要 SB０６内の西部、P４３の南側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P４３

概 要 SB０６内の西部、P４４の南側、P４２の北側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。
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P４４

概 要 SB０６内の西部、P４３の北側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P４５

概 要 SB０６内の西部、P４２の南西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器皿の口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P４６

概 要 SB０６北隅の北側、SK２７の西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P４７

概 要 SB０６北隅の北側、SK２７の西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の椀（２４）が出土している（第５３図）。内湾傾向にある口縁部のみが残存する。内外面

とも磨滅傾向にあり、調整は観察できない。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P４８

概 要 SB０６西隅の西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P４９

概 要 調査区西部、SB０６の北西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。外面は叩き整形に

より整形され、煤が付着している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P５０

概 要 SB０６とSB０７の中間部、P５１の東側に位置する（第２４図）。

出土遺物 備前焼の擂鉢が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。
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P５１

概 要 SB０７の北側、P５２の北東側、P５０の西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P５２

概 要 SB０７内北部、P５１の南西側に位置する（第２４図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P５３

概 要 SB０７内ほぼ中央部、SK３１の東側に位置し、SK３１に切られている（第２４図）。

出土遺物 土師器の堝（２５）が出土している（第５３図）。２５の１個体が出土している。口縁部の小片で、

内外面とも横ナデにより仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P５４

概 要 調査区西部、SD２８の南東端の東側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の羽釜の鍔が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P５５

概 要 調査区西部、SD２９の南西側に位置する（第１７図）。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

第３章 調査の成果
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計３３基（SK０１～SK３３）検出している。

SK０１

概 要 調査区東端部に位置する（第１７

図）。P０１の東側に位置する。他の

遺構との切り合い関係は認められ

ず、完存する。

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす。主軸

方向で１．２０m、その直交方向で８０㎝

を測る。横断面は逆台形をなし、最

深部における検出面からの深さは

３８㎝である。

埋没状況 上から、褐灰色シルト混じり細

砂～中砂、灰黄褐色シルト混じり中

砂、灰黄褐色シルト混じり細砂～中砂の３層からなる。炭化物の混入が認められるとともに、

２５㎝大の礫が放り込まれていた。その層相から判断して、３層とも人為的に埋められたもの

と考えられる。

出土遺物 弥生土器の壺・甕・鉢が出土している（第５３図）。

壺 広口壺（２６）が出土している。全体の約８割が残存する。球形の体部に頸部が直立し、口縁

部が大きく外反する。口縁端部は下方へつまみだされている。また、底部はわずかに突出し

た平底形態をなす。体部外面は、下半が叩き整形後ヘラミガキ、上半が縦方向のヘラミガキ

により、内面はナデ調整により仕上げられている。その後、口頸部内外面が横ナデ調整によ

り仕上げられている。

甕 ３０が出土している。突出した平底を中心に残存する。内外面ともナデ調整により仕上げら

れている。

鉢 ２７～２９が出土している。

２７は、内湾傾向にある体部に対して口縁部が外反する。体部外面をナデ調整、内面をハケ

調整後口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。

２８は、底部から体部にかけて残存する。体部外面は叩き整形、内面はハケ調整により仕上

げられている。

２９は、甕の底部と同タイプで、甕の可能性も否定できない。内外面ともナデ調整を基調と

し、底部外面のみユビオサエが施されている。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代後期前半と考えられる。

SK０２

概 要 調査区北東部に位置する。SK０３の北東側に位置する（第１７図）。他の遺構との切り合い関

係は認められず、完存する。

第２９図 SK０１断面

１．褐灰色シルト混じり細砂～中砂
２．灰黄褐色シルト混じり中砂
３．灰黄褐色シルト混じり細砂～中砂

第２節 大坪遺跡の調査

―４１―

大

坪

遺

跡



形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす。その規模は、主軸方向で１．９０m、その直交方向で１．６０mを測

る。底部は凹凸が顕著で、その横断面は一定していない。最深部における検出面からの深さ

は２３㎝である。

埋没状況 明黄褐色中砂混じりシルト１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋められたも

のと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。

土師器 皿もしくは杯の底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。底部は糸切りに

より切り離されている。

瓦 器 椀の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK０３

概 要 調査区北東部に位置する。SK０２の南西側に位置する（第１７図）。また、SD０３の北側に位置

し、南側の掘り方は一部接している。他の遺構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす。その規模は、主軸方向で１．４７m、その直交方向で１．２０mを測

る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さはわずか８㎝である。底部は

ほぼ平坦である。

埋没状況 暗灰黄色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋めら

れたものと考えられる。

出土遺物 弥生土器の甕の体部片が出土している。小片のため図化できなかったが、外面はハケ調整

により仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代中期、�期もしくは�期と考えられる。

SK０４

概 要 調査区北東部に位置する。SK０３の南側に位置する（第１７図）。また、SD０３検出後、SD０３の

底部で検出した遺構で、SD０３とは平面的に重複する。ただし、調査ではその前後関係を明

らかにすることはできなかった。遺構自体は、完存する形で検出されている。

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす。その規模は、主軸方向で７０㎝、その直交方向で５５㎝を測る。

横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さ２０㎝である。底部はほぼ平坦であ

る。

埋没状況 淡灰色中砂が混じる暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断し

て、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 弥生土器の壺が２点出土しているが、小片のため図化できなかった。１点は、長頸壺の頸

部片、もう１点は肩部の小片で綾杉文が認められる。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代後期と考えられる。

第３章 調査の成果
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SK０５

概 要 調査区北東部に位置する。SK０３の西側、SD０３の北側に位置する（第１７図）。SD０３とは掘り

方をほぼ接しているが、切り合い関係は認められない。また、他の遺構との切り合い関係も

認められず、完存する。

形状・規模 平面形は５５㎝×５５㎝の方形をなす。断面は逆台形をなし、底部はほぼ平坦である。最深部

における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 にぶい黄褐色細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為的に埋められたもの

と考えられる。

出土遺物 弥生土器の壺片が出土している。肩部が残存し、外面にはノ字状のキザミが認められる。

小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代中期後半に位置付けられる。

SK０６

概 要 調査区南東部に位置する（第１７図）。SD０８の

南側、SB０２南東隅の東側に位置する。SK０７と

切り合い関係あり、SK０７に切られている。

形状・規模 平面形はやや歪んだ楕円形をなす。その規模

は、主軸方向で６０㎝残存し、その直交方向で１m

を測る。横断面は逆台形をなし、最深部におけ

る検出面からの深さは３０㎝である。

埋没状況 暗灰色極細砂～細砂１層が堆積していた。そ

の層相から判断して、人為的に埋められたもの

と考えられる。

出土遺物 弥生土器の壺の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、弥生時代後期に位置付けられる。

SK０７

概 要 調査区南東部に位置する（第１７図）。SD０８の南側、SB０２南東隅の東側に位置する。SK０６と

切り合い関係あり、SK０６を切っている。

形状・規模 平面形はやや歪んだ楕円形をなす。ほぼ南北方向に主軸を取り、その規模は主軸方向で

１．４０m、その直交方向で７０㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの

深さは１３㎝である。

埋没状況 暗灰色極細砂～細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為的に埋められたも

のと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土土器から時期を判断することは困難であるが、SK０６との切り合い関係から、弥生時

代後期以降と考えられる。

第３０図 SK０６断面

１．暗灰色極細砂～細砂

第２節 大坪遺跡の調査
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SK０８

概 要 調査区南東部に位置する。SK１１の北側、SK０９の東側に位置する（第１７図）。さらに、SB０２

と平面的に重複し、ほぼその中央に位置する。また、SB０１‐P１６と切り合い関係にあり、P１６

を切っている。

形状・規模 平面形は、ほぼ南北方向に主軸を取る溝状をなす。その規模は主軸方向で１．６３m、その直

交方向で５０㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは３６㎝であ

る。

埋没状況 上から、黒褐色粗砂混じりシルト、淡黒褐色細砂～極細砂の２層が堆積していた。特に、

底部には２０㎝大の河原石が混入していた。その層相から判断して、２層とも人為的に埋めら

れたものと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 椀もしくは杯の底部片が出土している。底部は糸切りにより切り離されている。

瓦 器 椀の底部片と口縁部片が出土している。底部片には、かなり退化した高台が貼り付けられ

ている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK０９

概 要 調査区東半部に位置する（第１７図）。SK０８の

西側に位置する。SB０１と平面的に重複するが、

調査では前後関係を明らかにすることはできな

かった。また、SB０２北西隅の柱穴を切ってい

る。他の遺構との切り合い関係は認められず、

完存する遺構である。

形状・規模 平面形は、７５㎝×７５㎝の方形をなす。横断面

は逆台形をなし、最深部における検出面からの

深さは２５㎝である。

埋没状況 にぶい黄褐色細砂～中砂１層が堆積していた。中礫と淡黄色砂（基盤層）の混入が認められ

ることから、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 須恵器・土師器・瓦器が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

須恵器 甕の体部片が出土している。

土師器 小片のため器種の特定も困難である。

瓦 器 椀の体部片が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SK１０

概 要 調査区東半部南側に位置する（第１９図）。SK１１と切り合い関係にあり、大半が切られてい

る。

形状・規模 SK１１に大半が切られているため、詳細な形状・規模等は明らかにできない。全体的に南

第３１図 SK０９断面

１．にぶい黄褐色細砂～中砂

第３章 調査の成果
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北方向に主軸を取る溝状の遺構で、主軸方向で２m検出している。横断面は逆台形状をなす

ものと考えられる。検出した深さは３０㎝である。

埋没状況 褐色細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えら

れる。

出土遺物 土師器の皿と甕が出土しているが、いずれも小片のため図化はできなかった。皿は体部片

が出土している。甕も体部片が出土しており、外面はハケ調整により仕上げられ、煤が付着

している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１１

概 要 調査区東半部南側に位

置する。SK１０・SD０９と

切り合い関係にあり、SK

１０を切っている。以上か

ら、当遺構は完存する。

形状・規模 平面形は南北に主軸を

もつ隅丸長方形をなす

が、主軸がやや弧状をな

している。その規模は、

主軸方向で４．３７mを測り、その直交方向で１．４８mを測る。横断面は緩やかな弧状をなす逆台

形を呈する。最深部における検出面からの深さは３０㎝である。

埋没状況 上から、暗褐色細砂、にぶい黄色細砂～中砂の２層が堆積していた。その層相から判断し

て、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器と須恵器・他が出土している。

土師器 皿（３１）が出土している。底部は糸切りにより切り離されているが、全体の調整等について

は磨滅のため観察できない。

須恵器 甕の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。焼成は不十分である。

他 粘土塊が出土している（写真図版１１）。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１２

概 要 調査区東半部南側に位置する（第１９図）。SK１１

の西側、SK１３の北側に位置する。他の遺構と

の切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は東西に主軸をもつ長楕円形をなす。

その規模は、主軸方向で２．１７mを測り、その直

交方向で８３㎝を測る。横断面は緩やかな弧状を

なす逆台形を呈する。最深部における検出面か

第３２図 SK１１断面

第３３図 SK１２断面

１．暗褐色細砂 ２．にぶい黄色細砂～中砂

１．黒褐色シルト混じり極細砂～細砂
２．暗黄褐色極細砂～細砂

第２節 大坪遺跡の調査
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らの深さは１８㎝である。

埋没状況 上から、黒褐色シルト混じり極細砂～細砂、暗黄褐色極細砂～細砂の２層が堆積していた。

特に上層内には炭片と焼土塊が含まれていた。その層相から判断して、人為的に埋められた

ものと考えられる。下層については、掘削後に土壌化した層と考えられる。

出土遺物 土器と石器が出土している。

土器 土師器と瓦器が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 皿と甕が出土している。皿は底部片が出土しており、底部は糸切りにより切り離されてい

る。甕は体部片が出土しており、外面はハケ調整により仕上げられている。

瓦 器 椀の体部片が出土している。

石器 叩き石が１点（S３）出土している。ほぼ完存する製品で、８．８３㎝×８．５３㎝を測る。厚さは

４．８㎝で、重量は５２７．２gである。アプライト（第４章第１節）。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１３

概 要 調査区東半部南側に位置する。SK１１の西側、SK１２の南側に位置する（第１９図）。他の遺構

との切り合い関係は認められず完存する。

形状・規模 平面形は東西に主軸をもつ楕円形をなす。その規模は、主軸方向で６５㎝、その直交方向で

４５㎝を測る、小規模な遺構である。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深

さは１４㎝である。

埋没状況 淡黄色砂混じり暗灰褐色極細砂～細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為

的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の堝が出土しているが、小片のため図化できなかった。体部から底部にかけて残存

し、外面は叩き整形、内面はハケ調整により仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１４

概 要 調査区東半部南側に位置する。SK１２の西側、SD１０の南側に位置する（第１９図）。他の遺構

との切り合い関係は認められず完存する。また、SB０３と平面的に重複するが、調査では前

後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 平面形は東西に主軸をもつ楕円形をなす。その規模は、主軸方向で１．２０m、その直交方向

で７５㎝を測る。横断面は緩やかな逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは１７㎝で

ある。

埋没状況 淡黄色砂混じり暗灰色シルト質極細砂～細砂１層が堆積していた。その層相から判断し

て、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器と須恵器が出土している。

土師器 杯（３２）が出土している。底部は回転糸切りにより切り離され、内外面とも回転ナデにより

仕上げられている。

須恵器 甕の口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。焼成は不良である。

第３章 調査の成果
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１

８４.８０m

０ ２m

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１５

概 要 調査区東半部南側に位置する。SK１４の南東側、SK１６の北東側に位置する。他の遺構との

切り合い関係は認められず完存する。また、SB０４・SB０５と平面的に重複するが、調査では

前後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 平面形はやや不定形気味の隅丸方形をなす。その規模は、主軸方向で１．００m、その直交方

向で９０㎝を測る。横断面は皿形に近い逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは１０㎝

である。

埋没状況 淡黄色砂混じり暗灰色シルト質極細砂～細砂１層が堆積していた。また、２０㎝大の中礫が

入れられていた。その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の堝の体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。外面は叩き整形に

より仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１６

概 要 調査区中央部南側に位置する。当遺構の南側は調査区外へ拡がっており、全体は検出され

ていない。SB０４・SB０５と平面的に重複するが、調査では前後関係を明らかにすることはで

きなかった。ただし、SB０４のP１は、当遺構検出後に確認されている。

形状・規模 平面形は隅丸長方形もしくは楕円形をなすものと考えられる。その規模は、主軸方向で

２．１５m検出し、その直交方向で

２．７０mを測る。横断面は２段に

掘りこまれているが、いずれも

断面形は逆台形をなす。最深部

における検出面からの深さは４２

㎝である。また、下段の掘り方

北側には２０㎝大の川原石が６石

ほど並べられていた。

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり細砂～

中砂１層が堆積していた。埋土

内には、焼土塊が少なからず混

入していた。その層相から判断

して、人為的に埋められたもの

と考えられる。

出土遺物 土師器・須恵器・瓦器・青磁

が出土している。

土師器 皿（３３～３６）と堝が出土してい

る。 第３４図 SK１６

１．暗褐灰色シルト混じり細砂～中砂

第２節 大坪遺跡の調査
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１

３３は、体部から口縁部にかけて緩やかに立ち上がる個体である。内外面とも回転ナデによ

り仕上げられている。内外面には煤状の炭化物の付着が認められる。

３４は、ほぼ完存する。平底をなす底部に対して口縁部が短く立ち上がる。底部は回転糸切

りにより切り離され、口縁部は内外面とも回転ナデにより仕上げられている。

堝は体部の小片が出土しているが、小片のため図化できなかった。外面は叩き整形により

仕上げられ、煤の付着が認められる。

３６と３５は、底部を中心に残存する。底部は糸切りにより切り離され、体部は内外面とも回

転ナデにより仕上げられている。

須恵器 捏鉢（３７）が出土している。３７は、口縁部から体部にかけて残存する。内外面とも回転ナデ

により仕上げられている。

瓦 器 椀が出土しているが、小片のため図化できなかった。

青 磁 同安窯系の碗が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１７

概 要 調査区中央部東側に位置する。SK１６の北側に近接

して位置する（第１９図）。SB０４・SB０５と平面的に重複

しているが、調査ではその前後関係を明らかにするこ

とはできなかった。P２３・P２４と切り合い関係にあり、

P２３を切り、P２４に切られている。

形状・規模 平面形は楕円形をなす。その規模は、主軸方向で

６７㎝残存し、その直交方向で５３㎝を測る。横断面は緩

やかなU字形をなし、最深部における検出面からの深

さは１８㎝である。

埋没状況 黄灰色細砂～中砂１層が堆積していた。炭片が混入しており、その層相から判断して人為

的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の堝の口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。口縁部はく字形

に屈曲するタイプである。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１８

概 要 調査区中央部東側に位置する。SB０３と平面的に重複し（第１９図）、主軸方向をほぼ同じく

することから、SB０３に付属する施設の可能性も考えられる。

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす。その規模は、主軸方向で１．３８m、その直交方向で８２㎝を測る。

横断面は逆台形をなすが、底部は凹凸が顕著である。最深部における検出面からの深さは

５㎝～１０㎝である。

埋没状況 暗灰黄色細砂～中砂１層が堆積していた。人為的に埋められたものと考えられ、埋土内に

は、３０㎝大の扁平な石が数石置かれていた。

第３５図 SK１７断面

１．黄灰色細砂～中砂
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出土遺物 土師器の椀（３８）が出土し

ている。体部から口縁部に

かけて内湾気味に立ち上が

る。内外面とも回転ナデに

より仕上げられている。

時 期 出土土器から、中世�期

に位置付けられる。

SK１９

概 要 調査区中央部南側に位置

する。SK１６の西側、SK２０

の南東側に位置する（第１９

図）。SB０４・SB０５と平面

的に重複するが、調査では

前後関係を明らかにするこ

とはできなかった。

形状・規模 平面形は、南北方向に主軸を取る隅丸長方形をなす。

その規模は、主軸方向で６５㎝、その直交方向で４５㎝を測

る。横断面はU字形をなし、最深部における検出面から

の深さは２５㎝である。

埋没状況 灰黄褐色細砂１層が堆積していた。層中には炭片が含

まれ、その層相から判断して人為的に埋められたものと

考えられる。

出土遺物 土師器の皿と甕が出土しているが、いずれも小片のた

め図化できなかった。甕は口縁部片が出土しており、外

面には煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２０

概 要 調査区中央部南側に位置す

る。SK１９の北西側、SK２１の

北東側、SD１６東端の南側に

位置する（第１９図）。鋤溝と切

り合い関係にあり、これを

切っている。このため、当遺

構は完存する。

形状・規模 平面形は、南北方向に主軸

を取る隅丸長方形をなす。そ

第３６図 SK１８

第３７図 SK１９断面

第３８図 SK２０断面

１．暗灰黄色細砂～中砂

１．灰黄褐色細砂

１．暗灰褐色細砂～中砂
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の規模は、主軸方向で１．５５m、その直交方向で１．２８mを測る。横断面は箱形に近い逆台形を

なし、最深部における検出面からの深さは４７㎝である。

埋没状況 暗灰褐色細砂～中砂１層が堆積していた。層中には炭片が含まれ、その層相から判断して

人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 甕の体部片が出土している。

瓦 器 椀の底部片が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２１

概 要 調査区中央部南側に位置

する。SK２０の南西側、SK

２２の東側、SD１６の南側に

位置する（第１７図）。他の遺

構との切り合い関係は認め

られず、当遺構は完存す

る。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸

をとる長楕円形をなす。そ

の規模は、主軸方向で

２．２２m、その直交方向で

１．２５mを測る。横断面は緩やかな逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは４４㎝で

ある。

埋没状況 上から、暗灰色シルト混じり極細砂、暗灰色極細砂混じりシルト、黄褐色シルト混じり黒

灰色極細砂細砂の３層が堆積していた。３層ともその層相から判断して、人為的に埋められ

たものと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 堝と杯もしくは椀の底部片が出土している。後者の底部は糸切りにより切り離されてい

る。堝は３足堝の脚部と底部片が出土している。底部外面はハケ調整により仕上げられてい

る。

瓦 器 椀の底部片が出土している。底部には断面逆台形の高台が貼り付けられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２２

概 要 調査区中央部南側に位置する。SK２１の西側、SD１６の南側に位置する（第１７図）。他の遺構

との切り合い関係は認められないが、少なくとも１／２は調査区外へ拡がっている。このため、

当遺構は、全体が検出されていない。

第３９図 SK２１断面

１．暗灰色シルト混じり極細砂 ２．暗灰色極細砂混じりシルト
３．黄褐色シルト混じり黒灰色極細砂～細砂

第３章 調査の成果
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形状・規模 平面形は、南北もしくは東西

方向に主軸をとる隅丸方形もし

くは隅丸長方形をなすものと考

えられる。その規模は、南北方

向で８０㎝検出し、その直交方向

で１．１５mを測る。横断面は逆台

形をなし、最深部における検出

面からの深さは４０㎝である。

埋没状況 黄褐色シルト混じり灰色細

砂～粗砂１層が堆積していた。

その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SK２３

概 要 調査区中央部南側に位置する。SD２５の西側、SD２６の東側に位置する（第１７図）。他の遺構

との切り合い関係は認められないが、多くは調査区外へ拡がっている。

形状・規模 検出した範囲では舌状をなす、皿状の落ち込みである。南北方向に主軸を取る遺構である。

その規模は、南北方向で２．７０m検出し、その直交方向で２．４５mを測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～極細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の杯の底部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。底部は糸切りに

より切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２４

概 要 調査区西半部中央に位置する。SK２５の北東側、

SD２７南端の南西側に位置する（第２４図）。他の遺

構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は、東西方向に主軸を取る楕円形をな

す。その規模は、主軸北方向で４５㎝、その直交方

向で３５㎝を測る。横断面はU字形をなし、一部は

袋状に抉れている。最深部における検出面からの

深さは５０㎝である。

埋没状況 上から、灰色シルト混じり細砂～極細砂、淡黒

灰色極細砂、黄褐色極細砂混じり灰色粗砂、黄褐

色シルト混じり黒灰色極細砂の４層が堆積してい

第４０図 SK２２断面

第４１図 SK２４断面

１．黄褐色シルト混じり灰色細砂～粗砂

１．灰色シルト混じり細砂～極細砂
２．淡黒灰色極細砂
３．黄褐色極細砂混じり灰色粗砂
４．黄褐色シルト混じり黒灰色極細砂

第２節 大坪遺跡の調査

―５１―

大

坪

遺

跡



８４.７０m

１

２３

０ １m

８５.００m

１

０ １m

た。最下層を除いては、その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器・須恵器・瓦が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 皿の体部片が出土している。

須恵器 甕の体部片と捏鉢の口縁部が出土している。捏鉢は焼成が不十分である。

瓦 平瓦片が出土している。燻し焼成によっている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２５

概 要 調査区西半部南側に位置する。SK２４

の南西側に位置する。他の遺構との切

り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は円形をなす、皿状の落ち込

みである。その規模は、主軸方向で

１．００m、その直交方向で９６㎝を測る。

横断面は皿形をなし、最深部における

検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 上から、黄灰色細砂～中砂、炭層の

２層が堆積していた。底部の大半は、

被熱により赤色化していた（第４２図

網掛け部分）。また、一部還元化した

箇所も認められた。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、時期を

判断することは困難である。

SK２６

概 要 調査区西半部中央に位置する。SD２７の西側に位置する（第２４図）。他の遺構との切り合い

関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をとる隅丸方形をなす。その規模は、主軸方向で９０㎝、その直交

方向で７５㎝を測る。横断面は逆台形をなし、

最深部における検出面からの深さは２５㎝であ

る（第４３図）。

埋没状況 黄褐色シルト混じり暗灰色極細砂～細砂１

層が堆積していた。その層相から判断して、

人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のた

め、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から、中世に位置付けられる。

第４２図 SK２５

第４３図 SK２６断面

１．黄灰色細砂～中砂 ２．炭層 ３．還元層

１．黄褐色シルト混じり暗灰色極細砂～細砂

第３章 調査の成果
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SK２７

概 要 調査区西半部中央に位置する。SK２８の西側に位置する（第２４図）。他の遺構との切り合い

関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をとる楕円形をなす。その規模は、主軸方向で１．１５m、その直交

方向で６５㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２１㎝であ

る。

出土遺物 土師器の堝（４１）が出土している。体部上半から口縁部にかけて残存する。体部内面は横方

向のハケ、外面は平行叩きにより仕上げられている。最後に口縁部内外面が横ナデにより仕

上げられている。外面には煤が付着している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK２８

概 要 調査区西半部中央に位置する。SK２７の

南側、SK２９の北側に位置する（第２４図）。

SB０６の北西隅にあたり、当該建物の柱穴

を切っている。他の遺構との切り合い関係

は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をとるやや不整

形な楕円形をなす。その規模は、主軸方向

で１．２８m、その直交方向で８７㎝を測る。横

断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２０㎝である。

埋没状況 にぶい黄褐色シルト混じり細砂～中砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為

的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、時期を判断することは困難である。

SK２９

概 要 調査区西半部中央に位置する。SK２８の南側、SK３０の東側、SB０６の西側に位置する（第２４

図）。他の遺構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は北東－南西方向に主軸をとる楕円形をなす。その規模は、主軸方向で７８㎝、その

直交方向で５０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの深さは５㎝であ

る。落ち込みに近い遺構である。

埋没状況 暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、時期を判断することは困難である。

第４４図 SK２８断面

１．にぶい黄褐色シルト混じり細砂～中砂
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０ ５０cm

８４.９０m

１

８４.６０m

１

２

０ １m

SK３０

概 要 調査区西半部中央に位置する。SK２９・SB０６の西側に

位置する（第２４図）。他の遺構との切り合い関係は認めら

れず、完存する。

形状・規模 平面形は北東－南西方向に主軸をとる楕円形をなす。

その規模は、主軸方向で７３㎝、その直交方向で４５㎝を測

る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面から

の深さは２０㎝である。

埋没状況 暗灰色シルト混じり極細砂～細砂１層が堆積してい

た。暗褐色シルトがブロック状に混入し、その層相から判断して、人為的に埋められたもの

と考えられる。

出土遺物 土師器の皿の口縁部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SK３１

概 要 調査区西半部南側に位置

する。SK３２の北西側に位

置する（第２４図）。SB０７－P

２と平面的に重複する。た

だし、本遺構検出後にP２

を確認しているが、調査で

は前後関係を明らかにする

ことはできなかった。ま

た、P５３と切り合い関係に

あるが、P５３を切ってい

る。以上から、本遺構は完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をとる隅丸方形をなす。その規模は、主軸方向で１．３３m、その直

交方向で１．２８mを測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは３６㎝を

測る。

埋没状況 上から、暗灰色細砂～粗砂、黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～極細砂の２層が堆積してい

た。下層の黄褐色シルトはラミナ状をなすことから、自然に流れ込んだ層と考えられる。上

層についても、その層相から判断して、自然に堆積した層と考えられる。

出土遺物 土師器の堝（３９）が出土している。体部上半が残存する。体部内面はナデ、外面はハケ調整

により仕上げられている。また、体部上端部付近外面は横ナデにより仕上げられている。外

面には煤が付着している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

第４５図 SK３０断面

第４６図 SK３１断面

１．暗灰色シルト混じり極細砂～細砂

１．暗灰色細砂～粗砂 ２．黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～極細砂
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SK３２

概 要 調査区西半部南側に位置する。SK３１の南東側に位置する。平面的にSB０７のほぼ中央部に

位置する（第２４図）が、調査では前後関係を明らかにすることはできなかった。他の遺構と

の切り合い関係は認められず、本遺構は完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をとる楕円気味の隅丸方形をなす。その規模は、主軸方向で

１．２０m、その直交方向で１．００mを測る。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの

深さは１２㎝である。

埋没状況 暗灰色粗砂混じりシルト１層が堆積していた。その層相から判断して、自然に堆積し土壌

化したものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土土器から時期を判断することは困難である。

SK３３

概 要 調査区西端部南側に位置する。SB０８の南側に位置する（第１７図）。他の遺構との切り合い

関係は認められず、本遺構は完存する。掘り込みが浅く、炭が多く含まれていたことから、

土坑というより溜りに近い遺構である。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をとる楕円形をなす。その規模は、主軸方向で６５㎝、その直交方

向で５０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの深さはわずか５㎝であ

る。

埋没状況 暗灰色シルト１層が堆積していた。層中

には炭が多く含まれていた。

出土遺物 土師器の堝（４０）が出土している。肩部か

ら口縁部にかけて残存する。口縁部は短く

直立し、端部は内側へ肥厚傾向にある。体

部内面は横方向のハケ、外面は平行叩きに

より仕上げられている。最後に口縁部内外

面が横ナデにより仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置

付けられる。 第４７図 土坑断面の実測

第２節 大坪遺跡の調査
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５．溝

３２条の溝（SD０１～SD３２）を検出した。

SD０１

概 要 調査区北東部で検出している（第１７図）。SK０２の南側、SD０２の東側、SD０３東部の北側に位

置する。他の遺構との切り合い関係は認められず、両端とも調査区内で収束している。

形状・規模 南東－北西方向に延びる溝である。わずかに弧状をなすが、ほぼ直線的な溝で、検出した

長さは９．５０mである。検出面における幅は２５㎝～３５㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部

における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 灰色シルト混じり黄褐色細砂～中砂の１層が堆積していた。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD０２とほぼ同一の可能性が考えられる

ことから、弥生時代後期と考えられる。

SD０２

概 要 調査区北東部で検出している。SD０１の西側、SK０５の北側に位置する。他の遺構との切り

合い関係は認められない。北西端は調査区外へのび、他端は調査区内で収束している。

形状・規模 南東－北西方向に延びる溝である。ほぼ直線的な溝で、検出した長さは６．４０mである。検

出面における幅は３０㎝～５０㎝を測る。横断面はU字形をなし、最深部における検出面からの

深さは１５㎝である。

埋没状況 灰色シルト混じり黄褐色細砂～中砂の１層が堆積していた。その層相から判断して、人為

的に埋められた層と判断される。

出土遺物 弥生土器の小片が出土している。小片のため器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から、弥生時代後期に位置付けられる。

SD０３

概 要 調査区東半部北側をほぼ横断する溝である。当溝南肩部にSD０４が走り、当溝が切られて

いる。SD０４は当溝が埋没する一過程と考えられる。また、当溝検出後にSK０４が検出されて

いる。さらに、SB０１とも切り合い関係にあり、当溝埋没後にSB０１が建てられている。

形状・規模 ほぼ東西方向に延びる溝である。わずかに蛇行傾向にある溝で、西端は調査区内で収束し、

東端は調査区外まで伸びている。西端については、後世の水田造成により、削平を受けた結

果と考えられる。検出した長さは４７．５０mである。検出面における幅は、２．５０m～６．５０mと

一定していない。横断面は逆台形をなすが、底部は南側へ傾斜している。最深部における検

出面からの深さは４０㎝である。

埋没状況 SD０４を除いて８層からなる。少なくとも、２層・３層・７層については、その層相から

判断して、人為的に埋められたものと考えられる。６層から多くの土器が出土している。

出土遺物 弥生土器と土師器・瓦器・灰釉陶器が出土している。この他、SD０３と後述するSD０４出土

土器と、その出土遺構を特定できなかった一群の土器（SD０３・０４出土土器）についても報告

する。
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１
７
８
９９

０ ２m

６

２
３

４ ５

８５.７０m

弥生土器 壺（４２～４５）・甕（４６・４８・４９）・鉢（４７）・器台（５０）の各器種が出土している。

壺 ４４は、直口壺の口縁部片である。内外面とも横ナデ調整により仕上げられ、端部には径

６㎜～８．５㎜の竹管文が押されている。

４２は、広口壺の口縁部片である。外面をヘラナデ後、内外面が横ナデにより仕上げられて

いる。

４３は、細頸壺の口縁部である。外面には３条の凹線が引かれ、その下側は縦方向のヘラミ

ガキが施されている。内面は頸部を中心にナデ調整により仕上げられ、最後に口縁部内外面

が横ナデにより仕上げられている。

４５は、平底の底部を中心に残存する。内外面とも磨滅のため調整は観察できない。胎土の

特徴から、中期前半と考えられる。

甕 ４６は、平底の底部を中心に残存する。底部内面はナデ調整により仕上げられているが、他

の箇所については、磨滅のため調整は観察できない。

４９は、如意形口縁をなす大型の甕である。口縁部から体部上半にかけて残存する。体部外

面はハケ調整後ナデ調整により仕上げられ、その後口縁部が横ナデにより仕上げられてい

る。口縁端部は肥厚し、その端面には３条の擬凹線が施されている。内面は、磨滅のため調

整は観察できない。

４８は、底部の小片である。わずかに平底形態が保たれている。内外面とも磨滅のため、調

整は観察できない。

鉢 ４７は、底部を中心に残存する。底部をユビオサエにより整形後、内外面ともナデ調整によ

り仕上げられている。

器台 ５０の口縁部片が出土している。大型器台の口縁部で、内端部には櫛描波状文、端面には４

条からなる擬凹線施文後、竹管円形浮文が貼り付けられている。円形浮文は径１．２㎝からな

り、ほぼ等間隔で貼り付けられている。外面はヘラミガキにより仕上げられている。

土師器 椀（５６・５７）・皿（５９・６０）の各器種が出土している。

椀 ５６と５７の２個体が出土している。

５６は、底部を中心に残存する。断面逆台形の高台が貼り付けられている。内外面とも磨滅

第４８図 SD０３断面

１．SD０４ ４．オリーブ黒色細砂～中砂 ７．浅黄色シルト混じり細砂～中砂
２．灰オリーブ色シルト混じり極細砂 ５．灰オリーブ色細砂～中砂 ８．浅黄色シルト混じり細砂～中砂
３．暗灰黄色細砂～中砂 ６．灰色シルト混じり細砂～中砂 ９．オリーブ灰色中砂
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のため調整は観察できない。形態的には瓦器椀に酷似し、土師器として報告するが瓦器の可

能性も否定できない。

５７は、轆轤成形を基本とする。底部が回転糸切りにより切り離され、他は回転ナデにより

仕上げられている。杯の可能性も考えられる。

皿 ６０と５９の２個体が出土している。

６０は、手づくね成形を基本とする。体部外面をユビオサエ後内外面がナデ調整により仕上

げ、最後に口縁部内外面が横ナデ調整により仕上げられている。

５９は、轆轤成形を基本とする。底部が回転糸切りにより切り離され、体部から口縁部内外

面が回転ナデにより仕上げられている。

瓦 器 椀（５２～５５）が出土している。

椀 ５３は、底部から体部にかけて残存する。底部には断面蒲鉾形の高台が貼り付けられてい

る。体部外面はユビオサエ、内面はナデ調整により仕上げられている。炭素の吸着は認めら

れない。

５２は、体部から口縁部にかけて残存する。口径に対して器高が深い傾向にある。体部外面

はユビオサエ後ナデ、内面はナデ調整により仕上げられ、最後に口縁部内外面が横ナデ調整

により仕上げられている。内面には、圏線状の暗文が粗く施されている。

５４は、底部を中心に残存する。底部には、断面台形の高台が貼り付けられている。内面見

込には平行する暗文が認められる。

５５は、底部を中心に残存する。底部には、断面蒲鉾形の高台が貼り付けられている。内面

見込には平行する暗文が認められる。内面については、炭素の吸着が不十分である。

陶器 灰釉陶器の皿（６１）・天目碗（６２）が出土している。

６１は、底部がヘラ削りにより平底をなし、体部は回転ナデにより仕上げられている。底部

外面を除いては、釉が掛けられている。

６２は、天目碗の体部片である。基本的に内外面とも釉が掛けられているが、外面底部付近

は回転ヘラ削りにより仕上げられ、釉は掛けられていない。

SD０３・０４出土土器 土師器・瓦器・青磁が出土している。

土師器 皿が出土している。

皿 ５８の１個体が出土している。５８は、内外面とも磨滅により調整は観察できない。その形態

から、轆轤整形によるものと考えられる。

瓦器 椀が出土している。

椀 ５１の１個体が出土している。５１は、体部外面がユビオサエ後ナデ、内面がナデ調整後、口

縁部内外面が横ナデ調整により仕上げられている。内面には暗文がわずかに認められる。

青磁 碗が出土している。

碗 ６３の１個体が出土している。６３は、口縁部が残存し、内外面とも釉が掛けられている。内

面には１条の沈線が施されている。

時 期 弥生後期には掘削され、最終的に中世に埋没したものと考えられる。

第３章 調査の成果
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０ ５０cm

１
２

８４.８０m

SD０４

概 要 調査区北東部で検出している（第１７図）。SD０３の南

側肩部と平行する溝である。ほぼ平行することから、

SD０３が最終的に埋没する際の窪みの可能性も考えら

れる。東側は調査区外へのび、西側は調査区中央部付

近で収束している。

形状・規模 検出した長さは２４mである。検出面における幅は一

定していないが、中央部における幅は５７㎝を測る。横

断面は逆台形にちかく、最深部における検出面からの

深さは１７㎝である。

埋没状況 上から、灰黄褐色細砂～中砂、浅黄色細砂～中砂の２層からなる。その層相から判断して、

自然堆積によるものと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。

土師器 堝・椀・甕の各器種が出土しているが、いずれも小片のため図化できなかった。堝は体部

片が出土しており、外面は叩き整形により仕上げられている。また外面には煤が付着してい

る。椀は、口縁部片が出土しており、回転台使用により仕上げられている。甕は、体部片が

出土しており、外面はハケ調整により仕上げられている。

瓦器 椀（６５）・皿（６６）の各器種が出土している。

椀 ６５は、底部を中心に残存する。底部には、断面蒲鉾形に近い高台が貼り付けられている。

また、内面には暗文が施されている。

皿 ６６は、ほぼ完存する個体である。底部から体部外面がユビオサエ後ナデ調整、内面がナデ

調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。暗文は観察されない。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD０５

概 要 調査区南東部で検出した。東西方向にほぼ直線的な溝で、両端とも調査区内で収束してい

る。SD０６の北側に位置し、SD０６とほぼ平行する。また、他の遺構との切り合い関係は認め

られない。

形状・規模 検出した長さは４．１０mである。検出面における幅は３２㎝～４７㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD０６とほぼ平行し、埋土が同じである

ことから、中世に位置付けられる。

SD０６

概 要 調査区南東部で検出した（第１７図）。東西方向にわずかに弧状をなすがほぼ直線的な溝で、

第４９図 SD０４断面

１．灰黄褐色細砂～中砂
２．浅黄色細砂～中砂

第２節 大坪遺跡の調査
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８５.１０m

１

０ １m

両端とも調査区内で収束している。SD０５の南側、SD０７の北側に位置し、両溝とほぼ平行す

る。また、他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは９．４０mである。検出面における幅は３５㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは６㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SD０７

概 要 調査区南東部で検出した（第１７図）。東西方向にわずかに弧状をなすがほぼ直線的な溝で、

両端とも調査区内で収束している。SD０６の南側、SD０８の北側に位置し、両溝とほぼ平行す

る。特にSD０８とはほぼ近接している。また、他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは８．５０mである。検出面における幅は３０㎝を測る。横断面は浅いU字形をな

し、最深部における検出面からの深さは１１㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。また、中礫も混入してい

る。その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 弥生土器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断すると弥生時代後期となるが、平行するSD０６・SD０８とほぼ同時期と考

えられることから、中世に位置付けられる。

SD０８

概 要 調査区南東部で検出した（第１７図）。東西方向にわずかに弧状をなす溝で、両端とも調査区

内で収束している。SD０５～SD０７と平行するが、他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは４．５０mである。検出面における幅は一定していないが、中央部における幅

は１．２５mを測る。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり暗黄褐色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えら

れる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定する

ことは困難である。SD０５～SD

０７とほぼ平行することから、中

世に位置付けられる。

第５０図 SD０８断面

１．暗灰色シルト混じり暗黄褐色細砂～中砂
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SD０９

概 要 調査区南東部で検出した。南北方向にわずかにほぼ直線的な溝で、南端は調査区内で収束

している。また北端についてはSK１１と切り合い関係にあり、SK１１に切られている（第１９図）。

形状・規模 検出した長さは１．６０mである。検出面における幅は１８㎝を測る。横断面は浅いU字形をな

し、最深部における検出面からの深さは６㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器皿の底部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。底部は糸切りによ

り切り離されている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD１０

概 要 調査区中央部南側で検出した。東西方向にのびるほぼ直線的な溝で、両端とも調査区内で

収束している。SB０３～SB０５の北側に位置する（第１９図）。これらの建物群と方向性がほぼ一

致することから、建物群に伴う溝の可能性が考えられる。他の遺構との切り合い関係は認め

られない。

形状・規模 検出した長さは９．００mである。検出面における幅は、７０㎝～９５㎝を測る。横断面は皿形を

なし、最深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器と須恵器が出土しているが、いずれも小片のため図化はできなかった。土師器は、

皿もしくは椀の体部片が出土している。須恵器は捏鉢の体部片が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SD１１

概 要 調査区中央部南側で検出した。東西方向にのびるほぼ直線的な溝で、両端とも調査区内で

収束している。P２１の北側、SD１０の南側、SK１４の西側、SK１８の東側に位置する（第１９図）。

また、SD１２の北側に位置し、SD１２とはほぼ平行関係にある。この他、SB０３と平面的に重複

するが、前後関係については調査では明らかにできなかった。

形状・規模 検出した長さは１．９３mである。検出面における幅は１５㎝を測る。横断面は浅いU字形をな

し、最深部における検出面からの深さは５㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１２とほぼ平行し、埋土が同じである

ことから、中世�期に位置付けられる。

第２節 大坪遺跡の調査
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SD１２

概 要 調査区中央部南側で検出した。東西方向にのびるほぼ直線的な溝で、東端は調査区内で収

束している。西端については、SB０４－P７に切られている。SD１１の南側に位置し、SD１１と

はほぼ平行関係にある（第１９図）。この他、SB０５の北桁行と平面的に一致し、SB０５－P４と

切り合い関係にある。当溝検出後にP４を確認している。

形状・規模 検出した長さは１．７０mである。検出面における幅は１７㎝を測る。横断面は浅いU字形をな

し、最深部における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 埋土は暗黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色シルト１層からなる。その層相から判断して、人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SB０４との関係から、中世�期に位置付

けられる。

SD１３

概 要 調査区中央部南側で検出した。南北方向にのびるほぼ直線的な溝で、南端は調査区外へ伸

びている。北端については、SK２０と切り合い関係にあり、SK２０に切られている（第１９図）。

SK２０の北側に位置するSD１６および、当溝の西側に平行するSD１４と一連の遺構と考えられ

る。また、SB０３～SB０５の西側に位置し、その方向性がほぼ一致することから、これらの建

物とも関連するものと考えられる。

形状・規模 検出した長さは３．００mである。検出面における幅は５０㎝～７８㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは１２㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 SD１６との関係から、中世�期に位置付けられる。

SD１４

概 要 調査区中央部南側で検出した。南北方向にのび、南端は西側に屈曲している基本的に直線

的な溝である。南端については調査区内で収束している。北端については、SK２０と切り合

い関係にあり、SK２０に切られている（第１９図）。また、SK２０の北側に位置するSD１６および、

当溝の東側に平行するSD１３と一連の遺構と考えられる。後述するように、埋土も同じであ

る。

形状・規模 検出した長さは１．５０mである。検出面における幅は２０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは５㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 SD１６との関係から、中世�期に位置付けられる。

第３章 調査の成果
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SD１５

概 要 調査区中央部南側に位置する。SD１６東端部の北側、SK１８の西側に位置する（第１９図）。南

北方向に直線的にのびる溝で、両端とも調査区内で収束している。他の遺構との切り合い関

係は認められない。この他、SB０３の西側に位置し、その方向性がほぼ一致することから、SB

０３との関連も考えられる。

形状・規模 検出した長さは１．０５mである。検出面における幅は１２㎝～２３㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは５㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SB０３との関係から、中世�期に位置付

けられる。

SD１６

概 要 調査区中央部南側に位置する。東西方向にのびる直線的な溝で、両端とも調査区内で収束

している。SB０３～SB０５の西側、SK２３の東側に位置する（第１７図）。また、SD１７・SD２２が当

溝の北側に近接して平行し、当溝と密接に関連するものと考えられる。さらに、SD１８・SD

２０が当溝と直交関係にあり、密接に関連するものと考えられる。

形状・規模 検出した長さは１６．５０mである。検出面における幅は２５㎝を測る。横断面はやや深い皿形

をなし、最深部における検出面からの深さは１１㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の堝の口縁部片が出土しているが、小片のため図化はできなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD１７

概 要 調査区中央部南側に位置する。東西方向にのびる直線的な溝である。SD１６・SD１９と近接

して平行し、東端はSD１６に切られている（第１７図）。また西端についてはSD２０まで伸びてい

る。ただし、SD２０との切り合い関係は調査では明らかにできなかった。このほか、SD１８と

切り合い関係にあり、SD１８に切られている。

形状・規模 検出した長さは５．８０mである。検出面における幅は３３㎝～４５㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは１０㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１６との関係から、中世�期に位置付

けられる。

第２節 大坪遺跡の調査
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SD１８

概 要 調査区中央部に位置する。南北方向にのびる直線的な溝である。北端は調査区内で収束し、

南端はSD１９に繋がっている（第１７図）。ただし、SD１９との切り合い関係は調査では明らかに

できなかった。このほか、SD２０の東側に位置し、SD２０とほぼ平行している。

形状・規模 検出した長さは８．８０mである。検出面における幅は１４㎝～２２㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１７との関係から、中世�期に位置付

けられる。

SD１９

概 要 調査区中央部南側に位置する。東西方向にのびる直線的な溝である。両端とも調査区内で

収束している（第１７図）。SD１８と直交関係にあり接続しているが、SD１８との切り合い関係は

調査では明らかにできなかった。このほか、SD１６の北側に近接して位置し、SD１６とほぼ平

行している。SD１６の一部の可能性も考えられる。

形状・規模 検出した長さは２．７０mである。検出面における幅は１５㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１６・SD１８との関係から、中世�期に

位置付けられる。

SD２０

概 要 調査区中央部に位置する。南北方向にのびる直線的な溝である。北端は調査区内で収束し、

南端はSD１６に繋がっている（第１７図）。さらに、SD１７とも直交関係にある。ただし、両溝と

の切り合い関係は調査では明らかにできなかった。この他、SD１８とは約３mの間隔をあけ

てほぼ平行している。

形状・規模 検出した長さは５．４０mである。検出面における幅は１０㎝～１５㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは１１㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１６・SD１７との関係から、中世�期に

位置付けられる。

第３章 調査の成果
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SD２１

概 要 調査区中央部に位置する。南北方向にのびる直線的な溝で、両端とも調査区内で収束して

いる。SD２０の北西側に位置し（第１７図）、その方向性はほぼ一致する。他の遺構との切り合

い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは２．５０mである。検出面における幅は７㎝～１２㎝を測る。横断面は皿形をな

し、最深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 弥生土器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断すると弥生時代後期となるが、SD２０と方向性・埋土が一致することか

ら、中世�期に位置付けられる。

SD２２

概 要 調査区中央部南側に位置する。東西方向にのびる直線的な溝で、両端とも調査区内で収束

している。SD１６の北側に近接して位置し、SD１６とはほぼ平行する（第１７図）。他の遺構との

切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは３．６５mである。検出面における幅は１７㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは３㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 SD１６との関係から、中世�期に位置付けられる。

SD２３

概 要 調査区中央部に位置する。南北方向にのびる直線的な溝で、両端とも調査区内で収束して

いる。SD２２の北側、SD２０の西側に位置し、SD２０とはほぼ平行する（第１７図）。他の遺構との

切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは１．４０mである。検出面における幅は２０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD２０との関係から、中世�期に位置付

けられる。

SD２４

概 要 調査区中央部南西側に位置する。南北方向にのびる直線的な溝で、南端は調査区外へ伸び、

北側は東側へ屈曲し、調査区内で収束している（第１７図）。東端部は、SD２２の西端とほぼ近
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接している。また、西側にSD２５があり、SD２５とほぼ平行する。この他、SD１６とは直交関係

にあるが、調査では切り合い関係を明らかにすることはできなかった。

また、SD１３・SD１４・SD１６と当溝でコの字形をなすことから、これらの溝は密接な関係が

あるものと考えられる。

形状・規模 検出した長さは５．９０mである。検出面における幅は２５㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは１５㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 須恵器の甕（６７）が出土している。６７は、口縁部を中心に残存する。頸部外面を叩き整後、

口縁部内外面が回転ナデ調整により仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD２５

概 要 調査区中央部南西側に位置する。南北方向にのびる直線的な溝で、南端は調査区外へ伸び、

他端はわずかに東側へ屈曲し、調査区内で収束している（第１７図）。北端部は、SD１６の西端

とほぼ近接している。本来は、SD１６の延長であった可能性が考えられる。また、SD２６と交

差しているが、調査では切り合い関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 検出した長さは３．３５mである。検出面における幅は１８㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは４㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD１６との関係から、中世�期に位置付

けられる。

SD２６

概 要 調査区中央部南西側に位置する。東西方向にのびる直線的な溝で、両端とも調査区内で収

束している（第１７図）。SD２４・SD２５と交差しているが、調査では切り合い関係を明らかにす

ることはできなかった。

形状・規模 検出した長さは１．２０mである。検出面における幅は１８㎝を測る。横断面は皿形をなし、最

深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。SD２４・SD２５との関係から、中世�期に

位置付けられる。
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SD２７

概 要 調査区中央部やや南側に位置する（第１７

図）。東西方向に直線的にのびる溝で、両

端とも調査区内で収束している。

形状・規模 検出した長さは１．７０mである。検出面に

おける幅は一定していないが、中央部にお

ける幅は９０㎝を測る。横断面は逆台形にち

かく、最深部における検出面からの深さは

２０㎝である。

埋没状況 埋土は黄褐色シルト混じり暗灰色シルト

質極細砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の堝（６４）と杯が出土しているが、杯については小片のため図化できなかった。

堝 ６４は、体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がり、体部と口縁部の境外面は突帯状を

なす。体部外面は叩き整形、内面はナデ調整により仕上げられ、その後口縁部内外面が横ナ

デにより仕上げられている。体部に対して口縁部の器壁が厚く仕上げられている点が特徴的

である。突帯下面以下外面には煤の付着が認められる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD２８

概 要 調査区北西部に位置する。東西方向に直線的にのびる溝で、西端は調査区内で収束し、東

端は後世の水田造成にともない、削平されている。SD２９の北側に位置する（第１７図）。

形状・規模 検出した長さは６．６０mである。検出面における幅は４０㎝～５７㎝を測り、横断面は皿形をな

す。最深部における検出面からの深さは４㎝である。

埋没状況 埋土は黄褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細砂～中砂１層からなる。その層相から判断

して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。

SD２９

概 要 調査区北西部に位置する。東西方向に直線的にのびる溝で、西端は調査区内で攪乱を受け

途切れている。東端は後世の水田造成にともない、削平されている。SD２８の南側、P５５の北

側に位置する（第１７図）。他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは３．５０mである。検出面における幅は３５㎝を測り、横断面は皿形をなす。最

深部における検出面からの深さは１１㎝である。

埋没状況 埋土は黄褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細砂～中砂１層からなる。その層相から判断

して、人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

第５１図 SD２７断面

１．黄褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細砂
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SD３０

概 要 調査区北西隅に位置する。南北方向に直線的にのびる溝で、南端は調査区内で収束し、北

端は調査区外へ伸びている（第１７図）。SB０９の東側に位置し、方向性をほぼ同じくすること

から、同時期に機能していた可能性が考えられる。他の遺構との切り合い関係は認められな

い。

形状・規模 検出した長さは１１．４０mである。検出面における幅は３５㎝～５７㎝を測り、横断面は逆台形

をなす。ただし、底部は平坦ではなく、やや凹凸が目立つ。最深部における検出面からの深

さは７㎝である。

埋没状況 埋土は、暗灰色中砂混じりシルト１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋めら

れたものと考えられる。

出土遺物 土師器の小片が出土している。小片のため、図化はおろか器種の特定も困難である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

SD３１

概 要 調査区西端部に位置する。東西方向に直線的にのびる溝で、東端は調査区内で収束し、西

端は調査区外へ伸びている（第１７図）。SB０９の南側に位置し、方向性をほぼ同じくすること

から、同時期に機能していた可能性が考えられる。また、SD３０とは直交関係にあり、SD３０

との関連も考えられる。なお、他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 検出した長さは７．００mである。検出面における幅は西側で５５㎝を測り、横断面は逆台形を

なす。最深部における検出面からの深さは２３㎝である。

埋没状況 埋土は、暗灰色中砂混じりシルト１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋めら

れたものと考えられる。

出土遺物 土師器・須恵器・備前焼が出土している。いずれも小片のため図化できなかった。

土師器 小片のため器種の特定も困難である。

須恵器 甕の体部片が出土している。外面は叩き整形により仕上げられている。

備前焼 甕の体部片が出土している。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD３２

概 要 調査区南西部に位置する北東‐南西方向に直線的にのびる溝で、北東端は調査区内で収束

し、南西端は調査区外へ伸びている。SB０８の西側に位置する。他の遺構との切り合い関係

は認められない。

形状・規模 検出した長さは３．８０mである。検出面における幅は西側で８２㎝を測り、横断面は皿形をな

す。最深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 埋土は、暗灰色中砂混じりシルト１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋めら

れたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 出土遺物から時期を特定することは困難である。
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６．包含層

遺構に伴わない遺物のなかで、当遺跡を検討するうえで重要と考えられる遺物について、

「包含層出土遺物」として報告する。

出土遺物 土器と鉄製品が出土している。

土器 弥生土器・土師器・須恵器・瓦器・備前焼・陶器・青磁・白磁が出土している（第５５図・

第５６図）。

弥生土器 壺と高坏が出土している。

壺 ６８と６９が出土している。６８は直立する頸部に対して、口縁部が大きく外反する。口縁端部

はほぼ垂直な端面をもち、３条の擬凹線を引いた後竹管文が押されている。頸部は縦方向の

ヘラミガキにより仕上げられている。内面については、磨滅のため調整は観察できない。

６９は底部のみの残存で、突出した平底をなす。内外面とも磨滅傾向にあり、調整は観察で

きない。

高坏 ７０と７１の２点が出土している。７０は、坏部が残存する。体部に対して口縁部がわずかに立

ち上がり、口縁部外面には４条の凹線が施されている。

７１は脚部を中心に残存する。脚外面は縦方向のヘラミガキ、内面は横方向のナデにより仕

上げられている。

土師器 椀・杯・皿・羽釜が出土している。

椀 ７６と７７が出土している。７６は、平底の底部に対して、体部から口縁部にかけて内湾気味に

立ち上がる。底部は回転糸切りにより切り離され、体部から口縁部内外面は回転ナデにより

仕上げられている。最後に底部内面には仕上げナデが加えられている。なお、底部の糸切り

痕の上には板状工具の痕が認められる。

７７は、完形に復元できた個体である。口縁端部がわずかに上方に内湾している。底部は回

転ヘラ切りにより切り離され、体部から口縁部は内面とも回転ナデにより仕上げられてい

る。

杯 ７９が出土している。７９は、底部から口縁部にかけて残存する。底部は回転糸切りにより切

り離され、体部から口縁部内外面は回転ナデにより仕上げられている。

皿 ７８・８０～８４が出土している。

７８は体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がり、全体的に杯に近い形態である。底部

は回転糸切りにより切り離され、体部から口縁部内外面は回転ナデにより仕上げられてい

る。

８０は体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がり、内外面とも回転ナデにより仕上げら

れている。口径に対して浅い傾向にある。

８１は、完形に復元できた個体である。底部は回転糸切りにより切り離され、体部から口縁

部は内外面とも回転ナデにより仕上げられている。最後に底部内面がナデ調整により仕上げ

られている。

８２は、底部から体部にかけて残存する。底部は回転糸切りにより切り離され、体部は内外

面とも回転ナデにより仕上げられている。
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８３は、ほぼ完存する個体である。底部は回転糸切りにより切り離され（写真図版１１）、体部

から口縁部は内外面とも回転ナデにより仕上げられている。内面には、煤状の付着が認めら

れる。

８４はほぼ完存する個体で、平底の底部に対して口縁部が直線的に立ち上がっている。底部

は回転糸切りにより切り離され（写真図版１１）、口縁部は内外面とも回転ナデにより仕上げら

れている。

羽釜 ８５の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて内湾し、体部と口縁部の境外面に幅

１．９５㎝の鍔が横ナデにより貼り付けられている。体部外面はユビオサエ、内面は横方向を主

体としたハケ調整により仕上げられている。口縁部は外面が横ナデ、内面がハケ調整後横ナ

デにより、仕上げられている。なお、体部外面には煤が付着している。

須恵器 捏鉢が１個体（９１）が出土している。９１は体部から口縁部にかけて残存し、口縁部は内外面

とも回転ナデにより仕上げられている。体部外面はナデ調整により仕上げられている。

瓦器 椀が出土している。

椀は、７２～７５が出土している。

７２は、体部から口縁部にかけて残存する。炭素の吸着が認められず、一見したところ土師

器とみられる製品である。内型成形によるもので、体部外面をユビオサエ後、口縁部が横ナ

デ調整により仕上げられている。内面には暗文が施されているが、わずかに観察できるに過

ぎない。

７３は、体部から口縁部にかけて残存する。体部外面はユビオサエ、内面はナデ調整後、口

縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。内面には、圏線状の暗文がわずかに残存す

る。

７４は、体部内外面をナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。口径に

対して器高が低い傾向にある。底部には、断面三角形の高台が貼り付けられている。口縁部

外面のみ炭素の吸着が認められる。内面には暗文が施されているが、全体的に密度が粗い傾

向が認められる。

７５は、完形に復元できた個体である。内型成形によるもので、体部外面をユビオサエ後、

口縁部が横ナデ調整により仕上げられている。内面には暗文が施されているが、内面見込み

は部分的に残存するに過ぎない。

備前焼 擂鉢と甕が出土している。

擂鉢 ９２と９３が出土している。９２は体部から口縁部にかけて残存し、内外面とも回転ナデにより

仕上げられている。内面には使用痕が認められるとともに、卸目が残存する。

９３は、図上でほぼ完形に復元したものである。回転ナデを基調として仕上げられ、内面に

は卸目が認められる。また、内面は使用痕が顕著である。

甕 ９４が出土している。体部下端部を中心に残存する。内面はヨコナデ、外面は回転ナデによ

り仕上げられているが、外面下端は横方向のヘラ削りにより仕上げられている。内面には火

襷痕が認められる。

陶器 皿が出土している。

皿は、８８が出土している。８８は唐津焼で、体部から口縁部にかけて残存する。内外面とも
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釉がかけられているが、外面底部付近はわずかに露胎している。

青磁 碗と皿が出土している。

碗は、８６が出土している。８６は、体部から口縁部にかけて残存する個体で、外面にわずか

に直線状の印刻が認められる。

皿は、８７が出土している。８７は、底部片で内外面とも釉がかけられている。

白磁 碗と皿が出土している。

碗は、９０が出土している。９０は、底部を中心に残存する。体部内外面に釉がかけられてい

るが、底部内面は蛇の目状に釉が剥ぎ取られている。また底部外面は露胎し、高台が削り出

されている。

皿は、８９が出土している。８９は、口縁部を中心に残存し、内外面とも釉がかけられてい

る。ただし、内面底部付近はわずかに露胎している。

金属製品 鉄鏃・火箸・鉇・釘・不明品が出土している。

鉄鏃 M６の１点が出土している。

M６は、片刃状をなす刃部を中心に残存する。ただし、刃部の厚さが５㎜と厚く、明確な

刃が認められないことから、鉄鏃以外の製品の可能性も考えられる。刃部の長さは２．３㎝で、

残存長は３．５㎝である。

火箸 M５の１点が出土している。基部と先端部の一部が残存する。基部はねじりが加えられ、

残存長は２㎝である。先端部は残存長３．８㎝を測り、断面形は４．５㎜大の方形をなす。全体の

残存長は５．８㎝である。

鉇 M９の１点が出土している。ヘラ先状をなす製品で、基部を欠く。残存長は６．７５㎝である。

断面形は長方形に近く、厚さは２㎜である。最大幅は１．６５㎝である。鉇の可能性が考えられ

る。

釘 和釘が４点（M１～M４）出土している。

M１は、大型の釘で、先端部を除いて残存する。断面形は長方形を基本とし、最大部での

規模は６㎜×１．１㎝である。頭部は幅２㎝に拡張されている。残存する先端部４㎝の範囲には

木質が残存する。全体の残存長は５．８㎝である。

M２は、頭部を中心に残存する。頭部は頭巻きタイプで、断面形は６．５㎜の方形をなす。

残存長は３㎝である。

M３は先端部を欠く。断面形は７．５㎜×４．５㎜を測り、残存長は４㎝である。M４は頭部を

のぞいて残存する。断面は５㎜×３．５㎜の方形で、残存長は３．７㎝である。

不明品 ４点（M７・M８・M１０・M１１）出土している。

M７は、２．０５㎝×２．２㎝の鉄片である。断面は薄い紡錘形をなし、最大部の厚さは４．５㎜で

ある。刀子の可能性も考えられる。

M８は、リング状の製品である。約１／２残存する。半径が２．７㎝を測り、断面形は５．５㎜×

２．５㎜の長方形をなす。

M１０は、扁平な刀状をなす製品である。ただし。背部・刃部が認められないことから、刀

等の可能性はないものと考えられる。残存長は８．３㎝、最大幅は３．５５㎝である。厚さは５．５㎜

とほぼ一定している。
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S１

S２

S３
０ １０cm

M１１は、扁平な鉄片である。その規模は４．６５㎝×７㎝で、厚さは４．５㎜と一定している。

７．基盤層

サヌカイト製石製品が出土している。

石鏃が１点（S１）出土している。凹基式の石鏃で、一部を欠く。全長２．４２㎝、最大幅１．７９㎝、

最大厚４㎜を測り、重量は１．３gである。全体的に風化が顕著である。

削器が１点（S２）出土している。ほぼ完存する。全長６．１６㎝、最大幅３．５５㎝、最大厚９㎜

を測り、重量は１８．９gである。全体的に風化が顕著である。

第５２図 大坪遺跡出土石器
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１

２

３

４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３１

３２

３０

２２

２３

５

６

１２

１３ １４

７

９

１０

８

０ ２０cm

１１

第５３図 大坪遺跡出土土器（１）

１～３：SB０１出土土器 ４・５：SB０２出土土器
６・７：SB０４出土土器 ８・９：SB０５出土土器
１０・１１：SB０６出土土器

１２：P０３出土土器 １３：P１３出土土器 １４：P１０出土土器 １５：P１７出土土器
１６～１８：P２２出土土器 １９・２０：P２５出土土器 ２１・２２：P３６出土土器
２３：P３７出土土器 ２４：P４７出土土器 ２５：P５３出土土器

２６～３０：SK０１出土土器
３１：SK１１出土土器
３２：SK１４出土土器
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３３

３４

３５

３６
３９

４０

４１

４２

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

４３

３７

３８

０ ２０cm

第５４図 大坪遺跡出土土器（２）

３３～３７：SK１６出土土器 ３８：SK１８出土土器 ３９：SK３１出土土器
４０：SK３３出土土器 ４１：SK2７出土土器

４２～５０：SD０３出土土器（１）
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５１

５２

５３

５４

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

５５

５６

６５

６８

７０

７１

７２

７３

７６

７７

７８

６９

７４

７９

８０

８１

８２ ８３ ８４

７５

６６

６７

５７

０ ２０cm

第５５図 大坪遺跡出土土器（３）

５１・５８・６３：SD０３・０４出土土器 ５２～５７・５９～６２：SD０３出土土器（２）６４：SD２７出土土器 ６５～６７：SD０４出土土器

６８～８４：包含層出土土器（１）
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８５

９０

８６

８８

８９

８７

９１
９２

９３

９４

０ ２０cm

第５６図 大坪遺跡出土土器（４）

８５～９４：包含層出土土器（２）
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M１

M７

M８

M２

M３

M９

M１１

M１０

M４

M５
M６

０ １０cm

第５７図 大坪遺跡出土金属製品
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第１０表 大坪遺跡出土土器観察表（１）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

１ 瓦器 椀 SB０１ １５．２０ ３．３５ 口縁部１／８ 灰

２ 瓦器 椀 SB０１ ０．７５ ５．３５ 底部１／８ にぶい黄橙～褐灰

３ 土師器 皿 SB０１ ８．２０ １．４０ ７．００
口縁部３／８
底部１／２

浅黄橙～橙

４ 瓦器 皿 SB０２ ８．６０ １．９０ ７．１５
口縁部１／６
底部完存

灰～灰白

５ 瓦器 椀 SB０２ １３．６０ ３．６０ 口縁部１／４ 灰～にぶい黄橙

６ 土師器 皿 SB０４ １２．７５ ３．００ ６．７５
口縁部１／７
底部１／３

浅黄橙

７ 土師器 皿 SB０４ １．４０ ６．２０ 底部１／４ 黄灰～浅黄橙

８ 土師器 杯 SB０５ １３．９０ ２．５５ 口縁部１／８ にぶい褐～にぶい橙

９ 土師器 皿 SB０５ ７．４０ １．１５ ６．０５ ほぼ完存 にぶい橙～褐灰

１０ 土師器 皿 SB０６ ７．５０ １．４５ ５．８０
口縁部１／６
底部１／４

にぶい黄橙

１１ 土師器 堝 SB０６ ２０．４０ ６．２０ 口縁部１／９ にぶい橙

１２ 瓦器 椀 P０３ １３．５０ ３．２５ 口縁部１／６ 灰

１３ 瓦器 椀 P１３ １４．８０ ３．０５ 口縁部１／８ 灰白

１４ 瓦器 椀 P１０ ０．８０ ３．９５ 底部３／４ 灰～浅黄

１５ 土師器 皿 P１７ １．１５ ６．３０ 底部３／４ にぶい黄橙～にぶい橙

１６ 土師器 杯 P２２ １．３０ ６．２０ 底部完存 にぶい橙～褐灰

１７ 土師器 杯 P２２ １．００ ６．２０ 底部５／６ 淡黄～浅黄橙

１８ 土師器 皿 P２２ １３．４０ ２．３５ ９．２０
口縁部１／４
底部３／４

浅黄橙～灰黄褐

１９ 土師器 椀 P２５ １１．６０ ３．１０ ６．６０
口縁部１／６
底部わずか

にぶい黄橙～浅黄橙

２０ 土師器 皿 P２５ ７．４０ １．１０ ５．７５
口縁部１／４
底部わずか

橙～にぶい橙

２１ 土師器 杯 P３６ １３．８０ ２．３０ 口縁部１／５ 橙

２２ 土師器 堝 P３６ ２５．７０ １２．１０ 口縁部～体部１／１２ 灰黄褐～にぶい褐

２３ 土師器 堝 P３７ ２０．７０ ５．４ 口縁部１／９ 褐灰～にぶい橙

２４ 土師器 椀 P４７ １１．７０ １．９ 口縁部１／１０ 灰白

２５ 土師器 堝 P５３ ２．９ 口縁部わずか 黄灰

２６ 弥生 壺 SK０１ １１．７０ ２０．９０ ３．７０
口縁部４／５
体部３／４・底部完存

橙～黄灰
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ５３

外面：底部ナデ。
内面：底部ナデ。

０．５㎜大の石英含む ５３

外面：底部～体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５㎜大の石英含む ５３ ９

外面：底部～体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５～２㎜大の砂粒含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

５３ ９

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５～２㎜大の砂粒含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

５３

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

１㎜以下のチャート含む ５３ ９

外面：底部回転糸切り 体部回転ナデ。
内面：底部ナデ 体部回転ナデ。

３㎜大の石英・長石多量に含
む

５３

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

０．５㎜大の石英含む ５３

外面：底部回転糸切り。体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

２㎜以下の石英・長石含む ５３ ９

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

０．５㎜大の砂粒わずかに含む ５３

外面：体部叩き 口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

５㎜以下の石英・長石多く含
む

鍔外面煤付着 ５３

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ５３

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５～１．５㎜大の石英・チャー
ト含む

内面暗文あり ５３

外面：底部ナデ。
内面：底部ナデ。

精良 内面暗文あり ５３

外面：底部回転糸切り。体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５～２㎜大の石英・チャー
ト含む

５３

外面：体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５～４㎜大の石英・長石・
チャート含む

底部回転糸切り ５３

外面：底部回転糸切り 体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ 底部ナデ。

０．５～１㎜大の石英・チャー
ト・長石含む

５３

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

０．５～１㎜大の石英含む ５３ ９

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の石英・チャート多
く含む

５３

外面：底部糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部磨滅。

１㎜以下の石英・チャート含
む

５３

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の石英・長石多量に
含む

５３

外面：体部叩き 口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 下半部ナデ 口縁部横ナデ。

２㎜以下の石英・長石多量に
含む

体部外面煤付着 ５３

外面：体部叩き 口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

２㎜以下の長石含む ５３

外面：磨滅。
内面：磨滅。

１㎜大の砂粒多量に含む ５３

外面：口縁部横ナデ。
内面：口縁部横ナデ。

２㎜以下の長石・石英多量に
含む

５３

外面：底部ナデ 体部ヘラミガキ 口頸部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 体部～口頸部横ナデ。

２㎜以下の長石・チャート多
量に含む

５３ １０
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第１１表 大坪遺跡出土土器観察表（２）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

２７ 弥生 鉢 SK０１ １３．８０ ２．７０ 口縁部１／９ にぶい黄橙～灰黄褐

２８ 弥生 鉢 SK０１ ３．１０ ３．２０ 底部ほぼ完存 にぶい黄橙～黄灰

２９ 弥生 鉢 SK０１ ２．８５ ３．７０ 底部ほぼ完存 にぶい橙～黄灰

３０ 弥生 甕 SK０１ ２．２５ ３．４５ 底部完存 にぶい橙

３１ 土師器 皿 SK１１ ９．５０ １．００ ７．００
口縁部１／８
底部１／９

橙～浅黄橙

３２ 土師器 皿 SK１４ １．５５ ７．１０ 底部１／４ にぶい黄橙～にぶい橙

３３ 土師器 皿 SK１６ １４．２０ ２．１０ 口縁部１／６ にぶい黄橙

３４ 土師器 皿 SK１６ ７．４５ １．３０ ５．８０ ほぼ完存 にぶい橙～橙

３５ 土師器 皿 SK１６ ０．８０ ６．６０ 底部３／４ にぶい黄橙～にぶい橙

３６ 土師器 皿 SK１６ １．２０ ７．４５ 底部１／４ にぶい橙～にぶい黄橙

３７ 須恵器 捏鉢 SK１６ ２９．２０ ５．２０ 口縁部１／４弱 普通 灰白～灰

３８ 土師器 椀 SK１８ １２．１０ ３．１５ 口縁部１／４弱 にぶい橙～にぶい褐

３９ 土師器 堝 SK３１ ８．０５ 体部１／１６ 浅黄橙～にぶい橙

４０ 土師器 堝 SK３３ ２０．７５ ４．４０ 口縁部１／１０ 灰白～黄灰

４１ 土師器 堝 SK２７ １６．９０ ６．２５ 口縁部１／４弱 浅黄橙～橙

４２ 弥生 壺 SD０３ ２１．１５ ８．１５ 口縁部１／６ 灰白～橙

４３ 弥生 壺 SD０３ １３．２０ ８．２０ 口縁部１／６ にぶい黄橙～褐灰

４４ 弥生 壺 SD０３ １６．８０ ３．１０ 口縁部１／７ にぶい黄橙

４５ 弥生 壺 SD０３ ５．５５ ９．２０ 底部３／４ 橙～灰黄褐

４６ 弥生 甕 SD０３ ４．７５ ６．９０ 底部ほぼ完存 灰黄～黄灰

４７ 弥生 鉢 SD０３ ２．７０ ４．２０ 底部完存 にぶい黄橙～黄灰

４８ 弥生 甕 SD０３ ２．７５ ４．１０ 底部４／５ にぶい黄橙～黄灰

４９ 弥生 甕 SD０３ ３４．００ １２．５０ 口縁部１／４ 灰～褐灰

５０ 弥生 器台 SD０３ ４０．００ ２．４５ 口縁部１／１２ にぶい黄橙～黒褐

５１ 瓦器 椀
SD０３・
０４

１８．００ ３．５０ 口縁部わずか 灰～暗灰

５２ 瓦器 椀 SD０３ １４．８０ ４．５０ 口縁部１／７ 灰
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部ヨコナデ。

１～３㎜大の長石多く含む ５３

外面：底部ナデ 体部叩き。
内面：底部～体部ハケ。

１㎜大の長石含む ５３

外面：底部ユビオサエ・ナデ 体部ナデ。
内面：底部ナデ。

１㎜以下の長石・チャート含
む

５３

外面：底部ナデ 体部ナデ。
内面：底部～体部ナデ。

１㎜以下の長石・チャート多
量に含む

５３

外面：底部糸切り。体部～口縁部磨滅。
内面：底部～口縁部磨滅。

０．５㎜以下の石英多く含む ５３

外面：底部回転糸切り。体部回転ナデ。
内面：底部～体部ナデ 底部～体部ユビオサエ。

０．５～２．５㎜大の石英・チャー
ト・クサリ礫含む

５３

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

０．５～２㎜大の石粒含む ５４

外面：底部回転糸切り。体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

０．５～３．５㎜大の石英・チャー
ト・長石多く含む

５４ ９

外面：底部糸切り。体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５～２．５㎜大の石英・チャー
ト・長石含む

５４

外面：底部糸切り。体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５～１．５㎜大の石英・チャー
ト・長石等含む

５４ ９

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

０．５～１㎜大の砂粒含む ５４

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

０．５～１㎜大の石英・チャー
ト含む

５４

外面：体部ハケ 頸部横ナデ。
内面：体部～頸部ナデ。

０．５～５㎜大のチャート・石
英含む

体部外面煤付着 ５４

外面：体部叩き 口頸部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

０．５～２．５㎜大の石英・長石・
チャート含む

５４

外面：体部叩き 口頸部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

０．５～３㎜大の石英・チャー
ト含む

外面煤付着 ５４ １０

外面：頸部ヘラナデ 口縁部横ナデ。
内面：頸部～口縁部横ナデ。

０．５～１㎜大の石英・長石・
チャート含む

５４

外面：頸部ヘラミガキ 口縁部横ナデ。
内面：頸部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５～８㎜大の石英・長石・
チャート含む

５４

外面：口縁部横ナデ。
内面：口縁部横ナデ。

４㎜以下の石英・長石多量に
含む

５４

外面：底部ナデ。体部磨滅。
内面：底部～体部磨滅。

３㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多量に含む

５４

外面：磨滅。
内面：底部ナデ。体部磨滅。

４㎜大の石英・長石・チャー
ト多量に含む

５４

外面：底部～体部ナデ。
内面：底部ナデ。

３㎜以下の石英・長石多量に
含む

５４

外面：磨滅。
内面：磨滅。

３㎜以下の石英・長石多く含
む

５４

外面：体部ハケ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：磨滅。

０．５～２㎜大の石英・長石・
チャート含む

５４ １０

外面：口縁部ヘラミガキ。
内面：口縁部磨滅。

７㎜以下の石英・長石・クサ
リ礫多く含む

器台の可能性あり ５４

外面：体部ユビオサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

ほぼ精良 内面暗文あり ５５

外面：体部ユビオサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５㎜大の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ５５
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第１２表 大坪遺跡出土土器観察表（３）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

５３ 瓦器 椀 SD０３ ２．６０ ４．２０ 底部わずか 浅黄橙～灰白

５４ 瓦器 椀 SD０３ １．７５ ５．２０ 底部１／３ 灰

５５ 瓦器 椀 SD０３ ２．２５ ３．４０ 底部１／４ 灰

５６ 土師器 椀 SD０３ １．２０ ５．８０ 底部１／４ にぶい黄橙～灰白

５７ 土師器 椀 SD０３ １．００ ６．００ 底部完存 灰白

５８ 土師器 皿
SD０３・
０４

７．８０ ０．９５ ６．４０
口縁部１／７
底部１／５

灰白～黄灰

５９ 土師器 皿 SD０３ ７．７０ １．５０ ６．００
口縁部１／４
底部１／２

灰

６０ 土師器 皿 SD０３ ３．９０ １．４５ １／３ 浅黄

６１ 灰釉陶器 皿 SD０３ １．６０ ３．４０ 底部１／３ 良好 灰白

６２ 陶器 天目碗 SD０３ ３．６０ ５．００ 底部わずか 良好 黒～にぶい黄橙

６３ 青磁 碗
SD０３・
０４

１７．７０ ３．４０ 口縁部１／１２ 灰白

６４ 土師器 堝 SD２７ １７．５０ ５．４５ 口縁部１／８弱 橙～にぶい橙

６５ 瓦器 椀 SD０４ １．４５ ５．００ 底部わずか 灰黄～暗灰

６６ 瓦器 皿 SD０４ ８．６５ １．４５ ７．３５ 口縁部～底部ほぼ完存 灰黄～灰

６７ 須恵器 甕 SD２４ ２９．４０ ４．８０ 口縁部１／５ 不良 にぶい黄橙

６８ 弥生 壺 包含層 ２０．４０ ８．０５ 口縁部１／３ にぶい橙～灰白

６９ 弥生 壺 包含層 ２．３５ ４．８０ 底部１／３ 浅黄橙～灰白

７０ 弥生 高坏 包含層 １８．３５ ３．２５ 口縁部１／１１ にぶい黄橙

７１ 弥生 高坏 包含層 ４．５０ 脚柱部完存 にぶい黄橙～灰白

７２ 瓦器 椀 包含層 １３．３０ ３．６０ 口縁部１／８ 橙～灰褐

７３ 瓦器 椀 包含層 １４．００ ３．２０ 口縁部１／１０ 灰

７４ 瓦器 椀 包含層 １５．８０ ３．９０ ４．６０
口縁部わずか
底部１／２弱

暗灰～灰白

７５ 瓦器 椀 包含層 １４．４０ ４．３０ ３．９０
口縁部１／４
底部１／２

灰

７６ 土師器 椀 包含層 １５．００ ３．５５ ８．４０
口縁部１／７
底部１／４

橙～浅黄

７７ 土師器 椀 包含層 １１．７５ ３．２０ ５．６０
口縁部わずか
底部完存

にぶい黄橙～橙

７８ 土師器 皿 包含層 １２．６０ ２．８０ ６．００
口縁部１／１２
底部１／８

橙
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：底部ナデ 体部ユビオサエ。
内面：底部～体部ナデ。

ほぼ精良 炭素吸着なし ５５

外面：底部ナデ・体部ユビオサエ。
内面：底部～体部ナデ。

精良 内面暗文あり ５５

外面：底部ナデ・体部ユビオサエ。
内面：底部～体部ナデ。

精良
内面暗文あり
炭素吸着不十分

５５

外面：磨滅。
内面：磨滅。

ほぼ精良 瓦器の可能性あり ５５

外面：体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５㎜大の石英含む 底部回転糸切り ５５ １０

外面：磨滅。
内面：磨滅。

２㎜以下の砂粒わずかに含む ５５

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

０．５㎜大のチャート・長石・
雲母含む

底部回転糸切り ５５ １０

外面：底部～体部ユビオサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部ナデ 体部～口縁部横ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む ５５

外面：体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

密 底部ヘラ削り ５５

外面：回転ヘラ削り。
内面：施釉。

０．５～１．５㎜大の石英含む ５５

外面：口縁部回転ナデ。
内面：口縁部回転ナデ。

精良 ５５

外面：体部叩き 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部ナデ。

０．５～１㎜大の石英・長石・
チャート含む

体部外面煤付着 ５５

外面：底部ナデ 体部ユビオサエ ナデ。
内面：底部～体部ナデ。

ほぼ精良 内面暗文あり ５５

外面：底部～体部ユビオサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

２㎜大の砂粒わずかに含む 暗文不明 ５５ １０

外面：体部叩き 口縁部回転ナデ。
内面：頸部～口縁部回転ナデ。

０．５～１㎜大の石英・長石含
む

５５

外面：頸部ヘラミガキ 口縁部横ナデ。
内面：磨滅。

５㎜以下のチャート・クサリ
礫・石英・長石多量に含む

５５

外面：磨滅。
内面：磨滅。

０．５～２㎜大の石英・長石・
クサリ礫多量に含む

５５

外面：体部ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部～口縁部横ナデ。

０．５～３㎜大の石英・チャー
ト・長石多く含む

５５

外面：脚部ヘラミガキ。
内面：脚部ナデ。坏部ナデ。

２㎜以下の長石・チャート多
量に含む

５５

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部～口縁部ナデ 口縁部横ナデ。

精良
内面暗文あり
炭素吸着なし

５５

外面：体部ユビオサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

０．５～１㎜大のチャート含む 内面暗文あり ５５

外面：底部ナデ・体部横ナデ 口縁部横ナデ
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ５５

外面：体部ユビオサエ ナデ 口縁部横ナデ・底部ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ５５

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

２㎜以下の石英・長石多く含
む

５５ １０

外面：底部ヘラ切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

１㎜ 以 下 の 長 石・石 英・
チャート多量に含む

５５

外面：底部回転糸切り 体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

３㎜以下の石英・長石含む ５５
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第１３表 大坪遺跡出土土器観察表（４）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

７９ 土師器 杯 包含層 １２．８０ ２．５０ ６．７５
口縁部１／６
底部わずか

灰白～にぶい黄橙

８０ 土師器 皿 包含層 １２．５０ １．９５ 口縁部１／４ 浅黄橙

８１ 土師器 皿 包含層 ６．２５ １．１０ ４．１５
口縁部１／３
底部１／２弱

浅黄橙～にぶい黄橙

８２ 土師器 皿 包含層 １．４０ ６．４０ 底部完存 灰褐～にぶい橙

８３ 土師器 皿 包含層 ８．８０ １．４０ ６．６０
口縁部５／６
底部完存

にぶい黄橙～灰黄褐

８４ 土師器 皿 包含層 ７．５５ １．８０ ５．２５ ほぼ完存 灰黄褐～にぶい橙

８５ 土師器 羽釜 包含層 ３３．５０ １０．８５ 口縁部１／６ 浅黄橙～にぶい黄橙

８６ 青磁 碗 包含層 １７．２０ ３．７０
口縁部わずか
体部１／４

明オリーブ灰

８７ 青磁 皿 包含層 １．１０ ５．６５ 底部１／２ 灰白

８８ 陶器 皿 包含層 １３．００ ２．７０
口縁部１／１２
体部１／６

灰白～橙

８９ 白磁 皿 包含層 １１．７０ ２．２５ 口縁部１／９ 灰白～浅黄

９０ 白磁 碗 包含層 ２．３０ ３．８０ 底部１／２弱 淡赤橙～灰白

９１ 須恵器 捏鉢 包含層 ２３．１０ ４．７０ 口縁部１／１０ 普通 明緑灰～オリーブ灰

９２ 備前焼 擂鉢 包含層 ３２．００ ５．９５ 口縁部わずか 普通 にぶい橙～灰褐

９３ 備前焼 擂鉢 包含層
３３．４０

１４．００ １６．１０ 口縁部～底部わずか 普通 橙～灰褐

９４ 備前焼 甕 包含層 １０．００ ２０．８０ 底部わずか 普通 褐灰～にぶい赤褐
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

０．５㎜大のチャート・クサリ
礫含む

底部回転糸切り ５５

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下のチャート含む ５５ １０

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

１㎜大のクサリ礫・チャート
多く含む

底部回転糸切り ５５

外面：底部回転糸切り。体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

０．５～２㎜大のチャート・ク
サリ礫他含む

５５

外面：底部回転糸切り。体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

０．５㎜大の石英・チャート・
クサリ礫含む

５５ １１

外面：底部回転糸切り。体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の長石含む ５５ １１

外面：体部ユビオサエ 鍔～口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

０．５㎜大の石英・チャート含
む

口縁部外面煤付着 ５６ １１

外面：施釉。
内面：施釉。

精良 ５６

外面：施釉。
内面：施釉。

精良 ５６

外面：施釉。
内面：施釉。

精良 唐津焼 ５６

外面：施釉。
内面：施釉。

精良 ５６

外面：底部ヘラ削り 体部施釉。
内面：底部～体部施釉 底部釉剥ぎ。

精良 ５６

外面：体部ナデ 口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

４㎜以下のチャート・長石多
く含む

５６

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

２㎜以下の長石含む ５６ １１

外面：底部ナデ。体部～口縁部横ナデ 体部卸目。
内面：体部～口縁部横ナデ。

１㎜以下の長石他含む ５６

外面：体部回転ナデ 下端部ヘラ削り。
内面：体部回転ナデ。

１～２㎜大の長石多く含む ５６
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第３節 大明神遺跡の調査

１．概要

はじめに 基本的に、調査区全域で遺構が検出されている（第５８図）。しかし、大坪遺跡同様、調査地

は以前水田であった地域で、水田造成に伴い顕著に削平を受けた箇所も少なからず認められ

る。この削平は大坪遺跡よりも顕著で、遺構が検出された地域とされていない地域との差が

明確である。おそらく、大坪遺跡同様、遺構は比較的均質に分布していたものと考えられる。

また、検出した遺構に関しても、削平を受けた箇所については、検出面からの深さがわずか

でも遺構と判断している。

検出遺構 竪穴住居址・掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝・谷を検出している。柱穴に関しては、建物

として復元できなかった柱穴のなかで、良好な遺物が出土しているものについて報告する。

２．竪穴住居跡

SH０１

概 要 調査区中央部南側で検出した（第５８

図）。谷の西側に位置する。調査の終了

間際に明らかとなった遺構であるため、

空中写真には写っていない遺構である。

当遺構の南側・西側は、後世の水田開発

のため削平を受け、遺構は残存していな

かった。検出されたのは、全体の約１／３

である。他の遺構との切り合い関係は認

められない。

形状・規模 平面形は、円形もしくは隅丸方形をなすものと考えられる。主柱穴と周壁溝が検出されて

いる。

主柱穴 ２穴（P１・P２）検出されている。P１については、後世の削平を受け、検出されたのは全

体の１／２に限られる。P１とP２の柱穴間距離は２．３０mである。

P１は径５０㎝を測り、床面からの深さは６６㎝である。径２５㎝の柱痕が検出されている。P２

は径５８㎝を測り、床面からの深さは６４㎝である。径２２㎝の柱痕が検出されている。

周壁溝 南東部で一部途切れる以外、住居跡の輪郭に沿って検出されている。床面における幅は

２５㎝を測る。横断面は浅い逆台形をなし、最深部における床面からの深さは５㎝である。周

壁溝内からは、弥生土器が数点出土している。

埋没状況 黄灰褐色中細砂が堆積していた。その層相から判断して、人為的に埋められたものと考え

られる。また、床面からは炭化した建築材がわずかに残存しており、焼失後に埋没したもの

と考えられる。

出土遺物 弥生土器の壺・高坏・製塩土器が出土している。

壺 １の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて残存する。体部外面をタテハケ、内

面を横方向のヘラ削り後、口縁部が横ナデ調整により仕上げられている。口縁部は、く字形

第５９図 SH０１の調査

第３節 大明神遺跡の調査

―８７―

大
明
神
遺
跡



P１
P２

８３.４０m

０ ２m

に屈曲し、端部を拡張させ、端面が形成されている。端面には３条の凹線が施されている。

高坏 ３の１個体が出土している。坏部を中心に残存する。坏部は、水平に近い体部に対して口

縁部が短く立ち上がり、端部が外方に引きのばされている。体部は内外面ともヘラミガキに

より仕上げられている。その方向は異なり、内面は縦方向、外面は横方向に磨かれている。

口縁部は内外面とも横ナデ調整により仕上げられ、内面は横方向のヘラミガキが加えられて

いる。また、口縁部外面には４条の凹線が引かれている。

製塩土器 ２の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて残存する。すべて手づくねにより整

形されている。

時 期 出土遺物から判断して、弥生時代後期初頭と考えられる。

第６０図 SH０１
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SD０３

SB０１

SB０２

SD１１

SD０４
SD０６

P０２
P０１

０ ５m

３．掘立柱建物跡

１０棟（SB０１～SB１０）検出している。

SB０１

概 要 調査区中央部北側に位置する（第５８図）。SB０２の北側に位置する（第６１図）。当建物につい

ては、その北側約１／２は調査区外にあたり、この箇所については五色町教育委員会により

調査が行われている。よって、ここで報告す

るものは、兵庫県教育委員会と五色町教育

委員会の調査成果を合成したものである。

上記２教育委員会の調査成果により合成

された建物は、完存するものである。また、

本建物の北側から東側にかけて鍵形にめぐ

るSD０３については、本建物とセットで機

能していたものと考えられる。

第６１図 建物群１

第６２図 SB０１の調査
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P３P２ P４ P５ P６

P８

P９

P１０

８４.００m

８４.００m

P１１P１２P１３P１４P１５

P１６

A

B

A

B

Á

Á

B́

B́

P１７

P１８
P１９

P２０ P２１ P２２ P２３

P２４

P２５P２６P２７P２８
P３４

P３５ P３６

P２９

P３０
P３１

P３２P３３

P７

P１

８４
.００
m

８４.００m

０ ４m

形状・規模 梁行２間×桁行３間の総柱建物に、４面に庇が付く建物である。

庇は、梁行側で４間、桁行側で５間からなり、それぞれ総柱建物の柱通りの延長上に柱が

立てられている。このため、柱穴間の間隔についても、建物の柱穴間隔にほぼ対応している。

全体的に柱通りは良好であるが、東側に関しては、やや不揃いである。北側の庇の長さが

８．６０m、西側の庇の長さが６．０５mを測り、両者を基準とした面積は５２．０３㎡である。

また、柱穴の規模については、２１㎝～７３㎝と、その差が顕著である（第１４表）。

建物本体は、全体的に柱通りが良好で、平面的にも整った長方形をなしている。梁行の規

模はP２０－P２８間で４．００m、桁行の規模はP２５－P２８間で６．３０mを測り、両者を基準とした建

物本体の面積は２５．２０㎡である。また、梁行（P２０－P２８）を基準とした棟軸方向は、N２４°Eを

示す。なお、各柱穴間の規模は、第１４表の通りである。

第６３図 SB０１
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８３.９０m

８３.９０m ８３.８０m

８３.８０m ８３.８０m
P１３

２

１

２

１

２

１

２

１

２ １

P２６

P２７ P３６

P１１

０ １m

柱穴は、平面形が円形を基本とするが、P２・P２３・P３１のように不整形なものも認められ

る。これら柱穴以外は、３０～４０㎝代とほぼ同規模である。また、各柱穴の検出面からの深さ

は、４０㎝以上が多く、全体的に深い傾向にある。

建物を構成する柱穴のなかで、P２４・P３０においては柱痕が検出されている。この他、P

１１・P１３・P２６においては、柱そのものが遺存していた（第６４図）。また、P３６の柱穴底部には

礎板が遺存していた。さらに、P２７の底部には２０㎝大の石が置かれていた。

なお、P１９・P３２・P３３・P３４・P３５・P３６のように、建物を構成する柱穴と切り合い関係に

あるものが検出されている。いずれも本建物に切られるもので、わずかに南西もしくは南側

へずれた位置で検出されている。全ての柱穴ではないが、一部建て替えが行われたようであ

る。なお、各柱穴の規模は、第１４表の通りである。

出土遺物 土師器の皿と椀が出土している（第９１図）。

皿（４）はP８から出土している。底部から体部にかけて残存し、体部は直線的に立ち上が

る。底部は回転糸切りにより切り離され、体部は内外面とも回転ナデにより仕上げられてい

る。また、内面見込には仕上げナデが加えられている。底部はかなり薄く仕上げられている。

椀（８）はP２７から出土している。体部から口縁部にかけて残存し、内外面とも回転ナデ調

整により仕上げられている。

時 期 出土遺物から判断して、中世�期に位置付けられる。

第６４図 SB０１柱穴断面

１．灰黄褐色細砂～中砂
２．黄褐色シルト混じり

にぶい黄橙色細砂～中砂

１．暗灰色シルト混じり細砂～中砂
２．淡灰色細砂～粗砂

１．暗灰色シルト質細砂
２．淡黄灰色粗砂

１．黒灰色シルト混じり細砂
２．淡灰色シルト混じり細砂

１．暗灰色シルト質細砂
２．淡黄灰色細砂
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SB０２

概 要 調査区中央部北側に位置する（第５８図）。SB０１の南側に位置する（第６１図）。建物南西部が

後世の削平を受け、未検出である。SD０５と切り合い関係にあるが、調査ではその前後関係

を明らかにすることはできなかった。また、当建物を囲むようにSD０４が検出され、その方

向性等から、当建物とセットになるものと考えられる。

形状・規模 梁行２間×桁行２間の総柱建物である。

梁行の規模はP３－P５間で４．５０m、桁行の規模はP１－P３間で４．５５mを測り、両者はほ

ぼ同規模である。また、両者を基準とした建物の面積は２０．４７㎡と、比較的小型の建物であ

る。また、梁行を基準とした棟軸方向は、N１３°３０″Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第１５

表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ同様の規模からなる。規模についても、P５の２０㎝を

第１４表 SB０１建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北側庇

P１－P２ １．１０

８．６０ １．７２

P１ ４５ － ５５

P２－P３ ２．２５ P２ ７０ － ３８

P３－P４ ２．２５ P３ ５５ － ５３

P４－P５ ２．１０ P４ ５５ － ４３

P５－P６ ０．９０ P５ ５２ － ４３

東側庇

P６－P７ １．００

６．１０ １．５３

P６ ４８ ２２ ４３

P７－P８ ２．１０ P７ ５５ － ５３

P８－P９ ２．１０ P８ ２８ １３ ４４

P９－P１０ ０．９０ P９ ３３ － ２８

南側庇

P１０－P１１ ０．８０

８．４５ １．６９

P１０ ３３ － ４０

P１１－P１２ ２．１０ P１１ ２７ １０ ４２

P１２－P１３ ２．２０ P１２ ３２ １５ ５３

P１３－P１４ ２．２０ P１３ ２７ １１ ５５

P１４－P１５ １．１５ P１４ ２７ － ４０

西側庇

P１５－P１６ ０．９０

６．０５ １．５１

P１５ ２１ １０ ３０

P１６－P１７ ２．２０ P１６ ２７ － １５

P１７－P１８ ２．１０ P１７ ２３ － ３０

P１８－P１ ０．８５ P１８ ２４ － ４２

北桁行

P２０－P２１ ２．２０

６．５５ ２．１８

P１９ ４５ － ５８

P２１－P２２ ２．１５ P２０ ４０ － ５８

P２２－P２３ ２．２０ P２１ ４４ － ５０

東梁行
P２３－P２４ ２．１０

４．３０ ２．１５
P２２ ３６ － ６７

P２４－P２５ ２．２０ P２３ ７３ － ４８

南桁行

P２５－P２６ ２．００

６．３０ ２．１０

P２４ ４２ ２２ ５０

P２６－P２７ ２．２０ P２５ ３８ － ６０

P２７－P２８ ２．１０ P２６ ３４ － ３６

西梁行
P２８－P２９ ２．００

４．００ ２．００
P２７ ２１ － ４０

P２９－P２０ ２．００ P２８ ３３ － ５０

P２９ ３４ － ４３

P３０ ３２ １７ ４５

P３１ ５８ － ５０

P３２ ３５ － ７０

P３３ ４０ － ２０

P３４ ３７ － ６０

P３５ ４７ ２３ ３５

P３６ ３９ １９ ５５
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P３

P２

P４ P５

P１

P６

P７

除いては、３０㎝前後とほぼ同様である。この他、各柱穴の検出面からの深さは、P３の１８cm

を除いては、５０㎝以上と深い傾向にある。また、P６を除いては柱痕が検出されている。

第６５図 SB０２

第１５表 SB０２建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

東桁行
P１－P２ ２．１５

４．５５ ２．２８
P１ ２７ １５ ５４

P２－P３ ２．４０ P２ ３５ １４ ６０

北梁行
P３－P４ ２．７０

４．５０ ２．２５
P３ ３５ １８ １８

P４－P５ １．８０ P４ ３２ １４ ６０

P５ ２０ １４ ６５

P６ ３４ － ５５

P７ ３２ １３ ５７
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P２ P４ P５

２

１
２ ２１

２

１

８３.８０m ８３.８０m ８３.７０m

０ １m

さらに、P２・P４・P５においては、柱そのものが遺存していた（第６６図）。ただし、多く

が腐食しており、中心部がわずかに遺存していた状態である。このなかでも、P４において

は、柱穴底部付近に厚さ４㎝の扁平な石を置き、その上に柱が立てられている状況を確認す

ることができた。

なお、各柱穴の規模は、第１５表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SB０１との関連から、

中世�期に位置付けられる。

SB０３

概 要 調査区中央部北側に位置する（第５８図）。SB０４の北側に位置する。建物全体が検出されて

いる。建物を構成するP１４が柱穴P０４と切り合い関係にあり、P０４に切られている。この他、

第６６図 SB０２柱穴断面

第１６表 SB０３建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北梁行

P１－P２ ２．２０

７．３５ ２．４５

P１ ４８ － ２２

P２－P３ ２．１０ P２ ４１ １７ ３３

P３－P４ ３．０５ P３ ２０ － ３０

東桁行

P４－P５ １．８５

７．３０ １．８３

P４ ３８ － ４５

P５－P６ １．９０ P５ ３４ １３ ２８

P６－P７ １．９０ P６ ３７ １４ ３５

P７－P８ １．６５ P７ ３２ １８ １７

南梁行

P８－P９ ３．１０

７．４０ ２．４７

P８ ３７ １７ ３６

P９－P１０ １．９５ P９ ３８ １７ ２８

P１０－P１１ ２．３５ P１０ ４０ － ３０

西桁行

P１１－P１２ １．６５

７．２５ １．８１

P１１ ４３ － ３０

P１２－P１３ １．６０ P１２ ３７ － ２３

P１３－P１４ ２．１５ P１３ ３７ － ２８

P１４－P１ １．８５ P１４ ４０ １５ ２５

P１５ ４０ １８ ３０

P１６ ３８ １８ ４７

P１７ ４４ ２２ ３２

P１８ ４５ ２２ ２２

P１９ ３８ １７ ３０

P２０ ３３ １７ ３０

１．暗灰色細砂～中砂（柱痕）
２．淡灰色シルト混じり細砂

～中砂

１．暗灰色シルト質細砂～中砂（柱痕）
２．灰色シルト混じり細砂～中砂

１．黒灰色細砂混じりシルト
（柱痕）

２．黄灰色混じり細砂～中砂
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０ ３m

８３.００m

P３P２ P４

P５

P６

P８P９P１０P１１

P１２

P１３

P１４ P１５ P１６

P１７

P１８P１９

P２０

P７

P１

鋤溝と切り合い関係にあり、鋤溝に切られている。

形状・規模 梁行３間×桁行４間の総柱建物である。すべての柱穴が検出され、梁行・桁行ともに柱通

りが良好である。

梁行の規模はP１－P４間で７．３５m、桁行の規模はP４－P８間で７．３０mを測り、両者はほ

ぼ同規模である。また、両者を基準とした建物の面積は５３．６５㎡と、比較的大型の建物であ

る。また、東桁行（P４－P８）を基準とした棟軸方向は、N１３°Eを示す。なお、各柱穴間の

規模は第１６表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、P３の２０㎝を除いては約４０㎝前後とほぼ同規模である。ま

た、各柱穴の検出面からの深さは、P７の１７㎝を除いては、３０㎝前後と同様の規模にある。

また、P１・P３・P４・P１０～P１３を除いては柱痕が検出されている。

なお、各柱穴の規模は、第１６表の通りである。

第６７図 SB０３
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８２.６０m

０ ３m

P３P２

P４

P５P６P８

P９ P１０ P１１

P７

P１

出土遺物 石器が出土している。

P１０からサヌカイト製フレイクが１点（S６）出土している。完存する個体で、長さ３．７２㎝、

幅２．９５㎝、厚さ７．２㎜を測る。重量は６gである。

時 期 土器が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。棟軸方向から判断し

て、中世�期に位置付けられる。

SB０４

概 要 調査区中央部に位置する（第５８図）。SB０３の南側に位置する。ほぼ建物全体が検出されて

いるが、南東隅の１穴のみ後世の攪乱を受け、未検出である。他の遺構との切り合い関係は

認められない。

形状・規模 梁行２間×桁行３間の総柱建物である。南東隅を除いては、すべての柱穴が検出されてい

る。桁行・梁行ともに柱通りは良好である。

梁行の規模はP１－P８間で３．８５m、桁行の規模はP５－P８間で７．５５mを測り、両者を基

準とした建物の面積は２９．０６㎡である。また、西桁行（P５－P８）を基準とした棟軸方向は、N

１９°Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第１７表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、P１０を除いてはほぼ規模である。また、各柱穴の検出面か

らの深さは、P８・P９・P１１を除いては２０㎝未満と、浅い傾向にある。また、P４・P７・P

８・P１１では柱痕が検出されている。

なお、各柱穴の規模は、第１７表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

第６８図 SB０４
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P３
P２

P４P５P６

P１

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。棟軸方向がSB０５と同

じことから判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０５

概 要 調査区西半部中央に位置する

（第５８図）。SB０３の西側に位置す

る。建物全体が検出されている

が、P５の一部がSD１９の削平を受

けている。他の遺構との切り合い

関係は認められない。

形状・規模 梁行２間×桁行１間の側柱建物

である。すべての柱穴が検出さ

れ、東梁行を除いて柱通りは良好

である。

梁行の規模はP４－P６間 で

３．４０m、桁行の規模はP１－P６

間で４．７０mを測り、両者はほぼ同

規模である。また、両者を基準と

した建物の面積は１５．９８㎡であ

る。また、北桁行（P１－P６）を

基準とした棟軸方向は、N１６°Eを

示す。なお、各柱穴間の規模は、

第１７表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、

ほぼ同規模である。また、各柱穴の検出面からの深さは、２０㎝未満と浅い傾向にある。また、

P６では柱痕が検出されている。

なお、各柱穴の規模は、第１７表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

第１７表 SB０４建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

西桁行

P５－P６ ２．５０

７．５５ ２．５２

P１ ２０ － ８

P６－P７ ２．５５ P２ ２２ － １２

P７－P８ ２．５０ P３ ２８ － ３０

北梁行
P８－P９ １．９５

３．８５ １．９３
P４ ３３ １３ ６

P９－P１ １．９０ P５ ３２ － １４

P６ ３０ － １８

P７ ２８ １２ １４

P８ ３０ １５ ４５

P９ ２４ － ６７

P１０ １７ － ８

P１１ ２７ １２ ２４

第６９図 SB０５
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P０５

P０６

P０８

P０７ SK１１

SK１２

SK１３

SK１０
SB０６

SK１４

SK０８

SK０９

SK０７
SB０７

SD１９

SB０９

SB０８

０ ５m

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。棟軸方向がSB０７と同

じことから判断して、中世�期に位置付けられる。

第１８表 SB０５建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

東梁行
P１－P２ １．７０

３．４５ １．７３
P１ ２５ － １８

P２－P３ １．７５ P２ ２２ － １８

南桁行 P３－P４ ５．００ ５．００ ５．００ P３ ２０ － １０

西梁行
P４－P５ １．６０

３．４０ １．７０
P４ ２５ － １７

P５－P６ １．８０ P５ ３１ － １０

北桁行 P６－P１ ４．７０ ４．７０ ４．７０ P６ ３８ １８ １０

第７０図 建物群２
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P３P２ P４

P５

P６P８P９

P１０

P７

P１

SB０６

概 要 調査区西部北側に位置する（第５８図）。SB０７・SB０８と平面的に重複するが（第７０図）、調査

では前後関係を明らかにすることはできなかった。また、建物全体が検出されているが、他

の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 梁行２間×桁行３間の側柱建物である。すべての柱穴が検出され、梁行・桁行ともに柱通

りは比較的良好である。

梁行の規模はP１－P４間で７．７５m、桁行の規模はP４－P６間で４．５５mを測り、両者を基

準とした建物の面積は３５．２６㎡である。特に、北桁行・南桁行ともに、西側１間（P１－P２・

P８－P９）の柱間が２m以下と、他の柱間より極端に狭い点が特徴的である。また、東梁行

（P４－P６）を基準とした棟軸方向は、N１２°Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第１９表の

通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ同規模である。また、各柱穴の検出面からの深さは、

P３を除いては、ほぼ同様の深さである。いずれの柱穴においてもは柱痕が検出されていな

い。なお、各柱穴の規模は、第１９表の通りである。

出土遺物 P４から土師器の皿と堝が出土している。

皿は６の１個体で、完形に復元できた個体である。底部は静止糸切りにより切り離され（写

真図版２７）、体部から口縁部にかけては内外面とも回転ナデ調整により仕上げられている。

口径に対して底径も大きく、わずかに平高台の痕跡も認められる。

第７１図 SB０６

第３節 大明神遺跡の調査
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堝は体部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。内面はハケ調整により仕上

げられている。

時 期 出土遺物から判断して、中世�期に位置付けられる。

SB０７

概 要 調査区西部北側に位置する（第５８図）。SB０６・SB０８と平面的に重複するが（第７０図）、調査

では前後関係を明らかにすることはできなかった。この他、P１１とP１２はSK１０と切り合い関

係にあるが、調査では前後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 梁行３間×桁行３間の側柱建物である。すべての柱穴が検出されているが、北桁行につい

ては柱通りが不揃いである。

第７２図 SB０７

第１９表 SB０６建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北桁行

P１－P２ １．４０

７．７５ ２．５８

P１ ２９ － ２２

P２－P３ ３．２０ P２ ２６ － １６

P３－P４ ３．１５ P３ ２９ － ８

東梁行
P４－P５ ２．２０

４．５５ ２．２８
P４ ３０ － ３７

P５－P６ ２．３５ P５ ２８ － １３

南桁行

P６－P７ ３．１０

７．７５ ２．５８

P６ ２７ － ２５

P７－P８ ３．１０ P７ ２４ － ３１

P８－P９ １．５５ P８ ２２ － ２３

西梁行
P９－P１０ ２．４５

４．７０ ２．３５
P９ ２４ － ２８

P１０－P１ ２．２５ P１０ ２５ － ２０

第３章 調査の成果
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梁行の規模はP４－P７間で４．９５m、桁行の規模はP７－P１０間で７．１５mを測り、両者を基

準とした建物の面積は３５．３９㎡である。また、東梁行（P４－P７）を基準とした棟軸方向は、

N１７°Eを示す。なお、各柱穴間の規模は、第２０表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ規模である。ただし、P１１とP１２は、SK１０検出後に確

認したため、小規模となっている。各柱穴の検出面からの深さは、P２～P４が顕著に深い

が、他は比較的浅い傾向にある。また、いずれの柱穴においても柱痕は検出されていない。

なお、各柱穴の規模は、第２０表の通りである。

出土遺物 P１から土師器の皿（５）が出土している。手づくね成形を基本とし、最後に口縁部が横ナ

デ調整により仕上げられてい

る。口縁端部は薄く仕上げられ

ている。

時 期 出土遺物から判断して、中世

�期に位置付けられる。

SB０８

概 要 調査区西部北側に位置する

（第５８図）。SB０６・SB０７と平面

的に重複するが（第７０図）、調査

では前後関係を明らかにするこ

とはできなかった。他の遺構と

の切り合い関係は認められな

い。

形状・規模 梁行２間×桁行３間の側柱建

物である。すべての柱穴が検出

されているが、全体的にやや歪

んだ平面形をなしている。

梁行の規模はP６－P８間で

３．６５m、桁行の規模はP１－P 第７３図 SB０８

第２０表 SB０７建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北桁行

P１－P２ ２．８０

７．１０ ２．３７

P１ ２８ － １０

P２－P３ ２．３０ P２ ３６ － ５２

P３－P４ ２．００ P３ ２９ － ４９

東梁行

P４－P５ １．３５

４．９５ １．６５

P４ ２５ － ４７

P５－P６ ２．１０ P５ ３０ － ２７

P６－P７ １．５０ P６ ２８ － ２５

南桁行

P７－P８ ２．４０

７．１５ ２．３８

P７ ３３ － ３１

P８－P９ ２．２０ P８ ２５ － １７

P９－P１０ ２．５５ P９ ２７ － ２０

西梁行

P１０－P１１ １．３０

４．７５ １．５８

P１０ ２１ － １１

P１１－P１２ １．７０ P１１ ２２ － ２３

P１２－P１ １．７５ P１２ ２０ － ２０
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８１.６０m

３m０

P３P２

P４

P５P６

P８
P９

P７

P１

８間で４．８０mを測り、両者を基準とした建物の面積は１７．５２㎡である。このなかで、東梁行

の柱穴間距離が極端に異なる点が特徴的である。また、北桁行（P１－P８）を基準とした棟

軸方向は、N７８°３０″Wを示す。なお、各柱穴間の規模は、第２１表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ規模である。各柱穴の検出面からの深さは、２５㎝以下

と、全体的に浅い傾向にある。また、いずれの柱穴においても柱痕は検出されていない。な

お、各柱穴の規模は、第２１表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。棟軸方向がSB０６と同

じことから、中世�期に位置付けられる。

SB０９

概 要 調査区西部南側に位置する

（第５８図）。SB０６～SB０８の南西

側に位置する（第７０図）。SK１３

と切り合い関係にあり、P１が

SK１３を切っている。また、SK

１２と平面的に重複するが、調査

では前後関係を明らかにするこ

とはできなかった。

形状・規模 梁行２間×桁行２間の総柱建

物である。すべての柱穴が検出

されており、各柱穴は比較的整

然と並んでいる。

梁行の規模はP５－P７間で

３．２５m、桁行の規模はP３－P

５間で４．００mを測り、両者を基

準とした建物の面積は１３．００㎡

である。また、東桁行（P３－P

５）を基準とした棟軸方向は、

第２１表 SB０８建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

東梁行
P１－P２ ２．６０

３．７５ １．８８
P１ ２５ － ２１

P２－P３ １．１５ P２ ２４ － １０

南桁行

P３－P４ ２．００

４．９５ １．６５

P３ ２５ － ２０

P４－P５ １．６０ P４ ３０ － １１

P５－P６ １．３５ P５ ２５ － ２３

西梁行
P６－P７ １．７５

３．６５ １．８３
P６ ３１ － ２２

P７－P８ １．９０ P７ ２５ － １３

北桁行

P８－P９ １．２０

４．８０ １．６０

P８ ３２ － ３０

P９－P１０ １．８０ P９ ２３ － １０

P１０－P１ １．８０ P１０ ３１ － ２５

第７４図 SB０９
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８１.５０m

P３

P２

P４

P１

０ ３m

N１３°Eを示す。柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ規模である。各柱穴の検出面からの深さ

は、P１が４７㎝と突出して深い以外、多くは１０㎝代と浅い傾向にある。このなかで、P４とP

５におおいて柱痕が検出されている。

出土遺物 P４から、サヌカイト製フレイクが１点（S８）出土している。完存する個体で、１．５㎝×１．４４

㎝を測る。最大厚は２．５㎜で、重量は０．７gである。

時 期 土器が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。棟軸方向がSB０５・SB

０６に近いことから判断して、中世�期に位置付けられる。

SB１０

概 要 調査区南西部に位置する

（第５８図）。SB０６～SB０８の

西側に位置する。建物全体

が検出され、他の遺構との

切り合い関係は認められな

い。

形状・規模 梁行１間×桁行１間の側

柱建物である。すべての柱

穴が検出されている。

梁行の規模はP１－P４

間で２．３０m、桁行の規模は

P３－P４間で３．９０mを測

り、両者を基準とした建物

の面積は８．９７㎡である。また、西梁行（P１－P４）を基準とした棟軸方向は、N３°Eを示す。

なお、各柱穴間の規模は、第２２表の通りである。

柱穴は、平面形が円形をなし、ほぼ規模である。各柱穴の検出面からの深さは、８㎝と浅

い傾向にある。このなかで、P２において柱痕が検出されている。なお、各柱穴の規模は、

第２２表の通りである。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。

第２２表 SB１０建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
（m）

側面距離
（m）

柱穴間平均距離
（m）

№
平面規模
（㎝）

柱痕
（㎝）

深さ
（㎝）

北桁行 P１－P２ ３．６０ ３．６０ ３．６０ P１ ２３ － ８

東梁行 P２－P３ ２．１０ ２．１０ ２．１０ P２ ３５ １４ ８

南桁行 P３－P４ ３．９０ ３．９０ ３．９０ P３ ２５ － ８

西梁行 P４－P１ ２．３０ ２．３０ ２．３０ P４ ３０ － ８

第７５図 SB１０

第３節 大明神遺跡の調査

―１０３―

大
明
神
遺
跡



４．柱穴

ここでは、建物を構成する柱穴ではないが、良好な遺物が出土している柱穴について出土

遺物を中心に報告する。

P０１

概 要 SB０２内に位置し、P０２の北側に位置する（第６１図）。

出土遺物 土師器の椀（７）が出土している（第９１図）。７は、完形に復元できた個体で、底部は回転糸

切りにより切り離されている。体部から口縁部にかけては回転ナデにより仕上げられ、最後

に内面見込に仕上げナデが加えられている。形態的には杯の可能性も考えられる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０３

概 要 調査区中央部北側に位置する（第５８図）。SD１４と一部平面的に一致する。

出土遺物 土師器と瓦器の皿が出土している（第９１図）。土師器皿については、小片のため図化できな

かった。

瓦器については、９の１点が出土している。底部から口縁部にかけて残存し、口縁部は横

ナデにより仕上げられている。また、底部内外面は、ナデ調整により仕上げられている。全

体的に炭素の吸着が不十分である。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０４

概 要 調査区中央部北側、SB０３－P１４の西側に位置し、P１４に切られている（第５８図）。

出土遺物 土師器の皿が２個体（１０・１１）出土している（第９１図）。２個体は、いずれも回転糸切りによ

り切り離され、体部から口縁部は回転ナデにより仕上げられている。ただし、１１は、底部に

わずかに平高台の痕跡が認められ、内面見込に仕上げナデが加えられる点において、１０とは

特徴を異にしている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０５

概 要 SB０８北東隅付近に位置する。SB０８北桁行ライン上にあたり、P０６の北東側にあたる（第７０

図）。

出土遺物 須恵器の捏鉢（１２）が出土している（第９１図）。口縁部を中心に残存し、口縁部は内側上方に

拡張させられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０６

概 要 SB０８のほぼ中央部に位置する（第７０図）。P０７の東側にあたる。

出土遺物 土師器の甕（１３）が出土している（第９１図）。体部から口縁部にかけて残存する。体部は球形
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をなし、口縁部はく字形をなす。体部外面はナデ、内面はハケ調整により仕上げられている。

その後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。体部外面の仕上げは粗く、器面は

凹凸が顕著である。

時 期 出土土器から判断して、中世に位置付けられる。

P０７

概 要 SB０８内西側に位置し、P０６の西側にあたる（第７０図）。

出土遺物 土師器の杯（１４）が出土している（第９１図）。底部から口縁部にかけて残存する。底部はわず

かに残存するのみであるが、ヘラ切りの痕跡が認められる。体部から口縁部にかけては、回

転ナデにより仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

P０８

概 要 建物群２の南側に位置する（第７０図）。

出土遺物 土師器の椀（１５）が出土している（第９１図）。体部から口縁部にかけて残存し、内外面とも回

転ナデにより仕上げられている。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

５．土坑

１４基（SK０１～SK１４）検出されている。

SK０１

概 要 調査区東部で検出した。大坪遺跡との境をなす谷部の西側に位置する。他の遺構との切り

合いは認められず、完存する。

形状・規模 平面形は三角形気味の楕円形をなす。南北方向に主軸をとり、主軸方向での規模は１．７５m、

その直交方向で１．１０mを測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは

３０㎝である。

埋没状況 上から、黄褐色シルト混じり暗灰色極細砂～細砂の１層が堆積していた。その層相から判

断して、人為的に埋められたものと判断される。

出土遺物 弥生土器の鉢（１６）が出土している（第９１図）。

１６は、底部のみ残存する。底部はユビオサエにより整形され、高台状をなす。全体的に磨

滅が著しいが、外面に叩きの痕跡が認められる。

時 期 出土土器から、弥生時代後期と考えられる。

SK０２

概 要 調査区中央部北側で検出した（第５８図）。SD０１とSD０３の中間に位置する。他の遺構との切

り合いは認められず、完存する。

形状・規模 平面形はほぼ円形をなす。南北方向に主軸をとり、主軸方向での規模は１．００m、その直交
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８４.００m

１

２

３

０ １m

方向で９０㎝を測る。横断面は逆台形をな

し、最深部における検出面からの深さは

４２㎝である。

埋没状況 上から、褐灰色細砂～中砂混じりシル

ト、明黄褐色細砂～中砂、灰黄褐色シル

ト混じり細砂～中砂の３層が堆積してい

た（第７６図）。１層・２層については、そ

の層相から判断して、人為的に埋められ

たものと判断される。最下層について

は、流れ込みによる堆積と考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物から

の時期の特定は困難である。埋土の特徴等から、中世に位置付けられる。

SK０３

概 要 調査区中央部南側で検出した（第５８図）。後世の水田造成のため大きく削平を受けた地点

で、周辺では江戸時代以降と考えられる土坑が数基検出されているのみである。他の遺構と

の切り合い関係は認められず、完存する。

本土坑は、後述するように２段に掘り込まれているが、上段平坦部には、３０㎝～８０㎝大の

河原石が並べられていた（第７８図）。特に、南側から西側にかけて顕著である。下段に何かを

埋め込み、その控えとして置かれていた可能性が考えられる。

形状・規模 平面形は隅丸長方形を基本形とする。東西方向に主軸をとり、主軸方向での規模は５．９６m、

その直交方向で４．５０mを測る。横断面は、２段に掘り込まれているが、上段は皿形、下段は

箱形をなす（第７８図）。この結果、底部はほぼ平坦となっている。最深部における検出面から

の深さは９５㎝である。

埋没状況 上から、淡灰色細砂混じり黒灰色シルト質極細砂、暗灰色シルト混じり青灰色シルト質極

細砂の２層が堆積していた。２層とも、その層相から判断して、人為的に埋められたものと

判断される。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため時期の特定

は困難である。埋土の特徴等から、近世

以降と考えられる。

SK０４

概 要 調査区中央部南側で検出した。後世の

水田造成のため大きく削平を受けた地点

で、周辺では江戸時代以降と考えられる

土坑が数基検出されているのみである。

第７６図 SK０２断面

第７７図 SK０４の調査

１．褐灰色細砂～中砂混じりシルト
２．明黄褐色細砂～中砂
３．灰黄褐色シルト混じり細砂～中砂
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８２.５０m

１

２

０ １m

第７８図 SK０３

１．淡灰色細砂混じり黒灰色シルト質極細砂
２．暗灰色シルト混じり青灰色シルト質極細砂
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SK０３の西側、SK０６の東側に位置する（第５８図）。後述するように、土坑というより、焼成遺

構の可能性が考えられる遺構である。他の遺構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は楕円形をなす。東西方向に主軸をとり、主軸方向での規模は１．００m、その直交方

向で７６㎝を測る。横断面は、皿形をなす。最深部における検出面からの深さは７㎝である。

埋没状況 下面が焼土層となっていた。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため時期の特定は困難であるが、埋土の特徴等から近世以降と考え

られる。

SK０５

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。本遺構の大半は、後世の水田造成により削平を受けて

いる。このため、検出できたのは全体の一部に限られる。SD１８の南端に位置し、切り合い

関係にある。ただし、調査では前後関係を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなすものと考えられる。東西方向に主軸をとり、主軸方向での規模

は３．５０m、その直交方向で１．２０mを検出している。横断面は、逆台形をなす。最深部におけ

る検出面からの深さは２５㎝である。

埋没状況 上から、暗灰色シルト混じり黄褐色細砂～中砂、黄褐色細砂混じり暗灰色細砂～中砂が堆

積していた。両層とも、その層相から判断して人為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１８との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SK０６

概 要 調査区中央部南側で検出した（第５８図）。埋め桶土坑である。他の遺構との切り合い関係は

認められず、完存する。

形状・規模 平面形は円形をなす。その規模は径２．４０mを測る。横断面は箱形をなし、最深部における

検出面からの深さは９１㎝である。

埋没状況 人為的に埋められている。また、底部付近には箍が遺存していた。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物は出土していないが、遺構の特徴から、江戸時代以降に位置付けられる。

SK０７

概 要 調査区西半部で検出した（第７０図）。SK０８・SD１９の北側に位置する。一部後世の溝状の攪

乱を受けているが、基本的には完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をもつ楕円形をなす。その規模は主軸方向で１．３５m、直交方向で

１．０５mを測る。横断面は逆台形をなし、検出面からの深さは２２㎝である。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。埋土の特徴から、中世
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に位置付けられる。

SK０８

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK０７

の南側、SD１９の西側に位置する。他の遺構との

切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をもつ隅丸長方形をな

す。その規模は主軸方向で１．０７m、その直交方向

で７４㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部に

おける検出面からの深さは１０㎝である（第７９図）。

埋没状況 にぶい黄色細砂～中砂１層が堆積していた。層

中に黄褐色細砂をブロック状に含み、人為的に埋められたものと考えらえる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。埋土の特徴から、中世

に位置付けられる。

SK０９

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK１０

の東側に位置する。他の遺構との切り合い関係は

認められず、完存する。

形状・規模 平面形は東西方向に主軸をもつ円形をなす。そ

の規模は主軸方向で６２㎝、その直交方向で５５㎝を

測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検

出面からの深さは２７㎝である（第８０図）。

埋没状況 黄褐色細砂混じり暗灰色細砂～中砂１層が堆積

していた。その層相から判断して、人為的に埋め

られたものと考えらえる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。埋土の特徴から、中世

に位置付けられる。

SK１０

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK０９の西側、SK１１の北西側に位置する。他の遺

構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をもつ長楕円形をなす。その規模は主軸方向で２．１５m、その直交

方向で１．００mを測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２７㎝を測

る（第８１図）。

埋没状況 上から、灰黄褐色細砂～中砂、暗灰色シルト混じりにぶい黄褐色細砂～中砂、暗灰色シル

第７９図 SK０８断面

第８０図 SK０９断面

１．にぶい黄色細砂～中砂

１．黄褐色細砂混じり暗灰色細砂～中砂
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ト混じりにぶい黄橙色細砂の３層が堆

積していた。各層ともその層相から判

断して、人為的に埋められたものと考

えらえる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物か

らの時期の特定は困難である。埋土の

特徴から、中世に位置付けられる。

SK１１

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０

図）。SK１０の南東側、SK１２の北東側に位置する。他の遺構との切り合い関係は認められず、

完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をも

つ楕円形をなす。その規模は主

軸方向で１．４２m、その直交方向

で１．２０mを測る。横断面は逆台

形をなし、最深部における検出

面からの深さは４９㎝を測る（第

８２図）。

埋没状況 上から、暗灰色シルト混じり

灰褐色細砂～中砂、にぶい黄褐

色シルト混じり暗灰色細砂～中

砂、にぶい黄橙色小礫混じり細

砂の３層が堆積していた。３層

とも、その層相から判断して、

人為的に埋められたものと考えらえる。

出土遺物 青磁（１７）と土師器が出土している（第９１図）。

青磁は碗の底部片が出土している。同安窯系の製品で、内面には櫛描文が描かれている。

土師器は皿もしくは椀の一部が出土しているが、小片のため図化できなかった。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SK１２

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK１１の南西側、SK１３の南東側に位置する。他の

遺構との切り合い関係は認められず、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をもつ楕円形をなす。その規模は主軸方向で１．４５m、その直交方

向で１．０５mを測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２０㎝を測る。

埋没状況 にぶい黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層が堆積していた。その層相から判断し

第８１図 SK１０断面

第８２図 SK１１断面

１．灰黄褐色細砂～中砂
２．暗灰色シルト混じりにぶい黄褐色細砂～中砂
３．暗灰色シルト混じりにぶい黄橙色細砂

１．暗灰色シルト混じり灰褐色細砂～中砂
２．にぶい黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂
３．にぶい黄橙色小礫混じり細砂
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て、人為的に埋められたものと考えらえる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。埋土がSK１１上層と類

似することから、中世に位置付けられる。

SK１３

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK１２の北西側、SK１４の東側に位置する。SB０９の

北西隅の柱穴と切り合い関係にあるが、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をもつ隅丸方形をなす。その規模は主軸方向で８２㎝、その直交方

向で６６㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２８㎝を測る。

埋没状況 暗褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層が堆積していた。その層相から判断して、人為

的に埋められたものと考えらえる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。埋土がSK１１上層と類

似することから、中世に位置付けられる。

SK１４

概 要 調査区西半部中央で検出した（第７０図）。SK１３の西側に位置する。柱穴と切り合い関係に

あるが、完存する。

形状・規模 平面形は南北方向に主軸をもつ隅丸方形をなす。その規模は主軸方向で８０㎝、その直交方

向で５５㎝を測る。横断面は逆台形をなし、最深部における検出面からの深さは２０㎝を測る。

埋没状況 にぶい黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層が堆積していた。その層相から判断し

て、人為的に埋められたものと考えらえる。

出土遺物 土器と鉄製品が出土している。

土師器 椀（１８）が出土している（第９１図）。口縁部から体部にかけて残存するが、磨滅が著しく内外

面の調整は観察できない。

鉄製品 M３の１点が出土している（第９０図）。M３は、厚さ３㎜の帯状の製品である。残存長は

５．３５㎝、最大幅は１．０５㎝を測る。釘の可能性も考えられる。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。
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SD０１～SD２１の２１条検出している。

SD０１

概 要 調査区東半部で検出した（第５８図）。ほぼ南北にのびる溝で、南端は調査区外へ伸びている。

他端は、途中で分岐し、北方向・東方向・南西方向へのびている。南西方向へ分岐した溝は

SD０３に繋がっている以外は、いずれも調査区内で収束している。

なお、本来は別の溝として報告すべきであるが、埋土が同じで切り合い関係を確認するこ

とができなかったため、同一の溝として報告する。

形状・規模 検出した長さは、南端から分岐地点までは、１４mを測る。さらに、東方向へ１０m、北方向

へ１２m、南西方向へ８．５０m伸びている。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの

深さは１４㎝を測る。

埋没状況 暗黒灰色シルト混じり極細砂～細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、自然に

堆積したものと考えられる。

出土遺物 鉄製品が１点（M７）出土している（第９０図）。３．２５㎝×２．９㎝、厚さ３㎜の鉄片である。直

線をなす背部と刃部が認められることから、刀子もしくは小刀の可能性が考えられる。

時 期 SD０３との関係から、中世�期に位置付けられる。

SD０２

概 要 調査区東半部中央で検出した（第５８図）。弧状をなす溝で、両端とも調査区内で収束してい

る。SD０１分岐部の西側、SD０９東端部の北側に位置する。他の遺構との切り合い関係は認め

られない。

形状・規模 検出した長さは６．５０mである。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの深さは

１０㎝を測る。

埋没状況 暗灰色細砂１層が堆積していた。その層相から判断して、自然に堆積したものと考えられ

る。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０３との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD０３

概 要 調査区中央部北側で検出した。五色町教育委員会の調査成果と合わせ、南北方向から東西

方向に鍵形をなすことが明らかとなった遺構である。SB０１を取り囲んでおり（第６１図）、SB

０１とセットで機能していたものと考えられる。ただし、平面的にはSD０３内にSB０１の柱穴が

あり、切り合い関係が認められる。しかし断面観察の結果、SD０３がある程度埋められた段

階で、SB０１が建てられている（第８３図）。

この他、南側にはSD０４があり、SD０４に切られている。また、当溝の南端はSD１１と切り合

い関係にあり、SD１１に切られている。

第３章 調査の成果

―１１２―

大
明
神
遺
跡



８３.００m

１２ ３
３

４

０ １m

８３.９０m８４.８０m

８３.８０m

１

A

C Ć
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形状・規模 東西方向に１０m、南北方向に６．５０m検出している。検出面における幅は、北側中央で

１．１５m、東側中央で２．００mである。横断面は２段に掘り込まれ、いずれも逆台形をなしてい

る。最深部における検出面からの深さは２８㎝である。

埋没状況 上から、明黄褐色細砂～中砂混じり暗灰色細砂～中砂、灰色シルト混じり明黄褐色細砂～

中砂、灰色シルト混じり中砂～細砂の３層からなる。最下層は自然堆積によるものと考えら

れるが、２層と３層については意識的に埋められている。また、３層を切る形でSB０１の柱

穴が掘られている（第８３図）。このため、当溝は一端完全に埋没後、２層下面のラインまで再

掘削され、この状態でSB０１が機能していたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SB０１との関係から、SB

０１が機能していた段階で２層が再掘削されたものと考えられる。したがって、最下層まで掘

削されたのは、中世�期と考えられる。

SD０４

概 要 調査区中央部北側で検出した（第５８図）。SD０３の南側に位置する。東西－南北－東西方向

にコの字形にめぐる溝で、SB０２を取り囲んでいる（第６１図）。SB０２とセットで機能していた

第８４図 SD０４断面

第８３図 SD０３断面

１．SB０１柱穴
２．明黄褐色細砂～中砂混じり

暗灰色細砂～中砂
３．灰色シルト混じり

明黄褐色細砂～中砂
４．灰色シルト混じり中砂～細砂

１．暗灰色シルト混じり細砂～中砂
２．暗灰色シルト混じり黄灰色細砂～中砂

１．暗灰色シルト混じり褐灰色細砂～中砂
２．暗灰色シルト混じり灰黄褐色細砂～中砂

１．にぶい黄橙色細砂～中砂混じり暗灰色細砂～中砂
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ものと考えられる。北側東端はSD０３と、北側西端はSD１１と、南側西端はSD０５と切り合い、

SD０３を切り、SD０５とSD１１に切られている。

形状・規模 北側で６．００m、東側で６．００m、南側で４．００m検出している。検出面における幅は、北側中

央で８０㎝、東側中央で７０㎝、南側中央で４０㎝を測る。横断面は逆台形を基本とし、最深部に

おける検出面からの深さは、北側で３０㎝、東側で２０㎝、南側で１５㎝を測る。

埋没状況 北側と東側で２層、南側で１層からなる（第８４図）。北側と東側の下層については、ラミナ

が認められ、自然堆積によるものと考えられる。上層及び南側については、人為的に埋めら

れた層と考えられる。

出土遺物 土器と石器が出土している。

土 器 土師器と須恵器が出土している（第９１図）。

土師器 皿と堝が出土している。

皿は口縁部片と底部片が出土している。口縁部片は、手づくね成形により、口縁部が一段

の横ナデにより仕上げられている。ただし、小片のため図化できなかった。底部片は、１９の

１個体を図化している。回転糸切りにより切り離され、回転ナデにより仕上げられている。

堝は、２２と２０が出土している。２２は、体部上半から口縁部にかけて残存する。体部に対し

て口縁部が大きく外反気味に内傾する。体部上半は球形をなし、外面は叩き整形、内面は横

方向を主体としたハケ調整により仕上げられている。その後、口縁部が横ナデ調整により仕

上げられている。

２０は、三足堝の脚部片である。体部との接合部付近が残存し、ユビナデにより仕上げられ

ている。胎土の特徴は土師器であるが、瓦質に焼成されている。

須恵器 甕（２１）は、口縁部を中心に出土している（第９１図）。外面には羽状の叩きが認められる。

石 器 叩き石が１点（S９）出土している（第９７図）。完存する個体で、４．２９㎝×３．３６㎝、厚さ３．０７㎝

を測る。重量は６１．４gである。石英斑岩。

時 期 出土土器から、中世�期に位置付けられる。

SD０５

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向から南北方向に鍵形に屈曲する溝で、SD０４

の西側、SD１１の東側に位置する。SD０４

とは切り合い関係にあり、SD０４を切っ

ている。また、SB０２と平面的に重複し、

数穴が切り合い関係にあるが、調査では

前後関係を明らかにすることはできな

かった。SD０４検出後にこれらの柱穴を

検出している。また、SD０６に切られて

いるSD０９に繋がる可能性も考えられ

る。

なお、当溝東端は調査区内で収束し、

南端の多くは後世の水田造成に伴い、削 第８５図 SD０５断面

１．暗灰色シルト混じり細砂～中砂
２．明黄褐色細砂混じり暗灰色細砂～中砂
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平されている。また、南端の一部はSD０６に接しているが、調査では両者の前後関係を明ら

かにすることはできなかった。

形状・規模 東西方向で２．７５m、南北方向で５．５０m検出している。検出面における幅は、南北方向中央

で９５㎝を測る。横断面はやや深い皿形を基本形とし、最深部における検出面からの深さは、

１７㎝である。

埋没状況 上から、暗灰色シルト混じり細砂～中砂、明黄褐色細砂混じり暗灰色細砂～中砂の２層か

らなる。特に下層については、その層相から判断して人為的に埋められたものと考えられ

る。

出土遺物 土師器・青磁・瓦が出土している。

土師器 堝（２３）が出土している（第９１図）。口縁部から体部にかけて残存する。大きく内湾する体部

上半に対して口縁部が短く外反する。頸部に対する強い横ナデにより、口縁部が肥厚傾向に

ある。体部外面は叩き整形、内面は横方向を主体としたハケ調整により仕上げられ、最後に

口頸部内外面が横ナデ調整により仕上げられている。

青 磁 碗が出土しているが、小片のため図化できなかった。体部を中心に残存し、外面には鎬を

有する蓮弁文が認められる。

瓦 燻し焼成された丸瓦と平瓦が出土している。いずれも小片である。

時 期 出土土器から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD０６

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向にわずかに弧状をなす溝である。SD０４の南

側、SD０７の北側に位置する。東端は調査区内で収束し、西端は後世の水田造成にともない

削平を受けている。SD０９と切り合い関係にあり、SD０９を切っている。また、SD０５ともわず

かに切り合い関係にあるが、前後関係は明らかにできなかった。

形状・規模 ４．６０m検出している。検出面における幅は、６０㎝を測る。横断面はやや深い皿形をなし、

最深部における検出面からの深さは、１２㎝である。

埋没状況 黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して、人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０５と埋土が類似す

ることから、中世�期に位置付けられる。

SD０７

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向にわずかに弧状をなす溝である。SD０６の南

側、SD０８の北側に位置する。東端は調査区内で収束し、西端は後世の水田造成にともない

削平を受けている。SD０９と切り合い関係にあり、SD０９に切られている。

形状・規模 ５．５０m検出している。検出面における幅は、２０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部に

おける検出面からの深さは９㎝である。

埋没状況 暗灰色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められたものと考えら
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れる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０９との切り合い関

係から、中世�期に位置付けられる。

SD０８

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向にほぼ直線的にのびる溝である。SD０７の南

側、SD０９の北側に位置する。東端は調査区内で収束し、西端はSD０９と接している。また、

途中で一箇所途切れている。他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 ４．３０m検出している。検出面における幅は、２０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部に

おける検出面からの深さは、６㎝である。

埋没状況 暗灰色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められたものと考えら

れる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０９との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD０９

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向を基本とするが、一箇所でクランクしている。

SD０８の南側、SD１０の東側に位置する。東端は３本に分岐しているが、いずれも調査区内で

収束している。西端はSD０６と切り合い関係にあり、SD０６に切られている。また、SD１０とも

切り合い関係にあり、SD１０に切られている。

形状・規模 １０．００m検出している。検出面における幅は、４５㎝～５５㎝を測り、横断面は逆台形をなす。

最深部における検出面からの深さは、４㎝である。

埋没状況 暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められた

ものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０６との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１０

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。東西方向に直線的にのびる溝である。SD０９の西側に

位置する。東端はSD０９を切り調査区内で収束し、西端は後世の水田造成に伴い削平を受け

ている。

形状・規模 ３．００m検出している。検出面における幅は２０㎝を測り、横断面は皿形をなす。最深部にお

ける検出面からの深さは、５㎝である。

埋没状況 暗灰色シルト混じり細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められた

ものと考えられる。
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８３.７０m

１

２

０ １m

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０９との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１１

概 要 調査区中央部で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、北端は調査区外への

び、南端は後世の水田造成により削平を受けている。SD０３・SD０４の西側に位置し、両溝を

切っている（第６１図）。

形状・規模 １１．００m検出している。検出面における幅は１．６０mを測る。横断面は２段に掘られ、いず

れも逆台形をなす。最深部における検出面からの深さは３２㎝である（第８６図）。

埋没状況 上から、暗灰色シルト混じり細砂、暗灰褐色シルト混じり細砂～中砂の２層からなる。２

層中にはマンガンの集積が目立ち、その層相から判断して人為的に埋められたものと考えら

れる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD０３・SD０４との関係

から、中世�期に位置付けられる。

第８６図 SD１１断面

SD１２

概 要 調査区中央部西側で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、南端は２本に分

岐している。北端は調査区内で収束し、南端は後世の水田造成により削平を受けている。SD

１１の西側、SD１３の東側に位置し、両溝と平行する。

形状・規模 ８．００m検出している。検出面における幅は、３０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部に

おける検出面からの深さは４～１０㎝を測る。

埋没状況 暗灰色シルト混じり細砂～中砂の１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められ

たものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１３との関係から、

中世�期に位置付けられる。

１．暗灰色シルト混じり細砂
２．暗灰褐色シルト混じり細砂～中砂
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SD１３

概 要 調査区中央部西側で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、中間部が２本に

分岐している。北端は調査区外にのび、南端は後世の水田造成により削平を受けている。SD

１２の西側、SD１４の東側に位置し、両溝と平行する。

形状・規模 １３．４０m検出している。検出面における幅は、３８㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部

における検出面からの深さは４㎝である。

埋没状況 暗灰色シルト混じり細砂～中砂の１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められ

たものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１４との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１４

概 要 調査区中央部西側で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、北端は調査区外

へのび、南端は後世の水田造成により削平を受けている。SD１３の西側に位置し、SD１３と平

行する。また、P０３と切り合い関係にあり、P０３を切っている。

形状・規模 １０．８０m検出している。検出面における幅は、３０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部

における検出面からの深さは９㎝である。

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり灰色細砂～中砂の１層からなる。その層相から判断して人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 土師器と瓦器が出土している。

土師器 小片が出土しているが、器種の特定は困難である。

瓦 器 椀の底部片（２４）が出土している（第９１図）。底部には、退化した断面逆台形の高台が貼り付

けられている。高台高はわずか２㎜である。全体的に炭素の吸着が不十分である。

時 期 出土遺物から判断して、中世�期に位置付けられる。

SD１５

概 要 調査区西半部で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、北端は調査区外にの

び、南端は調査区内で収束している。SD１６の東側に位置し、SD１６と平行する。また、SB０３

東側桁行とほぼ一致し、柱穴と切り合い関係にある。SD１５検出後に柱穴を検出している。

形状・規模 ８．９０m検出している。検出面における幅は２２㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部にお

ける検出面からの深さは６㎝である。

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり灰色細砂～中砂の１層からなる。その層相から判断して人為的に埋

められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１４との関係から、

中世�期に位置付けられる。
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８２.８０m

１

０ １m

SD１６

概 要 調査区西半部で検出した（第５８図）。南北方向に

直線的にのびる溝で、北端は調査区外にのび、南

端は調査区内で収束している。SD１５の西側、SD

１７の東側に位置し、両溝と平行する。また、SB

０３と平面的にほぼ一致するが、調査では前後関係

を明らかにすることはできなかった。

形状・規模 １０．３０m検出している。検出面における幅は

７０㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深部における検出面からの深さは６㎝である。

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり灰色細砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められた

ものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１５との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１７

概 要 調査区西半部で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、北端は調査区外にの

び、南端は調査区内で収束している。SD１６の西側、SD１８の東側に位置し、両溝と平行する。

また、SB０３と平面的にほぼ一致するが、調査では前後関係を明らかにすることはできなかっ

た。

形状・規模 １０．３０m検出している。検出面における幅は４０㎝を測る。横断面はやや深い皿形をなし、

最深部における検出面からの深さは８㎝である。

埋没状況 SD１６と同じく、暗灰褐色シルト混じり灰色細砂１層からなる。その層相から判断して人

為的に埋められたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１６との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１８

概 要 調査区西半部で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、北端は調査区内で収

束している。南端はSK０５と切り合い関係にあり、SK０５に切られている。SD１７の西側に位置

し、平行する。また、SB０３と平面的にほぼ一致するが、調査では前後関係を明らかにする

ことはできなかった。

形状・規模 ９．７０m検出している。検出面における幅は２０㎝～３５㎝を測る。横断面は皿形をなし、最深

部における検出面からの深さは、６㎝～９㎝である。

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり灰色細砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められた

ものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

第８７図 SD１６断面

１．暗灰色シルト混じり細砂
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時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１６との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD１９

概 要 調査区西部で検出した。南北方向に直線的にのびる溝で、両端とも調査区内で収束してい

る。SD２０の北側、SK０７の南側、SK０８の東側に位置する（第７０図）。

形状・規模 ４．８０m検出している。検出面における幅は一定せず、３０㎝～７０㎝を測る。横断面はやや深

い皿形をなし、最深部における検出面からの深さは、９㎝である。

埋没状況 黄褐色細砂混じり暗灰色細砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋められたも

のと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。SD１６との関係から、

中世�期に位置付けられる。

SD２０

概 要 調査区西部で検出した（第５８図）。南北方向に直線的にのびる溝で、両端とも調査区内で収

束している。SD１９の南側に位置する。他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 ３．５０m検出している。検出面における幅は一定せず、２０㎝～６０㎝を測る。横断面はU字形

をなすが、最深部における検出面からの深さは８㎝～２３㎝と、底部の凹凸が顕著である。

埋没状況 黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋め

られたものと考えられる。

出土遺物 土師器の椀と杯が出土している（第９１図）。

椀は２６の１個体で、体部から口縁部にかけて残存する。内外面とも回転ナデ調整により仕

上げられている。口縁部がわずかに内湾傾向にあることから椀として報告するが、杯の可能

性も否定できない。

杯は、２５の１個体で、底部から口縁部にかけて残存する。内外面とも磨滅が著しく、調整

は観察できない。

時 期 出土遺物から、中世�期に位置付けられる。

SD２１

概 要 調査区西端部で検出した。南北方向に直線的にのびる溝で、両端とも調査区外へのびてい

る。他の遺構との切り合い関係は認められない。

形状・規模 ９．００m検出している。検出面における幅は、中央部で２．９０mを測る。横断面は逆台形をな

し、最深部における検出面からの深さは、３４㎝～７６㎝を測る。

埋没状況 黄褐色シルト混じり暗灰色細砂～中砂１層からなる。その層相から判断して人為的に埋め

られたものと考えられる。

出土遺物 全く出土していない。

時 期 遺物が出土していないため、遺物からの時期の特定は困難である。
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８３.８０m

１ ２
３

４

５６

７

０ ５m

７．谷

概 要 大明神遺跡と大坪遺跡の境をなす谷であ

る。大明神遺跡の北端部にあたる。両遺跡

の間を北東－南西方向に横断している。

形状・規模 約４０m検出している。北側については、

大坪遺跡との間の里道にかかる。この里道

部分に関する調査は、大坪遺跡の第２次調

査で行った。検出面において幅は、１４m検

出している。

横断面は逆台形をなし、最深部における

検出面からの深さは、１．６０mを測る（第８９図）。

埋没状況 ７層からなる。いずれも、その層相から判断して自然に埋没したものと考えられる。最下

層の７層からは弥生土器が多く出土し、５層からは瓦器が多く出土している。一端７層まで

埋没後、５層下面まで抉られ、その後小規模な流れ込みにより谷全体が埋没したものと考え

られる。

出土遺物 土器類と石器が出土している。

土器 弥生土器・瓦器・瓦質土器・土師器・須恵器が出土している（第９２図～第９６図）。

弥生土器 壺・甕・高坏・脚部が出土している。

壺 ２７～３６が出土している。

３４は、口縁部のみ残存する。大きく外反する口縁部の端を大きく上方に拡張させている。

この拡張部外面は明確な端面をなし、竹管文と綾杉文で飾られている。内外面の調整につい

ては磨滅が著しく、調整は観察できない。

３３は、頸部から口縁部にかけて残存するが、口縁端部を欠く。頸部は直立傾向にあり、外

面は縦方向のヘラミガキにより仕上げられている。内面は、磨滅のため調整は観察できな

い。

２９は、口縁部のみ残存する。大きく外反する口縁部の端を大きく下方に拡張させている。

この拡張部外面は明確な端面をなし、２条の擬凹線を施し、その上に円形浮文が貼り付けら

第８８図 土器の検出作業

第８９図 谷断面

１．にぶい黄橙色細砂～中砂 ４．黒灰色シルト質極細砂～中砂 ６．灰色シルト質細砂～中砂
２．灰オリーブ色細砂～中砂 ５．オリーブ黄色中砂混じり灰色極細砂～細砂 ７．灰オリーブ色中礫混じり中砂
３．黒灰色シルト質極細砂～細砂
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れている。

２７・２８・３０は、広口壺の口縁部である。２８は、大きく外反する口縁部の端部を斜下方に拡

張させている。内外面とも磨滅が著しいが、胎土の特徴から生駒西麓産と考えられる。２７も

生駒西麓産と考えられる土器である。口縁端部は下方に拡張させられ、端面には竹管文が認

められる。

３０は、形態的特徴は２８と同じである。ただし、胎土の特徴は異なり、在地産と考えられる。

また、口縁端部には径１．２５㎝の円形浮文が貼り付けられている。２個残存するが、その残存

状況から、数個がセットで貼り付けられていたものと考えられる。

３６は広口壺の底部と考えられる。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。

３１は、頸部から口縁部にかけてわずかに外反気味に立ち上がる。口縁端部がわずかに肥厚

傾向にあり、弧状をなす端面が形成されている。端面には円形浮文が貼り付けられている。

残存するのは２個であるが、その残存状況から、３０同様、数個がセットで貼り付けられてい

たものと考えられる。

３５は、直口壺の口縁部である。外反気味に立ち上がる口縁部に対して直交する横ナデによ

り、端部は内外へ肥厚している。外面には５条の断面三角形の突帯が貼り付けられ、頂部に

は刻み目が施されている。さらに、突帯間には１条からなる波状文が描かれている。また、

最上位の突帯の上側には数条からなる波状文が描かれている。内面については、磨滅が著し

く、調整は観察できない。

３２は、体部中位から口縁部にかけて残存する。内外面とも磨滅が著しく調整は観察できな

いが、体部中位外面には三角刺突文が施されている。

甕 ３８～４２・４４・４５・４７が出土している。

３９は、口縁部から体部にかけて残存する。形態的には壺形土器に近いが、内面にヘラ削り

が施されていることから、甕として報告する。体部内面は、横方向を主体としたヘラ削りに

より仕上げられている。外面は全体的に磨滅傾向が著しいが、わずかにハケ目が認められる。

最後に口縁部が横ナデにより仕上げられている。口縁端部は明確な端面が形成され、３条の

擬凹線が描かれている。

４７は、底部を中心に残存する。明確な平底を有し、外面はハケ調整、内面は強いユビナデ

により仕上げられている。

４５は、平底が退化傾向にある個体である。ただし、磨滅が著しく、内外面の調整は観察で

きない。このなかで、底部内面はユビオサエにより仕上げられている。

４０は、体部から口縁部にかけて残存する。体部内面には縦方向のヘラ削りがわずかに認め

られる。外面は、磨滅のため調整は観察できない。口縁部についても同様である。また、口

縁部外面には、被熱痕が認められる。

４１は、体部から口縁部にかけて残存する。口頸部はく字形をなす。口縁端部は拡張させら

れ、端面には２条の擬凹線が描かれている。全体的に磨滅が著しく、内外面の調整は観察で

きない。３８も同様の特徴が認められ、１条の凹線が引かれている。内外面の調整は観察でき

ない。

４４は、底部を中心に残存する。明確な平底を有し、ユビオサエにより整形されている。体
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部外面は叩き整形により仕上げられている。内面の調整は、磨滅が著しく観察できない。

４２は、底部から体部にかけて残存する。全体的に粗い仕上げで、器表面の凹凸が顕著であ

る。外面下半は縦方向、内面は横方向のヘラ削りにより仕上げられている。外面上半はユビ

オサエとナデにより仕上げられている。底部はユビオサエにより成形されている。

鉢 ４３と４６が出土している。４３は、底部から体部にかけて残存する。底部はユビオサエにより

整形され、体部外面は叩き整形により仕上げられている。形態的にみて、甕の可能性も否定

できない。

４６は、有孔鉢の底部片である。底部中央には径７㎜～９．５㎜の孔が開けられている。外面

は叩き整形により仕上げられている。

高坏 ４８～５２が出土している。

４８は、坏部が残存する。水平に近い体部に対して口縁部が短く外反気味に立ち上がるタイ

プである。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。

４９は、脚柱部のみ残存する。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。

５０は、脚部のみ残存する。裾部と脚上半部を図上で復元したものである。内外面とも磨滅

が著しく、調整は観察できない。

５１は、脚柱部と坏部の一部が残存する。脚柱部から坏部外面はヘラミガキ、脚柱部内面は

ヘラ削りにより仕上げられている。坏部内面はナデ調整により仕上げられている。

５２は、脚柱部と坏部の一部が残存する。脚柱部から坏部外面はハケ、脚柱部内面下半はナ

デ調整により仕上げられている。上半は、絞り目が顕著である。

脚部 ３７の１個体が出土している。台付壺もしくは台付鉢の台部と考えられる。台部は、内外面

とも横ナデ調整により仕上げられている。体部内面はナデ調整により仕上げられている。

瓦器 椀・皿・鉢が出土している。

椀 ６３～９１の２９個体出土している。

８４～８６・８８は、５個体とも同様の特徴が認められる。内型を用いて成形され、体部外面に

はユビオサエ痕が顕著に認められる。その後、口縁部は横ナデにより仕上げられている。内

面には暗文が認められ、見込部はジグザグ状に、体部は圏線状に施されている。暗文は、外

面には認められない。底部には断面三角形をなす高台が貼り付けられているが、その高さは

３㎜とわずかである。

６３・６４・６９・７０・７２・７４も、基本的に他の瓦器椀と同様の特徴が認められるが、内面見込

の暗文が平行文となっている。この中で、６３は、高台の断面形が台形に近い形状をなしてい

る。ただし、７２と７４は高台を欠く。この他、７５も底部から体部にかけて残存するが、見込は

平行文となっている。

６５と７３も、暗文を含めた基本的な特徴は６８と同じである。唯一、高台の断面形が台形と、

しっかりしている。高台高も４㎜と他の瓦器椀より高い特徴が認められる。

一方７１については、高台の断面形が台形をなすが、６５と７３よりも退化傾向にある。さらに、

６７については、３２より高台が退化傾向にあり、暗文の密度も粗くなっている。

８９は、体部から口縁部の成形については、他の瓦器椀と基本的に同じ特徴が認められる。

ただし、高台は断面長方形傾向にあり、外側に踏ん張っている。また、内面見込の暗文につ
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いても、連結輪状暗文となっている。さらに、体部から口縁部にかけての圏線文についても、

他の瓦器椀と比較して細筋で、蜜に施されている。

８２については、底部を中心に残存する。高台の断面が台形をなすが、高台高２．５㎜と退化

傾向が認められる。内面見込にわずかに暗文が認められ、ジグザグ文と考えられる。

８７は、ほぼ完存する個体であるが、全体的に大きく歪んでいる。基本的な整形方法は他の

瓦器椀と同じであるが、全体的に器壁が厚く仕上げられている。また、高台の断面形が三角

形と、他の瓦器椀とは異なる。さらに内面見込の暗文についても、斜格子文と、異なる特徴

が認められる。

６６・７７・７８・７９・８０・８３については、底部を欠き、内面見込の暗文は不明である。体部の

成形方法・暗文の特徴は、他と同様である。ただし、８３については、残存する限りにおいて

は、雑な仕上げで、他と異なる特徴が認められる。

８１は、口縁部を欠く。高台は、断面形が台形の著しく退化したものである。内面には暗文

が認められる。

９０は、口径に対して器高が高く、見込の暗文は連結輪状暗文が施されている。高台の断面

形は方形に近く、比較的しっかりしている。ただし、外面の炭素の吸着は不十分である。７６

についても、口径に対して器高が高い特徴が認められる。ただし、見込の暗文は平行文となっ

ている。

９１については、８９とほぼ同様の特徴が認められる。ただし、体部から口縁部にかけての圏

線文については、細筋ではなくやや粗く、高台もやや退化傾向にある。

皿 ９２の１個体出土している。

９２は、完存する個体である。底部から体部外面はユビオサエにより整形され、最後に口縁

部が横ナデ調整により仕上げられている。内面には暗文が認められ、口縁部は圏線状に施さ

れている。見込については、弧状をなすが規則性は認められない。外面には暗文は認められ

ない。

鉢 ９３は、高台付の片口鉢である。体部は碗形をなし、口縁部には片口の一部が残存する。外

面はユビオサエを基本に仕上げられ、最後に口縁部が横ナデにより仕上げられている。暗文

は認められない。内面には暗文が認められ、体部は圏線状に、見込み部は平行線状に施され

ている。また、底部と体部の境付近には連結輪状暗文の一部が認められる。底部には、外方

に踏ん張る高台が貼り付けられている。断面長方形をなし、高台高は１．４０㎝を測る。

瓦質土器 堝が出土している。

堝 ９４は、口縁部から体部にかけて残存する。体部は直立傾向にあり、口縁部がく字形に屈曲

する。体部内外面をナデ調整後、口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている。体部外面

全面に煤が厚く付着している。

土師器 皿・杯・椀・堝が出土している。

皿 ５８は、ほぼ完形に復元できた小皿である。内外面とも横ナデにより仕上げられ、底部はヘ

ラにより切り離されている。また内面見込には、仕上げナデが施されている。

５３と５４は、大型の皿である。５３と５４は、内外面とも、体部から口縁部にかけて回転ナデに

より仕上げられている。また、両個体の内面には煤状の付着が認められる。灯明としての機

第３章 調査の成果

―１２４―

大
明
神
遺
跡



能も考えられる。

杯 ５５は、完形に復元できた個体である。全体的に歪んでいるが、体部から口縁部にかけては

回転ナデにより仕上げられ、底部は回転糸切りにより切り離されている。

５７は、体部から口縁部にかけてやや内湾気味に立ち上がり、内外面とも回転ナデにより仕

上げられている。底部は平底形態をなし、回転糸切りにより切り離されている。底部の切り

離しは、糸切りが２度行われている（写真図版２９）。内面の全面および外面の一部に煤の付着

が認められる。

椀 ５６の１個体が出土している。ほぼ完形に復元できた個体で、全体的に粗い仕上げである。

また、底部と体部の境は不明瞭である。底部から体部にかけての外面はユビオサエとナデ調

整、内面はナデ調整により仕上げられ、最後に口縁部内外面が強い横ナデにより仕上げられ

ている。

堝 ６０は、口縁部から体部にかけて残存する。半球形の体部に口縁部がく字形に屈曲する。体

部内外面は目の細かいハケにより仕上げられ、その後口縁部内外面が横ナデにより仕上げら

れている。体部外面には煤が多量に付着している。

６１は、口縁部から体部にかけて残存する。体部は半球形をなし、口縁部がく字形に屈曲す

る。体部外面をユビオサエの後ナデ調整、内面をナデ調整の後、口縁部内外面が横ナデ調整

により仕上げられている。一部、体部内面にはハケ調整の痕跡が認められる。また、頸部外

面には煤が付着している。

須恵器 壺の底部片（６２）が出土している。底部は、回転糸切りにより切り離されている。

石 器 剥片・円礫・磨石が出土している（第９７図）。

剥片 １点（S５）出土している。完存する個体で、長さ４．４１㎝、幅４．１５㎝、厚さ４．８㎜を測る。

重量は８．８gである。

円礫 １点（S１０）出土している。完存する個体で、長さ６．５７㎝、幅５．４６㎝、厚さ４．９５㎝を測る。

重量は２３２．８gである。打痕は認められない。砂岩。

磨石 １点（S１１）出土している。完存する個体で、長さ１０．５６㎝、幅９．３６㎝、厚さ６．０３㎝を測る。

重量は７６０．２gである。上面に敲打痕が認められる。石英斑岩。

８．包含層

遺構に伴わない遺物のなかで、当遺跡を検討するうえで重要と考えられる遺物について、

「包含層出土遺物」として報告する。

出土遺物 土器・石製品・金属製品が出土している。

土器 瓦器・瓦質土器・土師器・須恵器・陶器が出土している（第９６図）。

土師器 皿・杯・椀が出土している。

皿 ９６と９８の２個体が出土している。

９６は底部のみ残存し、回転糸切りにより切り離されている。体部は回転ナデにより仕上げ

られている。堝は口縁部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。９８は、体部か

ら口縁部にかけてわずかに内湾傾向にあり、内外面とも回転ナデにより仕上げられている。

底部はわずかに平高台の形態をとどめ、底部は回転糸切りにより切り離されている。
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杯 ９７の１個体が出土している。９７は、体部から口縁部にかけてわずかに直線的に立ち上がり、

内外面とも回転ナデにより仕上げられている。底部は平底形態をなし、回転糸切りにより切

り離されている。

椀 ９５の１個体が出土している。体部から口縁部にかけて残存し、内外面とも横ナデ調整によ

り仕上げられている。

瓦器 椀（９９）が出土している。

９９は、底部から口縁部にかけて復元できた個体である。基本的な整形技法は他の瓦器椀と

同じであるが、口径に対して器高が低い傾向にある。ただし、底部に貼り付けられた高台は

断面形が蒲鉾形の退化したもので、その高さも２㎜ほどである。さらに、内面には暗文が施

されているが、かなり粗い密度である。

須恵器 捏鉢（１０２・１０３）が出土している。１０２は、口縁部の小片である。端部が大きく肥厚し、上

方に大きく拡張させられている。１０３も口縁部の小片で、内側斜上方に引き伸ばし、外傾す

る端面が形成されている。

陶器 壺と擂鉢が出土している。

壺は、１００の備前焼が出土している。口頸部のみの残存で、直立する口頸部に対して、端

部がわずかに玉縁状に肥厚する。内外面とも回転ナデにより仕上げられ、外面全面に自然釉

が付着している。

擂鉢は、１０１の１点が出土している。体部から口縁部にかけて残存し、口縁部は内外面と

も回転ナデにより仕上げられている。内面にはヘラによる卸目が認められる。全体的に焼成

が不十分である。

石製品 石鏃・剥片・擦石が出土している。

石鏃 S１・S２の２点が出土している（第９７図）。S１は凹基式と考えられるが、左右対称形をな

さない。全長２．７５㎝、最大幅２．２㎝を測り、最大厚は３㎜である。重量は１．５gである。風化

が顕著で、後に報告する基盤層出土石鏃と同時期の可能性が考えられる。S２も凹基式の石

鏃であるが、一端を欠く。全長１．７㎝を測り、幅は１．８３㎝残存する。最大厚は３．４㎜で、重量

は０．７gである。

剥片 S４とS７の２点出土している。S４は完存する個体で、長さ３．７３㎝、幅４．１１㎝、厚さ７㎜

を測る。重量は７．８gである。S７も完存する個体で、２．５㎝×１．４５㎝を測り、最大厚は２．８㎜

である。重量は１gである。

擦石 S１２の１点が出土している。完存する個体で、４．７５㎝×４．４６㎝を測り、最大厚は７．１㎜で

ある。重量は１１２．６gである。黒雲母花崗岩。

金属製品 鉄鏃・釘・不明品・銅銭が出土している。

鉄鏃 M１の１点が出土している（第９０図）。

M１は先端と基部をわずかに欠く以外、ほぼ完存する。刃部は平面形が柳葉形をなすが、

断面形は長方形をなす。その規模は最大部で６．５㎜×１㎝である。刃部の残存長は６．４５㎝で

ある。茎部は断面形が方形を基本とするが、全体的に丸味を帯びている。その径は４．５㎜で

ある。茎部の残存長は８．０５㎝で、全体の残存長は１４．５㎝である。

釘 和釘が１点（M４）出土している。M４は先端部付近が残存する。最大部における断面形は
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M１

M２

M３

M４
M５

M６
M７

M８ M９０ １０cm

５㎜×１㎝の長方形をなす。残存長は３．５㎝である。

不明品 １点（M２・M５・M６）出土している。M２は厚さ３．５㎜の扁平な帯状の製品である。幅

２㎝を測り、両端を欠く。残存長は１１．８０㎝である

M５は、釘の可能性が考えられる製品である。残存長は２．４０㎝である。

M６は、扁平な鉄片である。４．００㎝×４．６０㎝残存するが、その用途は不明である。

銅銭 ２点（M８・M９）出土している。M８は「寛永通宝」（初鋳１６３６年）、M９は「元豊通宝」（初

鋳１０７８年）である。

第９０図 大明神遺跡出土金属製品
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１

２

７

８

９

１２

１３

１４ １５

２２

２３

２４ ２５

１０

１１

１６

１７

１８

１９

２０

３

４ ５

６

０ ２０cm

２１

２６

第９１図 大明神遺跡出土土器（１）

１～３：SH０１出土土器 ４：SB０１出土土器 ５：SB０７出土土器 ６：SB０６出土土器

７：P０１出土土器 ８：SB０１出土土器
９：P０３出土土器 １０・１１：P０４出土土器
１２：P０５出土土器 １３：P０６出土土器
１４：P０７出土土器 １５：P０８出土土器

１６：SK０１出土土器 １７：SK１１出土土器 １８：SK１４出土土器 １９～２２：SD０４出土土器
２３：SD０５出土土器 ２４：SD１４出土土器 ２５・２６：SD２０出土土器
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２７

２８

３３

３４

３５

３８

３９

４０

４１

４７

25

３６ ３７

４２

４３

４４

４５

４６

３０

２９ ３１

３２

０ ２０cm

第９２図 大明神遺跡出土土器（２）

２７～４７：谷出土土器（１）
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４８

４９

５６

５７

５８

５９ ６２

６３ ６４ ６５

６０

６１

６６

５１

５０ ５２

５３

５４

５５

０ ２０cm

第９３図 大明神遺跡出土土器（３）

４８～６６：谷出土土器（２）
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６７ ６８

７５

７６ ７７ ７８

８０

８１

８２ ８３

７９

７０

６９

７１ ７２

７３ ７４

０ ２０cm

第９４図 大明神遺跡出土土器（４）

６７～８３：谷出土土器（３）
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８４ ８５

９０

９２

９１ ９３

８７

８６

８８ ８９

０ ２０cm

第９５図 大明神遺跡出土土器（５）

８４～９３：谷出土土器（４）
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９４

９５

１０１

１０２ １０３

１０４

９７

９６ ９８

１００

９９

０ ２０cm

第９６図 大明神遺跡出土土器（６）

９４：谷出土土器（５）９５～１０３：包含層出土土器 １０４：基盤層出土土器
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第２３表 大明神遺跡出土土器観察表（１）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

１ 弥生 壺 SH０１ １６．１０ ５．９０ 口縁部１／３ 橙

２ 土師器 製塩土器 SH０１ １４．９０ ４．７０ 口縁部１／７ 橙～灰黄褐

３ 弥生 高坏 SH０１ ２６．７５ ４．４０ 坏部１／５ 橙

４ 土師器 皿 SB０１ １１．９０ ２．０５ 口縁部１／１０ にぶい黄橙

５ 土師器 皿 SB０７ １１．５５ １．６５
口縁部１／１２
体部１／５

にぶい橙～にぶい褐

６ 土師器 皿 SB０６ １１．３０ ２．４５ ７．５０
口縁部１／６
底部１／２強

にぶい黄橙

７ 土師器 椀 P０１ １２．４０ ２．６５ ６．３０
口縁部１／２弱
底部２／３

にぶい橙～浅黄橙

８ 土師器 椀 SB０１ ２．２５ ７．００ 底部１／８ にぶい橙～にぶい黄橙

９ 瓦器 皿 P０３ ８．６０ ０．９５ ７．７０
口縁部１／７
底部１／８

灰～灰白

１０ 土師器 皿 P０４ ７．７５ １．３５ ５．４５
口縁部１／１２
底部１／２

灰黄褐～灰黄

１１ 土師器 皿 P０４ ８．１０ １．３０ ５．３５
口縁部１／１２
底部１／２

灰黄褐～褐灰

１２ 須恵器 捏鉢 P０５ ２９．２０ ３．７０ 口縁部１／１０ 良好 灰

１３ 土師器 甕 P０６ １７．３０ ８．００ 口頸部１／５ 浅黄橙～黄灰

１４ 土師器 杯 P０７ １３．７０ ２．５５ ９．２０
口縁部１／５
底部わずか

淡黄

１５ 土師器 椀 P０８ １２．１５ ２．４５ 口縁部１／９ にぶい黄橙～橙

１６ 弥生 鉢 SK０１ ２．７０ ５．００ 底部１／３ 明黄褐～にぶい黄橙

１７ 青磁 碗 SK１１ ２．７０ ５．００ 底部１／４ 普通 灰白～明緑灰

１８ 土師器 椀 SK１４ １０．８０ ２．６５ 口縁部１／９ 浅黄～にぶい黄橙

１９ 土師器 皿 SD０４ １．０５ ９．４０ 底部１／２ にぶい橙～橙

２０ 土師器 堝 SD０４ １０．４５ 脚部の一部 オリーブ黒～灰黄

２１ 須恵器 甕 SD０４ ２９．８０ １０．９５ 口縁部～肩部１／７ やや不良 オリーブ黒～灰

２２ 土師器 堝 SD０４ ２６．７０ ８．２０ 口縁部～体部わずか 橙～褐灰

２３ 土師器 堝 SD０５ ２８．３０ ８．１０ 口縁部～体部わずか にぶい橙

２４ 瓦器 椀 SD１４ ０．７０ ３．９０ 底部１／３ やや不良 暗灰～灰

２５ 土師器 杯 SD２０ １３．３０ ２．９０ 口縁部～体部１／４ 淡黄～浅黄橙

２６ 土師器 椀 SD２０ １３．９０ ２．８０ 口縁部１／６ 普通 橙～にぶい黄橙
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部ハケ 口縁部横ナデ。
内面：体部ヘラ削り ナデ 口縁部横ナデ。

１～２㎜大のチャート多量に
含む

９１ ２７

外面：体部～口縁部指オサエ ナデ。
内面：体部～口縁部指オサエ ナデ。

１㎜大のチャート多く含む ９１ ２７

外面：体部ヘラミガキ 口縁部横ナデ。
内面：体部～口縁部ヘラミガキ 口縁部横ナデ。

１～２㎜大のチャート・長石
多量に含む

９１ ２７

外面：口縁部回転ナデ。
内面：口縁部回転ナデ。

１㎜大の長石わずかに含む ９１

外面：底部～体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む ９１

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜大の雲母・長石・石英多
く含む

底部静止糸切り ９１ ２７

外面：体部～口縁部横ナデ。
内面：体部～口縁部横ナデ 底部ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む 底部回転糸切り ９１ ２７

外面：体部回転ナデ。
内面：体部回転ナデ 底部ナデ。

１㎜以下の雲母・長石多量に
含む

底部回転糸切り ９１

外面：口縁部横ナデ。
内面：底部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む 炭素吸着不十分 ９１

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜大の石英多く含む 底部回転糸切り ９１

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ 底部ナデ。

１㎜大のチャート多く含む 底部回転糸切り ９１

外面：口縁部回転ナデ。
内面：口縁部回転ナデ。

１㎜大の石英・長石・チャー
ト多量に含む

９１

外面：体部～口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

１㎜大の長石・チャート・石
英多量に含む

外面煤付着 ９１

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 底部ヘラ切り ９１

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜大の長石多く含む ９１

外面：体部叩き 底部指オサエ。
内面：磨滅。

３㎜大の石英・長石含む ９１

外面：底部回転ヘラ削り 体部施釉。
内面：底部～体部施釉。

精良 ９１

外面：磨滅。
内面：磨滅。

１～３㎜大の長石・チャート
多量に含む

９１

外面：底部回転ナデ。
内面：底部ナデ。

１㎜大の石英・長石・チャー
ト多量に含む

底部回転糸切り ９１

外面：脚部指ナデ。
内面：体部ハケ ナデ。

１㎜大の石英・チャート多く
含む

瓦質焼成 ９１

外面：体部叩き 口頸部回転ナデ。
内面：体部ナデ 口頸部回転ナデ。

１㎜大の砂粒多量に含む ９１ ２７

外面：体部叩き 口頸部横ナデ。
内面：体部ハケ 口頸部横ナデ。

１㎜大の長石・石英多量に含
む

９１ ２７

外面：体部叩き 口頸部横ナデ。
内面：体部ハケ ナデ 口頸部横ナデ。

１㎜大の長石多く含む ９１ ２８

外面：磨滅。
内面：磨滅。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 炭素吸着不十分 ９１

外面：磨滅。
内面：磨滅。

１㎜以下の砂粒わずかに含む ９１ ２７

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜大のチャート・石英多量
に含む

９１
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第２４表 大明神遺跡出土土器観察表（２）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

２７ 弥生 壺 谷 ３０．３０ ３．５０ 口縁部わずか 黄褐

２８ 弥生 壺 谷 １９．４０ ４．００ 口縁部１／９ 暗灰黄～黄灰

２９ 弥生 壺 谷 １７．８０ １．６５ 口縁部１／８ にぶい橙～橙

３０ 弥生 壺 谷 ２３．００ ７．１０ 口縁部１／９ にぶい黄橙～橙

３１ 弥生 壺 谷 １５．６０ ６．４５ 口縁部１／４ にぶい黄橙～灰黄

３２ 弥生 壺 谷 １７．１０ ９．１０ 口頸部１／５ 灰黄～灰

３３ 弥生 壺 谷 ７．００ 頸部１／５ 浅黄橙～にぶい橙

３４ 弥生 壺 谷 １９．７０ ４．４０ 口縁部１／９ 浅黄橙～黄灰

３５ 弥生 壺 谷 ２７．６０ １０．８０ 口縁部わずか 灰黄～灰黄褐

３６ 弥生 壺 谷 ４．６０ ６．００ 底部完存 にぶい橙～灰黄

３７ 弥生 脚部 谷 ４．５０ ９．７０ 脚部３／４ 灰黄

３８ 弥生 甕 谷 １５．７０ ３．２０ 口縁部１／５ 灰黄褐

３９ 弥生 甕 谷 ２９．８０ １１．２５
口縁部１／９
体部わずか

黄灰

４０ 弥生 甕 谷 １９．３０ ７．７５ 口縁部１／６ 灰白～浅黄

４１ 弥生 甕 谷 １５．３０ ５．５０ 口縁部１／４ 灰黄～灰白

４２ 弥生 甕 谷 １２．１０ ７．３５ 底部３／４ 灰白～浅黄

４３ 弥生 鉢 谷 ６．８０ ３．６５ 底部完存 灰黄～灰白

４４ 弥生 甕 谷 ５．２５ ４．６５ 底部完存 にぶい黄橙～灰黄

４５ 弥生 甕 谷 ３．５０ ４．５０ 底部１／２弱 灰黄～黄灰

４６ 弥生 鉢 谷 ３．８５ ４．００ 底部完存 灰黄

４７ 弥生 甕 谷 ３．９０ ４．８０ 底部完存 灰黄～黄灰

４８ 弥生 高坏 谷 ２３．６５ ３．２５ 口縁部１／１２ 灰黄～にぶい黄

４９ 弥生 高坏 谷 １０．１５ 脚柱部完存 にぶい黄橙～浅黄橙

５０ 弥生 高坏 谷 １１．３０ １６．８０ 脚柱部完存 灰赤～にぶい赤橙

５１ 弥生 高坏 谷 ８．５５ 脚柱部完存 淡黄～浅黄橙

５２ 弥生 高坏 谷 ７．４０ 脚柱部完存
にぶい黄橙～にぶい黄
褐
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：磨滅。
内面：磨滅。

５㎜以下の長石・角閃石・雲
母多く含む

生駒西麓産 ９２

外面：口縁部磨滅。
内面：口縁部磨滅。

１㎜以下の雲母・角閃石多量
に含む

生駒西麓産 ９２

外面：口縁部磨滅。
内面：口縁部磨滅。

１㎜以下の長石多量に含む ９２

外面：口縁部磨滅。
内面：口縁部磨滅。

１㎜以下の長石等多量に含む ９２

外面：口頸部磨滅。
内面：口頸部磨滅。

５㎜以下の長石・チャート等
多量に含む

９２

外面：磨滅。
内面：体部ヘラ削り。口縁部磨滅。

４㎜以下の石英・長石多量に
含む

９２

外面：頸部ヘラミガキ。
内面：頸部磨滅。口縁部横ナデ。

２㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多く含む

９２

外面：磨滅。
内面：磨滅。

３㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多量に含む

９２

外面：口縁部突帯貼り付け 刻み目。
内面：磨滅。

２㎜以下の長石・チャート多
量に含む

９２ ２８

外面：底部～体部磨滅。
内面：底部～体部磨滅。

７㎜以下の長石等多量に含む ９２

外面：脚部横ナデ。
内面：脚部横ナデ。体部ナデ。

１㎜大の砂粒多く含む ９２

外面：磨滅。
内面：磨滅。

２㎜以下の石英・チャート多
量に含む

頸部外面煤付着 ９２

外面：体部ハケ 口縁部横ナデ。
内面：体部～頸部ヘラ削り 口縁部横ナデ。

２㎜以下の石英・長石含む ９２ ２８

外面：体部～口縁部磨滅。
内面：体部ヘラ削り。口縁部磨滅。

５㎜以下の長石等多量に含む ９２

外面：磨滅。
内面：磨滅。

２㎜以下のの石英・長石・雲
母多量に含む

９２ ２８

外面：底部指オサエ ナデ 体部ヘラ削り（下半）。指オサエ・ナデ（中位）。
内面：底部～体部ヘラ削り。

５㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多量に含む

９２

外面：底部指オサエ。体部叩き。
内面：磨滅。

６㎜以下の長石・チャート多
量に含む

９２

外面：底部指オサエ。体部叩き。
内面：磨滅。

２㎜以下の石英・長石・雲母
多量に含む

９２

外面：底部～体部磨滅。
内面：底部～体部磨滅。

１㎜以下の長石・チャート等
多量に含む

９２

外面：底部ナデ 体部叩き。
内面：磨滅。

２㎜以下の石英・長石・雲母
多量に含む

９２

外面：底部ナデ。体部ハケ。
内面：底部～体部指ナデ。

３㎜ 以 下 の 雲 母・石 英・
チャート多く含む

９２

外面：磨滅。
内面：磨滅。

２㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多量に含む

９３

外面：磨滅。
内面：磨滅。

５㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多く含む

９３ ２８

外面：磨滅。
内面：磨滅。

４㎜ 以 下 の 石 英・長 石・
チャート多量に含む

９３

外面：脚部～坏部ヘラミガキ。
内面：脚部ヘラ削り。坏部ナデ。

２㎜ 以 下 の 長 石・石 英・
チャート多く含む

９３ ２８

外面：脚柱部ハケ。
内面：脚柱部ナデ。

１㎜以下の長石等多量に含む ９３ ２９
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第２５表 大明神遺跡出土土器観察表（３）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

５３ 土師器 皿 谷 １９．３０ ２．６５ 口縁部１／７ にぶい黄橙～褐灰

５４ 土師器 皿 谷 １７．２０ ２．６０ 口縁部１／４ 灰黄褐

５５ 土師器 杯 谷 １５．２５ ３．１０ ９．６５ １／２ 灰白

５６ 土師器 椀 谷 １５．００ ３．６０ ８．８０
口縁部１／２
底部３／４

灰白～灰黄

５７ 土師器 杯 谷 １４．７０ ３．８０ ８．６０ ほぼ完存 灰白～灰黄

５８ 土師器 皿 谷 ８．８０ １．８０ ６．７５
口縁部１／３
底部３／４

灰黄～にぶい黄橙

５９ 土師器 台 谷 ２．９５ １１．６０ 台部１／６ 灰黄

６０ 土師器 堝 谷 ３４．１０ １５．７５ 口縁部～体部１／２ 灰白～黒褐

６１ 土師器 堝 谷 ３０．３０ ８．５５ 口縁部１／７ 褐灰～黄灰

６２ 須恵器 壺 谷 ２．６５ ８．１０ 底部１／３ やや不良 黄灰～灰黄

６３ 瓦器 椀 谷 １５．９０ ４．３５ ４．６０
口縁部３／４
底部１／３

暗灰～灰白

６４ 瓦器 椀 谷 １５．００ ５．００ ４．２５
口縁部４／５
底部完存

黒

６５ 瓦器 椀 谷 １５．３５ ５．００ ４．７５
口縁部１／２
底部完存

灰白～暗灰

６６ 瓦器 椀 谷 １５．８０ ４．４０ 口縁部１／４ 暗灰～灰黄

６７ 瓦器 椀 谷 １５．３０ ５．３５ ４．００
口縁部１／４
底部完存

やや不良 暗灰～灰白

６８ 瓦器 椀 谷 １４．８０ ５．０５ ３．７０
口縁部４／５
底部１／４

暗灰～灰

６９ 瓦器 椀 谷 １４．６５ ４．７０ ４．４５
口縁部１／４弱
底部１／３

暗灰～灰

７０ 瓦器 椀 谷 １４．８０ ４．８０ ４．７５
口縁部１／４
底部１／２

灰～灰白

７１ 瓦器 椀 谷 １５．５０ ４．５５ ５．７０
口縁部わずか
底部完存

良好 灰

７２ 瓦器 椀 谷 １４．３０ ４．１５ 口縁部～体部１／３ 灰～暗灰

７３ 瓦器 椀 谷 １５．００ ４．７０ ４．９０
口縁部１／９
底部１／５

灰～暗灰黄

７４ 瓦器 椀 谷 １５．００ ４．２５ 口縁部１／４ 暗灰～灰白

７５ 瓦器 椀 谷 ２．７５ ４．５０ 底部１／２ 灰～暗灰

７６ 瓦器 椀 谷 １４．２０ ４．８０ 口縁部１／３弱 灰～暗灰

７７ 瓦器 椀 谷 １５．１０ ４．２０ 口縁部１／５弱 灰～灰白

７８ 瓦器 椀 谷 １５．４０ ３．４０ 口縁部１／７ 暗灰～灰白
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部ナデ 口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む ９３

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下の長石・石英多量に
含む

９３

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む 底部回転糸切り ９３ ２９

外面：底部～体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～口縁部横ナデ。

１㎜大の石英・長石多く含む ９３ ２９

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む 底部回転糸切り ９３ ２９

外面：体部～口縁部横ナデ。
内面：底部～口縁部横ナデ 底部ナデ。

１㎜以下のチャート・長石・
石英多く含む

底部ヘラ切り ９３ ２９

外面：脚台横ナデ。
内面：脚台横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む ９３

外面：体部ハケ 口縁部横ナデ。
内面：体部ハケ 口縁部横ナデ。

２㎜以下の長石多く含む 外面煤付着 ９３ ２９

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒多量に含む 頸部外面煤付着 ９３ ２９

外面：体部回転ナデ。
内面：底部～体部回転ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 底部回転糸切り ９３

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９３ ２９

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９３ ３０

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９３ ３０

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９３

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面に暗文 ９４ ３０

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９４ ３０

外面：底部ナデ。体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９４ ３０

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナ。

精良
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９４ ３０

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面に暗文 ９４

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９４ ３０

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９４ ３１

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９４

外面：底部ナデ 体部指オサエ。
内面：底部～体部ナデ。

精良 内面暗文あり ９４

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９４

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１～２㎜大の石英・チャート
含む

内面暗文あり
炭素吸着不十分

９４

外面：体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９４
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第２６表 大明神遺跡出土土器観察表（４）

№ 種別 器種 遺構名
口径
（cm）

器高
（cm）

底径
（cm）

残存状況 焼成 色調

７９ 瓦器 椀 谷 １４．８５ ４．２５ 口縁部１／４ 暗灰～灰

８０ 瓦器 椀 谷 １４．６０ ３．４０ 口縁部１／４ 灰～黒

８１ 瓦器 椀 谷 ３．６５ ５．００
体部１／６
底部１／３

良好 灰～暗灰

８２ 瓦器 椀 谷 １．４０ ５．３０ 底部１／５ 灰～暗灰

８３ 瓦器 椀 谷 １４．６０ ４．１０ ４．８５
口縁部１／１２
底部１／７

暗灰～灰

８４ 瓦器 椀 谷 １５．４０ ５．０５ ４．００
口縁部４／５
底部わずか

灰白～暗灰

８５ 瓦器 椀 谷 １５．２０ ５．１０ ４．７５
口縁部１／３
底部４／５

暗灰～灰白

８６ 瓦器 椀 谷 １５．８０ ４．８０ ５．９０ 口縁部～底部１／２弱 暗灰～灰白

８７ 瓦器 椀 谷 １５．２５ ５．４５ ４．８０ ほぼ完存 良好 オリーブ黒～灰白

８８ 瓦器 椀 谷 １６．００ ４．７５ ５．００
口縁部１／１２
底部３／４

暗灰～灰

８９ 瓦器 椀 谷 １５．９０ ５．３０ ６．２０
口縁部１／４
底部１／２

暗灰

９０ 瓦器 椀 谷 １５．００ ４．９０ ４．６５
口縁部１／２
底部完存

良好 暗灰～灰白

９１ 瓦器 椀 谷 １５．３０ ４．８５ ４．８０ １／２弱 暗灰～黄灰

９２ 瓦器 皿 谷 ９．２５ ２．０５ 完存 暗灰～黒

９３ 瓦器 鉢 谷 ２５．００ １０．８０ １１．１０
口縁部１／６
底部ほぼ完存

暗灰～灰白

９４ 瓦質土器 堝 谷 ３２．００ ９．６５
口縁部１／９
体部わずか

黒褐～暗灰

９５ 土師器 椀 包含層 １３．００ ２．５５ 口縁部１／７ にぶい橙～浅黄橙

９６ 土師器 皿 包含層 １．１５ ６．００ 底部１／５ にぶい黄橙～にぶい橙

９７ 土師器 杯 包含層 １１．８０ ３．０５ ５．３０
口縁部１／５
底部１／８

にぶい黄褐～にぶい黄
橙

９８ 土師器 皿 包含層 １２．７０ ２．１０ ７．７０
口縁部１／１２
底部１／４

にぶい黄橙

９９ 瓦器 椀 包含層 １４．１５ ４．００ ４．５０
口縁部わずか
底部完存

不良 暗灰～灰白

１００ 備前焼 壺 包含層 １６．９０ ５．４５ 口縁部１／１０ 普通 暗赤灰

１０１ 陶器 擂鉢 包含層 ３４．００ ８．４０ 口縁部１／６ 不良 橙

１０２ 須恵器 捏鉢 包含層 ２８．４０ ２．９５ 口縁部わずか 不良 浅黄～灰白

１０３ 須恵器 捏鉢 包含層 ３．００ 口縁部わずか 普通 灰

１０４ 縄文 深鉢 基盤層 ３４．６０ １８．９０ 口縁部１／６ 灰黄褐～にぶい黄橙
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調 整 胎 土 備 考
挿図
№

図版
№

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９４

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９４

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～口縁部ナデ。

精良 内面に暗文 ９４ ３１

外面：体部指オサエ。
内面：底部～体部ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９４

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９４

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１．５㎜以下の石英・チャート
含む

内面暗文あり
炭素の吸着不十分

９５ ３１

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９５ ３１

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良 内面暗文あり ９５ ３１

外面：底部ナデ 体部～口縁部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～口縁部ナデ。

１㎜大の砂粒わずかに含む 内面に暗文 ９５ ３１

外面：体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９５

外面：底部ナデ 体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 内面暗文あり ９５

外面：底部ナデ 体部～口縁部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～口縁部ナデ。

精良
内面に暗文
炭素吸着不十分

９５ ３２

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９５ ３２

外面：底部～体部指オサエ ナデ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む
内面暗文あり
炭素吸着不十分

９５ ３２

外面：底部ナデ 体部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

１～１．５㎜大のチャート・石
英含む

内面暗文あり ９５ ３２

外面：体部指オサエ・ナデ 口縁部横ナデ。
内面：体部ナデ 口縁部横ナデ。

１㎜大の砂粒を多く含む 外面煤付着 ９６

外面：体部～口縁部横ナデ。
内面：体部～口縁部横ナデ。

１～２㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

９６

外面：体部回転ナデ。
内面：回転ナデ。

１㎜大の長石多量に含む 底部回転糸切り ９６

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜大のチャート・石英多く
含む

底部回転糸切り ９６

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：底部～口縁部回転ナデ。

１㎜以下のチャート多く含む 底部回転糸切り ９６

外面：底部ナデ 体部～口縁部指オサエ 口縁部横ナデ。
内面：底部～体部ナデ 口縁部横ナデ。

精良
内面に暗文
炭素吸着不十分

９６

外面：口頸部回転ナデ。
内面：口頸部回転ナデ。

１㎜以下の砂粒わずかに含む 外面釉付着 ９６ ３２

外面：体部～口縁部回転ナデ。
内面：体部～口縁部回転ナデ 体部卸目。

１㎜大の砂粒含む ９６

外面：体部横ナデ 口縁部回転ナデ。
内面：口縁部回転ナデ。

１㎜大の砂粒多く含む ９６

外面：口縁部回転ナデ。
内面：口縁部回転ナデ。

１㎜以下の砂粒多く含む ９６

外面：ナデ。
内面：ヘラナデ。

５㎜大の石英・長石・チャー
ト多量に含む

９６ ３３
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S１

S４

S６

S５

S７
S８

S２

S３

S９

S１０

S１１

S１２
０ １０cm

第９７図 大明神遺跡出土石器
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第４章 分析・鑑定

第１節 大坪遺跡・大明神遺跡における石材分析報告

株式会社 古環境研究所

１．石材同定方法

肉眼および双眼実体顕微鏡（２０倍）を用い、石材の岩石組織を観察し岩石種を同定した。なお、岩石種同

定の補助として比重計測も行った。

２．同定結果および解析

１）大坪S３：アプライト（第９８図）

石英と長石の結晶の集合体でごく少量の黒雲母が認められる。花崗岩とするには黒雲母の量が少ない。

比重値は２．５８であり、典型的なアプライトの値を示す。

被熱関係と思われる膜状の付着物が広く認められる。

２）大明神S９：石英斑岩（第９９図）

１～２㎜の石英結晶と、０．５㎜±の白色粒子が風化した長石が全体に分布する斑状組織が明瞭に認めら

れる。比重値は２．６１であり、典型的な石英斑岩の値を示す。

３）大明神S１２：砂岩（第１００図）

１～２㎜の円磨された石英粒子から構成されている。岩石組織としては砕屑岩であり、粒径が１～２㎜

と粗粒の砂粒の集合体と判断できる。比重は２．５４であり、固結度のやや低い粒間に隙間の存在が推定され

る砂岩と考えられる。

４）大明神S１０：石英斑岩（第１０１図）

斑状組織が明瞭で、２～６㎜の大きな石英結晶と１～４㎜の白色の長石結晶が淡帯緑灰色の基質中に多

く分布する。比重値は２．５７であり、典型的な石英斑岩の値を示す。

５）大明神S１１：黒雲母花崗岩（第１０２図）

石英・長石・黒雲母から構成される、粗粒・等粒状の深成岩である。構成鉱物の種類から花崗岩と判断

される。比重は２．４８であり、花崗岩としては著しく低い。比重計測時にかなりの泡が出たところから、内

部に何らかの空隙が多く存在することが推定される。

第１節 大坪遺跡・大明神遺跡における石材分析報告
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第２７表 大坪遺跡・大明神遺跡 石材同定結果表

№ 報告番号 同定岩石種名

1 大坪Ｓ３ アプライト

2 大明神Ｓ９ 石英斑岩

3 大明神Ｓ１２ 砂岩

4 大明神Ｓ１０ 石英斑岩

5 大明神Ｓ１１ 黒雲母花崗岩

第９８図 写真１

第99図 写真２

第１００図 写真３

第４章 分析・鑑定
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第１０１図 写真４

第１０２図 写真５

第１節 大坪遺跡・大明神遺跡における石材分析報告
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第２節 大坪遺跡・大明神遺跡出土サヌカイト製石器の産地推定

竹 原 弘 展（パレオ・ラボ）

１．はじめに

洲本市五色町鮎原南谷に所在する大坪遺跡・大明神遺跡より出土した弥生時代後期のサヌカイト製石器

について、エネルギー分散型蛍光X線分析装置による元素分析を行い、産地を推定した。

２．試料と方法

分析対象は、大坪遺跡および大明神遺跡より出土したサヌカイト製石器、計１０点である（第２８表）。石器

は風化層に覆われていたため、サンドブラストを用いて一部新鮮面を表出させ、測定箇所とした。

分析装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製のエネルギー分散型蛍光X線分析計SEA１２００

VXを使用した。装置の仕様は、X線管ターゲットはロジウム（Rh）、X線検出器はSDD検出器である。測

定条件は、測定時間１００sec、照射径８㎜、電圧５０kV、電流１０００�A、試料室内雰囲気は真空に設定し、一

次フィルタにPb測定用を用いた。

分析方法としては、黒曜石産地推定法において用いられている蛍光X線分析によるX線強度を用いた判

別図法（例えば望月２００４）を用い、分析対象をサヌカイトに置き換えて適用した。本方法は、まず各試料を

蛍光X線分析装置で測定し、その測定結果のうち、カリウム（K）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ルビジウム

（Rb）、ストロンチウム（Sr）、イットリウム（Y）、ジルコニウム（Zr）の合計７元素のX線強度（cps;count per

second）について、以下に示す指標値を計算する。

１）Rb分率＝Rb強度×１００／（Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）

２）Sr分率＝Sr強度×１００／（Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）

３）Mn強度×１００／Fe強度

４）log（Fe強度／K強度）

そしてこれらの指標値を用いた２つの判別図（横軸Rb分率－縦軸Mn強度×１００／Fe強度の判別図と横軸

Sr分率－縦軸log（Fe強度／K強度）の判別図）を作成し、各地の原石データと石器のデータを照合して、産

地を推定する方法である。原石試料も、採取原石を割って新鮮な面を表出させた上で、分析対象の石器と

同様の条件で測定した。第２９表に各原石の採取地とそれぞれの試料点数を示す。

第２８表 分析対象一覧

分析
№

報告
番号

種別 器種
法量（mm,g） 調査

番号
出土
遺構

層位
出土
年月日

備考
長さ 幅 厚み 重量

１ 大坪S１ 打製石器 AH（石鏃） ２４．２１７．９ ４．０ １．３ ２００２０７０ 中世基盤層 ２００２．０９．２０

２ 大坪S２ 打製石器 SC（スクレイパー）６１．６３５．５ ９．０ １８．９ ２００２０７０ 面検出 ２００２．０７．２５

３ 大坪№無 FL（剥片） ２００２０７０ 面精査 ２００２．０７．２９

４ 大明神S７ 打製石器 FL（フレーク） ２５．０１４．５ ２．８ １．０ ２００２０７１ ２００２．０９．２５ 表採

５ 大明神S８ 打製石器 FL（フレーク） １５．０１４．４ ２．５ ０．７ ２００２０７１ P３６１ ２００２．０８．２９

６ 大明神S１ 打製石器 AH（石鏃） ２７．５２２．０ ３．０ １．５ ２００２０７１ 面検出 ２００２．０８．２０

７ 大明神S２ 打製石器 AH（石鏃） １７．０１８．３ ３．４ ０．７ ２００２０７１ 面精査 ２００２．０８．２６

８ 大明神S５ 打製石器 FL（フレーク） ４４．１４１．５ ４．８ ８．８ ２００２０７１ 谷 青灰色砂 ２００２．０８．２６

９ 大明神S４ 打製石器 FL（フレーク） ３７．３４１．１ ７．０ ７．８ ２００２０７１ P０８８ ２００２．０９．０９

１０ 大明神S６ 打製石器 PSのFL（楔のフレーク）３７．２２９．５ ７．２ ６．０ ２００２０７１ P１４２ ２００２．０８．２８
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３．分析結果

第３０表に石器の測定値および算出された指標値を、第１０３図と第１０４図に、サヌカイト原石の判別図に石

器の分析結果をプロットした図を示す。なお、両図は視覚的にわかりやすくするため、各判別群を楕円で

取り囲んである。

測定した石器のうち、１点が赤子谷・法印谷、２点が金山１の範囲およびその周辺にプロットされた。

残り７点は合致する判別群がなく、不明であった。ただし、産地不明の７点のうち、分析No．２とNo．６

は互いに近い位置にプロットされており、同一の判別群の可能性がある。ここでは不明１とした。同様に、

分析No．３、No．４、No．８、No．９の４点も同一の判別群の可能性があり、不明２とした。第３０表に産

地推定結果を示す。比較対象となる原石産地が少なく、讃岐地方産と推定された３点も他の産地の可能性

が無いとは言い切れないが、少なくとも判別図の一致しなかった産地のサヌカイトではないといえる。

４．おわりに

大坪遺跡・大明神遺跡より出土したサヌカイト製石器１０点について、蛍光X線分析を用いた判別図法に

よる産地推定を行った結果、３点は讃岐地方産の可能性が高いと推定された。残り７点は合致する判別図

がなく、不明であった。

引用・参考文献

望月明彦（２００４）用田大河内遺跡出土黒曜石の産地推定．かながわ考古学財団編「用田大河内遺跡」：

５１１－５１７，かながわ考古学財団．

第３０表 分析値および産地推定結果

分析
№

K強度
（cps）

Mn強度
（cps）

Fe強度
（cps）

Rb強度
（cps）

Sr強度
（cps）

Y強度
（cps）

Zr強度
（cps）

Rb分率
Mn*100
Fe

Sr分率 log
Fe
K

判別群 エリア
分析
№

１ ２１４．５ １６７．８ ８３６２．８ ４８９．７ １４３３．１ ２６８．９ １６５３．８ １２．７３ ２．０１ ３７．２７ １．５９ 赤子谷・法印谷 讃岐 １

２ ２３０．０ １７６．８ ７８３１．３ ５３９．９ １４１４．４ ２７６．９ １６８４．１ １３．７９ ２．２６ ３６．１２ １．５３ 不明１ ― ２

３ ２５０．９ １３７．９ ６４１５．９ ６１４．１ １３６９．８ ２８２．２ １３０４．７ １７．２０ ２．１５ ３８．３６ １．４１ 不明２ ― ３

４ ２４４．３ １４０．０ ６５３５．５ ６２０．５ １３７５．０ ２８４．５ １２９６．７ １７．３５ ２．１４ ３８．４４ １．４３ 不明２ ― ４

５ ２１８．１ １８０．０ ８１０７．９ ５３９．５ １４１９．０ ２８２．１ １６５８．１ １３．８４ ２．２２ ３６．４０ １．５７ 金山１ 讃岐 ５

６ ２２３．３ １７５．０ ７７６３．８ ５３７．９ １４０８．４ ２７７．９ １６４９．９ １３．８９ ２．２５ ３６．３５ １．５４ 不明１ ― ６

７ １６９．７ １３９．８ ６３６９．７ ３９０．７ １０３５．９ １８８．９ １２１４．６ １３．８１ ２．２０ ３６．６０ １．５７ 金山１ 讃岐 ７

８ ２２１．２ １２６．８ ５８３９．８ ５５８．８ １２３７．４ ２５８．２ １１８０．０ １７．２８ ２．１７ ３８．２６ １．４２ 不明２ ― ８

９ ２７５．２ １３８．５ ６４０６．８ ６１７．８ １３９０．９ ２８５．７ １３０７．４ １７．１５ ２．１６ ３８．６２ １．３７ 不明２ ― ９

１０ ２０４．２ １１１．１ ５７６５．８ ４４２．２ １１９０．８ ２２４．２ ９６０．１ １５．７０ １．９３ ４２．２７ １．４５ 不明 ― １０

第２９表 原石採取地と判別群名称

エリア 判別群 原石採取地（試料点数）

二上山 春日山 春日山みかん畑内（１０）

讃岐

国分台１
自衛隊演習場付近（５）、神谷神社前（１３）、高産霊神社谷
（１２）、国分台下みかん畑（５）、蓮光寺（１５）

国分台２

国分台３

赤子谷・法印谷 赤子谷第１地点（５）、赤子谷第２地点（５）、法印谷（１０）

金山１
北峰道路脇（１０）、金山南麓（１０）

金山２

城山 城山南側（５）、城山北側（５）

雄山・雌山 雄山（５）、雌山（５）

双子山 双子山南嶺（１０）
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第１０３図 サヌカイト産地推定判別図（１）
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第１０４図 サヌカイト産地推定判別図（２）

第２節 大坪遺跡・大明神遺跡出土サヌカイト製石器の産地推定

―１４９―



第３節 大坪遺跡出土炭化材の樹種同定

小 林 克 也（パレオ・ラボ）

１．はじめに

淡路島に所在する大坪遺跡で土坑から出土した炭化材について、樹種同定を行なった。

２．試料と方法

試料は、土坑であるSK４２から出土した、炭化材を含む土塊６点である。SK２５は、出土土器から弥生時

代後期の土坑と考えられている。各試料から、同定可能な炭化材を各１点採取して同定を行なった。確認

可能な試料については、残存半径と残存年輪数の計測も行なった。残存半径は試料に残存する半径を直接

計測し、残存年輪数は残存半径内の年輪数を計測した。

炭化材の樹種同定では、まず試料を乾燥させ、材の横断面（木口）、接線断面（板目）、放射断面（柾目）に

ついて、カミソリと手で割断面を作製し、整形して試料台にカーボンテープで固定した。その後イオンス

パッタにて金蒸着を施し、走査型電子顕微鏡（日本電子（株）製 JSM－５９００LV）にて検鏡および写真撮影

を行なった。

３．結果

同定の結果、針葉樹のマツ属複維管束亜属と、広葉樹のハンノキ属とシャシャンボの３分類群が産出し

た。マツ属複維管束亜属が４点と最も多く、ハンノキ属とシャシャンボは各１点であった。年輪数の計測

では、残存半径０．４㎝内に２年輪がみられた試料No．１や試料No．２のマツ属複維管束亜属のように、年

輪幅の狭い材が多かった。同定結果を第３１表に示す。

次に、同定された材の特徴を記載し、第１０５図・第１０６図に走査型電子顕微鏡写真を示す。

（１）マツ属複維管束亜属 Pinus subgen．Diploxylon マツ科 第１０５図 １a－１c（No．１）

仮道管と放射仮道管、放射組織、垂直および水平樹脂道で構成される針葉樹である。晩材部は厚く、早

材部から晩材部への移行は緩やかである。放射組織は単列のものと広放射組織を含む多列のものがみられ

る。分野壁孔は窓状で、放射仮道管の水平壁は内側に向かって鋸歯状に肥厚する。

マツ属複維管束亜属には、アカマツとクロマツがある。どちらも温帯から暖帯にかけて分布し、クロマ

ツは海の近くに、アカマツは内陸地に生育する。材質はアカマツもクロマツも類似しており、重硬で、切

第３１表 大坪遺跡出土炭化材の樹種同定結果一覧

試料
No.

調査番号 出土遺構 樹種
残存半径
（㎝）

残存
年輪数

時期

１

２００２０７０ ＳＫ２５

マツ属複維管束亜属 ０．４ ２

弥生時代
後期

２ マツ属複維管束亜属 ０．４ ２

３ マツ属複維管束亜属 ０．３ ２

４ シャシャンボ － －

５ ハンノキ属 － －

６ マツ属複維管束亜属 ０．４ １
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削等の加工は容易である。

（２）ハンノキ属 Alnus カバノキ科 第１０６図 ５a－５c（No．５）

小型の道管が単独ないし２～３個複合して密に散在する散孔材である。道管は１０～２０段程度の階段穿孔

を有する。放射組織は同性で単列となるが、試料が小さかったために集合放射組織の有無が確認できなかっ

た。したがって、ハンノキ亜属とヤシャブシ亜属の識別ができず、ハンノキ属とした。

ハンノキ属にはハンノキ亜属とヤシャブシ亜属がある。ハンノキ亜属の代表種であるハンノキは平地の

湿地や河川などの湿潤地に多い落葉高木の広葉樹で、ヤシャブシ亜属の代表種であるヤシャブシは本州、

北海道などの温帯から亜寒帯にかけて分布する落葉小高木の広葉樹である。

（３）シャシャンボ Vaccinium bracteatum Thunb． ツツジ科 第１０６図 ６a－６c（No．４）

小型の道管がほぼ単独でやや密に散在する散孔材である。道管は単穿孔を有し、内壁にはらせん肥厚が

みられる。放射組織は上下端１～２列が直立する異性で、１～５列となる。単列の放射組織は、レンズ状

となる。

シャシャンボは関東南部および石川県以西の暖帯に生育する常緑の低木である。現在では材の利用は顕

著ではない。

４．考察

弥生時代後期の土坑であるSK４２からは、マツ属複維管束亜属が最も多く産出した。材の用途は不明だ

が、試料の土塊には細かい材片と共に一部灰なども含まれていたため、土坑内に廃棄された燃料材の残渣

の可能性が考えられる。産出したマツ属複維管束亜属は油分が多いため燃焼性が高く、高火力を得られる

という特徴をもつ（伊東ほか，２０１１）。また、ハンノキ属は薪炭材としても利用される（平井，１９９６）。シャ

シャンボは低木のため、建築材や木製品などへの利用にはあまり向かない樹種である。

そのため大坪遺跡では、遺跡周辺に生育していたマツ属複維管束亜属やハンノキ属などの、薪炭材に適

した樹種を伐採利用していたと考えられる。

引用文献

平井信二（１９９６）木の大百科－解説編－．６４２p，朝倉書房．

伊東隆夫・佐野雄三・安部 久・内海泰弘・山口和穂（２０１１）日本有用樹木誌．２３８p，青海社．
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１a－１c．マツ属複維管束亜属（No．１）、２a－２c．マツ属複維管束亜属（No．２）、３a－３c．マツ属複維管束亜属（No．３）
a：横断面、b：接線断面、c：放射断面

第１０５図 大坪遺跡出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真（１）
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４a－４c．マツ属複維管束亜属（No．６）、５a－５c．ハンノキ属（No．５）、６a－６c．シャシャンボ（No．４）
a：横断面、b：接線断面、c：放射断面

第１０６図 大坪遺跡出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真（２）
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第４節 大明神遺跡出土木製品の樹種

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

大坪遺跡・大明神遺跡は、都志川に面した段丘上に位置し、縄文時代から江戸時代の遺構・遺物が検出

されている。

本報告では、大明神遺跡の中世の建物跡を構成する柱材を対象として、木材利用を検討するための樹種

同定を実施する。

１．試料

試料は、大明神遺跡から出土した柱材８点である。いずれもサンプルとして切り出された木片である。

２．分析方法

サンプルとして切り出された試料のため、木取り観察はできなかった。試料から木片を採取し、木片か

ら剃刀を用いて木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の３断面の徒手切片を作製する。切片を

ガム・クロラール（抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセリン、蒸留水の混合液）で封入し、プレパ

ラートとする。プレパラートは、生物顕微鏡で木材組織の種類や配列を観察し、その特徴を現生標本およ

び独立行政法人森林総合研究所の日本産木材識別データベースと比較して種類（分類群）を同定する。

なお、木材組織の名称や特徴は、島地・伊東（１９８２）、Wheeler他（１９９８）、Richter他（２００６）を参考にす

る。また、日本産木材の組織配列は、林（１９９１）や伊東（１９９５，１９９６，１９９７，１９９８，１９９９）を参考にする。

３．結果

樹種同定結果を第３２表に示す。柱材は、針葉樹１分類群（ツガ属）と広葉樹２分類群（スダジイ・イスノ

キ）に同定された。各分類群の解剖学的特徴等を記す。

・ツガ属（Tsuga） マツ科

軸方向組織は仮道管と樹脂細胞で構成される。樹脂細胞は、晩材

部に認められるが、数が少なく目立たない。放射組織は仮道管と柔

細胞で構成される。柔細胞壁は滑らかで、垂直壁にはじゅず状の肥

厚が認められる。分野壁孔はヒノキ型で、１分野に１～４個。放射

組織は単列、１～２０細胞高。

・スダジイ（Castanopsis cuspidata var . sieboldii（Makino）Nakai）

ブナ科シイ属

環孔性放射孔材で、道管は接線方向に１～２個幅で放射方向に配列する。孔圏部は３－４列、孔圏外で

急激に管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列す

る。放射組織は同性、単列、１～２０細胞高。

・イスノキ（Distylium racemosum Sieb. et Zucc. ） マンサク科イスノキ属

散孔材で、道管は横断面で多角形、ほとんど単独で散在する。道管の分布密度は比較的高い。道管は階

第３２表 大明神遺跡の樹種同定

№ 出土遺構 種類

１ SB０２－P１ イスノキ

２ SB０１－P１１ スダジイ

３ SB０２－P４ イスノキ

４ SB０２－P２ スダジイ

５ P０９ ツガ属

６ SB０１－P１６ イスノキ

７ SB０１－P１３ スダジイ

８ SB０２－P５ イスノキ
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段穿孔を有するが、段数は５前後で少ない。放射組織は異性�型、１～３細胞幅、１～２０細胞高。柔組織

は、独立帯状または短接線状で、放射方向にほぼ等間隔に配列する。

４．考察

中世の建物跡を構成する柱材には、合計３種類が認められ、広葉樹のスダジイやイスノキの利用が多

い。同定された各種類の材質をみると、針葉樹のツガ属は、針葉樹としてはやや重硬な部類に入り、強度

も比較的高い。スダジイは、やや重硬で強度が高い。イスノキは、極めて重硬・緻密で、強度・耐水性が

高い。これらの材質から、柱材には比較的強度の高い木材が利用されたことが推定される。とくにイスノ

キは、周辺地域において、櫛などの小型の木製品に確認された例はあるが、大型の部材に確認された例は

報告されておらず、古植生や木材利用を考える上で注目される結果である。

兵庫県内の中世の柱材について樹種同定を実施した例をみると、モミ、ヒノキ、イヌマキ、スギ、コウ

ヤマキなどの針葉樹の利用が多い（伊東・山田，２０１２）。これらの調査例は、摂津、但馬、播磨などの地域

であり、淡路島での調査例はほとんどないのが実情である。本地域の柱材の樹種選択については、建物の

規模や形態等にも注目しながら資料を蓄積することが必要である。

引用文献

林 昭三，１９９１，日本産木材 顕微鏡写真集．京都大学木質科学研究所．

伊東隆夫，１９９５，日本産広葉樹材の解剖学的記載�．木材研究・資料，３１，京都大学木質科学研究所，

８１－１８１．

伊東隆夫，１９９６，日本産広葉樹材の解剖学的記載�．木材研究・資料，３２，京都大学木質科学研究所．

６６－１７６．

伊東隆夫，１９９７，日本産広葉樹材の解剖学的記載�．木材研究・資料，３３，京都大学木質科学研究所，

８３－２０１．

伊東隆夫，１９９８，日本産広葉樹材の解剖学的記載�．木材研究・資料，３４，京都大学木質科学研究所，

３０－１６６．

伊東隆夫，１９９９，日本産広葉樹材の解剖学的記載�．木材研究・資料，３５，京都大学木質科学研究所，

４７－２１６．

伊東隆夫・山田昌久（編），２０１２，木の考古学 出土木製品用材データベース．海青社，４４９p．

Richter H．G．，Grosser D．，Heinz I．and Gasson P．E．（編），２００６，針葉樹材の識別 IAWAによる光
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第１０７図 大明神遺跡の木材
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第５章 遺物のまとめ

第１節 弥生時代

１．はじめに

はじめに 当該期の遺物は、大坪遺跡と大明神遺跡の両遺跡から出土している。しかし、その出土量

は、後述する中世の遺物と比較してわずかである。

２．大坪遺跡

出土遺構 SK０１とSD０３、および包含層から出土している。

SK０１ 広口壺・甕・鉢が出土している。このなかで、甕は底部を中心に残存するものであるが、

平底形態をなし、外面が叩き整形により仕上げられていることから、�期前半に位置付けら

れる。広口壺についても、後期中葉に位置付けられる。鉢についても、口縁部が外反するタ

イプで、後期中葉に位置付けられる。

以上から、SK０１出土土器については、後期中葉に位置付けられる。

SD０３ 壺・甕・鉢・器台が出土している。口縁部に凹線を伴う細頸壺、口縁部に装飾を伴う器台

等の特徴から、中期末から後期初頭にかけての時期に位置付けられるものと考えられる。

包含層 広口壺と高坏が出土している。広口壺については、口縁部に擬凹線と加飾と伴うタイプで、

後期初頭に位置付けられる。高坏は、口縁部が短く立ち上がり、外面に擬凹線が施されるタ

イプで、壺同様、後期初頭に位置付けられるものである。

小 結 以上から、大坪遺跡から出土した弥生土器は、いずれも後期初頭から中葉にかけての資料

と位置付けることができる。

３．大明神遺跡

出土遺構 SH０１と谷部から出土している。

SH０１ 広口壺・高坏・製塩土器が出土している。このなかで、時期を検討するうえで良好なもの

として、高坏が挙げられる。この高坏は、口縁部が短く立ち上がり、外面に擬凹線が施され

るタイプで、後期初頭に位置付けられるものである。広口壺についても、ほぼ同様の時期に

位置付けられる。

以上から、SH０１については、後期初頭に位置付けられる。

谷部 比較的多くの土器が出土しており、器種としては壺・甕・高坏・脚部が出土している。

壺 広口壺・直口壺等が出土している。広口壺については、口縁部の特徴から、後期初頭に位

置付けられる。ただし、直口壺についてはやや古く位置付けられるものである。

甕 叩き整形によるタイプと叩き整形が認められないタイプが認められる。後者については、

内面にヘラ削りが認められることから、後期初頭に位置付けられる。前者については、後期

に位置付けられるが、より具体的な時期の特定は困難である。

高坏 有稜高坏が出土している。坏部の特徴から、後期前半に位置付けられる。脚部についても

ほぼ同様の時期と考えられるものである。
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小結 以上から、大明神遺跡出土の弥生土器は、後期初頭を中心とした時期に位置付けられる。

４．まとめ

以上、大坪遺跡と大明神遺跡出土の弥生土器について検討してきたが、両遺跡とも弥生時

代後期初頭を中心とした時期に位置付けられるものである。ただし、大坪遺跡については、

やや新しい弥生後期中葉まで認められる。

第１０８図 大坪遺跡・大明神遺跡出土弥生土器
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第２節 中世

１．はじめに

当該期の遺物が最も多く出土している。なかでも、瓦器が量的に最も多く出土している。

本節では、瓦器を中心に時期等について検討していくことにする。

２．出土瓦器について

はじめに 瓦器は、大坪遺跡と大明神遺跡の両遺跡から出土している（第１０９図）。しかし、大明神遺

第１０９図 大坪遺跡・大明神遺跡出土瓦器
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跡で報告した瓦器のほとんどが谷部から出土したものである。谷部については、大明神遺跡

の一部として報告してきたが、実際には大坪遺跡・大明神遺跡の境にあたる地区である。こ

のため、両遺跡と関連しているものと考えられる。一方、大坪遺跡においては、出土量がわ

ずかで、その残存状況も良好といえるものではない。

以上から、谷部から出土した瓦器を中心に見ていくことにしたい。

出土器種 椀・皿・鉢が出土しているが、椀が圧倒的に多く出土している。皿については数個体、鉢

については１個体に限られる。

椀の特徴 本書で報告する瓦器椀は、基本的に和泉型に分類されるものである。また、外面に暗文が

認められる個体は出土していない。さらに、底部は輪高台からなるが、退化傾向が顕著で、

断面は蒲鉾形をなす。高台断面が台形をなすものは数点認められるが、高台高はわずかであ

る。

法量については、完形に復元された個体が少ないため、統計的な検討は困難である。わず

かに、完形に復元された個体および口縁部の立ち上がりの特徴から、大きく２タイプに分類

が可能である。ただし、その差はわずかで、大きな時期差を示すものではないと考えられ

る。

椀の分類 暗文は内面に限られ、口縁部から体部にかけては、圏線状の暗文が比較的密に施されてい

る。ただし、内面見込の暗文については、大きく３タイプに分類できる。

A類 見込部の暗文が、平行線文からなるもの。

B類 見込部の暗文が、斜格子文からなるもの。

C類 見込部の暗文が、螺旋文からなるもの。

小 結 ただし、上記の分類において、時期的な差はないものと考えられる。具体的な時期につい

ては、森島編年（１）の�－３期～�－１期に位置付けられるものと考えられる。

なお、同じ淡路島内陸部に位置し、ほぼ同時期と考えられる山田地区遺跡群で出土が認め

られた無高台の「椀B」の出土は認められない。

他の瓦器 他に皿と鉢が出土している。いずれも、外面に暗文は認められず、椀と同時期のものと考

えられる。

３．土師器について

当該期の土器としては、瓦器以外に、土師器・須恵器・陶磁器が出土している。ここでは、

土師器を中心に検討する（第１１０図）。

大坪遺跡 皿類と堝甕類が出土している。

皿類 轆轤成形により仕上げられるもの（A）と、手づくね成形によるもの（B）とに大きく分類で

きる。前者は、底部を回転糸切りにより切り離すタイプ（A１）と、ヘラ切りにより切り離す

タイプ（A３）が認められる。ただし、後者は１個体に限られ、他は全て前者である。また、

前者については、法量的に多くのバリエーションが認められる。

SK１６における須恵器捏鉢との共伴関係から、少なくともA１タイプは１５世紀代に位置付

けられるものと考えられる。一方、Bタイプについては、SB０１出土例から判断して、１３世紀

代に位置付けられるものと考えられる。
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手づくね成形によるもの（B）については、轆轤成形によるものと比較して、量的にわずか

である。

第１１０図 中世�期の主要土器
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堝甕類 堝と羽釜が出土している。

堝については、羽釜タイプに分類されるもので（２）、口縁部の形態においてバリエーション

が認められる。１５世紀代を中心とした時期に位置付けられるものと考えられる。

羽釜については、１個体のみ出土している。

大明神遺跡 皿類と堝類が出土している。

皿類 轆轤成形により仕上げられるもの（A）と、手づくね成形によるもの（B）とに大きく分類で

きる。前者は、底部を回転糸切りにより切り離すタイプ（A１）、静止糸切りにより切り離す

タイプ（A２）、ヘラ切りにより切り離すタイプ（A３）が認められる。ただし、回転糸切りを除

いては各１個体に限られ、他は全て前者である。また、前者については、法量的にバリエー

ションが認められる（第１１０図）。ただし、大坪遺跡ほど多様ではない。

手づくね成形によるもの（B）については、轆轤成形によるものと比較して、量的にわずか

である。大坪遺跡では認められなかった大皿タイプも出土している。

堝甕類 堝と甕が出土している。

堝については、羽釜タイプに分類されるもので、口縁部は全体的に退化傾向にある。大坪

遺跡出土資料同様、１５世紀代を中心とした時期に位置付けられるものと考えられる。

甕は、鉢形をなすものが出土している。

小 結 まず、時期的な問題として、大きく１３世紀代と１５世紀代の資料の存在を明らかにすること

ができた。具体的には、皿Bが前者に位置付けられ、他の器種が後者に位置付けられるもの

と考えられる。特に、前者に位置付けられる資料はわずかであるが、瓦器とセットをなして

いたものと考えられる。以上から、成形法が異なる皿Aと皿Bとでは、同時に時期差を示し

ていることが明らかである。

最後に、大坪遺跡と大明神遺跡出土の土師器を比較してみたい。

まず、皿に関しては、Aタイプ・Bタイプが出土し、前者が圧倒的に多い点は共通して認

められる。しかし、大明神遺跡で認められたA２タイプの皿は、大坪遺跡では出土していな

い。さらに、量的に多く出土しているA１タイプにおいて検討すると、両遺跡間において共

通する形式はわずかである。

この他、法量的な特徴として、大明神遺跡の方が大型品の出土が目立つ傾向にある。特に

大坪遺跡出土の８１・８４のような小型品は、大明神遺跡では出土していない。

次に堝甕類についてであるが、両遺跡に共通して出土しているのは堝類に限られる。同形

式の堝の出土も認められる。一方、甕については大明神遺跡に限られ、逆に羽釜は大坪遺跡

に限られる。

４．他の器種について

上記で検討した瓦器・土師器以外に、須恵器・陶磁器が出土している。

須恵器 この中で、須恵器は捏鉢と甕が出土しているが、捏鉢は１５世紀代の特徴を示す資料と考え

られる。

備前焼 この他、陶磁器の中では大坪遺跡からは備前焼の擂鉢（９２・９３）が、大明神遺跡からは壺

（１００）が出土している。いずれも�期に位置付けられる資料と考えられる。
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５．まとめ

以上の検討結果から、大坪遺跡・大明神遺跡両遺跡から出土した資料は、１３世紀代（中世

�期）と１５世紀代（中世�期）の、大きく２時期からなることが明らかとなった。

なお、上記の傾向は、同じ淡路内陸部に位置する山田地区遺跡群（３）で分析した結果と一致

するものである。

〔註〕

（１）森島康雄「畿内産瓦器椀の併行関係と暦年代」『大和の中世土器』� 大和古中近研究会 １９９２

（２）岡田章一他『兵庫津遺跡�（浜崎・七宮地区の調査）－一般国道共同溝整備事業に伴う埋蔵文化財調

査報告書－』兵庫県教育委員会 ２００４

（３）山田清朝『山田地区遺跡�－経営体育成基盤整備事業（山田地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

�－』兵庫県教育委員会・淡路市教育委員会 ２００９
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第６章 まとめ

第１節 遺構

１．遺構の時期

はじめに 前章における遺物の検討から、大坪遺跡と大明神遺跡の遺構の時期は、弥生時代と中世か

らなることが明らかとなった。さらに、中世については、中世�期（１３世紀後半）と中世�期

（１５世紀代）の２時期に細分できることが明らかとなった。

そこで、前章における検討に基づき、両遺跡の遺構の時期についてまとめていくことにす

る。主要な遺構についてまとめたのが第１１１図～第１１３図である。

弥生時代 大坪遺跡と大明神遺跡で認められる。

大坪遺跡 SK０１・SD０１・SD０２・SD０３に限られる。SK０１は後期中葉に、SD０３は中期末～後期初頭に

位置付けられ、両遺構は時期をわずかに違えている。

大明神遺跡 SH０１・SK０１と谷部に限られる。

中世�期 大坪遺跡と大明神遺跡で認められる。

大坪遺跡 SB０１・SB０２・SB０３とSD０３・SD０４が該当する。この他、P０３・P１０・P１３も当該期に位置

付けられる。

大明神遺跡 SB０４・SB０５・SB０７・SB０９が該当する。

中世�期 大坪遺跡と大明神遺跡で認められる。

大坪遺跡 SB０４・SB０５・SB０６・SB０７・SB０８及びSK１１・SK１４・SK１６・SK１８・SK２７・SK３３が該当

する。この他、柱穴では、P１７・P２２・P２５・P３６・P３７・P４７・P５３についても、当該期に位

置付けられる。

大明神遺跡 SB０１・SB０２・SB０３・SB０６・SB０８、およびSB０１・SB０２とセットとなるSD０３・SD０４が該

当する。さらに、SK１１・SK１４及びSD０５・SD１４・SD２０が該当する。この他、柱穴では、P０１・

P０２・P０３・P０４・P０５・P０６・P０７・P０８についても、当該期に位置付けられる。

２．遺構の特徴

４面庇付建物 本書で報告したなかで最も特筆すべき遺構として、大明神遺跡で検出された、SB０１とSB

０２が挙げられる。周囲に溝を伴う点が特徴的である。また、SB０１は、建物自体が４面に庇

を伴い、非常に特徴的な建物である。

両者は、中世�期に位置付けられる遺構である。特に、周囲に溝を伴い、４面に庇を有す

る建物については、当期においては例が限られる。当地における有力者に関連した建物と考

えられる。

以上から、南谷地区の各遺跡に数棟単位の建物が散在するなかにあって、大明神遺跡の建

物が際立った存在であったものと考えられる。つまり、大明神遺跡が当該期において、南谷

地区のなかでも最も有力であったものと考えられる。
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第２節 総括

最後に、今回の調査の成果について列挙し、まとめとしたい。

①大坪遺跡と大明神遺跡は、淡路島内陸部の小扇状地上に立地する遺跡である。

②両遺跡では、弥生時代と中世の遺構・遺物が明らかとなっている。

③弥生時代の遺構は限られ、後期初頭に位置付けられる大明神遺跡SH０１が主な遺構である。他の遺構・

遺物についても、後期初頭から中葉に限られる。

④中世の遺構・遺物については、大きく１３世紀代の中世�期と、１５世紀代の中世�期の２時期に分けられ

る。

中世�期については、大坪遺跡・大明神遺跡とも、掘立柱建物・柱穴・土坑・溝が検出されている。当

該期の遺物としては、瓦器椀が顕著である。いずれも和泉型に分類されるもので、内面見込の暗文の特徴

から、少なくとも３タイプに分類できる。

中世�期については、両遺跡とも、掘立柱建物・柱穴・土坑・溝が検出されている。なかでも、大明神

遺跡で検出されたSB０１・SB０２が特筆されるものである。

⑤大坪遺跡と大明神遺跡の所在する南谷地区には、久保ノ向遺跡・南谷的場遺跡・四反田遺跡などが周知

されている。これらの遺跡は地形単位に分布し、いくつかの遺跡については、発掘調査が行われている。

これらの遺跡についても、多くは弥生時代と中世の遺構・遺物が明らかとなっている。

以上から、南谷地区は、弥生時代と中世の大きく２時期に集落が営まれたいたものといえる。加えて、

両時期においては南谷地区の各遺跡で遺構・遺物が明らかとなっていることから、地形単位に散在してい

た景観を復元することが可能である。

⑦なかでも、中世�期において大明神遺跡で明らかとなった、周囲を溝に囲まれた４面庇付建物（SB０１）

は特筆されるものである。当該期において、例があまり認められないもので、南谷地区における最有力者

に関連した建物と考えられる。

第６章 まとめ

―１６８―



ふ り が な おおつぼいせき だいみょうじんいせき

書 名 大坪遺跡 大明神遺跡

副 書 名 （二）都志川農業構造改善等関連河川事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

シリーズ名 兵庫県文化財調査報告
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編 著 者 名
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ヴェイ株式会社
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発行年月日 ２０１４年（平成２６年）３月２８日

所収遺跡名
（県遺跡番号）

所 在 地
コード

北 緯 東 経 調 査 期 間
調査面積
（㎡）

調査原因
市町村 遺跡番号

大坪遺跡
洲本市鮎原
南谷

２８０２０１

９２００６１ ３４°３９′３″１３４°８２″５０′

平成１４年７月１５日～
１０月２２日

２１６７㎡ （二）都志
川農業構
造改善等
関連河川
事業

平成１５年１１月１０日～
１１月１３日

１５０㎡

大明神遺跡 ９２０１２４ ３４°３９′４″１３４°８２″４０′
平成１４年７月１５日～
１０月２２日

２２６０㎡

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

おおつぼ い せき

大坪遺跡
（２００２０７０）

集落

弥生時代 土坑 弥生土器

中世
掘立柱建物・土坑・
溝

瓦器・土師器・須恵器・白磁
青磁

江戸時代

大坪遺跡
（２００３１９２）

集落 鎌倉時代 谷 瓦器

だいみょうじん い せき

大明神遺跡
（２００２０７１）

基盤層 縄文時代 縄文土器

集落

弥生時代 竪穴住居・谷 弥生土器

中世
掘立柱建物・土坑・
溝

瓦器・土師器・須恵器・白磁
青磁

四面庇付建物

江戸時代 備前焼・染付

概要

調査は、（二）都志川農業構造改善等関連河川事業に伴うもので、大坪遺跡と大明神遺跡の２遺跡の調
査を行った。両遺跡は東西に連続する遺跡で、弥生時代と中世の遺構・遺物が明らかとなっている。
弥生時代の遺構は、大明神遺跡SH０１など後期初頭前後に限られる。
中世の遺構・遺物については、大きく１３世紀代の中世�期と、１５世紀代の中世�期の２時期に分けら
れる。中世�期については、両遺跡とも、掘立柱建物・柱穴・土坑・溝が検出されている。当該期の遺
物としては、瓦器椀が顕著である。
中世�期については、両遺跡とも、掘立柱建物・柱穴・土坑・溝が検出されている。なかでも、大明
神遺跡で検出されたSB０１・SB０２は、周囲が溝に囲まれた建物で、さらにSB０１は４面庇付建物と、特異
な構造の建物である。
大坪遺跡と大明神遺跡の所在する南谷地区には、地形単位にいくつかの遺跡が分布し、両遺跡と同様、
弥生時代と中世の遺構・遺物が明らかとなっている。以上から、南谷地区は、弥生時代と中世の大きく
２時期に集落が営まれていたものといえる。
なかでも、中世�期において大明神遺跡で明らかとなった、周囲を溝に囲まれた４面庇付建物（SB０１）
は特筆されるものである。当該期において、例があまり認められないもので、南谷地区における最有力
者に関連した建物と考えられる。
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写真図版１ 遺構

全景 俯瞰

大

坪

遺

跡



写真図版２ 遺構

全景 西から

大

坪

遺

跡



写真図版３ 遺構

遺構群１ 南から

遺構群２ 南から

大

坪

遺

跡



写真図版４ 遺構

（左）SB０１－P１７

西から

（右）SB０１－P１６

西から

（左）SB０２－P５

南から

（右）SB０２－P９

南から

（左）SB０８－P４

西から

（右）SB０８－P５

東から

（左）SB０９－P２

南から

（右）SB０９－P１

南から

大

坪

遺

跡



写真図版５ 遺構

（左上）SK０１

土器出土状況

南から

（左下）SK０８断面

南から

（右）SK０８全景

南から

（左）SK０６断面

東から

（右）SK０９断面

北から

（左）SK１１全景

南から

（右）SK１２全景

東から

（左）SK１１断面

南から

（右）SK１２断面

西から

大

坪

遺

跡



写真図版６ 遺構

（左）SK１３全景

南から

（右）SK１４断面

南から

（左）SK１７断面

南から

（右）SK１９断面

南から

（左）SK２５

検出状況 南から

（右）SK２５

炭層検出状況

南から

（左）SK２５

上層断面 南から

（右）SK２５

炭層断面 南から

SK１８全景

南から

大

坪

遺

跡



写真図版７ 遺構

（左）SK２１全景

東から

（右）SK３１全景

東から

（左）SK２４断面

南から

（右）SK３１断面

東から

（左）SK２７断面

西から

（右）SK２８全景

南西から

（左）SD０２断面

南から

（右）SD０３

土器出土状況

西から

（左）SD０４断面

南から

（右）SD１０断面

西から

大

坪

遺

跡



写真図版８ 遺構

（左）SD０７断面

東から

（右）SD１６断面

西から

（左）SD２７断面

南から

（右）SD３１断面

東から

大

坪

遺

跡



写真図版９ 遺物

３ ６

４ ９

３４

１８

３６

３：SB０１出土土器 ４：SB０２出土土器 ６：SB０４出土土器 ９：SB０５出土土器 １８：P２２出土土器 ３４・３６：SK１６出土土器

大

坪

遺

跡



写真図版１０ 遺物

２６ ５７

４９ ４１

５９

６６

７６

８０

２６：SK０１出土土器 ４１：SK２７出土土器 ４９・５７・５９：SD０３出土土器 ６６：SD０４出土土器 ７６・８０：包含層出土土器

大

坪

遺

跡



写真図版１１ 遺物

８３ ８４

８５ ９２

８３～８５・９２：包含層出土土器 ＳＫ１１出土粘土塊

大

坪

遺

跡



写真図版１２ 遺物

M２
M４M３

M１ M５

M９

M７
M８

M６

M１１

M１０

M１～M１１：包含層出土鉄製品

S１

S３

S１・S２：基盤層出土石器
S３：SK１２出土石器

S２

大

坪

遺

跡



写真図版１３ 遺構

全景 俯瞰

大
明
神
遺
跡



写真図版１４ 遺構

全景 西から

大
明
神
遺
跡



写真図版１５ 遺構

西半部全景

南から

SB０１・SB０２

北から

SB０１ 北から

大
明
神
遺
跡



写真図版１６ 遺構

SB０１全景

西から

（左）SB０１－P７

南から

（右）SB０１－P１６

南から

（左）SB０１－P１１

南から

（右）SB０１－P１３

北から

大
明
神
遺
跡



写真図版１７ 遺構

（左）SB０１－P１７

南から

（右）SB０１－P１４

北から

（左）SB０１－P２６

南から

（右）SB０１－P２４

北から

（左）SB０１－P２７

南から

（右）SB０１－P３４

南から

（左）SB０１－P３６

南から

（右）SB０１

－P３２・P２５

東から

大
明
神
遺
跡



写真図版１８ 遺構

SB０２ 南から

SB０２ 西から

大
明
神
遺
跡



写真図版１９ 遺構

（左）SB０２－P１

南から

（右）SB０２－P４

南から

（左）

SB０２－P３

東から

（右）

SB０２－P５

南から

（左）

SB０２－P３断面

東から

（右）

SB０２－P７

南から

大
明
神
遺
跡



写真図版２０ 遺構

SB０３ 南から

SB０３ 西から

（左）SB０３－P６

東から

（右）SB０３－P９

南から

大
明
神
遺
跡



写真図版２１ 遺構

（左）SB０３－P７

北から

（右）SB０３－P１０

南から

（左）SB０３－P１１

南から

（右）SB０３－P１２

西から

（左）SB０３－P１３

西から

（右）SB０３－P１７

北から

（左）SB０３－P１９

南から

（右）SB０３－P２０

北から

大
明
神
遺
跡



写真図版２２ 遺構

SB０４ 東から

（左）SB０４－P３

東から

（右）SB０４－P７

西から

（左）SB０４－P８

西から

（右）P０２ 北から

大
明
神
遺
跡



写真図版２３ 遺構

SH０１ 西から

SH０１

土器出土状況

北から

SH０１

土器出土状況

西から

大
明
神
遺
跡



写真図版２４ 遺構

SH０１

土器出土状況

西から

（左）SH０１－P１

断面

西から

（右）SH０１－P２

断面

西から

（左）SK０８断面

南から

（右）SK０９断面

西から

（左）SK１３断面

南から

（右）SK１４断面

南から

大
明
神
遺
跡



写真図版２５ 遺構

（左）SK１１断面

南から

（右）SK１２断面

南から

（左）SK１１全景

南から

（右）SK１２全景

南から

（左）SK０１全景

北から

（右）SK０３全景

東から

（左）SD０１断面

南から

（右）SD０５断面

南から

（左）SD０４断面①

東から

（右）SD０４断面②

南から

大
明
神
遺
跡



写真図版２６ 遺構

谷全景 南から

谷断面 南から

（左）谷

土器出土状況

東から

（右）谷

土器出土状況

東から

大
明
神
遺
跡



写真図版２７ 遺物

１ ３

２

６ ２１

７

２５ ２２

１～３：SH０１出土土器 ６：SB０６出土土器 ７：P０１出土土器 ２１・２２：SD０４出土土器 ２５：SD２０出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版２８ 遺物

４１

２３

４９

３５

３９ ５１

２３：SD05出土土器 ３５・３９・４１・４９・５１：谷出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版２９ 遺物

５５

５６５２

５８
５７

６１

６０６３

５２・５５～５８・６０・６１・６３：谷出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版３０ 遺物

６４ ６５

６７ ６９

６８ ７０

７２

６４・６５・６７～７０・７２：谷出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版３１ 遺物

８６

７３

８１

８７

８４

８５

７３・８１・８４～８７：谷出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版３２ 遺物

９０ ９２

９３

９１ １００

９０～９３：谷出土土器 １００：包含層出土土器

大
明
神
遺
跡



写真図版３３ 遺物

１０４

M５

M４

M３

M２

M７

M６

M１

１０４：基盤層出土土器
M１・M２・M４～M６：包含層出土鉄製品 M３：SK１４出土鉄製品 M７：SD０１出土鉄製品

大
明
神
遺
跡



写真図版３４ 遺物

S１

S２M８ M９

M８・M９：包含層出土鉄製品

S１～S４：包含層出土石器
S３

S４

大
明
神
遺
跡



写真図版３５ 遺物

S５

S６

S８

S５：谷出土石器
S６：SB０３出土石器
S７：包含層出土石器
S８：SB０９出土石器

S７

大
明
神
遺
跡



写真図版３６ 遺物

S９

S９：SD０４出土石器

大
明
神
遺
跡



写真図版３７ 遺物

S１０

S１２S１１

S１０・S１１：谷出土石器 S１２：包含層出土石器

大
明
神
遺
跡




