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序　　　　文

　古代日本の歴史が記述された続日本紀の養老二年（718）五月二日に陸奥国の石城・

標葉・行方・宇多・亘理と常陸国の菊多の六郷をもって新たに石城国を設置したこと

が記述されています。この文は数行にも満たない非常に短いものですが、日本古代史

に初めて、現在の福島県浜通り地方北部の一地域を指す地名として、「行方」が登場

する重要な一文です。

　この続日本紀に記された行方郡は現在の南相馬市と相馬郡飯館村の一部を治めた、

古代律令国家の地方行政組織と考えられています。これまで行方郡の行政中枢をなす

郡家の所在については、本市の中央を流れる新田川の河口近くに建物の基礎をなる礎

石や古代の布目瓦が散布している福島県史跡「泉廃寺跡」と考えられてきました。

　泉廃寺跡は、今日まで地域の方々の多大なるご努力により大切に保存されてきまし

た。昭和30年には福島県史跡として指定されましたが、近年福島県史跡範囲の周辺で

大規模な農業基盤整備事業が計画されたことにより、市教育委員会により本遺跡の範

囲・内容を確認するための発掘調査が進められてきました。

　これらの一連の発掘調査では、泉廃寺跡は県史跡指定当時の遺跡範囲を大きく上回

る広大な敷地に多数の建物が建て並べていたことが判明し、泉廃寺跡が行方郡の行政

機関である行方郡家であることを明らかにし、開発計画の一部を変更し遺跡の大部分

は保存されることとなりました。

　平成12年度からは本遺跡の重要性を考慮し、更に遺跡の具体的な内容を確認するた

めに泉廃寺跡保存整備事業に着手し、郡家を構成する郡庁・正倉・館などの各施設が

明らかにされ、その調査成果は全国の注目を集めるものとなりました。

　本書は、これら約10カ年にもわたる発掘調査の成果をまとめたものです。この報告

書が、多くの方々の目に触れ、活用されることを祈念します。

　最後となりますが、これまでの発掘調査を実施するにあたりまして、地権者の皆様

をはじめとし多くの方々に多大なるご協力賜りましたことに厚く御礼申し上げますと

ともに、泉廃寺跡調査・整備指導委員、文化庁及び福島県教育庁のご指導・ご助言

に、深く感謝申し上げます。

　平成19年３月

南相馬市教育委員会　　　　　
教育長　青木紀男　　





例　　　　言

１． 本書は泉廃寺跡の調査成果報告である。掲載した内容は平成６年度から平成16年度までに実施されたすべ

ての発掘調査の内容を対象とし、遺跡の範囲・構造・変遷ならびに出土遺物を総合的に叙述することを目

的としている。

２． 本書に掲載した発掘調査にかかる調査経費は、試掘調査ならびに内容・範囲確認調査は国庫補助金・県費

補助金の交付を得、農業基盤整備事業にかかる調査経費は福島県相双農林事務所および旧原町市が負担

し、周囲の原町市道改良にかかる経費は原町市（現南相馬市）が負担している。

３．本書の印刷にかかる経費は、国庫補助事業の対象としている。

４．遺跡の所在地は次に示すとおりである。南相馬市原町区泉字寺家前・宮前・町池・町・舘前。

５． 調査を実施するにあたっては、泉廃寺跡調査・整備検討委員会を組織し、指導・助言を得た。委員会の組

織は次のとおりである。

　　岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授・福島県文化財保護審議会委員・元東北歴史博物館長）

　　鈴木　啓（福島県考古学会長）　

　　宮本長二郎・田中哲雄・小林敬一（東北芸術工科大学）　玉川一郎（（財）福島県文化振興事業団）　

　　今泉隆雄（東北大学）　佐川正敏（東北学院大学）

６．発掘調査ならびに本書刊行にかかる一連の業務は、以下の体制で実施した。

　　調査主体　南相馬市教育委員会

　　事 務 局　南相馬市教育委員会事務局文化課　　　調査担当　文　　化　　財　　係

　　　教 　 育 　 長　　青木　紀男 課長補佐兼文化財係長　　堀　　耕平

　　　事　務　局　長　　風越　清孝 主　　　　　査　　佐藤　友之

　　　事 務 局 次 長　　藤原　直道 副　　主　　査　　川田　　強

　　　文　化　課　長　　烏中　　清 副　　主　　査　　荒　　淑人

　　　課長補佐兼文化振興係長　　引地　芳典 学　　芸　　員　　佐川　　久

　　　副　　主　　査　　北原　美紀 主　　　　　事　　白瀬　善康

　　　事　務　補　助　　萩原佐千子 

  （平成19年３月現在）

・調査補助員　藤木　海・狭川麻子・相良英樹・安達訓仁・久松舞子・佐藤祐太・岩谷こずえ・松本　弘

・整理補助員　新川幸子・山本恵子・渡部恵美・玉川美枝子・太田正子・寺内美智子・遠藤和子

　　　　　　　野沢成子・本山訓子・湊　陽子・古谷洋子・阿部路代・遠藤美枝子・木幡君子

　　　　　　　狭川なつみ

・発掘補助員　青田猪一郎・青田光収・青田 翠・青田博子・阿部定雄・荒 洋子・五十嵐フミ子

　　　　　　　岩井幸夫・岩井百合子・稲村丑治・岩本 等・宇佐見廣・宇佐見茂子・遠藤紀子

　　　　　　　遠藤キミ子・大石潤二郎・大石房子・大内スミ子・押野巳之助・大竹裕一・小川美紀子

　　　　　　　落合和弘・大野敏雄・加賀田勇一・菅野秀雄・北原 洋・北原 廉・北山八重子・北原 睦



　　　　　　　清信  厚・草野ヤイ子・国分孝徳・木幡春江・木幡一征・高力長子・今野一子

　　　　　　　今野文英・今野アヤ子・紺野昭義・紺野弘子・酒井和秋・佐藤順厚・佐藤紀美子

　　　　　　　佐藤一男・佐藤 昭・佐藤 整・佐藤昭子・佐藤セイ・佐藤フクイ・佐藤敏雄・佐藤時雄

　　　　　　　佐久間三雄・佐藤文江・佐藤和枝・佐藤和子・佐藤シン子・佐藤正三・佐藤民子

　　　　　　　佐久間政好・志賀セツ子・志賀秀夫・志賀とも子・志賀愛子・篠原一男・新開光子

　　　　　　　鈴木孝雄・鈴木時江・鈴木伸子・鈴木清身・鈴木シケ・鈴木令子・鈴木康雄・杉浦桂子

　　　　　　　諏佐忠男・瀬川トミ子・平音次郎・武志正信・滝沢輝雄・高橋キイ子・立川正綱

　　　　　　　高野勝子・高玉 親・高井孝子・高野賢喜智・玉木セツ子・但野十九・舘内ミヨ子

　　　　　　　但野好子・寺島日出雄・寺島博喜・豊野直樹・中田幸一・中島チヨ子・新妻順子

　　　　　　　新妻孝子・新妻洋子・西 幸吉・西 敏子・番場秀秋・藤田正司・星 祐教・星アキヨ

　　　　　　　星 節子・堀川清隆・松本武雄・松本充博・益山冨士子・宮林イエ子・三坂サダイ

　　　　　　　門馬竹子・門馬  誠・門馬正光・門馬トミ・山田英子・山本邦己・山口千恵子

　　　　　　　山田春雄・横山 賢・横山キミ子・渡邊トヨ・渡部トシ子・渡部和子・渡部正幸

　　　　　　　吉田陽一・桑島秀治・百々千鶴・加藤  恵・丹野晶彦・蓬田泰博・伊達留璃子

　　　　　　　中堤有美

７．平成６年度から平成17年度までの事務局員については、以下のとおりである。

　　 渡部秀夫・井村　寛・千葉良則・鈴木清身・渡邊光雄・中田幸夫・横山英夫・（故）木幡新一・佐藤一

男・中善寺敏行・佐藤禎一・渡部紀佐夫（以上、教育委員会事務局）（故）大内　勝・阿部敏夫・佐藤俊

正・鈴木吉久・高田　毅・小田幸夫・山家正勝・山内茂樹・渡邊芳信・木幡雅己・二本松文雄・平田良

親・齋藤直之・佐藤祐子・館岡るみ・綱川裕子・小林美枝子・佐山恵美（以上、社会教育課・文化課・文

化財課職員）高倉一夫・二谷　眞・北山淑英・佐々木雅一・茂木千恵美・荒　武治・伊藤由美子・大久雄

一郎・野沢陽平・藤原一良・深野明伸・渡部恵一（以上、原町市史編纂室職員） （敬称略・順不同）

８．発掘調査における基準点設置ならびに地形図作成にあたっては（株）日建に委託している。

９．空中写真撮影業務は、アジア航測株式会社・有限会社東邦企画に委託した。

10． 各種出土遺物の保存処理については福島県立博物館（木製品保存処理）・パリノ・サーヴェイ株式会社

（樹種同定・珪藻分析・年代測定）・（株）ニッテツ・ファイン・プロダクツ 石文化財保存処理セン

ター（木製品保存処理）・古環境研究所（炭化米分析）に委託した。

11． 本書に掲載した遺構の測量図は、堀　耕平・二本松文雄・斉藤直之・荒　淑人・藤木　海・安達訓仁・久

松舞子・佐藤祐太・岩谷こずえ・相良英樹・松本　弘が作成した。

12　本書に掲載した遺構写真は堀　耕平・二本松文雄・荒　淑人・藤木　海・相良英樹が撮影した。

13． 本書に掲載した遺構図ならびに遺物実測図・製図・版下作成は、各調査員の指示のもと、以下の整理作業

員が作成した。　

　　狭川麻子・山本恵子・新川幸子・渡部恵美・玉川美枝子・本山訓子・湊　陽子・太田正子・寺内美智子

　　遠藤和子・古谷洋子・野沢成子・阿部路代・遠藤美枝子・木幡君子・狭川なつみ



14．発掘調査に際しては、次の機関及び個人から協力を得た。記して感謝の意を申し上げる。

　　 福島県相双農林事務所・原町市土地改良区・高平ほ場整備施工委員会・原町区泉行政区・佐藤信之

石橋正男・新妻晴一・佐藤富雄・新妻正光・高野勝芳・高橋士郎・佐藤一夫・小野田健二

　　佐藤美保子・佐藤忠俊・横山元栄・佐藤光夫・菊池辰夫・上野　弘・村田恒明・鈴木守夫・鈴木光子

　　鈴木健司・石橋哲夫・渡部正幸  （順不同　敬称略）

15．発掘調査、報告書作成にあたり、次の方々から指導・助言を得た。記して感謝申し上げる。

　　 文化庁文化財部記念物課・独立行政法人奈良文化財研究所・奈良国立博物館・福島県教育庁生涯学習文化

スポーツ領域文化財グループ・福島県立博物館・（財）福島県文化振興事業団・（財）福島県文化財セン

ター白河館・福島市教育委員会・相馬市教育委員会・双葉町教育委員会・（財）郡山市埋蔵文化財発掘調

査事業団・（財）福島市文化振興事業団・いわき市教育委員会・いわき市教育文化事業団・宮城県教育委

員会・宮城県多賀城跡調査研究所・東北歴史博物館・東北大学・東北大学埋蔵文化財調査研究センター・

東北学院大学・東北文化研究所・仙台市教育委員会・多賀城市教育委員会・多賀城市埋蔵文化財調査研究

センター・岩手県教育委員会・奥州市埋蔵文化財調査センター・盛岡市教育委員会・盛岡市遺跡学び館・

秋田県教育委員会・秋田城跡調査事務所・仙北町教育委員会・払田柵跡調査事務所・山形県教育委員

会・伊勢崎市教育委員会・本中 眞・坂井秀弥・磯村幸男・禰宜田佳男・加藤真二・玉田芳英・清野孝

之（文化庁）山中敏史・光谷拓実・馬場 基（独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所）平川　南

　　 仁藤淳史（大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館）岩戸晶子・吉澤　悟（奈良

国立博物館）長島雄一・宍戸弘治・荒木　隆・大平好一・日下部善己・小林雄一・佐藤耕三・山崎充浩

　　 鑓水 実・玉川一郎（福島県教育庁）須藤 隆・藤沢 敦（東北大学）菊地芳朗（福島大学）日野尚志（佐賀

大学）三上喜孝（山形大学）熊田亮介（秋田大学）吉田 歓（山形県立米沢女子短期大学）大塚初重

　　 吉村武彦（明治大学）佐藤正人（尚絅女学院）岡田清一（東北福祉大学）酒寄雅志（国學院大學栃木短

期大学）須田 勉・戸田有二（国士舘大学）熊谷公男・辻 秀人・佐川正敏（東北学院大学）大平 聡（宮

城学院女子短期大学）川尻秋生（早稲田大学）藤原妃敏・森 幸彦・木本元治・横須賀倫達・松田隆嗣

　　 今野 徹・高橋 満（福島県立博物館）青山博樹・菅原祥夫・松本 茂・飯村 均・福島雅儀・安田 稔

　　 芳賀英一・本間 宏・吉田秀亨・石本 弘・伊藤典子・甲賀寿美恵・（故）寺島文隆（福島県文化振興

事業団・福島県文化財センター）佐久間正明・柳沼賢治・高松俊雄・工藤健吾（郡山市埋蔵文化財調査事

業団）広岡 敏・猪狩みち子・猪狩忠雄・高島好一・和深和夫・中山雅弘（いわき市教育文化事業団）

鈴木 功・鈴木一寿（白河市教育委員会）中村真由美・吉田陽一（二本松市教育委員会）皆川隆男

　　 木崎　悠（須賀川市教育委員会）三瓶秀文・山田　廣（富岡町教育委員会）山路直充・松本太郎（市川市

考古博物館）田中広明（財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団）辻　史郎（我孫子市教育委員会）知久裕明

　　 （深谷市教育委員会）川口武彦（水戸市教育委員会）真保昌弘（栃木県なす風土記の丘資料館）嶋村一志

（泉崎村教育委員会）村田晃一・吾妻俊典・佐藤則之（宮城県教育委員会）小井川和夫・古川一明（宮城

県多賀城跡調査研究所）工藤雅樹・高野芳宏（東北歴史博物館）長島栄一（仙台市教育委員会）鈴木孝行

　　 千葉孝弥（多賀城市埋蔵文化財調査センター）大河原基典（色麻町教育委員会）佐藤敏幸（東松島市教育

委員会）高橋誠明・佐藤 優・大谷 基（大崎市教育委員会）石崎高臣（岩手県文化振興事業団）長谷川真（宮



古市教育委員会）伊藤博幸・佐藤良和（奥州市埋蔵文化財調査センター）神田和彦・進藤靖（秋田市教育

委員会）中島広顕（東京都北区教育委員会）木川浩司（芝山町教育委員会）出浦 崇・勢戸 力（伊勢崎市

教育委員会）大橋泰夫（島根大学）清水理史（鶴ヶ島市遺跡調査会）鳥羽政之（岡部町教育委員会）

　　 後藤建一（湖西市教育委員会）伊藤邦弘・藤井裕二・斉藤　健・水戸弘美・植松暁彦（財団法人山形県

埋蔵文化財センター）早川　泉・河野一也・藤木　海（大成エンジニアリング株式会社）西　徹雄

　　 二上裕嗣（南相馬市文化財保護審議会委員）藤沼邦彦・山田昌久・樋泉岳二（浦尻貝塚調査指導委員

会）小野田義和・松岡 進・大迫徳行・岩崎真幸（原町市史編纂委員会）桑原滋郎・進藤秋輝・（故）大
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第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

　　　第１節　地理的な環境

　第１項　南相馬市の沿革

　福島県南相馬市は、福島県太平洋岸の中央北側に
位置し、人口約 73,700 人・面積約 398.5K㎡を有する。
平成18年 1月 1日には、福島県原町市・相馬郡小高町・
同鹿島町の 1市 2 町による合併を経て、南相馬市と
して新たに誕生した。
　南相馬市が所在する福島県は、東北地方太平洋側の
最も南に位置し、北には宮城県と山形県が、西には新
潟県、南には茨城県と栃木県で県境を接している。
　福島県全体の地形を概観すると、県内を阿武隈山
地と奥羽山脈が縦断し、地形的に太平洋に面する浜
通り地方、阿武隈山地と奥羽山脈に挟まれ、阿武隈
川による開析平野で構成された中通り地方、そして
新潟県と接して盆地状平原を呈する会津地方の 3地
方に区分されている。
　このような福島県において、南相馬市は太平岸に
面した浜通り地方の中央北寄り、北緯 38°30′00″・
東経 141°00′00″に位置している。行政境としては、
北は相馬市、南は双葉郡浪江町、西は相馬郡飯舘村
と接している。
　市内の主要交通網には、市内を南北に縦走する JR
常磐線と国道 6 号があり、首都圏への移動や仙台・
周辺市町村などへの通勤・通学手段として利用され
ている。国道 6号と平行するように走る県道ならび
に、これらの県道に直行する県道は、周辺市町村や
中通り地方の主要都市である福島市や郡山市などに
向かう交通施設として利用されている。
　近年では、市街地の西側を縦貫するように建設が
進められている高規格道路の常磐自動車道により、
周辺地区の自然環境や市内道路網のあり方が大きく
変容しつつある。

Fig.1　福島県と南相馬市

Fig.2　南相馬市の地勢
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　第２項　地形的な環境

　南相馬市は、東に太平洋を臨み、西には阿武
隈山地が展開している。市街地の大部分はこれ
らに挟まれるように形成された段丘面に広がっ
ている。このような条件は、大小の違いはある
ものの福島県太平洋岸の各地で、おおむね同じ
ような地形的な特徴を有している。
　南相馬市内の地形を見ると、市内西側にある
山地域と市内東側にある海岸平野に 2大別され
る。山地域となる阿武隈山地の山々は、起伏が
著しく傾斜の強い斜面が形成されるが、全体的
に山々の高まりが揃った様相を示すという特徴がある。原町区付近の山々は、山地起伏量 400
～ 600 ｍ程の中起伏山地が多く、海岸平野の一部には起伏量 200 ～ 400 ｍの小起伏山地が分布
している。これらの山地の標高は 500 ｍ前後、海岸平野付近では標高 40 ｍ以下を計測する。
　阿武隈山地を構成する山地の地形的な特徴としては、山地縁辺から海岸低地に向かって延び
る標高 20 ～ 40 ｍ程度の低位丘陵を連ねることにある。これらの低位丘陵は小規模な谷と尾根
による複雑な樹枝状の形状を呈し、海岸線に到達する付近では海食崖になる部分もある。丘陵
地の起伏量は 200 ｍ以下を示し、阿武隈山地と比べると、一段と低平な背面をもち、北北西か
ら南南東方向に延びる連続性のある地形として各地に発達している。背面の多くは海岸地方の
市町村の境界になっている。
　海岸平野では、阿武隈山地に接する小規模な山麓地の発達を見るほか、扇状地や段丘等の地
形が発達している。市内には阿武隈山地から東流するいくつかの河川があり、この河川は先述
した低位丘陵間を流れ、所々で小規模な支流河川との合流を繰り返しながら、太平洋に到達し
ている。
　河川により形成される段丘
は、河床の発達高度により、大
きく低位段丘・中位段丘・高位
段丘と区分されており、それぞ
れの段丘が上下 2段の合計 6段
の段丘が確認されている。
　段丘には河岸段丘・海岸段丘
がありいずれも河成段丘による
もので、海成段丘は小沢から
塚原の一部で見られる程度であ
る。

Fig.3　南相馬市の位置

Fig.4　切峰図



－ 3－

第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

Fig.5　南相馬市と泉廃寺跡
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　第３項　地質的な環境

南相馬市の地質概要　南相馬市は、阿武隈山地北東縁から太平洋岸までの範囲に広がっている。
市内西側には比較的険しい山地形があり、中央付近には低位丘陵と段丘地形が発達し、更に海岸部には
平野が広がる。この付近を構成する基盤層は、古生代末期のアパラキア褶曲と、中生代末期のララマイ
ド褶曲に代表される二度に渡る世界的な造山運動の際に、古生層及び中生層に貫入した古期・
新期・最新期の花崗岩・変成岩類で構成されている。
　阿武隈山地は東西約 50km・南北約 200kmの規模を有し、古くは古生代の先デボン紀（助常
変成岩類）から、最も新しい新生代中頃、新第三紀中新生に至るまでの地質を有し、北上高地
と並んで日本最古の地質構造を形成
している。
　市内を構成する地質を見ると、西
部にある阿武隈山地には畑川破砕帯
が発達している。畑川破砕帯は、日
本列島の土台を構成する地質帯であ
る阿武隈帯と南部北上帯の境界とな
り、この破砕帯から西側の阿武隈帯
には花崗岩が広く分布している。畑
川破砕帯の東側には、花崗岩ならび
に相馬古生層などからなる先第三系
があり、この付近に双葉断層が発達
している。　
　双葉断層の東側には中生代の相馬
中村層群や、市内の低位丘陵を構成する新第三系などが分布している。
　阿武隈山地裾部から東に派生する低丘陵は、新生代第三紀に形成された鮮新統の仙台層群が
広く発達する。この仙台層群は、下位から亀岡層・竜の口層・向山層および大年寺層と総称さ
れる固結度の低い凝灰岩質砂岩、泥岩で構成されている。
　丘陵部では第四紀洪積世における氷河期と間氷期の海水準変動によって海成及び河成の段丘
が構成されている。段丘は大きく高位・中位・低位の 3つに区分され、それぞれが第Ⅰ・Ⅱ段
丘堆積物に細分されている。
　高位第Ⅰ段丘堆積物は、 亜角の大礫から巨礫を主とする堆積物を挟み、畦原付近では最大 10
ｍの層厚を持つ。高位第Ⅱ段丘堆積物は、亜円礫が混じる円礫層を主とし、砂層・シルト層を
挟む。上位１ｍの地点には風化火山灰層をのせ、上太田北側の陣ヶ崎・本陣山・小浜・石神東部・
深野に分布する。中位第Ⅰ段丘堆積物は、亜角ないし亜円の中礫～大礫からなり、海岸部では
砂層を挟んでいる。上位には軽石層を挟む風化火山灰をのせ、大木戸南西部台地、深野や上北
高平に分布する。中位第Ⅱ段丘堆積物は、亜角～亜円の中礫～大礫からなる。原町区の市街地
から雲雀ヶ原一帯に広く発達し、牛来・萱浜に散在する。低位第Ⅰ段丘堆積物と低位第Ⅱ段丘
堆積物は、亜角～亜円の中礫～大礫で構成され、海岸部により近い地域まで分布するものを第

第３項　地質的な環境

Fig.6　地形略図
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Ⅰ段丘堆積物、上流部にのみ分布するものを第Ⅱ段丘堆積物と区別している。
　高位段丘堆積物は真野川流域で発達し、所々に自然堤防堆積物が見られる。新田川・太田川
流域では、上部に風化火山灰層をのせた礫及び砂で構成される高位第Ⅰ段丘堆積物と、中位第
Ⅱ段丘堆積物が広く発達し、小高川流域では中位第Ⅰ・第Ⅱ段丘が顕著である。低丘陵の間には、
各河川が樹枝状に開析した谷間に土壌が埋没した沖積平野が入り込んでいる。
　宮田川河口では、かつて井田川浦という東西 1.8㎞、南北 1kmという大きな潟湖が形成され
ており、大正末期～昭和初期にかけて干拓されている。潟湖を形成した浜堤は、浦尻貝塚の東
に位置する北原貝塚遺跡群の東側の堤状段丘から北に約 1.7kmの範囲に展開し、小高川河口で
も浜堤と前川浦、市内北側には八沢浦が形成されたが、この八沢浦も干拓が進みその姿を残し
てはいない。

Fig.7　地質略図
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Fig.8　地質図
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　　　第２節　歴史的な環境

　第１項　歴史的環境の概要

　南相馬市内にある埋蔵文化財は、古くは後期旧石器時代まで遡り、埋蔵文化財包蔵地台帳を
通して保護がなされている。これらの埋蔵文化財は合計 599 件が台帳に登録されており、この
うち国史跡は真野古墳群・桜井古墳・羽山横穴・浦尻貝塚・大悲山薬師堂石仏・阿弥陀堂石仏
の 6件、福島県史跡は横手廃寺跡・横手古墳群・泉廃寺跡の 3件を数えている。ここでは、旧
石器時代～縄文時代・弥生時代～古墳時代・中世～近世に 3区分し、それぞれの時期について
概述し、本地方のあり方をまとめてみたい。

旧石器時代から縄文時代　南相馬市で確認されている旧石器時代の遺跡としては、上真野川南岸
の段丘上にある八幡林遺跡（1）、太田川流域の畦原段丘面にある畦原A・C遺跡（2・3）・熊下遺

跡（4）・袖原A遺跡（5）・
雲雀ヶ原扇状地にのる
陣ヶ崎A遺跡（6）・南町
遺跡（7）・橋本町 A・B
遺跡（8・9）・桜井遺跡（10）、
小高川の支流である北鳩
原川南岸にある荻原遺跡
（11）の 11 遺跡で確認さ
れている（註 1）。
　縄文時代の遺跡は真野
川・新田川・太田川・小
高川・宮田川などの各地
域を代表する河川に沿っ
て分布している。真野川
上流域の上栃窪にある宮
後 A 遺 跡（12）・ 宮 後 B
遺跡（13）からは、大木
7a ～ 10 式にかけた中期
の遺物が多く出土し、そ
の他には後期の綱取Ⅰ
式・新地式や晩期の粗製
土器の出土もある（註2・3）。Fig9　主要遺跡の分布
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　上真野川と真野川の合流地点の南岸には八幡林遺跡があり、中期の大木 10 式の複式炉を伴う
住居跡をはじめとして、早期の田戸下層式・前期の大木 5式・中期の大木 8a ～ 10 式、後期の
綱取Ⅰ・Ⅱ式、晩期の大洞A～Á 式にかけた各時期の土器が出土し、ここに長期間存続した
集落の存在を示唆する重要な遺跡である（註 4）。
　新田川・太田川流域では、山間部の片倉八重米坂A遺跡（14）・羽山 B遺跡（15）・畦原 F遺跡
（16）で早期から前期の遺構・遺物が確認されている（註 5）。海岸部にある萱浜の赤沼遺跡（17）で
は大木 2a 式、雫の犬這遺跡（18）で前期前半の土器が出土している（註 6）。中期では、阿武隈山
地裾部にある押 の前田遺跡（19）、新田川北側の台地上にのる高松遺跡（20）で大木 8～ 10 式の
土器を出土し、植松A遺跡（21）では大木 10 式の土器と複式炉を伴う住居跡が調査されている（註
7）。後期から晩期の遺跡では、上太田の上ノ内遺跡（22）・町川原遺跡（23）は綱取式を出土する（註
8）。片倉の羽山遺跡（24）では、晩期の大洞C1 ～ A式が、高見町A遺跡（25）では、晩期中葉の
土器と石囲炉をもつ住居跡が調査されている（註 9）。
　小高川・宮田川流域では、貝塚を形成する集落が多い。古くは宮田貝塚（26）・加賀後貝塚（27）、
片草貝塚（28）が、海岸線から離れた内陸部にあり前期前半の年代が想定される（註 10）。前期後
半以降の貝塚は、浦尻貝塚（29）や中期中葉の角部内南台貝塚（30）が知られる。浦尻貝塚では、
これまでの範囲確認調査により、前期後半から晩期中葉までの長期間にわたる貝層が確認され、
縄文時代全般の自然環境の変遷と、集落や生活の変遷が明らかとされ、平成 18 年には国史跡に
指定され保存が決定された（註 11）。

弥生時代から古墳時代　弥生時代を見ると、前期から中期初頭にかけた時期の遺跡を確認した例
は少なく、その具体的様相についてはわからない。
　集落や土器の出土が増加するのは中期以降で、川内 B遺跡群 F地点（31）では桝形囲式が出
土している（註 12）。新田川下流域の河岸段丘面には、中期後葉の標式遺跡となる桜井遺跡（32）
がある。本遺跡については詳細な調査を経てはいないものの、多量の土器や各種の磨製石器が
採取されており、この場所が弥生時代における拠点的な集落であった可能性が高い。真野川流
域の天神沢遺跡（33）は、豊富な石器が出土することで著名であり、桜井遺跡・天神沢遺跡両者
の関係が論じられている（註 13）。
　後期から終末になると明確な遺構・遺物の数は激減するが、高見町A遺跡からは北関東を中
心に分布する十王台式土器が確認され、この地域は十王台式土器の文化圏に含まれていた可能
性がある（註 14）。一方で東北・関東地方にかけた広範囲に分布する天王山式土器の出土が少な
い点は、この地域の弥生時代終末期から古墳時代初頭の特徴と言える。
　古墳時代では、4世紀後半になって新田川南岸の河岸段丘面に、墳丘主軸長 74.5 ｍを誇る前
方後方墳の桜井古墳（34）と、珠文鏡を出土した方墳の上渋佐 7号墳（35）が築造される（註 15）。
真野川流域の柚原古墳群（36）は円墳で構成される小規模な古墳群であるが、塩 式土器を出土
する前期の古墳群である（註 16）。
　当該期の集落遺跡の調査例は多くないが、高見町A遺跡、桜井 B遺跡（37）で S 字状口縁台

第１項　歴史的環境の概要
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付 が出土し、東広畑B遺跡（38）でも塩 式土器が出土している（註 17）。
　現在のところ確実に中期に位置付けられる古墳の調査例はないが、このなかで円筒埴輪を伴
う真野古墳群（39）・横手古墳群（40）は中期まで遡る可能性がある（註 18）。
　中期の集落としては、唯一前屋敷遺跡（41）で南小泉式の高杯・ を伴う竪穴住居 1軒が調査
されている（註 19）。
　後期になると、各河川流域で後期群集墳が造営される。代表的なものには桜井古墳群高見町
支群（42）・真野古墳群・横手古墳群・与太郎内古墳群などがある。真野古墳群は 100 基を超え
る古墳が造営された、東北地方を代表する後期群集墳である。横手古墳群は 30 ｍ規模の前方後
円墳を中心とする 14 基で構成される。これらの大規模群集墳が築造される一方で、市内の低位
丘陵上にも小規模な前方後円墳と円墳で構成される古墳群や、円墳や方墳で構成される小規模
な古墳群も造営される（註 20）。後期の集落様相は調査例の少なさもあり、詳細は不明であるが
市内の丘陵部や沖積地に散見される（註 21）。
　終末期に造営される横穴墓については、各河川において大きな分布状況の隔たりはみられず、
終末期の普遍的な墓制と言える。このうち真野川流域の、大窪横穴墓群（43　註 22）・太田川流域
の羽山横穴墓群（44　註 23）、小高川流域の浪岩横穴墓群（45）は、玄室に装飾を伴う形態であるこ
とが知られている（註 24）。そのなかで羽山横穴は玄室奥壁・天井・両側壁に渦巻文・人物・動
物などが描かれており、双葉町清戸 横穴（註 25）・泉崎村泉崎横穴（註 26）との共通性が指摘さ
れる。また、真野川流域の中谷地横穴墓群は、複室構造の玄室が採用された横穴墓であり（註
27）、いわき市中田横穴との類似性が窺える（註 28）。

奈良・平安時代　奈良・平安時代は、本節第 3項で詳述するため、ここではその要点のみを記し
ておく。
　律令期の南相馬市全域と飯舘村の一部は、陸奥国行方郡家の支配する行政領域に編成される。
その中心となる郡家は新田川河口にある泉廃寺跡（46）であり、昭和 31 年に福島県史跡指定を受
けている（註 29）。市内には泉廃寺跡以外にも、横手廃寺跡（47）・真野古城跡（48）・植松廃寺跡（49）・
入道 瓦窯跡（50）・京塚沢瓦窯跡（51）・犬這瓦窯跡（52）で瓦を出土することが確認されている（註
30）。これらの遺跡のうち、発掘調査が行われたものは入道 瓦窯跡に限られる。製鉄遺跡では
金沢製鉄遺跡群（53）や蛭沢遺跡（54）・川内 B遺跡群（55）で、具体的な内容が判明している例
である（註 31）。集落遺跡の調査例は決して多くなく、広畑遺跡（56）・大六天遺跡（57）・町川原遺
跡などが知られるに限る（註 32）。

中世以降　奈良・平安時代の律令政治が終焉をつげると、南相馬市を含む行方地方は相馬氏に
よって支配されることとなる。相馬氏は下総国相馬郡・相馬御厨（茨城県取手市・守谷市・千葉県我孫子市）
を支配した千葉一族であり、その祖は平将門の叔父である平良文と言われている。大治五年（1130）
に平常重により寄進され成立した相馬御厨の地域を支配することとなった千葉氏の一族が、所
領名を名のり相馬氏となる。千葉常胤は鎌倉幕府創立に尽力した有力御家人であり、千葉常胤
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と次男師常（相馬氏祖）は、文治五年（1189）の源頼朝の奥州平泉の藤原氏征討の挙兵、いわゆ
る「奥州征伐」に加わり、海道軍の総大将として奥州平泉に出陣し、源頼朝の勝利に貢献して
いる。海道諸郡はその恩賞として与えられたものである。千葉常胤は所領のうち次男師常に行
方郡を、三郎胤盛に亘理郡を、そして四郎胤信には好島庄預職を与えたことにより、奥州行方
郡は次男相馬師常の支配するところとなった。13 世紀末頃になると相馬一族内で所領を巡る対
立が顕在化し、相馬師常の子孫である相馬重胤は元亨三年（1323）に下総国から奥州行方郡へ下
向し、それ以降幕末まで奥州行方の地域は相馬氏の直接的な支配を受けることとなる（註 33）。
　鎌倉幕府が崩壊したのちの建武二年（1335）には、相馬重胤と武石胤顕が幕府より行方奉行と
伊具・亘理・宇多・行方 4郡と金原保の検断に命じられている。南北朝期における相馬一族は、
おもに北朝方として行動しており、その頃の領主相馬親胤は所領拡大に努め、これまでの小高・
高・目々沢・堤谷・草野・村上のほか、新たに福岡・小池・吉名・大田・牛越・千倉庄を所領
に加えている（註 34）。
　この時期の城館跡を古い時期から概観すると、別所舘跡（58）や、新田川と水無川に挟まれた
丘陵突端に築かれた牛越城跡（59）が、相馬氏の下向以前の城館跡として知られている。前者は
太田氏、後者は牛越氏の居城である。牛越城跡は本丸・二の丸・三の丸・空堀・帯曲輪・腰曲
輪・妙見舘が残っており、戦国から近世初頭の短い期間ではあるが、相馬氏の本拠としても機
能する（註 35）。小高川の氾濫原に延びた台地上に築かれた小高城跡（60）は、台地の頚部を切断
することで空堀とし、四周に壕や池をめぐらし、頂には土塁を築いている。本舘跡は下総国か
ら奥州に下向した相馬氏の居城となり、慶長十六年（1611）に相馬利胤が中村城を築城するまで間、
相馬氏の本拠として重要な役割を務めた（註 36）。
　新田川下流域の城館遺跡では、泉平舘跡（61）・泉舘跡（62）・下北高平舘跡（63）の調査がある。
相馬一族岡田氏が築いた中世末の泉平舘跡は、郭を囲む小規模な畝堀を伴う堀跡と出入口が発
見されている。堀跡から出土した木製呪符は、中世信仰を知る上で貴重である。泉舘跡は、阿
武隈山地から太平洋に向かって延びる丘陵の突端に立地し、相馬氏の流れをくむ泉氏の居城で
ある。舘跡は部分的な改変を受けてはいるものの、曲輪などの遺構は極めて良好な状態で遺存
している。また、平成 9年度に実施した泉廃寺跡 10 次調査では、12・14 世紀頃の舶載陶磁器
を含む中世陶磁器が出土し、相馬氏下向以前の地方支配の状況を知ることができる城館跡であ
る（註 37）。
　15 世紀中頃の応仁・文明の乱が終息したのち、行方地方も戦国時代に突入することとなる。
海道地方では、文明六年（1474）に岩城氏が標葉氏を滅ぼして標葉郡を領するなどの領地争いが
起こり、相馬盛胤は明応元年（1492）に標葉郡を、天文三年（1534）には岩城領の木戸・富岡を相
次いで攻略し領地の拡大を果たしている。一方、いわゆる「伊達天文の乱」といわれる伊達家
の騒動（1542 ～ 1548）は南奥の諸氏を巻き込む大きな騒動となり、相馬氏・伊達氏の間においても
領地抗争が多発している。天文十二年（1543）には相馬顕胤が宇多郡黒木城の黒木弾正と中村城
の中村大膳兄弟を討って宇多郡を掌握し、続いて伊達領の伊具郡金山・小斎・丸森城を攻め落
とし支配下に置いている。一方、相馬盛胤のときに領地に加えた標葉郷の木戸・富岡は岩城氏

第１項　歴史的環境の概要
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に奪還されている（註 38）。天正年間に伊達氏との抗争が激化するなか、相馬氏は盛胤の嫡子義
胤、伊達氏は輝宗の嫡子正宗が家督を相続し、幾度となく和平と抗争が繰り返されることとなる。
これらの抗争は全国政権を樹立した豊臣秀吉の奥州支配により終焉することとなる。
　相馬義胤の後継者である相馬利胤は、慶長二年（1597）に相馬氏の本拠地を小高城から牛越城
に移すが、関ヶ原の合戦後の徳川家康による領地没収の危機を回避したのち、一時は居城を牛
越城から小高城に戻し、慶長十六年（1611）に中村城を居城と定めている。ここで幕末まで続く
近世中村藩の基盤が確立することとなる。
　近世における中村藩領は、宇多郡の一部・行方郡・標葉郡の 3郡であった。現在の市町村で
は相馬市・南相馬市・相馬郡飯舘村・双葉郡浪江町・双葉町・大熊町・葛尾村に相当する。中
村藩領 3郡は近世初頭には宇多郷・北郷・中郷・小高郷・標葉郷の 5郷に区分されていたが、
元禄年間には北標葉・南標葉・山中郷・宇多郷・北郷・中之郷・小高郷の７郷とされている（註
39）。安政四年（1857）には、藩主の命を受けた斉藤完隆が中村藩の地誌とも言える奥相志の編纂
を行っている。奥相志では中村藩領３郡（宇多・行方・標葉）の来歴・村単位の地勢・戸数・人口・
地名・地塘・古舘・社寺仏閣のほか口碑伝説が記されている。しかし、明治四年（1871）に廃藩
置県を迎えたために、南標葉郷と山中郷の 2郷が欠けたまま編纂作業が終了されてしまった（註
40）。奥相志に記載された郷は、元禄年間の中村領 7郷と一致するので、基本的には中村藩領は
宇多・行方・標葉の３郡７郷であったと言える。
　近世頃の遺構は、寛文六年（1666）以降に築かれた野馬土手と、その出入口となる木戸跡や、
相馬氏の居城として再整備された牛越城跡などがある。野馬土手は中村藩営の牧であった野馬
追原、すなわち現在の南相馬市原町区市街地の大部分を囲むように、東西約 10km、南北約 2.6km
の範囲に展開している。土手は高さ 1.8 ｍ×上幅 1.8 ｍ×下幅 5.4 ｍの台形を呈し、土手の内側
には堀が伴う。土手の大部分は土塁であったと考えられているが、菖蒲沢のように石垣積みの
部分もあり、その形態は多様であったようである（註 41）。近年では記録保存のための発掘調査
が行われているが、戦後の開拓や近年の諸開発でその姿が確認できない部分も多い。野馬土手
の出入り口となる木戸跡は多い時で 30 数ヶ所が設けられていたと言われているが、その姿を遺
しているものは羽山岳の木戸跡（64）一ヶ所だけとなっている（註 42）。羽山木戸跡は野馬追原の
北側の木戸である原町木戸の南に対面する場所にあり、街道が野馬追原を通過する南側の主要
な木戸であったと考えられ、その構造は野面積みによる堅固な構造を持っているとことを見る
と、木戸の中でも重要な位置づけがなされていた可能性がある。
　近世後半から近代にかけては、中村藩の大規模なたたらである馬場鉄山（65）などの生産遺跡
や正福寺跡（66）、法幢寺跡（67）で近世墓域の調査例も増えており、近世期の生活の様子が徐々
に明らかとされつつあるが（註 43）、集落や窯業等の調査例は少ない。
　明治維新を経た明治四年（1871）には廃藩置県が実施され、中村藩は中村県となる。同年 11 月
には中村県は南の平県との合併を経て、同月 28 日に磐前県と改称された。磐前県は、磐前・菊田・
磐城・田村・石川・白川郡を指し、現在の相馬・双葉両郡を含む範囲である。その後、明治 9
年（1976）には新地・福田・駒ヶ嶺村が宮城県から磐前県宇多郡に編成され、同年 8月には福島・



－ 12 －

磐前・若松の３県が合併し福島県が誕生することとなる（註 44）。
　明治 26 年（1893）には日本鉄道会社により水戸―岩沼間鉄道敷設が決まり、当地方の近代化が
急速に促進されることとなる。海道を縦貫する鉄道は、明治 31 年 8 月（1898）に岩沼までの全面
開通を果たし、当初は「海岸線」と称されたが、後に常磐線と改称され浜通り地方の主要交通
網として当地方の発展の礎を築くこととなる（註 45）。
　大正から昭和にかけた時期には、大正 10 年（1921）に磐城無線電信局原町送信所、通称「無線塔」
が建設され、送信を開始している。無線塔は大正 12 年（1923）の関東大震災の一報を世界に発信
したことで有名であったが、昭和 56 年（1983）に老朽化により解体されてしまった（註 46）。無線
塔の跡地は埋蔵文化財として台帳登録され保護がなされている。昭和 15 年（1940）に雲雀ヶ原に
熊谷陸軍飛行学校原町分教場が開場した。この飛行学校では航空士官学校乙種戦闘操縦・襲撃
操縦学生の実施訓練をしていたが、戦況悪化により神風特別攻撃隊も出撃している。現在では
陸軍航空隊の門柱や格納庫の基礎などを残すのみであり、その保護が望まれる（註 47）。
　昭和 29 年（1954）には、近世の宿場町原ノ町を中心に原ノ町・高平・太田・大 の１町 3村が
合併し原町市が誕生し、市制が施行された。その 2年後には石神村が加わり、現在の南相馬市
原町区（旧原町市）の骨格が形成され（註 48）、平成 18 年 1 月（2006）に相馬郡鹿島町・原町市・
小高町の 1市 2町の市町村合併を経て南相馬市が誕生し、新たな市制の歩みをスタートさせた。
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『鹿島町史第 三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /鹿島町教育委員会 1960『横手古墳群第１号墳調査報告書』

註 19　原町市教育委員会 1997『ふるさとづくり道路改良工事関連遺跡発掘調査報告書　前屋敷遺跡第２次調査』
註 20　原町市教育委員会 2002 ～ 2004『原町市内遺跡発掘調査報告書』7～ 9
註 21　 原町市教育委員会 1996『原町市内遺跡発掘調査報告書２』/玉川一郎 2000「大六天遺跡」『鹿島町史 第三巻 原始・

古代・中世資料』鹿島町 /戸田有二 1989『大六天遺跡』鹿島町教育委員会
註 22　 玉川一郎 2000「大窪横穴簿群」『鹿島町史第三巻　原始・古代・中世資料』鹿島町・梅宮茂他 1963「第 2章大窪

横穴古墳群」『国道六号線回収工事地内遺跡福島県東部地区遺跡発掘調査報告書』福島県教育委員会 /掘込静夫
1956「鹿島町に於ける横穴式古墳壁画の年代推定について」『草原 第３号』鹿島町文化協会

註 23　渡辺一雄他 1974『羽山装飾横穴調査概報』原町市教育委員会
註 24　竹島國基 1975「浪岩横穴墓」『小高町史』小高町
註 25　西徹雄他 1985『清戸 横穴墓群』双葉町教育委員会
註 26　梅宮茂 1967「古墳と国造の形成」『福島県史 第 1 巻 通史編Ⅰ』福島県
註 27　竹島國基 1975「浪岩横穴墓」『小高町史』小高町
註 28　渡辺一雄他 1971『中田装飾横穴』いわき市史別巻　いわき市
註 29　 原町市教育委員会 1995 ～ 2005『原町市内遺跡発掘調査報告書』１～ 10/ 原町市教育委員会 2002『県営高平地区

ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』Ⅲ
註 30　 戸田有二 2000「横手廃寺跡」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町・戸田有二 2000「真野古城跡」『鹿

島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /戸田有二 1993『真野古城跡』鹿島町教育委員会 /戸田有二 1984「入
道 窯跡」『考古学研究室発掘調査報告書』国士舘大学文学部考古学研究室

註 31　 福島県教育委員会1991～1998『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅰ～Ⅸ』/原町市教育委員会1998『蛭沢遺跡群C・
D地区』

註 32　 原町市教育委員会 2000『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ』/玉川一郎 2000「大六天遺跡」『鹿
島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /戸田有二 1989『大六天遺跡』鹿島町教育委員会 /前掲註 18

註 33　 岡田清一ほか 2004『原町市史　古代・中世編』原町市
註 34　前掲 33/ 西　徹雄編 2000『相双・双葉の歴史』郷土出版社
註 35　1968「第４章　鎌倉室町時代」『原町市史』原町市
註 36　玉川一郎 1988「小高城跡」『福島県の中世城館跡』福島県教育委員会
註 37　 原町市教育委員会 2000・2001『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』Ⅰ・Ⅱ /原町市教育委員

会 1997・2004『原町市内遺跡発掘調査報告書』5・9
註 38　西　徹雄編 2000『相双・双葉の歴史』郷土出版社
註 39　水久保克英 2006「近世の原町地域の概況」『原町市史　近世編』南相馬市
註 40　相馬市 1969「奥相志」『相馬市史』4　 
註 41　 玉川一郎 1974「野馬土手範囲確認調査報告書」原町市教育委員会 /原町市教育委員会 2005『原町市内遺跡発掘

調査報告書 10』/ 南相馬市教育委員会『南相市内遺跡発掘調査報告書２』
註 42　西 徹雄 2004『原町市史　野馬追編』原町市
註 43　原町市教育委員会 2000・2001『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』Ⅰ・Ⅱ
註 44　今村昭司 2000「磐前県・福島県の成立」『相馬・双葉の歴史』郷土出版社
註 45　佐藤祐子 2000「日本鉄道海岸線の開通」『相馬・双葉の歴史』郷土出版社
註 46　佐藤祐子 2000「無線塔の建設」『相馬・双葉の歴史』郷土出版社
註 47　佐藤祐子 2000「原町の飛行場」『相馬・双葉の歴史』郷土出版社
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№ 遺　跡　名 時　代 種　別 所　在　地 備　考

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

八幡林遺跡
畦原A遺跡
畦原C遺跡
熊下遺跡
袖原A遺跡
陣ヶ崎A遺跡
南町遺跡
橋本町A遺跡
橋本町B遺跡
桜井遺跡

旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器
旧石器

散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地

鹿島区寺内字八幡林
原町区片倉字畦原
原町区片倉字畦原
原町区矢川原字熊下
原町区雫字袖原
原町区大木戸字陣ヶ崎
原町区南町
原町区橋本町
原町区橋本町
原町区上渋佐字原畑

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

荻原遺跡
宮後A遺跡
宮後B遺跡
八重米坂A遺跡
羽山B遺跡
畦原F遺跡
赤沼遺跡
犬這遺跡
前田遺跡
高松遺跡

旧石器
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文

散布地
集　落
集　落
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地
散布地

小高区羽倉字荻原
鹿島区上栃窪字宮後
鹿島区上栃窪字宮後
原町区片倉字八重米坂
原町区片倉字羽山
原町区片倉字畦原
原町区萱浜字赤沼
原町区雫字犬這
原町区押 字前田
原町区上北高平字高松

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

植松A遺跡
上ノ内遺跡
町川原遺跡
羽山遺跡
高見町A遺跡
宮田貝塚
加賀後貝塚
片草貝塚
浦尻貝塚
角部内南台貝塚

縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文
縄　文

散布地
散布地
散布地
散布地
集　落
貝　塚
貝　塚
貝　塚
貝　塚
貝　塚

原町区上北高平字植松
原町区上太田字上ノ内
原町区上太田字町川原
原町区片倉字羽山
原町区高見町
小高区上浦字宮田
小高区上浦字加賀後
小高区上浦字加賀後
小高区浦尻字西向
小高区角部内字南台

国史跡

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

川内迫 B遺跡群 F地点
桜井遺跡群
天神沢遺跡
桜井古墳
上渋佐 7号墳
柚原古墳群
桜井B遺跡
東広畑B遺跡
真野古墳群
横手古墳群

弥　生
弥　生
弥　生
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳

散布地
散布地
散布地
古　墳
古　墳
古　墳
散布地
散布地
古　墳
古　墳

原町区下太田字川内迫
原町区上渋佐字原畑
鹿島区江垂字天神沢
原町区上渋佐字原畑
原町区上渋佐字原畑
鹿島区江垂字柚原
原町区上渋佐字原畑
小高区小高字東広畑
鹿島区寺内字八幡林
鹿島区横手字

市史跡

県史跡
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

前屋敷遺跡
高見町支群
大窪横穴墓群
羽山横穴墓群
浪岩横穴墓群
泉廃寺跡
横手廃寺跡
真野古城跡
植松廃寺跡
入道 瓦窯跡

古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安

集　落
古　墳
横　穴
横　穴
横　穴
官　衙
寺　院
散布地
寺　院
窯　跡

原町区上渋佐字前屋敷
原町区高見町
鹿島区江垂字大窪
原町区中太田字天狗田
小高区泉沢字浪岩
原町区泉字寺家前
鹿島区横手字御所内
鹿島区江垂字新城
原町区上北高平字植松
原町区上北高平字入道迫

国史跡
市史跡
県史跡

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

京塚沢瓦窯跡
犬這瓦窯跡
金沢製鉄遺跡群
蛭沢遺跡
川内 B遺跡群
広畑遺跡
大六天遺跡
別所舘跡
牛越城跡
小高城跡

奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
奈良・平安
中　世
中　世
中　世

窯　跡
窯　跡
製　鉄
製　鉄
製　鉄
集　落
集　落
城　館
城　館
城　館

原町区雫字京塚沢
原町区雫字京迫田
原町区金沢
原町区雫字蛭沢
原町区下太田字川内迫
原町区泉字広畑
鹿島区江垂字大六天
原町区中太田字館腰
原町区石神字牛越
小高区小高字古城

県史跡

61
62
63
64
65
66
67

泉平舘跡
泉舘跡
下北高平舘跡
羽山岳の木戸跡
馬場鉄山
正福寺跡
法憧寺跡

中　世
中　世
中　世
近　世
近　世
近　世
近　世

城　館
城　館
城　館
土　手
製　鉄
寺　院
寺　院

原町区泉字町畑
原町区泉字舘前
原町区下北高平字古舘
原町区中太田字羽山
原町市馬場
原町区泉字前向
原町区泉字寺前

市史跡
市史跡

第１項　歴史的環境の概要

Tab.1　主要遺跡の一覧
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第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

　第２項　古墳時代の様相

前期から中期の様相　南相馬市における古墳時代前期に位置付けられる集落は、その調査例の少
なさもあって具体的な様相は不明である。
　唯一、継続的な調査が行われている例としては、新田川南岸の高見町A遺跡がある（１）。高
見町A遺跡は、後述する前期古墳である桜井古墳に関連すると考えられる集落と、古墳時代後
期の墓域が重複する遺跡であり、これまでに 7次にわたる調査がなされている。調査では、縄
文時代晩期から古墳時代後期にかけた時期の遺構・遺物が確認されているが、古墳時代前期の
ものでは、塩 式土器を伴う竪穴住居が調査されている。特に第 2次調査の 2号竪穴住居では、
弥生時代末葉の十王台式土器と古墳時代前期の塩 式土器が共伴して出土しており、東北地方
における古墳の出現過程、ならびに弥生時代から古墳時代への時代変化の過渡期における、当
時の社会変化の様相を知る上で重要な遺跡である（註１）。
　太田川流域では、前期段階まで遡る集落は未確認である。その中で太田川の微高地にある町
川原遺跡（2）では、弥生時代末から古墳時代にかけた時期の加飾壷や小型丸底壷などが出土し

ており、周辺に古墳時代前期の集
落が展開する可能性が高い（註２）。
　小高川流域では、小高川の支流
である前川北岸の段丘面にある東
広畑 B遺跡（3）、宮田川の加賀後
遺跡（４）で塩 式土器が出土して
いる（註３）。東広畑 B 遺跡では、
塩 式期の竪穴住居跡、加賀後遺
跡では明確な遺構は認められな
かったが、遺物包含層に塩 式土
器が含まれており、周囲に当該期
の集落が存在する可能性は確実で
ある。
　古墳の造営状況をみると、柚原
古墳群（５）・桜井古墳（６）・桜井
古墳群上渋佐支群 7 号墳（７）は、
前期に造営された古墳である。新
田川流域の桜井古墳は、浜通り地
方ではいわき市の玉山 1号墳（註４）
に次ぐ、74.5 ｍの墳丘規模を有す
る前方後方墳であり、4世紀末頃
に新田川流域を遥かに超えた広範Fig10　古墳時代の遺跡分布
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囲の社会基盤を背景に、勢力拡大を果たした有力首長墓と考えられる（註５）。
　柚原古墳群は、真野川南岸の微高地から沖積地にかけて造営された古墳群である。調査で確
認された古墳は、いずれも直径 20 ｍ前後の小規模な円墳で構成されており、前方後方墳を盟主
とする桜井古墳群とは対照的なあり方をしている（註６）。
　これらの古墳と異なった墳墓形態を示すのが、新田川北岸の沖積地内にある荒井前遺跡（８）
で確認された溝状遺構である。この遺構は一辺約 11 ｍの溝が方形に巡る、いわゆる方形周溝墓
の可能性がある（註７）。これらの遺構を方形周溝墓として位置付けられるとすれば、桜井古墳と
異なった墓制として注目される。溝の底面からは塩 式期の大型複合口縁壷が出土しているが、
年代的な位置付けも含めて、なお検討の余地はある。
　市外では、新地町三貫地貝塚C地点 2号住居跡・3号土坑、田丁場A地点 1号住居跡・16 号
住居跡・18 号住居跡・山中遺跡・浪江町本屋敷古墳群で、当該期の遺構・遺物が確認されてい
る（註８～ 11）。三貫地遺跡では、塩 式土器を伴う竪穴住居や土坑が見つかり、山中遺跡で塩
式土器が出土している。出土遺物のなかには、小型丸底壷・器台・棒状の脚をもつ高杯・壷・
などがあり、古墳時代前期の土師器として良好な器種組成を保持している。報文では方形周

溝墓の可能性もある方形溝がある点は、荒井前遺跡例とともに興味深い。浪江町本屋敷古墳群は、
陸奥南部における出現期の前方後方墳である。主軸長 39 ｍを計測する前方後方墳と、それより
先行する住居跡からは北陸地方に系譜が求められる土師器が出土し、被葬者ならびに古墳出現
に対して大きな問題を提起している。
　このように古墳時代前期に位置付けられる遺跡は、決して大きなまとまりを見せることはな
いものの、各地を代表する河川流域でポイント的に展開しており、この時期の社会構造を知る
上では、今後の継続的な調査・研究が求められる。
　中期になると、際立つ古墳の造営は認められなくなると同時に、集落の調査例も少ない。ま
とまった資料が得られた遺跡としては、新田川下流域の前屋敷遺跡（９）がある。遺跡は桜井古
墳群の東側約 300 ｍにあり、南小泉式期の竪穴住居が確認されている。出土土器も、高杯・ ・壷・
椀が出土しており、有稜高杯が安定した割合で含まれ、器台や小型丸底壷などが欠落する点で
前期色が払拭されている（註 12）。この集落は前期の中心であった高見町A遺跡から東に 500 ｍ
の地点にあり、この時期に古墳の造営縮小とともに集落の位置も移動している点は興味深い。
市内の中期の様相は、前屋敷遺跡の調査例が唯一であるため、今後の資料の増加に期待するほ
かにない。
　請戸川流域を見ると、浪江町の鹿屋敷遺跡が南小泉式土器を多量に出土する集落遺跡として
著名である（註 13）。鹿屋敷遺跡の出土遺物を見ると、南小泉式土器の象徴とも言える有稜高杯
を多く出土するとともに、柱実棒状脚をもつ高杯を一定の割合で含んでいる。鹿屋敷遺跡は前
期古墳である本屋敷古墳群から東に 2kmの地点にあり、更に中期古墳と考えられる堂の森古墳
に近接している点は、堂の森古墳の被葬者と鹿屋敷遺跡が密接に関係していたことを想定させ
る。この状況は、新田川における高見町A遺跡・桜井古墳と前屋敷遺跡の状況と類似しており、
注目に値する。

第２項　古墳時代の様相
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第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

　太田川中流域には、主軸長約 25 ｍと推定される前方後円墳である上太田前田古墳（10）がある。
詳細な調査を経ていないため、現段階ではその年代的な位置付けはできないが、墳丘形態が先
述した堂の森古墳と類似していることから、その築造年代は中期段階まで遡る可能性がある。
本河川流域では、初現的な中心的な古墳の可能性がある。
　このように中期段階になると、造営される古墳の数は激減し、その主要な墳丘形態は前方後
円墳を主体とするものに変化し、古墳の大部分は円墳となっている。また、その墳丘規模も前
期古墳と比較すると小規模化を示す傾向があることが指摘される。集落については確認例が少
ないため検討しがたいが、前期段階に比べるとその数が少なくなっている可能性もある。この
ような集落の縮小が、古墳の造営縮小と連動した中期の特徴であるのか、今後の調査例の増加
が待たれる。
後期から終末期の様相　後期になると、各地の主要河川で古墳の造営が盛んになる。代表的なも
の列記しただけも、真野川流域の横手古墳群（11）・真野古墳群（12）、新田川流域では桜井古墳群
高見町支群（13）、太田川流域では与太郎内古墳群（14）、小高川流域では角部内南原古墳群（15）・
塚原古墳群（16）、井田川流域では浦尻古墳群（17）などがある。
　真野古墳群・横手古墳群では、C種ヨコハケを施した円筒埴輪を出土し、また石製模造品を
出土することから、古墳群の初現は中期まで遡る可能性がある（註 14）。これらの群集墳は、数
基から 100 基を越える古墳が築造され、少数の前方後円墳とそれを中心に築かれた多くの円墳
で構成される。真野古墳群は、東北地方南部を代表する後期群集墳である。古墳群は、寺内地
区のA地区と小池地区の B地区に分けられているが、このうちA地区 20・24 号墳は、主軸長
20 ｍ前後の小型の前方後円墳で、埋葬施設には礫を用いた横穴式石室様の施設を築いている。
20 号墳には金銅製双魚佩金具が副葬されており、豊かな副葬品を保持している点で、首長墓的
なあり方を示している。20 号墳以外の古墳の埋葬施設には、木棺直葬・木炭槨・礫槨・箱式石棺・
刳貫形石棺などと、その形態は多様であり、これらが時期差もしくは地域差を示すものなのか、
なお検討が必要である（註 15）。
　桜井古墳群高見町支群は、前期の桜井古墳の西側に造営された後期群集墳である。この地域
は、古墳時代前期の時期に集落として利用された場所であり、中期を挟んだ後期段階には墓域
として利用されていたことが知られている。古墳群は主軸長 15 ｍの小さな前方後円墳を中心に
約 20 基の円墳が確認されているが、この古墳群の大きな特徴としては主たる埋葬施設が地山を
竪穴状に掘り込んだ墓壙内に、割竹形木棺を直葬するものが主体をなすことにある。箱式石棺
や刳貫形石棺などは、副次的な埋葬施設に用いられる場合が多く、そして横穴式石室を採用し
ない点にある。これらの古墳から出土する土器群は、佐平林式から舞台式にかけたもので、横
穴式石室が普遍化する 7世紀には古墳の築造は終焉を迎える（註 16）。新地町高田古墳群や双葉
町加倉古墳群は、この時期の古墳群と考えられる（註 17）。
　陸奥南部では、古墳時代終末期の 7世紀に、極めて斉一性の強い土器群が現れる。栗囲式土
器の成立である。この時期に位置付けられる前方後円古墳の埋葬施設は、横穴式石室に統一され、
各地に見られた地域色が払拭される（註 18）。当地方においても横手古墳群A地区 1号墳は切石
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を用いた横穴式石室を採用しており、この時期の年代が与えられる可能性がある（註 19）。これ
以降、本地域において前方後円墳の築造は認められなくなる傾向にあり、浪江町の上ノ原古墳群・
双葉町の沼ノ沢古墳群は埋葬施設に横穴式石室を採用していることから、この時期に造営され
た古墳群であると考えられる。
　後期から終末期にかけた集落は、前・中期同様に河岸段丘面に展開する集落とは別に、丘陵
部や沖積地内まで集落域は拡散する傾向にある。代表的なものでは、低位丘陵中腹に営まれた
地蔵堂 B遺跡（18）（註 20）、沖積地に営まれた大六天遺跡（19）などである（註 21）。前者は住社式
併行期の土器群を出土する小規模集落であり、後者は住社式から栗囲式土器を出土する。この
時期には古墳の造営が活発化し、その造営場所も丘陵頂部や平野部に展開するというように多
様になる。集落についても同様の現象が看取される。
　前方後円墳の築造が終焉を迎えるころ、陸奥南部には新たな墓制が登場する。横穴墓の展開
である（註 22）。この地域は、福島県でも特に多くの横穴墓が分布することで知られている。横
穴墓のなかで、いわき市中田横穴は玄室から出土した馬具が 6世紀の後葉から末葉にかけた年
代が与えられ（註 23）、相馬市福 29 号墓も同時期の可能性がある（註 24）。
　南相馬市内では、真野川流域大窪横穴墓群（20）・中谷地横穴墓群（21）・新田川流域北山横穴墓
群（22）・太田川流域羽山横穴墓群（23）・高林横穴墓群（24）・宮田川流域浪岩横穴墓群（25）（註 25）
が代表的なものであるが、このうち年代的な位置付けが確定しているものは少なく、その出現
背景や高塚古墳との相関関係には議論の余地がある。羽山横穴は玄室内部に装飾を伴う横穴墓
である。副葬品としては金銅装太刀・鉄製太刀・銅釧・ガラス製小玉・鉄製馬具など、豊富な
副葬品が出土し、出土した馬具の形式から 6世紀末から 7世紀にかけた年代が与えられており、
中田横穴よりは新しい時期に位置付けられる（註 26）。この地域は羽山横穴のように、玄室内部
に装飾を伴う横穴墓が多く分布していることで知られている。先述した羽山横穴以外では、双
葉町清戸 横穴（76 号墓）・浪岩A横穴墓群、そして大窪横穴墓群などである。羽山横穴や清戸
横穴は、人物・動物・渦巻文などのモチーフに共通性が認められ、これらの横穴墓の被葬者

像については決着を見ていない（註 27）。
　このように横穴墓造営が増加する中で、与太郎内古墳群は栗囲式土器を伴う可能性のある前
方後円墳である（26）。この古墳の評価については今後の調査の進展に期待したいが、与太郎内
古墳群が栗囲式期とすれば、終末期の前方後円墳と横穴墓の関係、そして終末期から律令時代
への社会変化の解明に大きな意味を持つと考えられる（註 28）。
　この地方の古墳時代後期から終末期の状況を見ると、後の律令制において行方郡に編成され
る本地域には国造本紀に記載された「国造」のが存在しないことは既に知られているが、当該
期の古墳の状況を見ると国造制が施行された石城・白河・宇多・標葉の各地域と比較しても、
異質な状況にあるわけではない。前述のように本地域では古墳時代終末期には律令制が成立す
るための基本的な地域社会基盤は十分に確立されていた可能性がある。

第２項　古墳時代の様相
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遺　跡　名 種　別 時　期 所　在　地 備　　考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

高見町A遺跡
町川原遺跡
東広畑B遺跡
加賀後遺跡
柚原古墳群
桜井古墳
上渋佐７号墳
荒井前遺跡
前屋敷遺跡
上太田前田遺跡

集落・古墳
集　落
集　落
集　落
古　墳
古　墳
古　墳
集落・古墳
集　落
古　墳

前　期
前　期
前　期
前　期
前　期
前　期
前　期
前　期
中　期
中　期

原町区高見町
原町区上太田字町川原
小高区小高字東広畑
小高区上浦字加賀後
鹿島区江垂字柚原
原町区上渋佐字原畑
原町区上渋佐字原畑
原町区下高平字荒井前
原町区上渋佐前屋敷
原町区上太田字前田

国史跡
市史跡　珠文鏡
方形周溝墓
南小泉式

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

横手古墳群
真野古墳群
高見町支群
与太郎内古墳群
角部内南台古墳群
塚原古墳群
浦尻古墳群
地蔵堂B遺跡
大六天遺跡
大窪横穴墓群

古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
集　落
集　落
横　穴

中期～後期
中期～後期
中期～後期
後　期
後　期
後　期
後　期
後　期
後　期
終末期

鹿島区横手字御所内
鹿島区寺内字八幡林
原町区高見町
原町区中太田字与太郎内
小高区角部内字南台
小高区塚原字諏訪前
小高区浦尻字西向
原町区北泉字地蔵堂
鹿島区江垂字大六天
鹿島区江垂字大窪

円筒埴輪
金銅製双魚佩金具

前方後円墳

石製模造品

装飾横穴
21
22
23
24
25

中谷地横穴墓群
北山横穴墓群
羽山横穴墓群
高林横穴墓群
浪岩横穴墓群

横　穴
横　穴
横　穴
横　穴
横　穴

終末期
終末期
終末期
終末期
終末期

鹿島区江垂字中谷地
原町区下北高平字北山
原町区中太田字天狗田
原町区高字高林
小高区泉沢字浪岩

副室構造

装飾横穴

装飾横穴

Tab.2　古墳時代の遺跡一覧
註１　 原町市教育委員会 1996『桜井高見町Ａ遺跡発掘調査報告書』/1997・2000「高見町Ａ遺跡」『原町市内遺跡発掘

調査報告書 2・5』/原町市教育委員会 2000『高見町Ａ遺跡』
註２　南相馬市教育委員会 2005『町川原遺跡発掘調査報告書』
註３　 小高町教育委員会 2001『小高町内埋蔵文化財調査報告Ⅰ』/南相馬市教育委員会 2006『南相馬市内遺跡発掘調

査報告書 2』
註４　福島県立博物館 1992「図説 福島の古墳」
註５　原町市教育委員会 2001『桜井古墳』/原町市教育委員会 2001『桜井古墳群上渋佐支群 7号墳発掘調査報告書』
註６　戸田有二 1987『柚原古墳群』鹿島町教育委員会
註７　原町市教育委員会 2002『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅲ』
註８　渡辺一雄他 1980『三貫地遺跡－Ｃ地点調査報告－』新地町教育委員会
註９　玉川一郎他 1978『三貫地　田丁場Ａ地点調査報告　田丁場B地点調査報告』新地町教育委員会
註 10　福島県教育委員委員会『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅱ』
註 11　伊藤玄三他 1987『本屋敷古墳の研究』法政大学
註 12　原町市教育委員会 1997『ふるさとづくり道路改良関連遺跡発掘調査報告書　前屋敷遺跡　第 2次調査』
註 13　山田廣『鹿屋敷遺跡』浪江町教育委員会
註 14　玉川一郎 2000「横手古墳群A・B」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町
註 15　 玉川一郎 2000「真野古墳群」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /鹿島町教育委員会 1960『横手

古墳群第１号墳調査報告書』
註 16　前掲１
註 17　福島県教育委員会『国道 113 号バイパス関連遺跡発掘調査報告Ⅴ』/生江芳徳 1979『加倉古墳群』浪江町教育委員会
註 18　 辻秀人 1989・1990「東北古墳時代の画期について（二）－中期後半の画期とその意義」『伊藤信雄先生追悼考古

学古代史論攷』
註 19　前掲 15
註 20　原町市教育委員会 1996「地蔵堂 B遺跡」『原町市内遺跡発掘調査報告書 2』
註 21　 玉川一郎 2000「大六天遺跡」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /戸田有二 1989『大六天遺跡』

鹿島町教育委員会
註 22　梅宮茂 1967「古墳と国造の形成」『福島県史第 1巻　通史編Ⅰ』福島県
註 23　渡辺一雄 1974『羽山装飾横穴墓発掘調査報告書概報』原町市教育委員会
註 24　前掲 22
註 25　 玉川一郎 2000「大窪横穴墓群」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /梅宮茂他 1963「第 2章大窪

横穴古墳群」『国道六号線改修工事地内遺跡福島県東部地区遺跡発掘調査報告書』福島県教育委員会 /堀込静夫
1956「鹿島町に於ける横穴式古墳壁画の年代推定について」『草原』第３号鹿島町文化協会 /竹島國基 1975「浪
岩横穴墓」『小高町史』小高町

註 26　渡辺一雄他 1974『羽山装飾横穴調査概報』原町市教育委員会
註 27　竹島國基 1965『原町市高林古墳群調査報告書』原町市教育委員会
註 28　辻秀人他　2004『与太郎内古墳群』原町市教育委員会
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　第３項　律令時代の様相

　泉廃寺跡が造営を開始する 7世紀後半から、廃絶を迎
えつつある 9世紀末に位置付けられる遺跡には、官衙関
連遺跡や集落遺跡・生産遺跡などがあり、それぞれが多
様な様相を示している。これらの各遺跡は当時の行政機
構の中枢であった泉廃寺跡とは決して無関係なものでは
なく、何らかの形で行方郡家の影響を受けていたものと
推測される。
　以下では、官衙関連遺跡・寺院遺跡・集落遺跡、そし
て生産遺跡を瓦・須恵器生産、鉄生産に区分して、この
時期の様相を概観しておこう。

官衙関連遺跡　陸奥国内では、律令制施行時の大化五年か
ら白雉四年の間に建評がなされたとされており、この段
階で建評がなされた範囲は、大和政権時に国造制が施行
された地域とほぼ同様の範囲であったと考えられている
（註１）。福島県域では、道奥菊多・石城・標葉・浮田・白河・
石背・阿尺・信夫の 8カ所に国造の存在が示されており、
おおむねそれらが該当すると考えられている（註２）。この
うち本県浜通り地方の地名としては、菊多・石城・標葉・
宇多の 4 カ所が見られるが、行方地方には「行方国造」
の記載は見られない。これらの福島県域を含む阿武隈川

以南は、律令国家の東北政策のなかでも、最も早い時期に建評が施行された地域と考えられて
いる（註３）。
　浜通り地方で建評がなされた評家のうち、その具体的な内容が明らかとなっているのは石城
郡家に比定されている根岸遺跡だけである（註４）。石城評家を除く標葉郡と宇多郡の郡家（評家）
所在地については、標葉郡家に双葉町郡山五番遺跡、宇多郡家には相馬市黒木田遺跡があてら
れているが、その具体的な様相の把握は今後の調査の進展を待つしかない。また、富岡町小浜

代遺跡からは多賀城系の重弁蓮華文軒丸瓦が出土しており、これも
官衙関連の遺跡である可能性がある（註５）。
　さて、泉廃寺跡の北側と境界を接する宇多評家に比定されている
黒木田遺跡は、相馬市内を流れる宇田川北岸の微高地上面に立地す
る。奥相志には「川原宿　田圃　往古舟橋の西に駅あり　川原宿という。
この地多く古瓦を出す　布目あり　蓋し神祠仏閣の跡か」と記される
ように（註 6）、昔から古瓦が出土することで知られており、中野廃

第３項　律令時代の様相

Fig.11　泉廃寺跡と周辺遺跡

Fig.12　黒木田遺跡出土瓦
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寺跡と呼ばれることもあ
る。過去の発掘調査を見
ると、ほ場整備事業に伴
う範囲確認のための試掘
調査がなされた以外には
本格的な発掘調査の経歴
はなく、遺跡の具体的な
様相については分からな
い（註 7）。この時の調査で
は、瓦溜や掘立柱建物跡、
礎石の残る建物基壇が確
認されており、宇多郡家（評家）とそれに付属する寺院跡を内包する形で把握されていると考
える意見が多い。ただし、本遺跡から出土する瓦のうち単弁八葉蓮華文軒丸瓦は、後述する善
光寺窯 3号窯跡の焼台として出土した平瓦に伴うと考えられていることから、その年代は 7世
紀第 2四半期に位置付けられ、先述の評家設置段階よりも古い（註８）。従って、黒木田遺跡は評
家設置以前の浮田国造により寺院建立が行われ、段階的に宇多評家が設置された可能性もある。
　標葉評家に比定される郡山五番遺跡は、前田川の南岸に展開する郡山台地の上面にあり、古
くから古瓦が出土することで知られている。これらの瓦には泉廃寺跡から出土するものと同じ
文様を有するものがある。遺跡は昭和 52 年から 3ヵ年計画で発掘調査が行われ、五番地内では
官衙風の掘立柱建物跡と、多量の瓦が出土
している。堂ノ上地内では版築をもつ建物
や、埋められた礎石・根石などが確認され
た（註 9）。
　このような状況を見ると、多量の瓦が出
土する五番地内には寺院に関連する遺構
が、堂ノ前地内には掘込地業をもつ礎石建
物による正倉が展開している可能性があ
る。いずれにしても、掘込地業や礎石建物
の存在から、この遺跡が郡家としての条件
を良く備えていると見て良いであろう。
　この段階の官衙関連遺跡では、官衙域と寺院が近接して造営された可能性があり、泉廃寺跡
の状況とも酷似していることも指摘されよう。
寺院遺跡　現在、南相馬市において寺院跡もしくは推定地とされている遺跡は 2件がある。植
松廃寺跡（１）・横手廃寺跡（２）である。植松廃寺跡は新田川北岸に広がる河岸段丘の上面に位
置する。古くから各種瓦が出土することで知られており、寺院跡として考えられてきた。平成
8年に開発に伴う小規模な試掘調査が行われた以外には、本格的な調査は行われていないため
遺跡の内容については不明な点が多い。この調査では、建て替えが行われている掘立柱建物跡

Fig.13　善光寺跡３号窯跡出土遺物

Fig.14　郡山五番遺跡出土瓦
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1 棟と、ロクロ土師器、平瓦などが出土している。過去の表面採取では、単弁四葉蓮華文軒丸
瓦・有蕊弁蓮華文軒丸瓦・軒平瓦、粘土紐造りの丸瓦・一枚造りによる平瓦などが得られている。
植松廃寺跡の瓦群は、後述する入道 瓦窯で生産されていたことが明らかとなっている（註 10）。
　横手廃寺跡は、真野川北岸の河岸段丘縁辺にある寺院遺跡であり、昭和 54 年に福島県史跡指
定を受けている。遺跡内には今でも多くの礎石が残存しており、古くから瓦が出土することで
知られていたが、これまで発掘調査の経歴はなく、遺跡の詳細については全く分かっていない。
遺跡内から採取された瓦を見ると単弁八葉軒丸瓦が１種類と粘土紐造りの有段・無段の丸瓦・
一枚造りで凸面に平行・縄・樹枝状の各種タタキをもつ平瓦が見られる。このうち樹枝状タタ
キ平瓦については植松廃寺跡と同一のものである。
　これ以外に真野川南岸にある真野古城からも縄タタキによる一枚造りの平瓦と粘土紐巻き造
りの丸瓦、そして単弁八葉蓮華文軒丸瓦 1点が認められている。軒平瓦はみられない。真野古
城は発掘調査でも遺跡の内容を示す知見が得られず、詳細は不明である。
生産遺跡　瓦と須恵器の生産　本地方で瓦の生産が確認されている遺跡は、泉廃寺跡に供給した
京塚沢瓦窯跡（３）・犬這瓦窯跡（４）、植松廃寺跡に供給した入道 瓦窯跡（５）、その他の白坂瓦
窯跡（６）が知られる。
　京塚沢瓦窯跡は、泉廃寺跡から直線距離で約 3kmの地点、阿武隈山地から東に延びる低位丘
陵部にある。これまでに、泉廃寺跡舘前地区から出土する瓦と同種のものが採取されており（註
11）、泉廃寺跡、つまり行方郡家に付属する寺院の所用瓦を生産した瓦窯と考えて間違いない。
特に京塚沢瓦窯跡からは行方郡家の付属寺院創建段階、すなわち 7世紀後半段階の花葉文軒丸
瓦と重弧文軒平瓦が多く採取されており、瓦の生産は 7世紀後半段階をもって操業を開始した
と推測される。この段階では主に行方郡家所用瓦を生産していたと見られるが、8世紀第 2四
半期頃に位置付けられる単弁細弁蓮華文軒丸瓦と木葉文軒平瓦は南に接する標葉郡家でも出土
していることから（註 12）、8 世紀代には行方郡と標葉郡の両郡に用いられる瓦を生産していた可
能性がある。犬這瓦窯跡は京塚沢瓦窯跡に近接する遺跡であり、広義の京塚沢瓦窯跡に含まれ
ると考えられる。大きな格子タタキを斜行線で区切るタタキ目が特徴的で、同様のものが泉廃
寺跡でも出土する。
　入道 瓦窯跡は、新田川中流域北岸の低位丘陵に立地する。これまで植松廃寺跡と同類の瓦
が出土することで知られている。昭和 58 年には発掘調査がなされ、3基の窯が確認・調査され
たが、このうち瓦を生産していた 3号窯は須恵器の生産も行う瓦陶兼業窯で、9世紀代に操業
していたことが確認された（註 13）。
　行方郡内における本格的な須恵器窯の調査例は少ないが、滝ノ原窯跡（７）・京塚沢瓦窯跡・
町池窯跡（8）・玉貫古窯跡（9）や、金沢製鉄遺跡群の鳥打沢A遺跡（10）・入道 瓦窯跡などで須
恵器の生産が確認されている。このうち発掘調査によって様相が明らかとなったものには鳥打
沢A遺跡・入道 窯跡・滝ノ原窯跡・玉貫古窯跡がある。
　須恵器窯のあり方を見ると、鳥打沢A遺跡は金沢製鉄遺跡群の一つであるし、入道 瓦窯跡・
京塚沢瓦窯跡は瓦窯であるように、瓦窯もしくは製鉄と同じ敷地内で操業を行っている場合が
多く、また入道 瓦窯跡や京塚沢瓦窯跡の近辺には製鉄遺跡も確認されており、同一の丘陵上

第３項　律令時代の様相
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で瓦・須恵器・鉄の生産を行っていた可能性がある。
　さて、鳥打沢A遺跡は金沢製鉄遺跡内に築窯された須恵器窯であることは先に述べた。生産
された製品には、杯・杯蓋・盤・高杯・平瓶・ ・横瓶・壷・硯・ などがありその器種構成
は豊富である。窯の創業は 7世紀第 3四半期に位置付けられ、鉄生産の導入期もしくは行方郡
家創建頃に須恵器の生産が行われていることは興味深い。注意すべき遺物には中空円面硯があ
り、官衙遺跡と須恵器生産の関係を示すものとして重要である（註 14）。
　入道 瓦窯跡では瓦陶兼業窯が調査されている。生産した製品は、杯・壷・ の 3種に限ら
れており、鳥打沢A遺跡のような器種の多様性はない。杯は 2種 8類に分類され、回転糸切り
が主体で、回転ヘラ切りを少量含む。再調整は未調整が多く回転ヘラケズリが伴う。壷は三段
構成により頸部にリング状突帯が巡る長頸瓶で、8世紀末から 9世紀前半に位置付けられてい
る（註 15）。
　滝ノ原窯跡は窯体自体が削平を受けており、その構造的な特徴は把握されなかったが、灰原
から出土した遺物には、杯・ ・長頸瓶が見られる。長頸瓶にはリング状の突帯が巡り、年代
的にも入道 瓦窯跡と近いが、報告がなされていないので詳述は控えたい（註 16）。
　玉貫古窯跡も窯自体の特徴は把握しきれないが、4基の窯の存在が想定されている。窯構造
では 1・3 号窯が地下式窯と考えられているが、2・4 号窯跡は既に削平を受けているため分か
らない。3号窯跡からは焼台・ ・小型壷などが出土したが、これらは焼台として利用された
もの、もしくは焼台に溶着したものであり年代的には 8世紀代に位置付けられている（註 17）。

Fig.15　鳥打沢Ａ遺跡１号須恵窯出土遺物
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　このように、現段階で把握されている須恵器窯を見ると、陶窯単独で存在しているものは少
なく、むしろ瓦窯や製鉄遺跡に内包される形で操業を行っていた可能性がある。製鉄ならびに
瓦生産が公的機関主導で操業を行っていたとすれば、須恵器生産に関してもある程度の公的な
性格があったものと考えられ、鳥打沢A遺跡から出土した中空円面硯や多様な器種を生産して
いたことは実に示唆的である。また、7世紀段階に位置付けられる窯跡は海岸部の近くで操業
が行われているが、9世紀代になると内陸部に操業の場所が移動する傾向が見られるが、これ
らの須恵器生産の背景は今後の検討課題としておきたい。
鉄の生産　当地方における生産活動の大きな特徴には、鉄の生産があげられる。製鉄遺跡の分
布を見ると、新地町から小高区にかけた海岸線を分断するように展開する各低位丘陵で確認さ
れている。これらの低位丘陵の海岸部に近い地点から、阿武隈山地に近づいた内陸付近でも鉄
滓や羽口の散布が確認されており、非常に広い範囲が鉄生産に関連して利用されていたことが
わかる。
　これらの製鉄遺跡については、平成元年度から現在にいたるまでの約 20 年間、福島県教育委
員会・福島県文化センター（現福島県文化振興事業団）、そして各自治体で行方郡と宇多郡内に
おける大規模な製鉄遺跡の発掘調査が進展し、全国的にも類を見ない古代の鉄生産の状況が明
らかとされた。その代表的な遺跡としては、行方郡内の金沢製鉄遺跡群と宇多郡内にある武井
地区製鉄遺跡群がある。ここでは、これら 2大製鉄遺跡群の調査成果を中心に概観し、古代の
鉄生産のあり方を見てみたい（註 18・19）。
　行方郡内にある金沢製鉄遺跡群（11）は、阿武隈山地から延びる低位丘陵上に立地し、遺跡群
は鳥打沢・長蔭・南入・船沢・大船 ・前田の各遺跡に区分されている。それらの各遺跡はい
くつもの地点に細分され、最終的には 225,000㎡の調査により、製鉄炉跡 123 基、木炭窯跡 149
基、木炭焼成土坑約 600 基、鍛冶炉 20 基、竪穴住居跡 32 基、掘立柱建物跡 29 棟、墳墓 14 基、
須恵器窯１基が調査された。
　これらの遺構群は 7世紀後半の導入期、8世紀の展開期、8世紀後半から 9世紀前半の技術革
新期の 3時期に区分されている。これらの画期はその時期の社会情勢と連動していた可能性が
ある。すなわち、導入期は律令国家の東国経営の一環、展開期には建物群が整備され関東系の
外来土師器が出土し、この時期に行われている国府多賀城の整備、陸奥国内の行政の再編や安
定した生産体制の確立が行われた可能性がある（註 20）。外来系土師器の出土は、これらの国家
政策に関連した人々の動きを示すのかもしれない。技術革新期には竪形炉の踏みふいごが、長
方形箱形炉に用いられ生産力が増加する時期であり、律令国家の東北経営に対する蝦夷勢力と
の長い緊張状況がその背景にあると推測されている。
　次に宇多郡内における武井地区製鉄遺跡群を見る。武井地区製鉄遺跡群は、金沢製鉄遺跡群
と同様に浜通り地方を東西に横切る低位丘陵に所在し、その調査の開始は昭和 57 年度にまで遡
る。調査された遺構は、最終的に製鉄炉跡 17 基（長方形箱形炉 13 基・竪形炉 3基）、木炭窯跡
135 基を数え、その遺構変遷の具体像が明らかとなっている。その様相を概観すると、鉄生産
の開始時期は 7世紀後半の丘陵尾根に設置した長方形箱形炉から始まり、8世紀の箱形炉は丘
陵中腹に設けられる。9世紀前半には踏みふいごを付属した箱形炉が定着し、鋳造に関連する

第３項　律令時代の様相
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竪形炉も登場する。9世紀後半になると竪形炉は消滅し、踏みふいごを付属する箱形炉が主流
となる。これらの製鉄活動に必要不可欠な製炭活動の痕跡としては、登窯式木炭窯跡、横口式
木炭窯跡、木炭焼成土坑などが確認された。これらの木炭窯跡の初現的なものが横口式木炭窯で、
7世紀後半に製炭操業を開始する。以後は登窯式木炭窯跡が主流となるが、8世紀には木炭焼成
に須恵器・瓦工人が導入されることにより単独作業場に複数の窯を築き、9世紀には斜面上位
へ重複した窯体構築を指標とする。
　武井地区にある向田A・D遺跡では梵鐘や火舎などの仏具に関連した鋳型の出土もあり、こ
れらの生産遺跡が宗教活動の一端を担って
いた点が明らかにされた点は興味深い。仏
具鋳造の痕跡を示すのは先述の金沢製鉄遺
跡群には認められず、後述する川内 B遺
跡群だけである。これらの鋳造に関わる工
人集団やその導入背景についても、今後検
討を要する。
　宇多郡では高松 1号墳や福 横穴墓群か
らは中央政権との関わりが強い副葬品が出
土する。このことは、のちに宇多郡に編成
される範囲を支配した首長が、古墳時代終
末には中央政権との密接な政治関係を背景
に勢力を拡大したものと理解され、これが
大化改新以後の東北経営の基盤となり、宇
多郡家もしくは郡家付属寺院の瓦を生産し
た善光寺窯・武井地区製鉄遺跡群の成立に
つながると指摘されている（註 21）。
　その他では、川内 B遺跡群（12）・蛭沢遺跡群 （13）・大塚遺跡（14）・出口 B遺跡（15）も製鉄
関連の遺跡として調査が行われている。このうち川内 B遺跡群は、踏みふいごを持つ長方形
箱形炉の時に生産力が拡大し、この直前段階には円筒形竪形炉が導入されている。そして鋳物
鋳造にかかる獣脚・器物鋳型が出土する点は、武井地区の向田A・D遺跡の状況と酷似する（註 22）。
集落遺跡　集落遺跡については、近年の発掘調査の進展にともなって徐々に資料の蓄積を見て
いるが、いずれの調査も集落の一部に留まっているために、それらの様相を知るには時間が必
要である。また、調査が行われ集落として確認されている遺跡以外にも、遺物散布地・包含層
とされている遺跡が数多くあり、それらの中にも当該期の集落が含まれる可能性は多いにある。
集落の立地は、河岸段丘面はもちろんとして、沖積地や自然堤防・微高地などにも多く進出し
ている傾向にある。
　南相馬市内における主な集落の確認例としては、真野川流域の大六天遺跡（16）・迎畑遺跡（17）、
新田川北岸の広畑遺跡（18）・法幢寺跡（19）・町遺跡（20）、太田川流域の町川原遺跡（21）、河岸段
丘面にのる三島町遺跡（22）・桜井 B遺跡（23）などが奈良・平安時代の集落遺跡である。

Fig.16　製鉄遺跡出土鋳型
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　町遺跡や広畑遺跡は泉廃寺跡の
周囲 100 ｍ以内の地点にある集落
である。特に広畑遺跡は竪穴住居
と掘立柱建物で構成される集落
で、東西方向に配置された掘立柱
建物は、極めて計画性が高く、こ
れらの建物よりも新しい時期の溝
跡からは「寺」「厨」などの官衙
施設に関連する墨書土器や灰釉陶
器などが出土していることを見れ
ば、一般集落とは異なる性格を持

つ集落かもしれない（註 23）。
　法幢寺跡は近世寺院墓域の調査であったが、これより古い時期の集落が確認された。集落は
掘立柱建物と竪穴住居で構成され、8世紀末から 9世紀初頭の年代が与えられる。竪穴住居で
は鉄製品を生産した可能性もある（註 24）。
　町川原遺跡は太田川北岸の微高地上に営まれた集落である。この集落では 9軒の竪穴住居が
調査され、法幢寺跡や広畑遺跡のように掘立柱建物は存在していない集落構造をもっている。
遺跡からは墨書土器や円面硯が出土しており、集落内における行政機関との関係が窺える。ま
た竪穴住居からは銅製帯金具が出土している。これは今後共伴する土器や型式学的な検討を踏
まえた位置付けが必要である（註 25）。
　大六天遺跡は真野川流域に営まれた集落である。集落は古墳時代後期から平安時代にかけた
時期のもので、竪穴住居や土坑が確認されている。土坑からは椀型鍛冶滓や鍛造剥片などが確
認されたことから、集落内で鍛冶活動を行っていたことが判明している。その年代は 8世紀～
9世紀と位置付けられているが、詳細な検討を経れば時期の特定は可能かもしれない（註 26）。出
土遺物には「小毅殿千之」と刻書された須恵器壷があり、この遺跡を行方軍団に比定する意見
もある。
　迎畑遺跡は真野川北岸の沖積地で営まれた集落である。調査面積が狭小であったため、集落
構成は不明であるが、竪穴住居跡 2軒や土坑が調査された。このうち 3号竪穴住居は栗囲式新
段階から国分寺下層式、4号竪穴住居跡は非ロクロ成形とロクロ成形が共伴することから、8世
紀末から 9世紀初頭の年代が与えられている（註 27）。市外では新地町三貫地遺跡原口地区で、
当該期の調査がなされている。この遺跡では古墳時代後期と奈良時代後半の遺構群が確認され
たが、奈良時代前半の人々の痕跡が欠落している。古墳時代後半段階の集落は竪穴住居で構成
され、その配置には明確な計画性は見られないが、奈良時代後半段階には竪穴住居と掘立柱建
物がセットで造営されることから、計画集落として評価されている。竪穴住居には鍛冶炉が設
置され、鍛造剥片の散布が見られるものもあることから、集落内において鍛冶活動を行う集団
が存在していたことが明らかとされた（註 28）。
　このような集落の状況をみると、現段階では奈良時代の集落の確認例は少ないが、平安時代

Fig17　広畑遺跡出土墨書土器

第３項　律令時代の様相
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第Ⅰ章　遺跡を取り巻く環境

になると市内の各地で集落
が増加する。この時期には
生活基盤が安定、そして社
会状況が活性化したことが
その背景にあると考えられ
る。このことは、律令政府
の東北経営における政治的
な緊張状態と不安定さとは
反する状況と指摘され、こ
のような社会と政治の矛盾
については、なお注意をし
ておきたい。
　集落内の構造をみると三
貫地遺跡や広畑遺跡のよう
に竪穴住居と掘立柱建物で
構成される例と、町川原遺
跡のように竪穴住居だけで
構成される集落がある。集
落内では鍛冶に従事する場
合もあったようで、集落の
多様性示す好例である。

律令時代の様相　参考文献・引用文献
註１　今泉隆雄 1992「律令国家と蝦夷」『新版古代の日本　東北・北海道』角川書店
註２　鈴木啓 2003『原町市史　古代中世編』原町市
註３　前掲１
註４　猪狩忠雄 2000『根岸遺跡』いわき市教育委員会
註５　辻秀人 1985『陸奥の古瓦』福島県立博物館
註６　1969『相馬市史４』相馬市（原文　斉藤完隆　安政四年　奥相志）
註７　渡辺一雄他 1977『黒木田遺跡』相馬市教育委員会
註８　木本元治 1989「善光寺遺跡」『国道 113 号バイパス遺跡調査報告Ⅴ』福島県教育委員会
註９　渡辺一雄他 1978 ～ 1980『郡山五番遺跡Ⅰ～Ⅲ』双葉町教育委員会
註 10　 竹島國基 1992『福島県浜通りの古瓦』/戸田有二 1984「入道 窯跡」『考古学研究室発掘調査報告書』国士舘大

学文学部考古学研究室 /原町市教育委員会 1997「植松Ｂ遺跡」『原町市内遺跡発掘調査報告書Ⅱ』
註 11　前掲 10・原田良雄他 1974『東北古瓦図録』雄山閣
註 12　前掲９
註 13　前掲 10
註 14　福島県教育委員会 1992「鳥打沢Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅲ』
註 15　前掲 10
註 16　資料の実見による。
註 17　戸田有二 1981 『玉貫古窯跡発掘調査報告』鹿島町教育委員会
註 18　福島県教育委員会 1991 ～ 1998『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅰ～Ⅸ』
註 19　福島県教育委員会 1988 ～ 1997『相馬開発関連調査報告Ⅰ～Ⅴ』

Fig.18　奈良・平安時代の遺跡分布
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註 20　飯村均 2005『律令国家の対蝦夷政策　相馬の製鉄遺跡群』新泉社
註 21　前掲 20
註 22　原町市教育委員会 1998『蛭沢遺跡群C・D地区』・前掲 19
註 23　 原町市教育委員会 2000『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ』/原町市教育委員会 2001『県

営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ』
註 24　前掲 23
註 25　南相馬市教育委員会 2005『町川原遺跡』　
註 26　 玉川一郎 2000「大六天遺跡」『鹿島町史 第三巻 原始・古代・中世資料』鹿島町 /戸田有二 1989『大六天遺跡』

鹿島町教育委員会
註 27　戸田有二 1979『福島県相馬郡鹿島町迎畑遺跡発掘調査報告書』鹿島町教育委員会
註 28　福島県教育委員会 1987『国道 113 号バイパス遺跡調査報告Ⅲ』

遺　跡　名 種　別 所　在　地 備　　考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

植松廃寺跡
横手廃寺跡
京塚沢瓦窯跡
犬這瓦窯跡
入道 瓦窯跡
白坂瓦窯跡
滝ノ原窯跡
町池窯跡
玉貫古窯跡
鳥打沢A遺跡

寺　院
寺　院
窯　跡
窯　跡
窯　跡
窯　跡
窯　跡
窯　跡
窯　跡
窯　跡

原町区上北高平字植松
鹿島区横手字御所内
原町区雫字京塚沢
原町区雫字迫田
原町区上北高平字入道
鹿島区横手字白坂前
原町区馬場字滝ノ原
原町区泉字町池
鹿島区北海老字玉貫
原町区金沢字鳥打沢

県指定
泉廃寺跡供給窯
泉廃寺跡供給窯
植松廃寺跡供給窯
須恵器窯

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

金沢製鉄遺跡群
川内 B遺跡群
蛭沢遺跡群
大塚遺跡
出口Ｂ遺跡
大六天遺跡
迎畑遺跡
広畑遺跡
法憧寺跡
町遺跡

製　鉄
製　鉄
製　鉄
製　鉄
製　鉄
集　落
集　落
集　落
集　落
集　落

原町区金沢地区
原町区下太田字川内
原町区雫字蛭沢
原町区北原字大塚
原町区午来字出口
鹿島区江垂字大六天
鹿島区北海老字迎畑
原町区泉字塚越
原町区泉字寺前
原町区泉字町

獣脚鋳型・器物鋳型
小毅殿千之刻書土器
墨書土器・灰釉陶器

21
22
23

町川原遺跡
三島町遺跡
桜井Ｂ遺跡

集　落
集　落
集　落

原町区上太田字町川原
原町区三島町
原町区上渋佐字原畑

Tab.3　律令期の主要遺跡一覧

第３項　律令時代の様相
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第Ⅱ章　泉廃寺跡の概要

　　　第１節　遺跡の概要

　第１項　遺跡の名称

　第Ⅰ章第 2節第 3項で述べたとおり、遺跡の所在する、南相馬市原町区泉の地には古くから
建物の土台となった礎石が残り、古瓦・焼米が採取されることで知られていた。これらの礎石
や焼米、そして古瓦が採集される範囲は、昭和 30 年には平安時代の寺院跡として福島県史跡指
定を受け保存されることとなり、採取された瓦・円面硯等は福島県重要文化財として指定となっ
ている。指定当時の遺跡範囲は、大字泉字宮前と寺家前の 2地区としており、現在の泉廃寺跡
の遺跡範囲に含まれている泉字町・町池・舘前の各地点は含まれていなかった。
　つまり、泉廃寺跡という名称は、厳密な意味では福島県史跡指定範囲を示すものであったが、
表面採取によって得られる瓦類は、先述した泉字舘前やその東側にある惣ヶ沢などから採取さ
れることもあり、これらが採取される範囲を総称して泉廃寺跡と呼称される場合や、舘前地区
や惣ヶ沢地区を、舘前遺跡や惣ヶ沢遺跡・舘前廃寺・惣ヶ沢廃寺・町池遺跡として、泉廃寺跡
と区別されて紹介される場合もあった。つまり、泉廃寺跡という名称は礎石建物が遺存する県
指定地を指す狭義の意味で用いられる場合や、泉廃寺跡とその周辺の遺跡を含めて広義に捉え
ることもあり、遺跡名称については混乱する状態が続いていた。
　平成 6年度から開始されたほ場整備にかかる試掘調査は、福島県指定史跡「泉廃寺跡」に関
連する遺構の広がりを把握することを目的としたため、指定地区外の調査であっても、指定史
跡名称を広い意味で捉え、泉廃寺跡としての調査が進展した。以後の調査計画や発掘調査、そ
して成果の公表は、この泉廃寺跡という名称をもって扱われることになる。
　平成 12 年には、それまでの調査成果をもって埋蔵文化財包蔵地台帳の整備を行い、福島県史
跡指定地の周囲に広がる遺構を含め、泉廃寺跡の名称を用いて台帳登録がなされた。その面積
は東西約 1km×南北約 200 ｍ、総面積 120,000㎡に増補された。
　しかし、調査が進展し泉廃寺跡と称されてきた本遺跡の具体的な様相が明らかとなるにつれ
て、この付近には多数の官衙建物が建設されていることが確認されることとなった。従って、
現在使用している「泉廃寺跡」という遺跡名称自体も、本来の遺跡の内容と遺跡名称の間に齟
齬が生じてきており、今後の整理を要する時期にきている。
　今回の報告では、このような経過を踏まえつつも、平成 12 年に埋蔵文化財包蔵地台帳で整備
された「泉廃寺跡」の名称を使用して、以下の報告に繋げるが、その対象範囲は南相馬市原町
区泉字町池・宮前・町・寺家前・舘前を指し、福島県史跡指定地を限定するものではないこと
を断っておく。

第Ⅱ章　泉廃寺跡の概要



－ 30 －

　第２項　遺跡の立地

　本項と次項では、泉廃寺跡を取り巻く環境を整理するために、泉廃寺跡が所在する新田川下
流域の状況について、やや詳しく見ておこう。
　泉廃寺跡の立地する状況を見ると、本遺跡の南側を流れる新田川は、阿武隈山地を流れ出た
のち、水無川やその他の支流と合流しながら平野部の中央を東流している。平野部では河岸段
丘の間に沖積地を形成しながら緩やかに蛇行し、最終的には太平洋に到達している。一方、遺
跡の北側には、阿武隈山地から太平洋に向かって派生した低位丘陵が展開している。この低位
丘陵は、阿武隈山地のある西側では標高 50 ｍ前後、本遺跡のある海岸付近では標高 20 ｍ前後
を計測する。更にこれらの丘陵は樹枝状に広がった複雑な地形を形成することを特徴としてい
る。泉廃寺跡は、新田川とその北側に展開する低位丘陵の間に形成された丘陵の裾部から河川
沖積地までの幅 100 ｍ程の狭小な河岸段丘の上面にのり、太平洋までの距離は 500 ｍ程の地点
にある。
　遺跡内には所々に宅地があるものの、大部分は水田・畑地として利用されている。更にこれ
らの宅地・畑地・水田の間を県道・市道・農道などの生活道路が張り巡らされており、泉廃寺
跡にかかる遺構群については、この後に述べる調査経過や発見遺構で詳述していくが、第 1次
調査から第 23 次調査までの各調査で、東西約１km、南北 200 ｍの範囲でいくつかのまとまり
をもって造営されていることが判明しており、東西に広く南北に狭いという地形的な特徴を考
慮し、複数の院を配置しているものと考えられる。

Fig.19　泉廃寺跡の位置

第２項　遺跡の立地
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　第３項　周辺の遺跡

　泉廃寺跡周辺で、最も古い時期の可能性があるものは、海岸近くの丘陵中腹にある地蔵堂古
墳群・舘前古墳A・舘前古墳 B・大磯古墳群という小規模な古墳群と、古墳時代後期の集落で
ある地蔵堂B遺跡である。舘前古墳Aや舘前古墳Bは、墳丘が消滅しているため、古墳の詳細
は不明であるが、地蔵堂古墳群・大磯古墳群は、小規模な円墳で構成される群集墳であり後期
の年代が想定される。大磯古墳群は昭和 37 年 7 月に日本大学考古学会により調査がなされ、7
基の古墳のうち第 4・6号墳は石室を採用していると伝えられており、古墳時代でも最も新しい
時期に造営が行われた可能性がある（註 1）。現在のところ新田川流域において、横穴式石室を採
用した可能性のある古墳は、この大磯古墳群のみであり、後にこの地区で造営が開始される行
方郡家との関連を知る上では重要な遺跡である。
　地蔵堂 B遺跡は調査の結果、古墳時代後期の集落であることが確認されており、住社式の住
居が確認されている（註 2）。地蔵堂古墳群や大磯古墳群が所在する丘陵の中腹には、地蔵堂横穴
墓群ならびに大磯横穴墓群が造営されており、その年代は終末期と考えられる。
　これらの古墳群の造営が行われなくなった 7世紀後半には泉廃寺跡から北に 2.5kmの低位丘
陵にある金沢製鉄遺跡群で、製鉄・製炭・須恵器の生産が開始される。この金沢製鉄遺跡群は
鳥打沢A遺跡や長蔭遺跡に代表される大規模製鉄遺跡で、7世紀後半から 9世紀後半まで創業
したことが確認されている（註 3）。また、泉廃寺跡町池地区の北側の丘陵にある、町池窯跡では
須恵器窯が確認されている（註 4）。
　町遺跡と広畑遺跡は泉廃寺跡南側の沖積地にあり、8世紀から 9世紀の土器を出土する集落
遺跡である（註 5・6）。広畑遺跡は竪穴住居と掘立柱建物で構成され、東西方向に直列配置をとる
掘立柱建物 4棟と、竪穴住居跡が確認されている。出土遺物には多量の墨書土器や灰釉陶器な
どがあり、泉廃寺跡に関連した集落の可能性が高い。その他の遺跡では、西約 2kmの地点にあ

Tab. ４　周辺遺跡一覧
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№ 遺　跡　名 時　代 種　別 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

泉廃寺跡
惣ヶ沢遺跡
泉舘跡
鎮塚古墳群
舘前古墳B
舘前古墳A
地蔵堂横穴墓群
大磯横穴墓群
広畑遺跡
町遺跡

古代
弥生
中世
古墳
古墳
古墳
古墳
古墳
古代
古墳・古代

官　衙
散布地
城館跡
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
古　墳
集　落
集　落

消滅
消滅

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

泉平舘跡
正福寺跡
浦頭遺跡
脇遺跡
地蔵堂遺跡
地蔵堂B遺跡
地蔵堂古墳群
西走B遺跡
宮前古墳
町池横穴墓

中世
近世
平安
縄・弥・平
古代
弥生・古墳
古墳
製鉄
古墳
古墳

城館跡
寺　跡
散布地
散布地
散布地
集　落
古　墳
弥・平
古　墳
古　墳

消滅

21
22

山辺古墳群
寺前遺跡

古墳
古代

古　墳
散布地

№ 遺　跡　名 時　代 種　別 備考
23
24
25
26
27
28
29
30

法幢寺跡
堤下B遺跡
荷渡古墳群
荷渡B遺跡
堤下A遺跡
道金沢遺跡
鳥井沢B遺跡
鳥打沢B遺跡

近世
弥・奈・平
古墳
弥生
弥生
弥・奈・平
弥・平・近
弥・奈・平

寺　跡
製　鉄
古　墳
散布地
散布地
散布地
製　鉄
製　鉄

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

長瀞遺跡
大船 A遺跡
鳥打沢遺跡
大船 B遺跡
前田B遺跡
大船 C遺跡
船沢A遺跡
船沢B遺跡
前田C遺跡
前田A遺跡

弥・奈・平
縄・平
弥・奈・平
弥・奈・平
古代
弥・奈・平
弥・奈・平
古代
弥・奈・平
縄・奈・平

製　鉄
製　鉄
製　鉄
製　鉄
散布地
製　鉄
散布地
散布地
製　鉄
散布地

41
42
43
44

追合 C遺跡
追合B遺跡
物見山遺跡
追合遺跡

弥・平
弥・平
弥生
弥生

製　鉄
製　鉄
散布地
散布地
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る近世寺院跡の法幢寺跡や中世舘跡の泉平舘跡や泉舘跡でも 8世紀から 9世紀の遺構・遺物が
確認されている（註 7・8・9）。
　中世の泉平舘跡は沖積地内にある平城であり、泉舘跡は典型的な中世山城である。前者は相
馬氏の一族である岡田氏、後者は相馬氏の流れをくむ泉氏の居城として知られている。
　中世以降では、正福寺跡、法幢寺跡で近世墓の調査が行われている。正福寺跡は火葬墓を含み、
法幢寺跡では 200 基を越える近世墓が調査されている。

第３項　周辺の遺跡

Fig.20　周辺遺跡の分布
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　第４項　泉廃寺跡研究略史

　この項では本事業にかかる一連の発掘調査の事実報告を進める前に、これまで先学諸氏がど
のように泉廃寺跡を取り扱い位置付けてきたのか、本遺跡の研究を振りかえっておきたい。

奥相志に見る泉廃寺跡　中村藩士であった斉藤完隆は、安政四年に藩命により「奥相志」の編纂
を行っている。奥相志は藩政時代の中村藩三郡七郷の地誌をまとめたものである。幕末の動乱
のために北標葉郷・山中郷の二郷については編纂されずに終了されているが、このときに編纂
された宇多郷・北郷・中ノ郷・小高郷・南標葉郷の五郷のうち現在の原町区周辺を記した中ノ
郷は合計 42 巻構成でまとめられており、その中の泉村の項に泉廃寺跡周辺に関すると思われる
記述がある。
　泉村には寺家前・町・町池・宮前・惣ヶ沢・舘前などのように、現在に通じる地名が見られ、
そのうち寺家前には「北は山、土中に古の焼米あり、これを長者の糠米という、又田圃の中に大石多
し、これ長者の居家の礎石なりという。」という下りがみられる。また、それに続く長者第の項には、
田圃に残る礎石が方今地方 1町にあることや古瓦が出土することが記され、そして礎石が見ら
れる南側には米倉の跡があり多くの焼米石を出すこと、松木のある地を糠蔵跡と伝えられてい
ることなどが記されている。
　これらの礎石の存在や古瓦・焼米の出土は、この地に残る泉長者伝説と関連づけて記述され
ている。泉廃寺跡と泉長者伝説の因果関係は定かではないものの、少なくとも江戸末期から幕
末の頃には、この地に礎石が遺存し、瓦・焼米が出土することが認識されていたことを知るこ
とができる。

出土瓦における研究略史　現在、福島県重要文化財に指定されている資料のなかに、泉廃寺跡出
土瓦がある。これらは泉廃寺跡周辺から出土した各種瓦であり、瓦当裏面もしくは凹面に採取
日と採取地点と採取者の名前が記されている。それらを見ると、採取場所は舘前地区から惣ヶ
沢地区周辺であることが分かる。また採取者は裏面の記載から佐藤二郎、佐藤助信の両氏であ
ることが知られる。泉文化財保存会に所属しておられた両氏は、泉廃寺跡周辺の畑地、とりわ
け舘前・惣ヶ沢地区から出土する各種の瓦を積極的に採取しておられた。この両氏を中心とし
た泉文化財保存会の活動によって、本遺跡が昭和 30 年に福島県史跡指定を受け、出土遺物が昭
和 31 年に福島県重要文化財に指定されることとなる。この時の指定要件を見ると、本遺跡は寺
家前・宮前地区を中心とした範囲に建物礎石が残り多くの古瓦が出土することから平安期の寺
院跡「泉廃寺跡」の名称が付された。以後、本遺跡には泉廃寺跡の名称が使われることとなるが、
泉廃寺跡の範囲は寺家前・宮前地区を中心とするもので、町・町池・舘前地区はその範囲には
含まれてはいなかった（註 1）。
　これらの資料が、現在の南相馬市内に残る泉廃寺跡に関連する資料の最も古い時期のもので
あるが、奈良国立博物館には、更に古い時期に採取された泉廃寺跡出土の瓦がある。これらは

第Ⅱ章　泉廃寺跡の概要
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昭和初期に東北地方の瓦や獣脚・硯などの研究に尽力された内藤政恒氏が収集された資料であ
り、泉廃寺跡のみならず東北地方各地で採取した瓦類が含まれている。
　これらの資料を見ると、瓦当裏面や凹面に墨書や朱書で泉舘前や雫京塚沢といった採取地と
年月日が記載されている。これらの注記をもとに内藤氏が当遺跡の踏査に訪れた回数を見ると、
昭和 7 年 10 月・昭和 8 年 12 月 3 日・昭和 9 年 12 月 9 日・昭和 11 年 10 月 11 日・昭和 27 年
10 月 10 日・昭和 30 年 11 月 22 日の約 23 年間に合計 6度にも渡っており、泉廃寺跡周辺から
出土する瓦群に対して大きな関心を寄せられていたことがわかる。

　内藤氏は、これらの資料の分析に立脚した多くの論考を発表
しておられるが（1939・1953・1965・1966・1968　内藤）、特に「東北地方
出土の特異文様古瓦に就いて」や「東北字瓦の顎面施文の研究」
では福島市腰浜出土瓦（腰浜廃寺跡）や相馬郡高平村（現南相
馬市原町区下北高平）植松廃寺跡等の軒丸瓦の瓦当文様や軒平
瓦の顎面文様の検討を通して、それぞれの遺跡、地域間の相関
関係を論じておられる。これらの研究は、当地方の瓦に特徴的
な顎面施文に着目し、型式的な変遷を捉えて、瓦の先後関係を
推定しようとしている。このような視点は、後述する佐川氏や
藤木氏の研究に継承されており、今なお東北地方の瓦研究の礎
を担うものであると同時に、その相関関係図は引用されること
が多い。これらの内藤氏による一連の研究は、泉廃寺跡周辺で
出土する瓦群に対して初めて考古学的な考察を加えた大きな業
績と言える。
　福島県の文化財保護行政に尽力なされた梅宮茂氏は、福島県
史編纂の中において当該期の遺跡のあり方について、さまざま
な視点から検討を加えておられる。なかでも福島県地方の仏教
文化では、泉廃寺跡について「独特な植物文の大きな鐙瓦を出
し、その中に福島腰浜廃寺の瓦と共通したものがあり、奈良時
代末、特に平安時代に隆盛した寺院であろう。」と述べ、続いて
「ここには礎石も残存し、古瓦とともに円面硯や炭化米を出土す
る。」と解説を加えておられる。また、当該期の瓦のあり方から

「白河と夏井、原町と腰浜の関係は阿武隈山地を横断して彼我影響しあっていることも見逃せな
い。」との見解を示し、東北地方の出土瓦を多賀城直系顎面施文・陸奥国分寺を中心とする一群、
菜切谷廃寺を中心とする一群、岩手・山形を中心とする一群、そして福島・原町両市を中心と
する瓦の 5類型に分類し、泉廃寺跡周辺から出土する瓦群は、東北地方において極めて独特な
存在であることを示しておられる（1969　梅宮）。
　相双地方では、原町市を中心に活動していた竹島國基氏が泉廃寺跡から出土する瓦を採取し
ておられる。竹島氏は市内の中学校で教 をとる傍ら、相双地方の各地で精力的な踏査と遺物

Fig.21　陸奥国出土瓦関係図
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の収集に尽力なされた。氏が採取された資料は旧石器から近世陶磁器までにわたる膨大な数の
資料であり、この中に泉廃寺跡や京塚沢瓦窯跡で出土した瓦が含まれている。竹島氏は泉廃寺
跡から出土した瓦に限らず、相双地方の各地で採取した瓦群をもって各自治体の市町村史の場
を中心に、いくつかの論考を執筆しておられる（1968・1979　竹島）。これらの竹島氏の活動は、踏
査ならびに表面採集で得られた遺物からこの地域における歴史や文化財の重要性を説き、また
これらの文化財を地域の中に位置付けた点で評価される。
　現在、竹島氏の収集されたコレクションは福島県立博物館と南相馬市博物館に収蔵されてい
るが、このうち奈良・平安時代の瓦群については、竹島氏と辻 秀人氏を中心とする研究者によっ
て資料化・公表がなされている。辻氏はこの研究と、それ以前の福島県立博物館企画展「陸奥
の古瓦」において東北地方の瓦群を検討しておられる。
　辻氏は、東北地方の瓦群を大きくⅢ時期区分し泉廃寺跡周辺で出土する瓦群ならびにそれら
と関連する一群は、不明な点が多く今後の詳細な検討を必要とするとを述べた上で、平安時代
に相当するⅢ期に位置付け、「福島県内で瓦の生産が衰退に向かうなかで、前代の関係をほとん
ど持たず、県北・相双地区に展開する一群の動向は異質で、他地域で関連すると思われる資料
が認められない。」と指摘し、また瓦当文様の特徴や製作技法の検討を含めて、これらの瓦群の
解明の必要性を説いておられる（1988　辻）。続く竹島コレクションの検討では、「福島県浜通り地
方に分布する多様な瓦群の大部分は下野薬師寺や上野地方、そして陸奥国府系に祖形を持つと
考えられるものが主体をなす」が、「相双地方とりわけ原町市周辺から出土する瓦群は、全国的
にも類例のない花文・植物文をモチーフとし、朝鮮半島の瓦当文様に通じる要素を含む」との
評価を与え、その年代を「瓦当文様の類似性がうかがわれる腰浜廃寺跡出土の花文グループに
伴う平瓦に「嘉祥」の篦書きが認められることから、その下限を 9世紀中頃」としている。また、
「陸奥国府造営以降は国府系の瓦に統一される傾向のある陸奥国内にあって、浜通り地方の一部
では国府系瓦の影響を受けずに独自の展開を見せており、これらの瓦生産の独自の歩みの解明
が今後の課題である。」とまとめておられる（1992　辻）。
　1978 年には双葉町郡山五番遺跡の発掘調査が行われ、その報文を執筆した渡邊一雄氏は、郡
山五番遺跡から出土する釣針文軒平瓦・植物文軒平瓦・十三葉単弁蓮華文軒丸瓦と同一のもの
が泉廃寺跡から出土する点と、それらの製
品が京塚沢瓦窯跡出土である点に注目し、
これらの関係を検討する必要性を説いてお
られる（1978　渡邊）。
　近年では、野馬追の里原町市立博物館（現
南相馬市博物館）による企画展「古代の瓦
と今の瓦－泉廃寺跡を中心として－」や佐
川正敏氏、藤木海氏の研究がある。
　平成 12 年に企画された「古代の瓦と今の
瓦」のなかで佐藤祐子氏は、陸奥国府関連
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Fig.22　郡山五番遺跡出土瓦
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や福島県内の官衙ならびに寺院跡から出土した瓦群を網羅的に展示し、それらと泉廃寺跡から
出土した瓦群の比較を行っている。ここでは新たに発掘調査により得られた瓦を扱い泉廃寺跡
出土瓦に新たな位置付けを試みたという点で大きな意義がある（2000　佐藤）。
　続いて、佐川正敏氏は泉廃寺跡ならびに双葉町所在の郡山五番遺跡から出土する瓦群の評価
をされておられる（2000・2003・2004　佐川）。佐川氏は泉廃寺跡と郡山五番遺跡から出土する細弁蓮
華文軒丸瓦と釣針文軒平瓦における瓦当文様の型式学的変遷からそれらの先後関係とセット関
係を明らかにし、そのうち郡山五番遺跡細弁蓮華文軒丸瓦F類の祖形を、平城宮軒丸瓦 6282 を
モデルとした多賀城軒丸瓦 230・231 に求めている。また、郡山五番遺跡F類に伴う釣針文軒平
瓦A－１についても、多賀城 230・231 とセットとなる軒平瓦 660 にその系譜を求め、これら
の年代を天平九年以降とした。更に釣針文軒平瓦A－１とそれに先行する木葉文軒平瓦の瓦当
接合技法が包み込み技法であることに注目し、それらの技法が 7世紀末に統一新羅からもたら
された外来技法であり、郡山五番遺跡と泉廃寺跡がその技法分布の北限であるとの重要な指摘
を行い、これらの瓦や製作技法の導入される契機やルーツを検討する必要性を説いておられる。

　藤木 海氏は、泉廃寺跡の瓦群と、生
産窯から採取された瓦群を検討し、新た
な見解を示しておられる。氏は泉廃寺跡
から出土する軒丸瓦を大きくⅣ群に大別
し、その中で本遺跡を代表する第Ⅰ群植
物文の軒丸瓦とそれとセットとなる軒平
瓦に対する評価と、第Ⅲ群有蕊弁蓮華文
の展開とその成立背景に考察を加えてい
る（2003　2004　藤木）。これらの瓦群のうち
花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦は寺院創建
期の 7世紀第 4四半期～ 8世紀第 1四半
期に位置付け、後出する花葉文軒丸瓦と
均整唐草文・木葉文軒平瓦のセットを 8
世紀第 1四半期～ 8世紀第 2四半期に位

置付けている。藤木氏が第Ⅱ群とする細弁蓮弁文軒丸瓦と釣針文軒平瓦のセットは佐川氏が上
限は8世紀第2四半期に求めており（2003　佐川）、これらの瓦の編年的な位置付けがなされた。また、
藤木氏はこれらに後出する第Ⅲ群の有蕊弁蓮華文軒丸瓦について、製作技法の検討と他遺跡か
らの出土資料をとおして検討を加え、その相関関係を論じている。
　これらの藤木氏の一連の研究は、泉廃寺跡出土瓦に具体的な考察を加え、瓦群変遷の一端を
明らかにし、その成立背景について予察を述べられている点で、今後の研究の方向性を示すも
のであり、その業績については高く評価される。

Fig.23　植物文軒先瓦の編年図　　　
藤木2005より転載
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遺跡における研究略史　これまで述べてきたように、泉廃寺跡から出土する瓦群の研究は、近年
の型式学的検討や製作技法に基づく研究により、その内容が明らかになりつつあるが、これら
の瓦群を出土する泉廃寺跡という遺跡自体についての研究は、大きな試みはなされていないの
が現状であった。その
中で、唯一具体的な調
査に着手したのが原町
高等学校郷土史クラブ
による礎石分布調査で
ある。
　この調査は同クラブ
の顧問をしておられ
た、西 徹雄・大迫徳
行両教諭の指導のも
と、福島県史跡指定内
の礎石建物の探索を
行ったもので、ボーリ
ングによって埋没して
いる礎石や根石の分布
記録を作成するものであった。
　調査の結果、東西 6間（7.5 尺等間）×南北 4間（9尺等間）を測る東西棟の総柱式礎石建物 1棟、
東西 3間×南北 3間の東西棟の総柱式礎石建物 1棟が確認された。調査者は、前者の大型建物
を寺院金堂跡、後者を塔跡と位置付けて検討を行っている。この調査は本遺跡の実態解明を試
みた極めて重要な調査であるとともに、限られた条件の中で泉廃寺跡の実態に迫ろうとする意
識の高さに対して敬意を表しておきたい（1965　西・大迫）。
　出土瓦の研究を進めていた内藤氏は、瓦が出土する泉字惣ヶ沢・寺家前・町池の 3地点を、
前者から寺院・屋敷・付属建物と位置付け、これらが相互に関連した複合遺跡と評価しておら
れる。そして、続日本紀宝亀五年の行方郡正倉火災の記事との関連を指摘した渡部晴雄氏の考
察を引用し、寺家前の屋敷跡は行方郡家の所在地である可能性を認めつつも、行方郡家所在地
でないと考えた場合でも、この地区が行方郡内の一中心をなしていたことは疑いないとまとめ
ておられる（内藤 1965）。
　渡邊一雄氏は白河郡家に比定される関和久遺跡の報文のなかで「福島県内の郡家と関連遺跡」
についてまとめておられる。氏は泉廃寺跡と行方郡家について「浜通り北部に位置した行方郡
家は、弘仁六年八月の太政官符に見られる陸奥六軍団のうちのひとつが行方郡に設置されてい
ることから、政治・軍事の両面からみても重要な役割を担っていた」とし、「行方郡領域内で瓦
の出土する遺跡のなかで、泉廃寺跡が行方郡家の条件を良く備えている」と評価しておられる。
また、泉廃寺跡の東方に隣接する舘前遺跡では各種瓦が出土することから、舘前遺跡を本郡家

Fig.24　礎石の分布

第Ⅱ章　泉廃寺跡の概要
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の付属寺院であると想定しておられる点は、発掘調査が進展した現在の理解と極めて近い予察
であり重要な指摘である。
　その後、本地区において計画されたほ場整備事業を契機として、継続的な試掘調査ならびに
発掘調査が進展し、これまで不明であった泉廃寺跡の具体的な様相が明らかとなりつつある。

泉廃寺跡研究略史　参考文献・引用文献
内藤政恒　1939「東北地方出土の特異文様古瓦において」『夢殿論誌』第 19 巻
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第Ⅲ章　調査に至る経過

　　　第１節　高平地区ほ場整備

　第１項　調査に至る経過

　泉廃寺跡が所在する南相馬市原
町区高平・泉地区は、南相馬市の
中心部から東へ約 3kmの地点、国
道 6号の東側、二級河川新田川の
北側に開けた水田地帯にあり、南
相馬市では最も海岸線に近い行政
区のひとつである。
　この高平・泉地区は昭和 28 年
～ 30 年に実施された耕地整理で
約 10a の区画が整理済みであった
が、用排水施設が未整備の上、一
部で地下水位の高い湿田があっ
た。また、農道も幅員は狭小で通
行・農作業に支障をきたしていた。
　そこで、福島県相双農地事務所
と高平地区ほ場整備施行委員会
は、耕地を大型ほ場に整備し、道
路・用排水路を系統的に配置し、
耕地集団化を図り大型機械導入に
よる営農労働力の節減と、畑作振
興により農業経営の安定と食糧の
安定供給に寄与するため、担い手
育成基盤整備事業に取り組むこと
となった。その事業面積は 240ha であった。
　このような事業推進のため、市教育委員会は、その時点で周知の埋蔵文化財包蔵地として把
握されていた 6遺跡について　埋蔵文化財の調査を実施することになった。調査は平成 6年度
から着手され、施工のスケジュールとの調整を図りながら進めることとなったが、その後に新
たな埋蔵文化財が 4件確認され、最終的には 10 遺跡が調査対象遺跡とされた。

Fig.26　泉廃寺跡の位置

第Ⅲ章　調査に至る経過
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　第２項　事業の概要

　教育委員会は、第 1項で述べたほ場整備の計画に対して、福島県教育庁からの指導を得ながら、
開発計画地内に所在する遺跡の範囲・時代・内容を把握し保存協議の資料を得るための試掘調
査に着手した。
　平成 6年度に実施された第１次調査は、福島県史跡指定地の周辺に約 300 本のトレンチを設
定した試掘調査であり、遺構範囲ならびに遺構の状態を把握することから開始された。この第
1次調査は農林事務所との受託契約に基づくもので、調査が進展するにつれて泉廃寺跡に関連
する遺構の広がりが、当初の予想を遥かに越えた地点まで展開していることが判明することと
なった。その面積は東西約 1km、南北約 200 ｍの範囲まで広がっていた。
　平成 7年度からは、これらの遺構についてより具体的に遺跡の様相を把握し、以後のほ場整
備事業計画に対する保存協議資料を得るために、本格的な試掘調査が計画されるに至る。平成
7年度以降の試掘調査は、文化庁補助事業の採択を得た「市内遺跡発掘調査事業」で進められ、
その調査年次は第 2・4・6・8・10・12・14 次調査が該当する。　
　これらの一連の試掘調査の結果をもって、遺跡南側を横断するように計画された農業用河川
武須川の法線検討、町池地区における施工計画検討、舘前地区における施工計画変更が打診され、
このうち町地区では官衙色の強い建物配列をとる遺構の一部が、武須川法線からはずれるよう
に計画変更がなされ保存された。町池地区と舘前地区の遺構については、ほ場整備の設計計画
の変更がなされ、盛土により遺構の保存が図られた。
　ただし、計画変更ならびに工法対応が困難で、埋蔵文化財の保存が困難と判断された第 3・5・
7・9・15 次調査区については、福島県相双農林事務所との受託契約に基づく「高平地区ほ場整
備事業関連発掘調査事業」により、記録保存のための発掘調査が実施された。

第２項　事業の概要

Fig.27　高平ほ場整備の事業範囲　
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　　　第２節　泉廃寺跡保存整備事業

　第１項　事業に至る経過

　高平地区ほ場整備事業にかかる調査は、広大な範囲に調査区が設けられ、多くの建物跡が確
認された。それらはいくつかのまとまり、すなわち「院」を形成し、それぞれが変遷して長期
的に存続していることが明らかとされたことは、今後の事業計画・遺跡保存への取り組みに対
して、大きな意味を持つこととなる。特に、寺家前地区から宮前地区にかけた福島県史跡指定
地内には、総柱建物や礎石建物跡が建設されていたことが確認され、町池地区では八脚門を伴
う区画の内部に建設された建物群、寺家前地区では四辺を塀により区画した内部に計画的に建
物を建設していることが確認された。
　これらの建物のまとまりは、宮前地区から福島県史跡指定地区には正倉院、町池地区には館院、
寺家前地区には郡庁院が展開しているものと理解され、泉廃寺跡が古代陸奥国行方郡の中心を
なした行方郡家跡と考えられるようになり、古代律令国家の東北経営や律令社会を解明する上
で極めて重要な遺跡であると評価されるに至った。このような調査の進展により、泉廃寺跡を
将来に保存するために、開発関係部局との調整が進められた。
　このような経過を経て、泉廃寺跡に関連する遺構については一応の保全が図られることになっ
たものの、郡家各施設群の変遷や時期などの具体的な様相については未だに不明な状態であっ
たため、市教育委員会では、これらの遺構群の内容を詳細に把握し、将来にわたって確実に保
存するために「泉廃寺跡保存整備事業」を立ち上げ、継続的な発掘調査と国史跡指定をめざし
た取り組みに着手した。

　第２項　事業の概要

　泉廃寺跡保存整備事業は、本遺跡の範囲の確定と遺跡内容および具体的な構造を把握するこ
とが主たる目的とされ、将来的には泉廃寺跡を国史跡へ格上げし、遺跡の恒久的な保存と活用
を目指すことが事業の根幹に位置付けられた。
　平成 14 年度には有識者により構成される「泉廃寺跡調査指導委員会」が立ち上げられ調査方
針や事業計画を検討された。委員会は平成 15 年度までに 9回を開催した。本委員会は平成 17
年度に「保存整備基本構想の策定」に取り組むために、考古・歴史の学識経験者に文献史学・
史跡整備・建築・都市計画の学識経験者を加えて「泉廃寺跡調査・整備検討委員会」として組
織替えがなされることとなった。
　この間の確認調査は、第 14 次調査以降が該当し、寺家前・福島県史跡地区・町池地区の調査
がなされた。これらの調査の結果、寺家前地区が開発範囲から除外され、「行方郡家政庁院跡」
として南相馬市指定史跡に指定を受け保存された。

第Ⅲ章　調査に至る経過
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第２項　事業の概要

Fig.29　試掘調査及び確認調査の調査区位置図

Fig.28　高平ほ場整備関連の調査区位置図
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第Ⅳ章　調査経過

　　　第１節　調査経過

　本書で取り上げる泉廃寺跡の調査は、平成 6年度に県営ほ場整備事業にかかる試掘調査から
開始され、平成 16 年度に実施した町池地区の補足調査を経て、第 23 次調査までで一応の区切
りがつけられたが、この間に市道改良等の数々の原因によって発掘調査が行われた。これらの
調査では約 140000㎡の範囲が調査対象地となり、そのうち試掘調査、発掘調査、そして範囲内
容確認調査として 66,447㎡が調査された。既調査率は 47%であり、古代官衙遺跡の調査として
は異例の面積を調査した遺跡である。この章ではこれらの各調査について調査経過を概述する。

　第１項　試掘調査とほ場整備事業

第 1次調査　本遺跡に関する本格的な調査は、平成 6年度の第 1次調査から開始された。この
調査は、この地区で計画された県営ほ場整備に対して、従来遺跡として把握していた範囲の外
側において本遺跡に関連する遺構群の有無を掌握することを目的とした。
　福島県史跡指定地の周囲に設けられた 293 本のトレンチによる遺構確認作業では、遺跡の南
辺に大形の掘方をもつ建物が造営されていることが確認され、泉廃寺跡に関連する建物群は予
想よりも、更に広い範囲に分布していることが判明した。
　福島県史跡指定地内の一部でも遺構確認調査が行われ、重複する総柱式掘立柱建物と総柱式
礎石建物が確認された。建物は掘立柱から礎石柱へ変遷し、史跡指定地内には時期を異にする
倉庫群が展開していることが把握された。
　この調査成果は、泉廃寺跡に関する遺構に対して、本格的な発掘調査という手続きを経て明
らかにした重要な調査である。
第 2次調査　第 2次調査は、第 1次調査で検出した遺跡南辺にあたる町地区の大形掘方をもつ
建物の全容を確認することが目的とされた。調査はトレンチによる確認作業から、面的な検出
作業に切り替えられ約 4,000㎡が調査された。この調査では、ほぼ真北方位をもつ 2条の柱列跡
が検出された。この柱列のうち外側を走る 6間分を認め、内側を走るものは柱列は南北に 3間
延びたのち、東に向かってほぼ直角に方向を変え、調査区外に到達する付近で南北 2間×東西
3間以上の建物に連結することが確認された。
　この建物群の西側には建物方位を異にする総柱建物 2棟と桁行・梁行ともに 3間の南北棟の
側柱式の掘立柱建物・桁行 4間×梁行 2間の側柱式の掘立柱建物 2棟が確認された。
　これらの調査成果では、建物方位を真北に求めた遺構群や柱列に付属する建物などが極めて
官衙色の強い建物であることから、本遺跡の中枢部と評価され開発計画の変更を要望し、総柱

第Ⅳ章　調査経過
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Fig.30　調査区の配置

第１項　試掘調査とほ場整備事業
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建物群や柱列などの遺構の一部が保存された。
第 3次調査　第 3次調査は、後述する農業用河川改修に伴う個人家屋移転の移転先の発掘調査
である。約 1000㎡の調査であったが、中世の整地層と古代の側柱式掘立柱建物が調査された。
　掘立柱建物には建物主軸を真北に向けるものと、東に大きく振れるものがあり東に振れるも
のが、真北を向くものよりも古いことが判明した。
第 4次調査　第 4次調査は福島県史跡指定地北辺部分の試掘調査である。この調査は史跡北辺
に沿って走る県道の法線改修計画に先立ち、遺構範囲を確認することが目的とされ、現道に沿
うように上幅 6ｍ×下幅 1ｍ×深さ 1.5 ｍの大規模な東西溝跡が確認された。

　確認された溝は、東から西に向かっ
て約 90 ｍ延びた後、ほぼ直角に屈曲
し南方に延びていることが確認され
た。区画内部には、初めて明確な掘込
地業が確認された。確認された基礎地
業は、正倉建物を象徴する総柱式礎石
建物である可能性が高いこととから、
この範囲は総柱式礎石建物が展開する
正倉域と想定され、大規模な溝はこれ
らの正倉建物または正倉域を区画する
ものと考えられた。

第5次調査・第7次調査　第 5次・第 7次調査は、第 2次調査で確認された建物群のうち、農業
用河川の改修で削平されることとなった建物群の記録保存のための発掘調査である。
　調査された遺構は側柱式掘立柱建物 13 棟・溝跡・塚状遺構・土塁状遺構などである。泉廃寺
跡の南辺に位置するこれらの建物群で構成される施設は、柱筋をそろえた南北棟の掘立柱建物
を計画的に配置し、またこれらの建物群の中央を縦断する大規模な溝で構成されている。溝の
形状には強い規格性は認められなかったことから、区画施設としての性格を与えるのは困難で
あったが、溝の底面近くに埋没したクリの伐採木などや舟溜りとみられる溝の平面形から、運
河としての機能、そしてこの運河を管理するための建物と倉庫で構成される施設であると推定
された。
第 6次調査　第 6次調査は遺跡の西端部の町池地区の農業基盤整備に伴う試掘調査である。地
形に合わせて設けられた約 80 箇所のトレンチで遺構の有無が調査された。
　調査では複数の溝跡と 2棟の掘立柱建物跡が確認されたが、遺構の分布は薄く重要遺構が展
開する可能性は低いと判断されたため、一時は記録保存のための発掘調査に着手された。この
発掘調査が第 8次調査となる。
第 8次調査　第 8次調査は、第 6次調査の成果をもって開始された記録保存のための発掘調査
である。町池地区のほ場整備事業のために 8,000㎡が対象とされ、対象地全面の上位堆積土のす
べてが除去され、この地区にある遺構の全容が明らかとなった。

Fig.31　第３次調査

第Ⅳ章　調査経過
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　遺構は対象地南部で検出された八脚門を伴うコ字配列をとる柱列区画と、その内部の西辺・
北辺に建ち並ぶ側柱式掘立柱建物で構成されていた。この地区の建物群の特徴は格式の高い八
脚門によって区画された、一つの院の全容が判明した極めて貴重な調査となった。
　当時、この地区の施設については、泉廃寺跡すなわち行方郡家の中枢域である郡庁域である
とまで考えられたが、これらの遺構群は国衙政庁にみられるようなコ字に配置された建物構成
にない点や、正殿に相当する格式を保持した建物が存在していない点が、郡庁としての位置付
けに疑問視され、その性格については
周囲の調査成果に委ねられた。また、
第 8次調査区北側と東側では、基盤整
備に伴う市道改良にかかる第 11 次調
査も同時進行していたが、これらの一
連の開発計画は事業計画の変更を要
請し、盛土施工によって周辺遺構の保
全が図られた。
第9次調査　第 9次調査は町地区の東
端における発掘調査である。遺構の大
部分は発掘調査を実施する前に大き
な掘削を受けており、かろうじて残された井戸・溝が調査された。
第 10次調査　第 10 次調査は、遺跡の最も東側の地点にある舘前地区の試掘調査である。3200
㎡を対象とし 29 本のトレンチで遺構の有無が確認された。
　この調査では古代以降の整地層と古代の掘立柱建物、そして瓦溜状の廃棄土坑を中心に、多
量の瓦が出土した。出土した瓦には軒丸瓦・軒平瓦・平瓦・丸瓦・塼・鬼板などの各種瓦塼類
が出土し、この地に総瓦葺の建物が存在していたと推定された。
第 12次調査　第 12 次調査は第 1次調査・第 4次調査で区画大溝と、その内部に掘込地業をも
つ礎石建物で構成される正倉域の西側隣接地における遺構確認の試掘調査である。
　試掘調査は、トレンチによって遺構の有無が実施されたが、この地点では２棟の側柱式掘立
柱建物を除くと、明確な遺構の存在を認めることはできなかった
第 13次調査　第 13 次調査は、寺家前地区・福島県史跡指定地東側隣接地における遺構の確認
調査である。この調査では、南北棟の掘立柱建物・東西棟の掘立柱建物が 4棟、総柱式掘立柱
建物 2棟・整地層などが確認された。この時点では、確認された建物のうち SB1405・SB1406
は整地層を囲うようにＬ字形に配列をとることや、SB1406 はその敷地面積が大きい点から正殿
と位置付けられ、この部分が郡家郡庁と想定された。
　このような調査成果から、この部分は開発計画から除外され、全面的に遺構の保存が図られ
たとともに、泉廃寺跡の保存を目的とした泉廃寺跡保存整備事業の立ち上げと、継続的な範囲・
内容確認調査への移行への転換を図る契機となった重要な調査であった。
　第 13 次調査以後は泉廃寺跡保存整備事業として、第 14 次・第 17 次調査で郡庁院の調査に継

第１項　試掘調査とほ場整備事業

Fig.32　第 10次調査
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続されることとなり、これらの調査成果をもって郡庁院が南相馬市史跡に指定された。
第15次調査　この調査は平成 8年度の第 5次調査の北側隣接における、記録保存のための発掘
調査である。調査は農業用河川を渡河する橋脚建設にかかるもので、第 5次調査で確認されて
いた大溝の記録が作成された。
第19次調査　この調査は、ほ場整備の面整備後に計画された、用水用のパイプライン付設にか
かる立会い調査に付した調査次数である。

　第２項　市道改良関連調査

第 11次調査　第 11 次調査は、遺跡の西部にある町池地区を横断する市道改良にかかる発掘調
査である。第 1項で記載した第 8次調査の東側に隣接する調査区であり、第 8次調査と同時平
行で進められた。

　第３項　保存目的の範囲・内容確認調査

第14次調査　第 14 次調査は第 13 次調査の継続調査で、主に施設の西側 1/2 に展開する建物群
の詳細な調査が行われた。既確認の 6棟の建物に加え、新たに 15 棟の側柱式掘立柱建物・柵列・
土坑などが把握された。
第16次調査　第 17 次調査と同時に進行していた第 16 次調査は、正倉域内部の確認調査である。
第 4次調査方向から続く大規模な南北溝と、指定地中央を横断する大規模な溝跡とこれに平行
する掘立柱塀や掘込地業が確認された。正倉院西辺にある区画溝は 2条があり、内側を廻る南
北溝と敷地を横断する東西溝は共に埋め戻され、外側を走る南北溝は指定地の南側に向かって
延びていることが明らかとされ、正倉院の構造や変遷を考える資料が得られた。
第 17 次調査　第 17 次調査は、第 14
次調査に継続する寺家前地区の調査
である。第 14 次調査では、寺家前地
区の東側を中心に遺構の状況が確認
されていたが、第 17 次調査では、地
区の西側と南側の遺構の状況が把握
された。
　この調査では、寺家前地区にある施
設の全容が把握されることなり、3時
期の変遷を辿る施設の様相が明らか
とされた。
第 18次調査・第 21次調査・第 22次調査　第 18・21・22 次調査は正倉院の確認調査である。
多様な基礎地業をもつ総柱式礎石建物・総柱式掘立建物・側柱式掘立柱建物・正倉院東側・南

第Ⅳ章　調査経過

Fig.33　第 17次調査



－ 48 －

側区画溝などが検出され、ある時期の
正倉院の様相が明らかとされた。
第 20・23 次調査　町池地区北部の、
関連遺構群の広がりを確認するため
の調査である。遺跡北側に延びる低位
丘陵の裾部に設けられたトレンチで
は、掘立柱建物と重複する竪穴住居跡
や溝跡、そして溝の並走する路面状の
硬化面などが検出された。
　この調査で確認された遺構群は「舘
院」とされてきた町池地区の遺構群
との関連性がうかがえ、泉廃寺跡にかかる遺構群の範囲が確定されることとなった。また、土
壌硬化面は、古代の交通施設の可能性もあり、郡家と交通機能を考える上で、重要な知見が得
られた。
第 21次調査・第 22次調査　これらの調査は、指定地区内における区画溝の構造解明のための
確認調査である。第 16 次調査と第 18 次調査に継続するもので、第 21 次調査は東西大溝の東辺
の位置を確認するために 3箇所に調査区が設けられたが、東辺の位置を確定することはできな
かった。続く第 22 次調査は、未確認だった東西溝と東辺が確認された。

調査次数 調　査　地　区　・　概　要 調  査  期  間 調査担当 調査面積

第１次 県指定地周囲のトレンチ調査 1994.12.01 ～ 1995.07.03 堀　耕平 4,640㎡個人宅地建設のための確認調査
第２次 町地区南部の試掘調査　柱列確認 1995.04.12 ～ 1995.08.12 堀　耕平 4,000㎡
第３次 町地区東側の発掘調査 1996.04.22 ～ 1996.10.23 堀　耕平 1,034㎡
第 4次 宮前地区　県指定地内の試掘調査　正倉院北辺区画溝確認 1996.04.22 ～ 1997.01.31 堀　耕平 1,600㎡
第５次 町地区の発掘調査　　運河状遺構確認 1996.10.28 ～ 1997.02.20 荒　淑人 2,500㎡

第６次 町池地区の試掘調査　掘立柱建物跡確認 1997.07.18 ～ 1997.12.28 鈴木文雄
堀　耕平 2,558㎡

第７次 町地区の発掘調査　運河状遺構と関連建物群確認 1997.09.18 ～ 1998.03.09
1998.04.09 ～ 1998.06.01

鈴木文雄
荒　淑人 23,400㎡

第８次 町池地区の内容・確認調八脚門・柱列区画確認 1998.06.09 ～ 1998.12.15 堀　耕平 8,000㎡
第９次 町地区の発掘調査　井戸・溝跡確認 1998.04.20 ～ 1998.05.22 荒　淑人 2,100㎡
第 10 次 舘前地区の試掘調査　　掘立柱建物跡・瓦確認 1998.06.08 ～ 1998.08.26 荒　淑人 3,200㎡
第 11 次 町池地区の内容確認調査　 堀　耕平
第 12 次 宮前地区の試掘調査 1999.06.21 ～ 1999.06.24 堀　耕平 256㎡
第 13 次 寺家前地区の試掘調査　郡庁院の調査 1999.07.26 ～ 2000.03.31 堀　耕平 3,500㎡

第 14 次 寺家前地区の内容・確認調査郡庁院調査 2000.0525 ～ 2001.0124 堀　耕平
藤木　海 3,500㎡

第 15 次 町地区の発掘調査　運河状遺構確認 2000.10.05 ～ 2000.11.16 藤木　海 250㎡
第 16 次 県指定地内の内容・確認調掘込地業・区画溝確認 2001.05.07 ～ 2001.11.29 荒　淑人 1,920㎡
第 17 次 寺家前地区の内容・確認調査　郡庁院の調査 2001.04.26 ～ 2001.12.18 藤木　海 1,775㎡

第 18 次 県指定地内の内容・確認調査
礎石建物・掘立柱建物・南辺区画溝の調査 2002.05.27 ～ 2003.03.31 藤木　海 1,370㎡

第 19 次 宮前地区の工事立ち会い － 藤木　海 －
第 20 次 町池地区の範囲・確認調査　　掘立柱建物・竪穴建物確認 2003.04.01 ～ 2004.10.15 藤木　海 390㎡
第 21 次 県指定地内の内容・確認調査　東辺区画溝の調査 2003.05.08 ～ 2004.03.31 藤木　海 140㎡
第 22 次 県指定地内の内容・確認調査　東辺区画溝の調査 2004.12.06 ～ 2005.03.03 藤木　海 64㎡
第 23 次 町池地区の範囲・確認調査溝・路面状遺構の調査 2004.07.20 ～ 2005.03.03 藤木　海 250㎡

Tab. ５　調査経過一覧

Fig.34　第 22次調査

第３項　保存目的の範囲・内容確認調査
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Fig.35　泉廃寺跡全体図
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　　　第２節　地区の設定

　ここでは、これまでの調査を経て確認された遺構群のまとまりから、泉廃寺跡を大きく６つ
の地区に区分し、以後の報告ならびに今後の発掘調査につなげたい。
　泉廃寺跡では、遺構に一定のまとまりが見られる。すなわち、寺家前から宮前を中心とする「福
島県指定地区」、寺家前の「寺家前地区」、その北側にある「寺家前北方地区」遺跡南辺の「町地区」、
遺跡西端の「町池地区」、遺跡東端に位置する「舘前地区」である。以下、各地区の概要につい
て記載する。

福島県指定地区　昭和 30 年に福島県史跡指定を受けている範囲である。遺跡全体から見るとほ
ぼ中央に位置し、遺跡北辺を東西に走る低位丘陵が沖積地に向かう緩斜面、標高 9ｍの地点に
ある。この地区の南側には、標高 5ｍ程度の新田川沖積地があり、町地区に至る。発掘調査と
しては、第 1次・第 4次・第 16 次・第 18 次・第 21 次・第 22 次調査が該当し、総柱式の掘立
柱建物・礎石建物や、これらを区画する溝跡が確認されている。
寺 家 前 地 区　この地区は福島県指定地区の東側に位置し、遺跡全体では中央やや東側にある。
遺構群は段丘面から沖積地内に広がっており、北から南に向かって標高を下げる緩斜面地に立
地する。発掘調査は第 2次・第 13 次・第 14 次・第 17 次調査が該当し、柱列による区画施設と
柱列四辺に付属して造営された掘立柱建物、その中央に位置する東西棟の掘立柱建物で構成さ
れる。
寺家前北方地区　この地区は、寺家前地区の北西にかけた部分にあり、第 14 次・17 次調査が実
施され、掘立柱建物跡が確認された。地区の北側には低位丘陵の裾部が迫り、南の沖積地に向かっ
て徐々に標高が下がり始める地点にある。確認された遺構には側柱式掘立柱建物・総柱式掘立
柱建物がある。
町　池　地　区　遺跡の西端に位置し、低位丘陵の裾部から段丘面にかけた範囲に遺構群が展
開する。発掘調査は第 6次・第 8次・第 11 次・第 20 次・第 23 次調査が該当し、南面して廻る
コの字の柱列とその中央に造営された八脚門、区画内部に展開する南北棟の掘立柱建物、遺構
群西面を区画する大溝、丘陵裾部には多数の竪穴住居と掘立柱建物が造営されていることが確
認された。また、この地区から西側には遺構の数が少なくなる。
町　　　地　　　区　この地区は先述の福島県指定地区と寺家前地区に南面し、泉廃寺跡の南限
を画する地区である。発掘調査は第 3次・第 5次・第 7次・第 9次・第 15 次調査が該当する。
確認された遺構群は、段丘縁辺から沖積地に移行した付近に展開し、南北方向の溝とその周囲
に造営された南北棟の掘立柱建物で構成される。
舘　前　地　区　遺跡東端に位置する本地区は、多量に出土する瓦群に代表される地区である。
低位丘陵の裾部から狭小な段丘面にかけた範囲で、第 10 次調査によって調査された。掘立柱建
物 4棟と、瓦廃棄遺構や中世段階の整地層などが確認された。

第Ⅳ章　調査経過
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第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法

　　　第１節　調査の方法

　第１項　基準点の設置

　発掘調査は平成 6年度～ 16 年度まで
の約 10 年間にかけて行われており、そ
の調査方法や調査指針には若干の相違
がある。ここでは、発掘調査における
基本的な調査方法について記載する。
　発掘調査を開始するにあたって、事
前に遺跡全体に日本測地系に基づくグリッドを設定した。グリッドの原点は建設省の告示に基
づく平面直角座標第Ⅸ系（日本測地系）座標値X＝ 103.850.000．Y＝ 183.500.000 の A－ 0 に
ある。グリッドはこの点から 50 ｍ四方の大グリッドを展開させ、Y軸線上で東に 50 ｍ移動す
るごとにA－ 1・A－ 2と算用数字が増加し、X軸線上で 50 ｍ南に移動するごとに B－ 0、C
－ 0とアルファベットが移行する。更に大グリッドは５ｍ四方の小グリッドに細分され、グリッ
ド北西交点から東に向かって 00・01・02 となり、大グリッド南東角で 99 となる。なお、調査
の進展に伴って泉廃寺跡に関連する遺構がA－ 0より北にも展開していると判明したため、A
ラインから北に向かって Z・Yと移行する大グリッドを補足した。平成 13 年度には、グリッド
設定に対して統一精度を保つために、統一基準点を設定した。以後、測量基準点の設置には、
この共通基準点から導きだしている。ちなみに、使用した座標値はすべて、2002 年 4 月 1 日か
らの改正測量法以前の日本測地系に基づく。

Fig.37　グリッド展開図

№ X座標 Y座標 標　高
TR.1
TR.2
A
B
C
D

183,410.41
183,234.66
183.400.00
183,400.00
183,250.00
183,250.00

104,167.66
104,349.66
104.086.00
104,165.50
104,263.00
104,353.00

6.630
5.305
6.241
6.521
5.038
5.583

Tab. ６　基準点一覧

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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第１項　基準点の設置
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　第２項　発掘調査の方法

　基本的な発掘調査の方法は、従来の発掘調査と同様である。遺構検出にかかる前段階の掘削
作業は主として重機を用いたが、調査地点の現況によっては人力作業により表土除去作業を行っ
た調査もある。重機は 0.25 ～ 0.7㎥のバックホーで各層位を確認して、層序毎に除去をした。
　遺構検出以降の作業は、すべて人力により行った。遺構の確認・検出に係る作業までは、唐
鍬や草削り等の用具を用いて、遺構のプラン・重複関係を把握するための作業を行った。この
時点にいたる経過の中で出土した遺物は、本節第１項で述べた基本グリッドをもとに、グリッ
ドナンバーと出土層位・日付を記録した上で取り上げている。
　遺構検出作業を経て把握された遺構は、その時点で周囲に展開する遺構との関係を検討した
上で、掘立柱建物や土坑等の性格を判断し、遺構ナンバーを付した。
　遺構の覆土の掘削は、遺構の長軸・短軸等の形状を考慮したうえで、半截もしくは十字の土
層観察用のベルトを残して、掘り下げを行った。遺構の断ち割りは遺構の形状によっては、キ
の字形や、千鳥形に土層を残した
もの、更にはサブトレンチを採用
したものもある。ただし、試掘調
査や確認調査の時は、重複関係の
確認や、基本断面形状の確認のた
めに、断ち割りが必要と判断され
た場合に限り、必要最小限の範囲
で断ち割りを行っている。
　土層の堆積状況を記録した後は、
残された部分の掘削を行い、遺構
の完掘作業を行った。
　遺構の覆土を掘削する過程の中
で出土した遺物は、調査年次・日
付・遺構ナンバー・層位を遺物カー
ドに記して取り上げた。出土状況
によっては出土状況写真や出土状
況図を作成している。
　調査終了後は、開発にかかる発
掘調査の場合は、そのまま開発事
業側へ現地引渡し、試掘調査なら
びに範囲確認調査の場合は、重機
を用いて埋め戻し作業を行い、調
査前の状況に復している。

Fig.39　表土除去の例（第18次調査）

Fig.40　遺構掘り下げの例（第16次調査）

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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　第３項　記録の作成

測量図の作成　測量図は、本節第１
項で述べた建設省告示に基づく平面
直角座標第Ⅸ系（日本測地系）に準じ
た基準点を用いて作成した。平面図は
平板測量により作成し、各遺構詳細
図は S＝ 1/20 を基本とし、適宜 S＝
1/30・40・50 の縮尺率を用いた。遺
構配置図もしくは遺構全体図を作成
した場合には S ＝ 1/100 の縮尺で作
成した。遺構断面図は海抜標高に対応
する水平基準線を設けて S＝ 1/20 の
縮尺で作成した。
記録写真の作成　記録写真の作成は、35 ｍｍ判リバーサルフィルム・同カラーネガフィルム・
同モノクロネガフィルムを基本とし、デジタルカメラも使用した年次もある。調査区の全景撮
影にはラジコンヘリコプター等を使用して空中写真撮影を行った。空中写真撮影には、35 ｍｍ
判とブローニー判のリバーサルフィルム・カラーネガフィルム・モノクロネガフィルムから取
捨選択して行った。また、飛行時の撮影記録映像も作成している。
調　査　日　誌　発掘調査の経過を記するために、一日の作業毎に調査日誌を作成した。調査
日誌には遺跡名・日付・天気・稼働作業員人数・作業内容・調査所見を記載している。

　第４項　調査成果の公表・公開

　遺構の状況が明らかになった時点
で、適宜現地説明会を開催し、その成
果の公表に努めている。
　開催した現地説明会は第 4次調査・
第8次調査・第10次調査・第14次調査・
第 17 次調査・第 18 次調査、第 20・
21 次調査の 7回である。
　説明会にはその都度現地説明会資
料を作成し、その時点の理解を解説
し、一般に配布を行った。

第３項　記録の作成

Fig.41　整理作業の様子

Fig.42　現地説明会の様子
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　　　第２節　整理の方法

　第１項　遺構の整理

遺構の名称　本遺跡の調査は約 10 年間の長期間に渡っており、調査当初は発掘調査の計画が開
発計画に大きく左右される調査を強いられた。従って、時には複数年次の調査が同時進行する
場合もあり、建物跡・土坑等の各遺構に対して統一の遺構ナンバーを付することができないま
ま調査が進展した。つまり、調査年次の度に 1号掘立柱建物跡や 1号土坑などが存在している
といった問題が所在することとなった。
　このような状況から、本報告では遺構略号と調査年次、そして調査当時の遺構ナンバーを組
み合わせた新たな遺構ナンバー付して記載を進める。
　例えば第１次調査における 1号掘立柱建物跡は「SB0101」、第 17 次調査で調査した 10 号掘
立柱建物跡は「SB1710」という具合である。以下、掘立柱塀の場合や、土坑・竪穴住居跡の場
合も同様で、8次調査の 1号掘立柱塀は SA0801、5 次調査の 1号土坑は SK0501 と表記して取
り扱うこととする。
　この表記は個別の遺構にかぎらず、調査区や調査地点・トレンチの呼称にも用いることする。
例えば第 1次調査区のA地区の場合は 1－A地区のように、調査年次を先に配し、ハイフンを
挟んで、地区名を大文字のアルファベットで表記する。
　確認された遺構を、このように記載した場合、建て替えのある建物との表記を区別するために、
建て替えのある建物は、「SB0723a」「SB0723b」のようにハイフンを挟まずに小文字のアルファ
ベットを続けて区別を図る。
　トレンチの表記も同様で、例えば第 10 次調査の 5トレンチの場合は 10 － 5T と表記するこ
ととする。

【遺構略称】SB：掘立柱建物跡（礎石建物跡を含む）　SI：竪穴住居跡　P：小穴

　　　　　　SA：柱列跡（柵列）SD：溝跡　SK：土坑　SE：井戸跡　SX：性格不明

遺構図の作成　現地作業で作成した遺構測量図は、S＝ 1/20 ～ 1/200 の大きさで作成している
ため、一つの遺構が複数枚数の方眼紙にまたがって図化されている場合や、個別の遺構が分割
して図化される場合もあった。
　従って、それらの方眼紙を複写して個別の遺構全体図を作成した。これらの遺構図は記載座
標値をもとに配置し、S＝ 1/100・S=1/200 の調査区全体図を作成した。断面図には標高・層位
番号・土層内容を記した。
　平面図と断面図との関係については、その精度に大きな相違はないが、それらの精度につい
て再検証を行った。

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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　第２項　遺物の整理

　出土した遺物は、洗浄・注記等の基礎作業をしたのち、土器・瓦塼・木製品・土製品・石器・
石製品・鉄製品・炭化物に区分し、その後に接合作業を実施した。

土　器　出土した土器は更に時代的な判別を加え、縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・カ
ワラケ・瓦器・陶器・磁器・硯に区分した。遺物にはカタカナ・遺跡番号のいずれかで遺跡名
を表記し、調査次数を算用数字と漢字で記載し、出土地点・出土遺構・日付を表記した。注記
作業には白色のポスターカラーを使用し、注記後にはラッカーによる表面の保護を行った。土
器の色調によっては黒色のポスターカラーを使用したものもある。
　遺物は完形品ならびに復元実測が可能なもの、ならびにその形状から時代的な判別が可能な
ものを中心に実測図・破片実測および拓影を用いて図化をした。接合後の作業において破損が
懸念されるものについては、復元材を欠損部分に充填し遺物の強化を行った。

瓦塼類　出土した瓦塼類は、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦・鬼板・道具瓦に区分した。遺物の
注記作業は土器にしたがい、実測図は軒丸瓦・軒平瓦・鬼板・道具瓦についてはすべて実測図・
破片実測・拓影を用いて図化をした。この作業から除外された遺物については、属性を記入し
た集計表を作成した。

木製品　出土した木製品は、木簡・木簡状木製品・建築部材・曲物・木器・その他に区分した。
木製品はクリーニング作業を経たのち、木簡を含む小型製品は真空乾燥凍結法、柱材などの大
型製品は PEG含浸法による保存処理を行った。これらの木製品についてはすべての実測図を作
成した。直接、遺物表面への注記作業は行っていない。

土製品　土製品は土錘などがあり、代表的なものについて実測図を作成した。注記作業は土器
の場合と同様である。

石製品　石製品はナイフ形石器や石庖丁などの利器と、砥石などの石製品に大別し、そのすべ
ての実測図を作成した。注記作業は土器の場合と同様である。

鉄製品　鉄製品は製品と鉄滓に大別され、製品については保存処理を施したのちに、実測図を
作成し、鉄滓については、洗浄後に表面観察による分類作業を行い集計した。
　
　このような作業ののち、報告書挿図に掲載するものについては、挿図縮尺率を考慮した上で、
製図ペンを用いた製図を行い、掲載された遺物については写真撮影を行った。

第２項　遺物の整理
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　　　第３節　本書の構成

　第１項　本書の構成

本書の構成　本書で取り扱う内容は、高平地区ほ場整備事業にかかる試掘調査である第 1次・第
2次・第 6次・第 8次・第 10 次・第 12 次・第 13 次調査、同事業に対する発掘調査として実施
した第 3次・第 5次・第 7次・第 9次・第 15 次、保存目的の調査とされる泉廃寺跡保存整備事
業にかかる第 14 次・第 16 ～ 23 次調査、県道拡幅事業にかかる試掘調査第 4次調査・市道拡幅
事業にかかる第 11 次調査の 4事業 23 次調査で実施した調査の内容である。
　本書では第Ⅰ～Ⅴ章で泉廃寺跡を取り巻く地理的・歴史的な環境の概要と、行政的な措置・
経過の概要を記し、第Ⅵ章以降で調査成果の事実について報告する。第Ⅵ章は遺構の事実関係
を述べ、第Ⅶ章では第Ⅵ章で見た事実関係ならびに検討を踏まえて、泉廃寺跡全体の構造と変
遷を検討する。付章では理科学的な分析を報告する。
　第Ⅵの事実報告では、複数事業の多年次における煩雑さを避けるために、記載は第Ⅳ章第 2
節で設定した地区区分に従って項目を設定し、建物跡・塀跡・竪穴住居跡・溝跡・土坑の順に
記載を進めた。更に、事実記載に必要な挿図は各地区に調査概要と調査位置を S＝ 1/10000 で
示し、遺構配置を S＝ 1/1000 ～ 1/1500 で提示した。個別の遺構については掘立柱建物跡を S
＝ 1/100・200、土層断面図を S=1/50・100、柵列・溝跡は遺構の状態にあわせて S＝１/100・
1/200、土層断面図は S=1/50・100 で図示した。また、それぞれの図に対して方位・スケール
と縮尺率を明示する。竪穴住居跡や土坑は S=1/60 である。
　本文は遺構状態や他の遺構との位置関係・重複関係を簡潔に記載し、できる限り遺構の把握
から理解までの経過を記載するように努めた。
　第Ⅶ章以降は、第Ⅳ章第２節で設定した調査地区の検討の結果からうかがえた、郡家を構成
する「院」毎に区分してそれぞれの「院」の構造について検討を加え、更に郡家全体の変遷と
その背景についてまとめる。

【執筆分担】

第Ⅰ章（遺跡を取り巻く環境）／第Ⅱ章（泉廃寺跡の概要）／第Ⅲ章（調査に至る経過）／第Ⅳ章（調査経過）
第Ⅴ章（発掘調査と整理の方法）／第Ⅵ章第 1節（福島県史跡地区の調査）／第Ⅵ章第 3節第 5項（寺家前北方
地区の調査）／第Ⅵ章第 4節（町池地区の調査）／第Ⅵ章第 5節（町地区）／第Ⅵ章第 6節（舘前地区の調査）
第Ⅶ章（泉廃寺跡の構造と変遷） （以上　荒）
第Ⅵ章第 1節（福島県史跡地区の調査）／第Ⅵ章第 2節（寺家前地区の調査）／第Ⅵ章第 3節第 1項～第４項（寺
家前北方地区の調査） （以上　藤木）
付章　自然科学分析（パリノサーヴェイ株式会社・古環境研究所等）

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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　第２項　遺構の呼称と表現

　遺構挿図の作成は、遺構平面図と土層断面図がある場合にはそれを組み合わせて図示した。
遺構平面図は、本文中で解説を加えるものについては表現線の調子を強くし、それ以外につい
ては調子を一段階落として表現した。図には方位・縮尺スケールとともに、グリッド線に対応
する国家座標値を記載した。国家座標値の交点は十字のトンボで示し、上下辺ならびに左右辺
のどちらかにX座標値・Y座標値を示した。示した座標値は平成 14 年 4 月 1 日の測量法改正
に伴う世界測地系移行以前の日本測地系で統一してある。
　遺構の表現では、遺構上端の傾斜変換線（ウワバ）から下端傾斜変換線（シタバ）に向かっ
て延びる方向線（ケバ）を入れて表現した。また、後世の掘削（娃）や緩斜面（唖）などにも
それぞれ形状の異なる模式図を挿入して図面理解の補助としている。新旧関係や柱抜き取りな
どの表現は、着色もしくはスクリーントーンを用いて理解を助けるように努めた。遺構の掘り
込みを行っていない場合でも、地形的な特徴を示し得るものについては、エレベーション図を
示した。
　遺構断面図は、遺構の断面形状を示す線を強調し、遺構内部の堆積土を示す線の調子を落と
して表現をした。断面図の左上に記したH＝○．○ｍの写植は海抜標高を示す。遺構内堆積土
のなかで、性質・性格の相違が認められるものについては、スクリーントーンや着色をして表
現した。断面図の両端には断面実測基準点と海抜標高を示した。
　なお、本文ならびに挿図の中で使用する建物の各呼称については、Fig.43・44 に示したとお
りである。

Fig.43　建物の呼称

第２項　遺構の呼称と表現
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Fig.44　遺構の呼称
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　第３項　遺物実測図の表現

Ⅰ．土　器　類

　土器類の実測図作成に際しては、土器の本来の形状を保持していると考えられる場所、もし
くは最も残存状態の良い場所を選んで外形を計測した。器面の調整は調整単位を計測しながら、
観察結果を模式図化して表現している。なお、全体の形状から欠損部分が推定できる場合には
復元して表記した。縄文土器・弥生土器・土師器・カワラケ・瓦器の断面は白色で示し、須恵器・
硯類は黒色で塗りつぶしている。掲載した縮尺は特に断わりのない限り S=1/3 を基本とし、図
中右下にスケールと共に示した。
ヨ コ ナ デ　土器口縁部の形状に合わせて、器面を平滑にすることを目的に施された横方向のナ
デで、指もしくは布・皮などを用いていると考えられる。これらを一括してヨコナデとして扱い、
口縁部にあわせて横線で表現した。
ナ　　　　デ　土器の内外の器面に認められるナデで、指あるいは布・皮などを用いていると考
えられる。このうちユビナデについては単位の幅を示し、内部は白ヌキで表現した。その他の
単位の形状が不確実のものは図中の表現は省略した。
ケ　ズ　リ　土器の外面に見られる粘土を削り取る行為の痕跡である。主に、篦状工具や鋭利
な刀子状の工具で器面を薄くすることを目的にしたと考えられる。図ではその削られた形状を
表現し、砂粒の移動方向を観察し、工具の動きを矢印で示した。工具の始発方向が分からない
場合は、上下もしくは左右の先端に矢印を設けた。
ハ　ケ　メ　木製工具の年輪もしくは櫛歯状の先端をもった工具で器面を撫でることによって、
成形・調整した痕跡である。工具の幅を図示し、その内部に太線と細線を組み合わせて表現した。
また、器面に工具を当てた際の調整開始線は太線と細線を緩い弧状に記し、工具の側端が明瞭
な場合には太線で示した。
ミ　ガ　キ　篦状工具によって器面をつぶすように磨いた痕跡である。土器の器面がある程度
乾燥した時点で石・木または金属・骨などを用いて磨いた場合もある。土器の表面を平滑にす
るとともに光沢を与える効果を意識したものと考えられる。
ヘラナデ　篦状工具によって器面を撫でた調整痕跡。篦工具の形状を太線で記入し、その内部
には細線による条線を調整開始線から短く記載して表現した。
黒色処理　主に土師器杯・椀の内面に見られる炭素吸着技法である。ミガキ調整後に施され、
図中では 40％程度のスクリーンを用いて表現した。
木　葉　痕　土器、主として の製作に際して用いた葉の葉脈の圧痕。拓影で表現した。
無調整と粘土継痕　無調整は図中の表現はせず、粘土紐の継目や潰れた痕跡は、太線と細線を組
み合わせて表現した。
ロクロナデ　ロクロの回転を用いて製作された土器の器面に残る撫での痕跡。定規を用いた直線
の所々が途切れるように示した。

第３項　遺物実測図の表現
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回転ケズリ　ロクロの回転を利用して削りの痕跡で、その範囲（幅）を直線で表記し、その内部
に回転方向とは逆方向に向かう粒子の移動方向を矢印で示した。粒子の移動方向が不明確な場
合には両端に矢印が向くように表現した。

Ⅱ．瓦塼類

　瓦塼類のうち瓦については、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦・道具瓦（熨斗瓦・隅切瓦・鬼板・
塼）に分類し、挿図掲載に際しては建物屋根に葺かれたときの状態を基本にレイアウトを行った。
掲載した挿図の縮尺率は、特別な断りがない限り、S=１/8 とした。
　軒丸瓦は瓦当面を通る縦断図と瓦当拓影で示し、可能な限り瓦当部と丸瓦の接合技法を表現
した。軒平瓦は瓦当面を通る縦断図と瓦当拓影で示し、平瓦部の縦断図ならびに凹凸両面の拓
影を作成した。丸瓦・平瓦は凹凸両面の拓影とともに縦断図を示した。道具瓦については平瓦
に準じながら、適宜平面図と縦断図を作成した。
　塼は表裏・天地・左右の判断が困難なものが多いため、縦断・横断・拓影で表現した。
　瓦・塼ともに断面図には 20％のスクリーントーンを貼り込んで表現した。

Ⅲ．木製品

　木製品は建築材と製品に区分し、実測図を作成した。実測図は表裏両面の平面図と横断図で
示し、表面のケズリ調整痕や墨書が認められる場合にはそれを表現した。建築材は、正面図と
断面図を作成し、ケズリ調整痕や木取りを表現した。

Ⅳ．土製品・石器

　土錘等の実測図は縦断実測図を作成した。

Ⅴ．鉄製品

　鉄製品は保存処理後の状態で実測図を作成した。表面の錆膨れによって本来の形状が不明な
部分については、表現線の調子を落としている。

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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Fig.45　遺物の呼称⑴

第３項　遺物実測図の表現
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Fig.46　遺物の呼称⑵

第Ⅴ章　発掘調査と整理の方法
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第３項　遺物実測図の表現

Fig.47　遺物の呼称⑶
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第Ⅵ章　発見遺構

　　　第１節　福島県史跡地区の調査

　第１項　福島県史跡地区の概要

　福島県史跡地区は、遺跡全体から見るとほぼ中央部分にあり、東西 300 ｍ×南北 250 ｍの広
がりを持つ。地区名が示すとおり昭和 30 年に福島県史跡指定を受けた約 49,000㎡と、西側隣接
地の 11,000㎡を含めた約 60,000㎡に遺構が展開している。
　福島県指定地区の境界は、北辺と南辺は県道と市道、東辺と西辺は耕作地の間を縦貫する農
道によって区画されており、南辺が長い不正五角形を示し、北東側には丘陵が迫っている。他
の地区との位置関係を整理すると、地区の東側には寺家前地区と寺家前北方地区が展開し、西
側約 100 ｍの地点には町池地区、南側は町地区と接している。すなわち、本地区は官衙を構成
する主要施設に囲まれた部分にある。
　付近の地形をみると、北東側には丘陵が迫り、本地区の北部はその裾部を含む。本地区のう
ち最高所にあたる第 4次調査区の標高は現況の水田面で 8～ 9 ｍ前後であり、南に向かって標
高を下げ、最も低い部分は標高 5ｍ前後を測る。
　この地区の現況は、指定範囲の南西部および丘陵裾の一部に宅地・畑地が営まれ、他の部分
はほとんどが水田として利用されている。傾斜の急な北側の丘陵裾部は棚田状に造成され、早
くから史跡指定を受けていたため、100㎡前後の狭小で不正形な水田が多い。
　注意されるのは、宅地が営まれた南西部が新田川の氾濫によって形成された東西に長い自然
堤防（微高地）となっ
ており、この自然堤防
と丘陵裾部の間は低湿
地となり、自然堤防に
伴う後背湿地の様相を
示している点で、この
自然地形が、本地区の
基本土層にも反映され
ている。
　すなわち、自然堤防
にあたる部分は、表土
（耕作土・造成土）、暗
褐色土（古代の遺構群 0 (S=1/10000) 200m0 (S=1/10000) 200m

Y
=104.8

Y
=104.6

Y
=104.4

Y
=104.2

X=183.5

Y
=104.0

X=183.1

X=183.3

Fig.48　福島県史跡地区の位置
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を覆う）、黒褐色土（旧表土・黒ボク）、暗黄褐色土（ローム前位層）、黄褐色土（ソフトローム）、
黄褐色砂質土、砂礫層となる。遺構検出面は、層の残存状況によって、黒褐色土か暗黄褐色土、
もしくは黄褐色土の上面である。
　一方、低湿地にあたる部分は、灰色・黄橙色シルト（水田土壌・床土）、灰褐色シルト、灰色
粘土、黒灰色粘土、明褐色シルト、黄褐色シルト質粘土、黄灰白色粘土、砂礫層となる。これ
らは場所によって検出される部分とされない部分とがある。遺構検出面は、層の残存状況によっ
て異なるが、主として灰褐色シルト、黄褐色シルト質粘土の上面で検出している。黒灰色粘土
は黒ボクに、黄褐色シルト質粘土はロームに対応すると理解される。
　この地区の調査は、第 1次・第 4次・第 16 次・第 18 次・第 21 次・第 22 次調査の 6回が実施され、
総柱式礎石建物・総柱式掘立柱建物・側柱式掘立柱建物・溝跡・土坑を確認した。
　第 1次調査は個人宅地建設にかかる確認調査である。A・B・Cの 3箇所に調査区を設けた（1
－A～ C区）。1－A区では総柱式礎石建物と総柱式掘立柱建物が重複した状態で確認された。
　第 4次調査は、県史跡北辺にある県道原町海老相馬線の改良計画のための試掘調査である。
この調査はトレンチを用いた試掘調査で、調査対象地に合計 30 本のトレンチを設けた。調査の
結果、東西に開削された溝が、ほぼ直角に折れ曲がり南へ向かって延びていることが確認された。
溝により区画された敷地内には掘込地業が確認された。更に区画溝の外側にも、2棟の側柱式
掘立柱建物が直列配置を取って建設されていることが知られることとなった（4－ 13・15T）。
なお、この部分は福島県の史跡範囲の外側に位置しているが、本節に含めて報告する。
　第 16 次調査以降の第 18 次調査・第 21 次調査・第 22 次調査は、保存目的のための調査であり、
正倉院の範囲確定と正倉院に建設された正倉建物の具体的な構造を把握することを目的に実施
された。
　第 16 次調査は、区画溝内部の内容を確認するための調査である。16 － A・Bの 2 箇所に調
査区を設け、区画溝と掘込地業・掘立柱塀を確認した。正倉院を南北に区分している東西溝か
らは、本遺跡では初めてとなる木簡の出土があり、西辺を構成する南北溝が 2条確認されたこ
とから、正倉区画には複数の時期があることが把握された。
　第 18 次調査は正倉建物配置の確認、ならびに官衙域西辺・南辺の確定を目的とし、18 － A
～ C区の調査区を設けた。18 － A区では総柱礎石建物・総柱掘立柱建物・側柱掘立柱建物を
確認した。18 － B区は区画溝南辺と柱列、18 － C区では区画溝西辺を確認した。
　第 21 次・第 22 次調査は区画溝の構造を確定するための調査である。第 21 次調査では指定地
区中央に掘削された東西溝を確認し、溝の底面からは木簡の出土が認められた。
　第 22 次調査は、第 21 次調査に引き続き、区画溝東辺の構造解明と、区画溝西辺の補足調査
が行われた。この調査では南北を区画溝東辺の中央部分がＴ字形に掘削されていることが把握
され、本地区の中心部の東西溝の構造が明らかとされた。

第１項　福島県史跡地区の概要
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　第２項　礎石建物跡・掘立柱建物跡

SB0101a（Fig.50・51）1 － A 区東端で、地業と根固めの一部が確認された建物である。
SB0101b と SD0103 と重複しており、いずれの遺構よりも新しい。遺構は大部分が調査区外に
かかるため建物の全体規模は不明であるが、確認した地業と根固めは方形基壇北西隅部および
西側柱列に伴うと推定されることから、礎石建物と考えられる。地業上面は後世の削平を受け
ているために、失われた部分もあると考えられるが、地業版築の縁辺のラインは、東西 1.2 ｍ×
南北 4.5 ｍの範囲に広がっている。 
　調査区東壁に合わせて南北方向に設定したサブトレンチを用いて、部分的に地業の断ち割り
を行った結果、残存する地業の厚さは 0.49 ｍであることが判明した。調査区壁で地業版築土の
堆積状況を観察すると、黒褐色土・暗褐色土・黄褐色粘土を 2～ 18cm の厚さで積み重ねた版
築層を確認した。版築層は下層部分ではやや粗く積み重ねられ、根固め付近より上層ではやや
細かい版築が行われている。

X=183.345

X=183.350

Y
=104.165

Y
=104.170

Y
=104.175

0 (S=1/100) 4.0mFig.50　1－A区の遺構配置

第２項　礎石建物跡・掘立柱建物跡
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　根固めは 2基を確認した。根固めの一部は調査区外にかかるため不明な点もあるが、径 5～
25cm程度の川原石を直径 1.2 ｍ程の範囲に据えている。土層断面では地業版築土の一部が北側
の根固めに向かって窪んでいる状況が観察されることから、この部分が礎石の据え方と考えら
れる。根固めは 2基が確認されたのみであるため、建物規模を確定することは困難であるが、
根固めの中心で計測した場合の柱間寸法は 3.0 ｍである。根固めの位置から地業縁辺までの距離
は、西辺の№ 1根固めから 0.9 ｍ、№ 2根固めから 0.8 ｍである。北辺は 1.2 ｍを測り、北辺の
方が地業の出がやや広い。建物の主軸方位は、地業縁辺や根固めの位置から推定してN7°E前
後である。
　なお、当建物跡の北に位置する SD0103 は、遺構検出当初は当建物跡に伴う雨落溝と想定し
たが、調査区壁において土層断面を観察した結果、当溝跡が地業の掘り込みに切られている状
況が認められたことから、この溝は建物跡には伴わないものと判断した。

Y
=104.175

0 (S=1/50) 2.0m

0 (S=1/100) 3.0m

X=183.350

X=183.345

A
′

A

A′A

Fig.51　SB0101a

第Ⅵ章　発見遺構



－ 72 －

SB0101b（Fig.50・52）1 － A 区で確認した掘立柱建物跡である。SB0101a・SD0101・
SK0101 より古い。柱掘方は東西に並ぶ 3基を確認しているが、調査区西端では柱掘方は確認
されず、建物はこれより西側へは延びずに、更に東側に向かって展開する可能性がある。また、
東端に位置する柱掘方の北側にも柱掘方は存在しない。従って、この柱掘方は建物の北西隅柱
と北側柱列西第 2・第 3柱の柱掘方と考えてよい。
　柱掘方は、平面形が隅丸方形ないし隅丸長方形を呈し、黒褐色土の埋土を確認した。また柱
は抜き取られており、暗褐色土主体の柱抜き取り痕跡が確認された。北西隅柱を半截し、土層
断面を観察した結果、柱掘方埋土は黒色土主体層と黄褐色粘土主体層の互層堆積による版築が
認められた。また柱掘方埋土下層から底面にかけて径 5～ 25cm程の礫が検出されている。

　礫は主として、柱掘方東側
付近に集中する傾向にある。
柱があたっていたと推定され
る位置は、柱掘方底面が深さ
14cm 程の円形に掘り窪めら
れており、この部分が柱の据
え方と推定される。据え方の
径は約 60cm である。柱掘方
埋土下層に突き込まれた礫は、
この柱据え方の位置には入ら
ずに柱を囲むように分布して
いることから、柱の下端を柱
掘方底面に据えた後、柱の周
囲に礫を充填して固めたと推
定される。
　建物規模は、調査区が狭小
であるため不明であるが、半
截した北西隅柱の柱据え方の
位置を基準として他の柱位置
を復元すると、柱間 2.7 ｍ等
間で 2間以上（総長 5.4 ｍ以上）
の建物と推定される。主軸方
位はN0°を指す。
　柱掘方は調査区内で 2 間分
を確認したのみであり建物の
全体規模は不明である。東に
もう 1 間延びていると考えた

0 (S=1/100) 3.0m

0 (S=1/50) 2.0m

A′

A

A′A

A A′

№ 1 № 2 № 3

Fig.52　SB0101b
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場合、柱掘方の規模から考えて、調査区東端でその柱掘方の一部を確認できるはずであるが、
SB0101a が位置しているために柱掘方は確認されなかった。
　SB0101b と SB0101a は近接するため同時期に並存したとは考え難く、先後関係にあると考え
られる。柱掘方の規模は、北西隅柱が他の柱掘方に比して大型で隅丸方形の平面プランをもつが、
北側柱列第２・４柱の掘方はこれよりやや小型の隅丸長方形である。コーナーの柱掘方だけが
やや大きく作られたと見れば、建物は更に東へ延びる可能性がある。その場合、掘立柱建物跡
が礎石建物跡に切られているものと解釈できる。

SB0401（Fig.53・54）

4 次調査で確認した掘
込地業である。掘込地
業は、4－ 9T から 4 －
10T の B5 － 08 グリッ
ド付近に展開している
が、地業上面は全体的
に畑地耕作にかかる削
平ならびに溝状の撹乱
を受けており、建物礎
石や根石等の施設は失
われている。
　4 － 9T では地業東
辺を、4 － 10T では地
業北辺の一部を認めた。
その規模は南北 5.0 ｍ以
上×東西 6.3 ｍ以上であ
る。また、掘込地業に
関わる版築層は面的に
広がることから、建物
敷地のすべてに版築を施した総地業と考えられる。地業の主軸方位は、確認した北辺が真東西
線上、東辺も真南北線上にのることから、建物方位を真北もしくは東西に向けた建物と考えら
れる。
　地業の構造を見ると、地業掘方の底面は検出面から約 30 ～ 40cmの地点で確認される。地業
北側が浅く、南に向かうにつれて徐々に厚さを増す。4－ 10T にある溝状の撹乱と 4－ 9Tに
設けたサブトレンチによる断面観察によれば、地業を構成する版築層は黄褐色土・黒褐色土・
黄白色土を 1cm前後の厚さで突き固めた明瞭な版築による。
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Fig.53　SB0401
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　地業北辺には地業輪郭に沿う溝が掘削されている。溝は上幅 25cm、下幅 10cm、深さ 25cm
で、断面形は底辺の狭い逆台形を呈する。この溝内部には自然堆積土は認められず、地業版築
土により埋めていることから、本地業に伴う下部施設の可能性がある。

SB0402（Fig.55）SB0402 は 4 － 13T 付近、調査グリッドA4 － 98 付近で検出した掘立柱建
物跡である。この付近は北側にある丘陵裾が終了し、南に向かって徐々に標高を減じる緩傾斜
地にある。
　遺構上面は後世に
掘削を受け、遺構の
遺存状況は悪い。
　建物構造は、桁行
4 間×梁行 3 間の側
柱式掘立柱建物で、
建物主軸方位をN6°
Eに向けた南北棟で
ある。
　柱間寸法は、桁行
西側柱列で北から
2.4 ｍ＋ 2.2 ｍ＋ 2.2
ｍ＋ 2.6 ｍの総長 9.4
ｍ、梁行北側柱列で
西から 1.7 ｍ＋ 1.85
ｍ＋ 1.65 ｍの総長
5.2 ｍを計測するよ
うに、桁行では中央
2間の間尺がやや狭
く、妻側の両脇間の
間尺がやや広い。一

0 (S=1/100) 4.0m

AA′

H=7.20m
下層溝掘込地業（版築層）

Fig.54　SB0401土層断面

0 (S=1/100) 3.0m

X=183.450

X=183.455

X=183.460

Y
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Fig.55　SB0402
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方梁行の柱間を見ると、中央間が広く両脇間が狭い。
　柱掘方は円形・方形が混在しているように、明確な規格性は見られないが、長軸 70cm程の
隅丸方形のものが多い。ただし、東側柱列は他の柱掘方と比較すると遺存状態が悪い。15 基の
柱掘方のうち 4基で直径 30cm程度の柱痕跡が認められた。
　本建物跡の東側 30 ｍの地点には区画溝 SD0401 の西辺溝が縦走し、南側 6ｍの地点には東側
桁行の柱筋を揃えた SB0403 が造営されている。他の遺構との重複関係はない。

SB0403（Fig.56）SB0403 は 4 － 15T、調査グリッド B4 － 27 付近で検出した掘立柱建物跡で
ある。建物構造は、北側梁行の一部が調査区外にあるために不明な点もあるが、桁行東側柱列
の P１より北側には柱掘方が延びないことから、この部分が建物の北妻隅柱になる可能性が高
い。この部分を建物の北妻と考えた場合、桁行4間×梁行3間の側柱式掘立柱建物に復元できる。
建物主軸はN6°Eを指す南北棟である。
　柱掘方の平面を観察すると、柱掘方の規模は、隅丸方形もしくは長方形のものが主体をなすが、
全体的には南側のものほど平面形がくずれて不揃いなものが多い。その規模は一辺が 1.1 ｍ程
度を最大とし、直径 90cmの隅丸方形のものが最小規模となる。これらの柱掘方のうち、明ら

かに柱痕跡であると判断され
たものは北妻の東側隅柱のみ
で、他の柱掘方では柱痕跡を
認識することはできなかった。
この南妻の東隅柱の柱痕跡は
直径約 30cm である。桁行東
側柱列の南妻東隅柱・北第 3
柱・第 4 柱、そして梁行南側
柱列の西第 2柱・第 3柱には、
別の柱掘方が重複しているよ
うに見える。これらは、柱痕
跡の可能性も残されているが、
その平面形・規模が、柱痕跡
と見るには不整形であること
から、柱抜き取り痕跡、もし
くは性格の異なるピットが重
複している可能性もある。
　このような状況から、本建
物の正確な柱間寸法を計測す
ることはできないが、柱掘方
内の柱痕跡もしくは、柱抜き
取り痕跡を通過するラインで

0 (S=1/100) 3.0m

X=183.435

X=183.440

Y
=104.085

Y
=104.090

Fig.56　SB0403
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計測した場合の建物規模は、桁行東
側柱列で北から 2.25 ｍ＋ 2.5 ｍ＋ 2.35
ｍ＋ 2.4 ｍの総長 9.6 ｍ、梁行南側柱
列で西から 1.7 ｍ＋ 1.5 ｍ＋ 1.5 ｍの
総長 4.7 ｍ、を計測しており、柱間寸
法の規格性は弱い。他の遺構との関
係を見ると、本建物の北側約 6 ｍの
地点には、互いの桁行東側柱列を揃
えた形で、SB0402 が配置されており、
東側約 26 ｍの地点には、SD0401 が
掘削されている。

SB1601 － A（Fig.57・58）本遺構
は 16 － A地区の南東付近に広がる
黄褐色土を主体とする掘込地業であ
る。この黄褐色土は、基盤層となる
黄色ロームもしくは、その上位の暗
褐色土を掘り込み面としている。遺
構の大部分は調査区外にかかってい
るため詳細は不明であるが、調査区
の壁際に入れたサブトレンチによる土層観察の結果では、細かな版築層が認められたことから、
最終的には掘込地業と判断した。
　遺存する地業の深さは、検出面から約 10cmであり、地業の上面の大部分は削平を受けてい
ると思われる。版築層の下面部では、版築土に混入する形で拳程の川原石が出土しており、こ
れらの川原石は本地業の下部施設の可能性もある。
　地業土を確認できた範囲は、非常に狭小であるため、その詳細については不明な点が多いも
のの、地業の東端付近で南に方向を変える部分と SD1602 － Aと重複する地点までの距離を計

0 (S=1/500) 20m

X=183.380

X=183.400

X=183.420

Y
=104.120

Y
=104.140

Fig.57　16－A区
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X=183.380

Y
=104.120

Y
=104.130

Y
=104.140

Fig.58　SB1601－A
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測すると、北辺規模が幅 13 ｍとなる。また、確認できた地業北辺の方向から建物方位を想定す
ると、北辺ラインと直行するラインはN0°を指す。
　他の遺構との関係を見ると、本地業の西側に南北溝の SD1601 － Aと SD1602 － Aがあり、
重複関係では SD1602 － Aとの重複が認められており、本地業は SD1602 － Aよりも新しい。

SB1801（Fig.60）18 － A区北端部で確認した礎石建物跡である。SB1802 と重複し、これよ
りも新しい。建物の南側部分と東側部分は水田造成による削平を受け、また中央部を東西に走
る堀状の撹乱により壊されているが、礎石 5基を原位置にとどめるほか、堀状の撹乱内に落と
し込まれた礎石 1基を確認している。礎石の残っていない部分についても、根固めが 8箇所で
確認された。
　建物の構造は、確認された礎石・根固め位置から桁行 3間×梁行 3間に復元される。建物の
規模を見ると、桁行の柱間寸法は 3.3 ｍ等間の総長 9.9 ｍ、梁行の柱間寸法は、北から 2.7 ｍ＋ 2.7
ｍ＋ 2.4 ｍの総長 7.8 ｍを計測する。主軸方位はＮ 0°30′Ｅである。
　建物の基礎地業は、削平により大部分が失われているため不明瞭である。表土・撹乱層を取
り除くと、礫・瓦・赤焼土器を含む黒褐色土層および遺存する礎石の上面が確認され、この黒
褐色土の下層から、地業層と見られる明褐色土が検出された。
　地業縁辺は残っている部分が少ないため、平面 ･断面ともに範囲を把握するには困難がとも
なったが、東西約 15 ｍ×南北約 11 ｍの範囲で地業層を確認している。雨落溝は検出されなかっ
た。なお、東側部分を南北に連なる 2基の土坑が切っている。
　地業の一部を断ち割って土層断面を観察すると、建物の中央部に近い位置に設定したサブト
レンチ（Fig.60 B － B́）では、最下層で黒褐色土と灰色砂質土の混合土を非常に硬く突き固め、
その上に明褐色土と灰色砂質土の混合土を 2～ 3層程重ねた厚さ 20 ～ 30cmの版築層が認めら
れた。ただし、地業の端に近い位置では、明褐色土が薄く堆積しているのみで、明瞭な版築層
は認められず、その掘り込みにかかる立ちあがりも不明瞭である。
　版築層の下では黒色土（黒ボク）が確認され、地業はローム層までには達していない。当建
物跡の基礎は、旧表土を浅く掘り込んだ総地業と推定される。
　根固めは、地業の版築層である明褐色土の上面で径 0.8 ～ 1 ｍ、深さ 20cm前後の皿状の据え
方を掘り込み、黄色粘土と 3～ 5cm程度の川原石を混ぜて据え方に充填したのち、その上面に
拳大～人頭大の川原石を並べている。礎石は自然石が用いられているが、礎石上面の標高はほ
ぼ一定している。
　遺物は、当建物跡の位置しているグリッドの表土および暗褐色土から瓦片が比較的多く出土
している。また、同じ層からは少量の赤焼土器、版築層中からは土師器片が出土した。この破
片は、ロクロ整形の内黒土師器杯で、底面に回転糸切り痕を残し、底部外周にヘラケズリによ
る調整が施されている。
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SB1802（Fig60）18 － A地区の北端部で確認した掘立柱建物跡である。建物の構造は、桁行
3間×梁行 3間の総柱式掘立柱建物である。建物規模は、桁行の柱間寸法が 2.7 ｍ等間で総長 8.1
ｍ、梁行の柱間寸法は 1.8 ｍ等間で総長 5.4 ｍである。主軸方位はN１°Eを指す。SB1801 と
重複し、これより古い。
　柱掘方は長辺 1.2 ｍ～ 1.68 ｍ×短辺 0.95 ～ 1.4 ｍの長方形を基本とするが、いくつかの柱掘
方では、柱掘方の一部が外側へ飛び出したような形状を呈している。柱掘方の埋土は地山ロー
ムブロックを多量に含む黒褐色土であるが、密な版築は行われておらず、一部の柱掘方では礫
が突き込まれている。柱掘方の深さは、断ち割った南側柱列西第 2柱で、検出面から 95cmを
計測した。一部が外へ飛び出す形状の柱掘方の土層断面を観察したところ、柱掘方埋土では重
複は認められず、外に飛び出した部分は柱位置へ向かって傾斜していた。柱を柱掘方内に落と
し込むため、段掘りが行われたものと考えられる。
　検出面では、すべての柱掘方で中央に径 60 ～ 70cm程の円形のプランを確認し、検出当初は
これを柱抜き取り痕跡と想定したが、断ち割った南側柱列西第２柱の土層断面では柱掘方上面
近くがラッパ状に開くだけで、下部は通常の柱痕跡となっており、柱掘方底面には柱根が遺存
していた。柱の径は 40cm程である。柱根が遺存していることから、柱は柱掘方上面を浅く掘
り窪めてから根入れの部分を残して切り取られたものと推測される。
　出土遺物は、柱掘方埋土から須恵器 体部の小片が 2点出土したが、年代は不明である。なお、
柱掘方埋土・柱抜き取り痕跡ともに、瓦の出土はない。

SB1803（Fig.61）18 － A地区南東部で確認された礎石建物跡である。SB1801 のほぼ真南に
位置する。東西方向に走る堀状の撹乱を受けて、北半分は削平を受ける。原位置を保っている
礎石はなく、南側調査区外に移動された礎石 4基を確認した。2回の建て替えがあり、3時期の
変遷がある。以下、古い方から順に SB1803a・SB1803b・SB1803c とする。
【SB1803a】SB1803a は、3期の変遷の中で最初に建設された礎石建物跡である。建物の構造は、
南北 4間×東西 1間以上の総柱式礎石建物であるが、SB1803b・SB1803c に切られるため全体
規模は不明である。根固めは 9箇所で確認した。
　根固めの位置から建物規模を復元すると、南北の柱間寸法は北から3.0ｍ＋2.7ｍ＋2.7ｍ＋3.0
ｍの総長 11.4 ｍ、東西の柱間寸法は 3.0 ｍ以上を測る。主軸方位はN0°前後である。
　基礎地業は、西側柱列の位置で幅 2.7 ～ 3.0 ｍ×長さ約 14 ｍ×深さ 50cm の南北に長い布掘
状の地業を確認した。西第 2柱列は、建物北辺部付近は削平を受けているため、布地業状のプ
ランとして確認したが、比較的残りの良い南側部分では地業土が面的に広がっている。南側部
分に東西方向に設定したサブトレンチ（Fig.61 A － Á）では西側柱列の布地業は、ソフトロー
ム層の上面まで掘り込まれ、黒褐色土を主体とする版築層が観察されたが、第 2柱列の地業は
掘り込みが浅く版築は不明瞭である。また、西側柱列北第 4・5、西第 2柱列北第 2～ 5 柱の位
置は、根固め位置だけにロームを平面円形、断面レンズ状に突き固めており、この部分のみに
密な版築を行っている。都城の礎石建物に見られる円丘状盛土地業の可能性がある。
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　根固め石には主として拳大から人頭大の川原石が用いられているが、砂岩が利用されている
部分もある。SB1803a の根固めには、南西隅柱、西第 2柱列北第 2柱・第 3柱にそれぞれ重複
が認められるため、SB1803b を想定した。
【SB1803b】 SB1803a を同位置・同規模で建て替えた礎石建物である。SB1803a の柱位置をやや
東にずらして根固めを据え直している。この時期の根固めには SB1803a に見られたような円丘
状盛土地業は伴わない。
【SB1803c】SB1803b の柱位置を東側に 1間分程ずらした位置に、地業を造り直して建て替えた
礎石建物である。調査区内で南北約 14 ｍ×東西約 10 ｍの範囲に広がる地業を確認し、根固め
を8箇所で確認した。建物の構造は、南北4間×東西3間以上の総柱式礎石建物と考えられるが、
東側は調査区外にあるため、東西規模は不明である。根固め位置で柱間寸法を計測すると、南
北が 3.0 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 3.0 ｍの総長 11.4 ｍ、東西は 3.0 ｍ以上である。主軸方位はN0°前
後である。
　基礎構造には、ソフトローム層を掘り込んだ掘込地業が行われている。その下層部は南北方
向に長い布掘り状に掘られ、上層部は面的な総地業となっている。地業土は黒色土やロームブ
ロック主体層を交互に突き固めた明瞭な版築層が認められた。版築層は、上層部ではロームブ
ロック主体の土と黒色土主体の土をやや密に突き固めており、根固めはこのロームブロック主
体層の版築面に根石を突き込むようにして据えている。根石には拳大～人頭大程の川原石が用
いられている。なお SB1801 と同様に、本建物跡が位置するグリッドでは、表土から瓦が多く
出土し、SB1803c の版築土中からは平瓦片 1点、図化できない小片であるが土師器 の底部破
片 1点が出土している。 は非ロクロのものである。

SB1804（Fig.62）18 － A地区の南西部で確認した掘立柱建物跡である。建物構造は桁行 4間
×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、1回の建て替えがある。以下、古い時期を SB1804a、新し
い時期を SB1804b とする。
【SB1804a】SB1804a は SB1804b に切られる側柱式掘立柱建物である。建物の柱痕跡が残ってい
ないため正確な規模は不明であるが、柱掘方は SB1804b と同位置で重複しており SB1804b と同
規模の建物と推測される。
【SB1804b】SB1804b は桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。建物の規模は、桁行の
柱間寸法が北から 2.25 ｍ＋ 2.05 ｍ＋ 2.05 ｍ＋ 2.25 ｍの総長 8.6 ｍ、梁行の柱間寸法が 2.25 ｍ等
間の総長 4.5 ｍを測る。主軸方位はN4°Eを指す。
　SB1804b の柱掘方の平面を精査すると、それぞれの柱掘方で柱痕跡とみられる円形のプラン
が 2基検出された。両者は互いに接するように東西方向に並んでいるため、当初は SB1804a・
b 以外に更にもう 1時期の建物が重複している可能性を考えたが、平面・断面ともに柱掘方自
体の重複は認められなかった。両柱痕跡を通るように半截すると、一方の柱痕跡は柱掘方底面
に達しているのに対し、他方は柱掘方上面から 10 ～ 15cm前後で途切れており、根入れが浅い
ことが確認された。平側柱列で根入れが浅いものは、全て建物の内側に位置する柱痕跡という
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共通性がある。また、妻側中央柱の掘方では、東西に接して並ぶ柱痕跡のうち西側に位置する
ものの根入れが浅く、南・北両妻の中央柱で確認された柱痕跡のうち、根入れが浅い方の柱痕
跡を結んだ線上にもほぼ同様の円形ピットが並ぶ。これらのピットは平側の柱痕跡にも対応す
る位置にあることから、各柱掘方で確認された 2基の柱痕跡のうち、根入れの深いものは本柱、
根入れの浅いものは本柱と柱掘方を共有する添束と推定される。建物内側に独立して並ぶピッ
トは床束と考えられ、SB1804b は低床の床張り建物跡であることが判明した。なお、SB1804b
の柱掘方埋土中から丸瓦片 2点、柱痕跡から須恵器 体部の小片が 1点出土している。

SB1805（Fig.62）18 － A地区南側中央部で確認した掘立柱建物跡である。SB1811 と重複し、
これより古い。また、SB1804 と北妻の柱筋が揃うことから、両者は同時期に並存した建物の可
能性が高い。建物の主軸方位はN4°Eを指す。
　建物構造は桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。建物の規模は、桁行総長 8.7 ｍ×
梁行総長 4.2 ｍを測る。多くの柱掘方で柱痕跡を確認できなかったため、柱間寸法は推定値とな
るが、桁行は北から 2.25 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.25 ｍ、梁行は 2.1 ｍ等間と考えられる。建て替
えは行われていない。なお、SB1804 と同様、床張り建物である可能性を想定して精査を行った
が、床束は確認されなかった。

SB1806（Fig.62）18 － A地区南西部、SB1804 の東側に接する位置で確認された掘立柱建物
跡である。SB1807・SB1810 と重複し、これらよりも新しい。また SB1811 とは北妻の柱筋が揃
うことから、両者は同時期に並存した建物の可能性が高い。
　建物構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、桁行の柱間寸法は北から 2.25 ｍ
＋ 2.0 ｍ＋ 2.25 ｍの総長 6.5 ｍ、梁行の柱間寸法は 2.2 ｍ等間で総長 4.4 ｍである。主軸方位は
N2°30′Eを指す。

SB1807（Fig.62）18 － A地区南西部で確認した掘立柱建物跡である。SB1810 より新しく、
SB1804・1806 より古い。建物構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物と推定されるが、
東妻の中央柱は確認できなかった。建物規模は、桁行の柱間寸法が西から 2.0 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 2.0
ｍで総長 6.7 ｍ、梁行の柱間寸法が北から 2.0 ｍ＋ 2.3 ｍで総長 4.3 ｍを測る。主軸方位はN3°E
を指す。

SB1808（Fig.62）18 － A地区の南西隅部で確認した掘立柱建物跡である。柱掘方は東西・南
北ともそれぞれ 1間分が確認され、他の部分は調査区外にかかるため全体規模は不明であるが、
柱配置から総柱式掘立建物と推定される。
　柱掘方は長辺 1.8 ～ 1.5 ｍ、短辺 1.5 ｍの長方形を呈する。柱は抜き取られているが、柱掘方
を半截したところ、柱掘方底面において柱のあたりを確認した。柱のあたりで柱間寸法を計測
すると、桁行は 2.7 ｍ、梁行は 1.8 ｍと推定される。

第２項　礎石建物跡・掘立柱建物跡
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この柱間寸法は、同じ総柱式掘立柱建物である SB1802 の柱間寸法と一致することから、
SB1802 と同規模の 3間× 3間の東西棟建物である可能性が高い。主軸方位はN14°Eを指す。

SB1809（Fig.62）SB1803 の北側で、約 2.1 ｍの間隔を置いて東西に並ぶ礫集中遺構を 2箇所
で確認したため、これを礎石建物の根固めと推定し、SB1809 とした。
　また、両者と重なる位置に広がった暗褐色土のプランを確認しているが、同遺構に伴う地業
であるかどうかは明らかにできなかった。

SB1810（Fig.62）SB1807 と重複する位置で確認された掘立柱建物跡である。建物の構造は東
西 2間×南北 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物の規模は、東西の柱間寸法が 2.25 ｍ等間の
総長 4.5 ｍ、南北の柱間寸法が 1.85 ｍ等間の総長 3.7 ｍを測る東西棟の建物と考えられる。
　主軸方位はN1°Eを指す。柱掘方は直径0.35～ 0.4ｍの円形を呈する。柱は抜き取られている。
SB1806・1807 と重複し、これより古い。

SB1811（Fig.62）SB1805 と重なる位置で確認された南北棟の掘立柱建物跡である。SB1805 を
切っている。また、SB1806 と北妻の柱筋が揃い、両者は同時に並存した建物と考えられる。
　建物の構造は、桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行の柱間寸法は北から 1.8 ｍ＋
1.8 ｍ＋ 2.1 ｍの総長 5.7 ｍ、梁行の柱間寸法は 1.75 ｍ等間の総長 3.5 ｍを測る。主軸方位はN4°
Eを指す。柱掘方は、長軸 0.7
ｍ×短軸 0.5 ｍ前後の長方形
である。

SB2201（Fig.62）本建物は
22 －１区の北東部で確認し
た砂質土による遺構である。
遺構の平面は方形と思われ
るが、南西部の一部が調査
区内にかかり、更にその大
半が調査区外に広がってい
るために全容は不明である。
　他の遺構の検出面より高
い位置で検出しており、東
へ向かう高まりとして残っ
ている。また、浅い掘り込
みを伴っている。SD2202 と
重複し、これより新しい。

A A′

A H=5.200

0 (S=1/50) 2.0m

X=183.365

X=183.370

Y
=104.300

0 (S=1/100) 3.0m

Fig.63　SB2201
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　サブトレンチによって断面を観察した結果（Fig.63 Ａ－Ａ ́）、全体に砂質土が堆積している
状況が観察されたが、特に上層部では硬く締まった薄い層が重なっており、版築が行われてい
た可能性が高いと判断される。全容は不明であるものの、平面形は方形と推定され、土層は硬
く締まり薄い版築層を形成していること、浅いが掘り込みを伴うことから、建物基壇およびそ
の下部に施設された掘込地業と考えられる。隣接する第 21 次調査区では確認されていないこと
から、規模は 9ｍ四方の範囲に収まるものと思われる。根固めは確認されなかった。

　第３項　掘立柱塀跡

SA1601 － B（Fig.64・65）SA1601 － Bは、16 － B区で検出した掘立柱塀跡である。本掘立
柱塀は、SD1601 － B の南側を
平行して建設されており、溝の
心心距離は約４ｍを測る。掘立
柱塀の方向はE0°である。
　確認した掘立柱塀を構成する
柱掘方は、調査グリッド C6 －
72 から C6 － 78 にかけた範囲
に展開し、総長 19 ｍ分を検出
した。確認範囲では、9間分を
確認したが、更に東西に延び、
東側では SA2101 － 1、そして
SA2201 － 1 へと繋がるものと
思われる。
　柱間寸法は2.7 ｍ等間である。
柱掘方は、長辺 1.2 ｍ×短辺 0.9
ｍの隅丸長方形で、長辺方向は
南北を指す。柱痕跡はすべての
柱掘方で確認した。柱痕跡は柱
掘方のほぼ中央にあり直径 20cmである。これらの柱痕跡は一直線に並んでおり、柱筋のとお
りは極めて良い。
　更に柱痕跡の底面が、柱掘方の底面に到達せずに、その間に柱埋め土を挟むというように、
柱の根入れが浅いものも確認される。

SA1801 － B（Fig.66）SA1801 － Bは、指定地区の南辺中央付近に設けた 18 － B区で確認し
た掘立柱塀である。調査区内では掘立柱塀を構成する柱掘方 3基を確認した。この柱掘方は、
掘方の底面付近のみが遺存しており、遺構の上部は掘削を受けていると思われる。

0 (S=1/500) 20m

X=183.370

X=183.390

Y
=104.160

Y
=104.180

Fig.64　16－B区

第３項　掘立柱塀跡



－ 89 －
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　調査当初は、これらの掘方
を構成する柱掘方とは掘立柱
塀とは認識していなかった
が、その後の調査で掘立柱塀
を構成する柱掘方は、溝に平
行して設置されている可能性
が高くなったことから、改め
てこの柱掘方を掘立柱塀とし
て認識した。柱掘方は径 40 ～
80cmの不整円形ないし不整楕
円形を呈する。溝との心心距
離は約４ｍである。

SA2201（Fig.67）SA2201 は
SA1601 の東側延長部分に相当
する掘立柱塀跡であり、これ
が南に折れ曲がる状況を確認
した。東西方向の掘立柱塀は
ほぼ真東西、南北方向の掘立
柱塀はＮ 3°Ｗを指し、溝跡と
対応する方位をとる。
　柱掘方は 22 － 1 区で 5 基

（No.1 ～ 5）、22 － 2 区で１基（№ 6）を検出している。柱掘方の形状は、長辺 1ｍ×短辺 0.9 ｍ
程の長方形で、柱間寸法は東西 2.7 ｍ、南北は北から 2.7 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.4 ｍを測る。柱痕跡の
平面形はいずれも方形である。No.2 と No. 4 の柱掘方を半截した。No.2 は深さ約 60cmであり、
柱掘方底面で柱根を確認した。柱根は 1辺 27cm の角柱である。No.4 では、柱掘方が 60cm 程
の深さであるのに対し、柱痕跡は上面から 25cm程の浅い位置にあり、柱掘方底面に達してい
ない。根入れが浅く、下層部のグライ化した土壌まで柱が達していなかったため、柱根は遺存
しなかったと思われる。

SA2202（Fig.68）SA2202 は、SD2204 の東側を平行する柱掘方 2基を確認したことから把握
された。SD2204 との心心距離は約４ｍである。確認された柱掘方は、長辺 0.8 ｍ×短辺 0.5 ｍ
程の長方形である。
　柱痕跡を確認することはできなかったが、柱掘方の中央で計測した場合の柱間寸法は 2.7 ｍ
である。主軸方位は真北を向く。柱掘方の長軸が掘立柱塀の方向に直行する点や柱掘方の規模、
柱間寸法が SA1601 － B と共通することから、SA2202 は本調査地点の北で東に折れ曲がり、
SA1601 － Bに連続すると思われる。なお、本調査地区の南側に位置する 18 － C区では掘立柱

0 (S=1/200) 5m

Y
=104.180

X=183.265

X=183.275

X=183.285

Fig.66　SA1801－B

第３項　掘立柱塀跡



－ 91 －

第Ⅵ章　発見遺構

X=183.355

X=183.360

Y
=104.250

Y
=104.255

A′

A′

B
′

B

A

A

C′
C

H=5.20m B′BH=5.20m
C′CH=5.20m

0 (S=1/50) 2.0m
Fig.67　SA2201



－ 92 －
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Fig.68　SA2202

塀の柱掘方は確認されていないが、本調査区検出の柱掘方に基づいて、2.7 ｍ等間で南側の柱位
置を復元すると、18 － C区の調査区内からは外れる位置にある。

　第４項　溝　　　跡

SD0101（Fig.69）1 － A区の中央東寄りに位置し、ソフトローム上面で検出した南北方向の
溝跡である。溝の主軸はほぼ真北を向き、調査区内で約 3.3 ｍ分を確認したが途中で途切れてい
る。溝の南端は調査区外に延びる。覆土は自然堆積による。
　溝幅は確認面で計測して 1.15 ～ 1.3 ｍ、深さは 0.4 ～ 0.5 ｍ程である。溝の断面形は、東壁が
緩やかな傾斜をもって掘り込まれているのに対し、西壁はテラス状の平坦面をもつ。底面は緩
やかな皿状を呈する。他の遺構との重複関係では、溝の北端で SB0101b を切り、SK0101 に切
られている。

SD0102（Fig.50）1 － A区の西端に位置し、ソフトローム上面で検出した南北方向に走る溝
跡である。主軸方位はほぼ真北を向く。調査区内では 1.6 ｍ分を確認した。南端は調査区外に延
びていくが、北端では途切れ延長部分は確認されなかった。
　覆土は黒褐色土による自然堆積である。溝幅は 0.4 ～ 0.6 ｍを測る。断面形は、溝底面を確認
していないため不明確であるが、壁が緩やかな傾斜をもつ浅い皿状の溝と推定される。

第４項　溝跡
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SD0103（Fig.69）　1－A区北端で検出した東西に走る溝跡である。主軸方位はW5°S前後で
あり、調査区内では 1.7 ｍ分を確認した。
　東端は調査区外にかかるが西端は調査区内で途切れる。覆土は自然堆積による。溝幅は確認
面で計測して 0.55 ～ 0.8 ｍ、深さは 0.43 ｍを測る。溝の形状は、壁の傾斜が緩やかな浅い皿状
を呈する。
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SD0401（Fig.70 ～ 72）4 － 4T か ら 4
－ 11T にかけて確認した溝跡である。ま
ず、各調査区で確認した溝の状況につい
て説明してから、溝全体の様相について
説明する。最も東側にある 4 － 4T は、
当初長さ 10 ｍ× 6ｍの規模で設定した調
査区である。この時点では SD0401 は確
認されず無遺構地帯として認識されたが、
後述する西側 40 ｍの地点にある 4－ 7T
で SD0401 を確認し、その規模と方位を
想定すると、設定した 4 － 4T の南側に
延びると想定された。4－ 4Tとその西隣
に設定した 4 － 5T を南に長さ約 8 ｍ×
幅 1ｍの規模で拡張した結果、SD0401 を
確認した。4－ 4Tでは溝の北側上端を確
認できただけで、その規模は分からない。
4－ 5Tも同様である。
　4 － 7T は調査グリッドA6 － 74 付近
に設けた調査区である。最終的に調査区
の東辺に合わせた補足的な拡張区を設け
て、溝の形状把握に努めた。　
　確認された溝は、調査区の西半では上
幅 4ｍを計測するが、調査区東半で 2条
に分岐する。分岐地点から北東側に向かって延びる溝（SD0402）は幅 1ｍと小規模であること
から、SD0401 の本体は南側に延びる溝と考えられる。この 2条の溝との新旧関係は検出最上面
の調査に留めたために把握されていない。
　4 － 8T は 4 － 7T の西側約 13 ｍの地点に設けた、長さ約 7 ｍ×幅約 6 ｍの調査区である。
調査区の南部には、所々に地山層が堤状に残っているが、これより南側の地点は水田耕作によ
り棚田状に造成された地形変化に対応する位置にあることから、本来の溝は堤状の地山を境に
北側の掘り込みが相当すると想定される。この想定に従えば、溝の上端幅は約 5ｍを計測する
こととなる。また、調査区南辺付近では、南に向かう溝と推測されるラインが認められており、
ここに南北溝が位置する可能性がある。
　4－ 1Tは調査グリッドA5－ 67 付近に設けた調査区である。長さ 13 ｍ×幅 2ｍの標準的な
調査区であるが、調査区南側で SD0401 の延長部分を確認した。溝の上幅は 5.1 ｍを計測し、検
出面から底面までの深さは約 1.6 ｍを計測する。検出段階における平面の検討では、本溝におい
て重複関係があることは確認されていなかったが、溝堆積土の断ち割りよる土層断面観察では、
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Fig.71　SD0401
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本溝には最低 5時期の新旧関係があることが判明している。
　4－2・3Tは調査グリッドA5－55付近に設けた調査区である。当初は4－2Tと4－3Tは別々
の調査区として調査を進めたが、SD0401 がこの調査区内で南に向かって折れ曲がることが予想
されたため、4－ 2Tと 4－ 3Tを連結し、溝の屈曲部分の把握に努めた。SD0401 は 4 － 1Tの
ある東側から本調査区 4－ 2Tに連結する。この部分では、調査の際の掘り残しにより溝の南
側の上端は分からないが、この地点で南に曲がる屈曲の内側を認め、この付近で約 90°に折れ
曲がることが判明した。なお、溝の外周には SD0401 に連結する溝があるため、SD0401 本来の
形状は把握しにくい。連結する溝跡は調査区東側付近に南北方向に走る溝跡（SD0403）、その
西側にあり SD0401 が折れ曲がる屈曲部分から西に延びる東西溝（SD0404）、この SD0404 に連
結する南北溝（SD0405）がそれにあたる。また、これらの溝が、SD0401 に関連するものであ
るのか、掘削時期を異とする溝であるのか、更にその新旧関係等も把握されていないため、詳
細は不明である。

X=183.460

0 (S=1/100) 3.0m

X=183.470

Y
=104.120

Y
=104.130

未　　掘

未　
　

掘

SD0403

SD0405

Fig.72　SD0401・SD0403～SD0405
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　4 － 3Tで南に向かって屈曲した SD0401 は、南側に設けた 4－ 10T と 4 － 11T に連結する。
4－ 11T では溝の西側上端が確認され、東側の 4－ 10T では調査区西端で SD0401 を確認する
ことができた。その幅は 4.0 ｍを測る。4－ 22T の西側を通過する SD0401 の内側ラインは、南
側 22 ｍの地点にある 4－ 29Tで確認された。
　以上の調査区がSD0401確認にかかる各調査区の状況であり、これらの調査状況をまとめると、
SD0401 の全体は以下のとおりである。
　確認できた溝の最も東端は 4－ 4Tにある。ここから、北西コーナーを形成する 4－ 3T部分
までの距離は約 88 ｍである。溝の東端は 4－ 4Tより東方に延びることは確実であるため、東
西距離は 88 ｍ以上であることが確定している。この間の土層断面の観察では、少なくとも 5時
期が確認されている。4－ 3Tで屈曲した SD0401 は南に向かって掘削され、後述する SD1601
－ Aに向かうと想定される。溝の北側上端にはいくつかの溝が連結している。確認段階では、
遺構内部の堆積土は極めて酷似しており、明確な新旧関係は認められていないため、ある時期
には同時に機能していた可能性がある。

SD1601－ A（Fig.73 ～ 75）SD1601
－ Aは 16 － A区で確認した溝跡で
ある。調査グリッド B5 － 64 から C5
－ 24 に向かって縦走する南北溝で、
調査区内における総長は約 22 ｍまで
を確認した。溝の方位はほぼ真北を
指す。完掘段階での溝上幅は 3.5 ｍ、
下幅 2.0 ｍ、深さは 0.68 ｍを計測し、
断面形は箱掘状を呈する。　
　 本 溝 は SD1603 － A・SD1604 －
A・SD1605 と重複しており、いずれ
の溝よりも古いことが明らかとなっ
ている。更に、溝の覆土を断ち割り、
土層を確認したところ、2 回の掘り
直しを受けており、合計 3 時期の変
遷があることを確認した。最初に掘
削された a期とする溝は、上幅約 3.1
ｍ、下幅 2.4 ｍの箱掘状を呈し、自然
堆積により埋没している。堆積土は
溝の両岸から流入した様子がうかが
え、ある程度埋没した段階で b期溝
の掘り直しを受ける。b 期の溝は A

A′

0 (S=1/200) 8.0m

X=183.380

X=183.390

X=183.400

Y
=104.120

Y
=104.130

A

D′

D

B′B

C

C′

E′E

Fig.73　SD1601－A・
　　　　　　SD1602－A
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－ Á・B － B́ で覆土の最下層
が認められたことにより把握さ
れた。堆積土は自然堆積土であ
る。この b期の堆積土を掘り直
す c 期は、b期の溝がある程度
埋没した段階で掘削が始まり、
上幅約 2.2 ｍ、深さ幅約 1.0cm
の規模で掘削している。断面形
は半円形で、溝は b期堆積土中
層付近を底面としている。堆積
土は暗灰褐色粘土・暗灰褐色砂
質土が互層堆積している。この
堆積状況は基本的に、断ち割り
を行った全ての箇所で同じよう
な状況である。
　本溝跡 B－ B́ セクションか
らは赤焼土器が出土しており、
本溝の掘削年代はこの赤焼土器

を下限とする。また、SD1601の東側2.0ｍの地点には、本溝跡と平行して走るSD1602－Aがある。
更に、本溝の方位を北に延長すると、SD0401 の位置にのることから、SD0401 と一連の溝の可
能性がある。

SD1602－ A（Fig.64・66）SD1602 － Aは 16 － A区で確認した南北溝跡である。調査グリッ
ド B5 － 64 から C5 － 24 に向かって縦走しており、西側 2.0 ｍの地点には、先述した SD1601

－ Aが併走している。
　調査は溝のプランを確認した時点
で、2 箇所で溝の堆積土を掘り込み、
堆積状況と溝の断面形状の確認に努め
た。
　断ち割り調査で把握できた溝の規模
は、上幅 2.2 ｍ×下幅 1.15 ｍ×深さ 0.7
ｍを計測し、断面形は底辺より上辺が
長い逆台形を呈する。溝内の堆積土は
大きく 2層に区分された。上層堆積土
は黄褐色土ロームを多量に含む暗褐色
土で、所々に黒色土が縞状に含まれて

H=5.80m

H=5.80m

H=5.80m

A A′

B′B

C C′

0 (S=1/50)1.0m
Fig.74　SD1601－A堀断面

0 (S=1/50)1.0m

E′E
H=5.80m

H=5.80m D′D

Fig.75　SD1602－A堀断面
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いる。更にこの土層は、比較的しまりが強いことを特徴とし、溝の外側方向、すなわち SD1601
－ A側から埋没していることが判明している。その下層にある堆積土は暗褐色土・黒色土・暗
灰褐色土による。比較的混入物が少なく、上位堆積土と比べるとしまりが弱いことが特徴であ
る。これらの堆積土の違いは、下層堆積層は溝が機能していた時点の自然堆積によるものであり、
上層堆積層は人為的な埋土と考えられる。他の遺構との関係を見ると、SB1601 － Aとの重複
があり本溝跡が古い。

SD1601 － B（Fig.76・77）SD1601 － B は 16 － B 区で検出した東西溝跡である。本溝は 16
－ B 区の東壁から西壁までの総長 27 ｍを確認し、更に東西に延びている。検出した時点で計
測した溝の上幅は 4.4 ｍあり、溝の方位はE0°を指す。調査区東壁部分では、幅 2ｍのサブトレ
ンチにより溝堆積土の断ち割りを行い、溝の断面形ならびに堆積土の確認を行った。溝の断面
形を見ると、溝の壁は約 64°で掘り込まれ、底面は平坦である。下幅は約 2.9 ｍを計測し、整っ
た逆台形を呈する箱掘り状の溝であることが確認された。
　溝の堆積土は大きく 3層に分けられる。最上層は黒褐色粘土による自然堆積である。中層は
黒褐色土で多くのロームブロックを含む。最下層には植物遺体を多量に含む黒褐色土が堆積す
る。最上層と最下層はレンズ状堆積を示した自然堆積であるが、これに挟まれる中層には地山
ロームが多量に混入しており、自然堆積の様相は示していない。この特徴は SD1602 － Aの堆
積状況と同様であり、この溝を廃棄する段階の人為的な埋土と考えられる。溝からは土師器・
須恵器・瓦・木簡・木簡状木製品が出土した。出土した土師器は、非ロクロ整形の高台杯、平
瓦は凸面に 状と雨垂状のタタキが見られる 2種類が出土している。他の遺構との関係を見る
と、SK1601 － B・SD1603 － Bと重複し、これらよりも古いことが確認されており、溝の南肩
から南 2.0 ｍの地点には東西方向の掘立柱塀跡 SA1601 － Aが延びている。

0 (S=1/200) 8.0m

X=183.360

X=183.700

Y
=104.160

Y
=104.170

Y
=104.180

Fig.76　SD1601－B
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0 (S=1/100) 3.0m

A′

A
Y=183.365

Y=183.700

X
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自然堆積土

人為的埋土 最終堆積土

A′
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0 (S=1/200) 5m
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Y
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Y
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Fig.77　SD1601－B・SD1801－B
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SD1801 － B（ Fig.77・78）

SD1801 － B は、18 － B 区 2T
～ 3T・19 次調査区にかけて
確認した東西溝跡である。ト
レンチ調査によるため、断片
的な確認であるが、最終的に
は約 30 ｍ分を確認した。溝の
主軸方位はW2°S を指す。18
－ B 区では溝の堆積土を掘り
込み、溝の断面の確認を行っ
た。その結果、溝の上幅は 3.7
ｍ、検出面から底面までの深
さは 75cm を測る素掘りの溝
である。溝の断面形は遺構壁の傾斜が強く、底面が平坦な箱堀である。溝内部に堆積した覆土は、
溝の南北岸から均一に流入した自然堆積土であり、掘り直し等の重複は見られない。

SD1802 － C・SD2204 － 3（Fig.79 ～ 80）18 － C 区と 22 － 3 区で確認した南北溝である。
調査区は、SD1601 － Aの延長部を把握することを目的に設定した。確認された溝は、18 － C
区と22－3区の間で約10ｍ分が確認されたが、SD1601－Aと合わせると約30ｍ、SD0401のコー
ナーまでは約 50 ｍである。溝の主軸方位はN0°Eである。溝の上幅は 4.0 ｍ、下幅は 2.9 ｍを
計測し、検出面から溝の底面までの深さは 90cmを計測した。溝の断面形は、壁になる部分の
上位側が緩やかに傾斜し、ほぼ中央部分を過ぎると垂直に近い角度に変化する。

0 (S=1/50) 2.0m

A′A

Fig.101　SD1801土層断面

0 (S=1/200) 8.0m

X=183.350

Y
=104.120

Y
=104.130

Fig.79　SD1802ー C・SD2204－3
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Fig.80　SD1802ー C
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0 (S=1/100) 5m

SA2204

SD2204-3

Y=183.355 Y
=1
04
.11
5

Y
=1
04
.12
0

A′A

LⅣ

LⅤLⅤ

溝 2溝 2

溝 1溝 1

LⅡLⅡ
LⅢLⅢ
LⅣ

A′A′AA

H=7.700m

第４項　溝跡



－ 103 －

　溝の西側にはテラス状の平坦面が認められる。覆土は自然堆積による灰色粘土・明褐色土を
主体とする堆積土が、溝の中層付近まで堆積したのちに、幅 2.7 ｍ×深さ 40cm～ 70cm程の溝
が掘削されている。

SD2101・SD2201（Fig.83 ～ 85）SD2101 と SD2201 は、21 － 1T と 22 － 1 区で確認した東
西溝である。21 － 1Tの西側 50 ｍの地点にある 16 － B区で確認された SD1601 － Bの東側延
長線上に位置していることから、これらは一連の溝であると考えられる。
　SD2101 は上幅 3.8 ｍ～ 4 ｍ、深さ 80cm を測る。21 － 1T 調査区内で 5ｍ分を確認した。溝
内の覆土は、最下層にグライ化した黒灰色粘土、中層から上層にかけては人為的な埋め戻しに
よる堆積土が認められる。最上層は埋め戻し後の窪みに自然堆積した白褐色粘土層と黒灰色土
が認められた。最下層の黒灰色粘土層からは木簡 4点が出土している。
　SD2201 は 21 － 1T の東側 5 ｍの地点ある 22 － 1 区で確認した東西溝である。上幅 4.5 ｍ、
深さ 80cm を計測し、SD1601 － B・SD2101 とほぼ同規模である。溝の覆土の断ち割りでは、
最下層から中層にかけた範囲には自然堆積土が厚く堆積し、中層に植物遺体を多く含む粘土層
が見られる。その上位には人為的な埋め戻しによる堆積土が堆積している。人為的な埋め土は
レンズ状に窪んだ状態で堆積しており、その上位には自然堆積土が見られる。

0 (S=1/300) 10m
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Y
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Fig.82　福島県史跡地区東部の遺構
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SD2103～SD2105・SD2202・SD2203（Fig.85・86）SD2103・SD2104・SD2105の3条の溝
跡は、21－1Tの北東10ｍの地点に設けた、21－3Tで確認した。この調査区は、指定地区の区画
東辺の位置を確定することを目的に設けられ、東西約30ｍの長さをもつ。確認された3条の溝跡
のうちSD2103とSD2104は調査区のほぼ中央に位置し、互いの距離は約2ｍと接している。土層
断面の所見ではSD2103・SD2104も溝の掘り込み面は暗黄褐色砂質シルトとしており、明確な時
期差は認めがたい。

0 (S=1/100) 5.0m
Fig.85　SD2201・SD2203・SD2204
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　SD2103 の規模は、幅 1.0 ｍ、深さ 20cmを計測し、自然堆積により埋没している。溝の断面
形は底面がやや狭く、V字形に近い。SD2104 は、上幅 1.8 ｍ、深さ 20cmを測る。断面形は半
月状を呈し、溝内の覆土は自然堆積による。SD2105 は、調査区の東端付近で確認した南北溝で
ある。溝の掘り込みのラインは出入りが多く不規則の感がある。堆積土の断ち割りを実施して
いないため、溝の詳細は不明である。溝の上端幅は 90cmである。SD2203 は 22 － 1Tで確認し
た南北溝である。この溝は、16 － B区ならびに 21 － 1T方向から東に向かって掘削された東西
溝が連結するために、T字形となる部分である。
　SD2202 は SD2201 から北に向かって延びる溝で、上幅 2.8 ｍを計測する。SD2203 は南に向
かって掘削された溝であり、上幅約 3.8 ｍを計測する。更に SD2203 は南側 30 ｍの地点に設け
た 22 － 2 区に設けた調査区で、その延長線が確認されており、SD2201 のコーナー部分からの
総延長は 35 ｍを計測する。22 － 2 区で確認した SD2203 は、上幅 3.8 ｍ、深さ 50cmを計測し、
本溝よりも一段階古い時期の溝と思われる堆積土を確認しているため、本溝は掘り直しが行わ
れているものと考えられる。なお SD2203 は 22 － 2 区の 1Tで確認された SD2206 ・SD2207・
SD2210 との重複が認められており、本溝が古いことが確認されている。

【SD2201 と SD2202・SD2203 の関係】　SD2201 と SD2202・SD2203 は東西溝の SD2201 が南
北溝の SD2202 と SD2203 に連結するように掘削され、平面形がT字形になっていることは先
述したが、この部分の覆土の断ち割りによる堆積土の検討を踏まえて、これらの溝の関係につ
いて詳述しておく。
　T字形を呈するコーナー部分における検出段階の精査では、SD2201 ～ 2203 に堆積した覆土
がすべての溝の間で連続しており、重複は認められなかった。コーナー部分の断ち割りによる
土層断面の観察によれば、溝の断面形は SD2201・2203 では溝の肩にあたる部分が崩落したた
めか上半部が強く開いているが、下半部は垂直に落ちる箱堀状を呈し、SD2202 は浅い皿状であっ
た。検出面から底面までの深さは、SD2201・2203 が 80cm、SD2202 が 25cmを測り、土層は基
本的にすべてのセクションに連続する様子が確認された。従って、SD2201 ～ 2203 においては、
掘削に時期差による切り合いは認められていないことになる。ただし、覆土の最上堆積層は
SD2201 から SD2203 へ連続しているものの SD2202 へとは続いていない。このことは、SD2202
の方が SD2201・2203 に比して小規模であることから、SD2201・2203 よりも先に埋没したため
に、SD2201・2203 にみられる最終段階の層が SD2202 内には流入しなかったものと考えている。
東西溝 SD2201 は、既調査地点でそれぞれ断ち割りを行っており、いずれの地点でも中層に人
為的な埋め戻しによる堆積土を確認している。
　断ち割り部分では、SD2201 内で埋め土が僅かに認められたが、コーナー部分および南北溝
SD2202・2203 内では確認されなかった。SD2201 に直交する Fig.84 A － Á セクションでは、
中層部分で壁際に僅かに埋め土を確認できるが、溝の全面を覆うまでには至っていない。ま
た、埋め土の直下に植物遺体の堆積層が認められる点は、他の調査地点においても同様である。
SD2201 から SD2202・2203 に連続するように東西に設定した Fig.84 C － Ć セクションでは、

第４項　溝跡
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西端に埋め土が僅かに認められるが、途中で途切れている状況が観察できる。一方、埋め土の
上層および下層に位置する自然堆積土は、SD2201 から SD2202・2203 の両者に連続している。
　Fig.84 D － D́ セクションは、SD2201 ～ 2203 のコーナー部分を通るように設定した南北セ
クションであるが、SD2202 から SD2201 を横切り、SD2203 へ連続する堆積土を確認している。
SD2202 は浅く SD2201 は深いため、両者の接続部分には落差がある。この部分には、SD2201・
2202 の堆積土より古い時期の層が見られ、SD2201・2202 よりも古い時期の溝跡が存在した可
能性が高く SD2201・2202・2203 は、当初からT字形に策定された溝であったと考えられる。
　このうち東西溝 SD2201 には、埋め土が認められることから、T 字形のうち東西溝部分だけ
がある時期に廃絶し、南北溝部分はそのまま存続したものと推定される。また、SD2202 の下層
には、これより古い堆積層が観察された。これは 21 － 2 区でも SD2203 の下層で確認している
ことから、SD2201 ～ 2203 に先行する時期の区画溝が存在した可能性が考えられる。

SD2205 ～ 2211（Fig.87・79）指定地区の東辺を、南北に走る大小の溝 7条を確認した。い
ずれ溝も 22 － 1 区から南進する SD2203 との重複関係にあり、SD2203 が最も古い時期に掘
削されている。このような覆土上面の精査およびサブトレンチによる土層断面観察の結果、
SD2203 → SD2209 → SD2207 → SD2208 → SD2206 → SD2210 の順に古いことが確認された。
SD2211 は SD2205 の延長部分の可能性もあるが、確定はできなかった。
　SD2205 は SD2206 に切ら
れるが、SD2203 との前後関
係は不明である。
　SD2203 は上幅 3.8 ｍ、深
さ 50cm を測り、砂礫層上
面で掘り込みを停止し、22
－ 1 区検出部分と同じ規模・
形状で本地区まで連続す
る。セクションでは、22 －
1 区で検出したのと同様、本
溝跡より 1 段階古い時期と
思われる堆積土が観察され
た。SD2203 は掘り直しが行
われたものと思われる。ま
た、SD2208 の覆土下層で
SA2201 の延長部分にあたる
柱掘方 1基を確認した。
　SD2203・SA2201 よ り 新
し い SD2207・2208・2206・

0 (S=1/200) 10m

SD2203

SD2211

SD2205
SD2206SD2206SD2207SD2207

SD2209

X=183.230

X=183.235

X=183.330

Y
=104.250

Y
=104.255

Y
=104.260

Y
=104.265

2T

1T

Fig.87　SD2205～2211

SD2210SD2210SD2208SD2208

SA2201SA2201

第Ⅵ章　発見遺構



－ 110 －

2210 は SD2203 廃絶後にその位置を踏襲して掘り込まれたものと推定される。
　なお、SD2203 ～ 2011 の覆土には炭化米の混入が顕著に認められた。一方、SA2201 の柱掘
方埋土や SD2203 の掘り直し以前の土層には、炭化米が入らない。遺物は丸瓦・平瓦片のほか、
土師器・須恵器の小片が出土している。

SD2204 － C（Fig.88）SD1601 － A、SD1802 の延長部分である。検出面での幅 5 ｍ×深さ
80cmを測る。隣接する 18 － C区検出部分との関係から、主軸方位は真北を指す。自然堆積に
より埋没し、本溝跡埋没後に、その位置を踏襲して小規模な溝が掘り込まれている。

第４項　溝跡
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第Ⅵ章　発見遺構

　第５項　福島県史跡地区の構造と変遷

　本節第 2～ 4項では、福島県史跡地区内で確認された主な遺構について報告した。その結果、
本地区には総柱の掘立柱建物や礎石建物、側柱式掘立柱建物が建設され、それらを掘立柱塀や
大規模な溝が区画した一連の施設が展開していたことが明らかとなったであろう。
　本地区に展開した官衙施設の機能・性格については、古くから指摘されてきたように、郡家
の正倉院に比定して良いものと思われる。
　以下ではその当否を含め、本地区に存在した官衙施設について、建物の構造や機能、施設の
変遷等を改めて具体的に検討することとしたい。

遺構の重複関係の整理　遺構変遷を考える場
合、重複関係のある遺構を基軸として、これ
に建物配置計画を抽出し、各施設の同時並存
関係を明らかにすることによって、時期区分
を行っていくこととなる。
　右には本地区における遺構の重複関係図を
示した。総柱式掘立柱建物である SB0101b・
SB1802 が、やはり総柱式の礎石建物 SB0101a・SB1801 とそれぞれ重複し、前者が後者より古
いことが判明している。
　その南側に位置する SB1803 については、a～ cの 3時期の変遷が明らかとなっている。また、
18 － A区南西部では側柱の掘立柱建物跡が集中して確認されている。その重複関係は図に示し
た。このほか、SD1602 － Aは掘込地業 SB1601 － Aと重複し、これより古いことが確認され
ている。

建物の変遷　重複関係のみられる建物遺構のなかで、相対的に古いと考えられる SB0101b と
SB1802 は、ともに掘立柱建物であり、両者とも礎石立ちの建物と重複する。
　掘立柱式の SB1802 は総柱建物で、同じく総柱建物だが礎石立ちの SB1801 に切られている。
両者の間尺は異なるが、ともに 3間× 3間の平面形式であり、掘立柱式の SB1802 が礎石立ち
の SB1801 に建て替えられた、もしくは SB1801 が SB1802 の機能を継承して建てられた、と解
釈することができる。SB0101 ａと SB0101b についても、建物の全容は不明ながら、同様の関
係が想定される。従って、まず掘立柱式の総柱建物である SB0101b と SB1802 による東西方向
の建物配列が成立したのち、それぞれがやや位置をずらした礎石建物に建て替えられたと考え
ることができる。
　次に、SB1801 の南約 20 ｍの位置にある SB1803 は、建て替えられて 3時期の変遷を辿ること
が判明している。このうち、a・b 期の建物の西妻は、SB1802 の西第 2柱列と柱筋が揃う。ま
た a・b期建物は東側部分を c期建物に切られるため、全体規模は不明であるが、本期に属する

Fig.89　主要遺構の相関関係
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第５項　福島県史跡地区の構造と変遷

Fig.90　福島県史跡地区の遺構配置
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布地業が南北方向であること、南北の柱間より東西の柱間の方が広いことから、本建物は東西
棟の可能性が高い。その場合、桁行は 4間以上に復元されるが、桁行を 3.0 ｍ等間の 4間とした
場合、b期建物の東妻は SB1801 の東妻と柱筋が揃う。更にａ～ｃ期とも北側柱列は SB1801 の
北側柱列の南 30 ｍに位置し、配置に計画性を読み取れる。従って、SB1803a ～ c も、SB1802
→ SB1801 の変遷とともに推移したとみて大過ないであろう。
　一方、先述したように、18 － A区南西部では側柱の掘立柱建物跡が集中して確認されている。
その重複関係は図に示したが、若干補足すれば、SB1804 と SB1805 は南・北両妻の柱筋が揃い、
SB1806 と SB1811 は北妻の柱筋が揃うことから、それぞれ同時期に存在したと考えて良い。重
複関係からは、SB1810 が SB1806・1807 より古く、SB1807 は SB1804・1806 より、SB1805 は
SB1811 よりそれぞれ古い。従って、これらの掘立柱建物は、SB1810 → SB1807 → SB1804a お
よび SB1804b・SB1805 → SB1806・SB1811 の順に変遷したと考えられる。なお、SB1804 は、
北側に位置する SB0101a と西側柱列を揃えており、先に示した総柱建物の変遷との接点を見出
しうる。
　以上を踏まえると、SB0101a・SB1801・SB1803b・SB1804 および SB1805 が並存した段階があっ
たと考えられる。これを定点とした場合、SB1801・SB1803b にそれぞれ先行する建物で、柱筋
を揃えた SB1802・SB1803a、および SB0101a に先行する SB0101b も同時並存の可能性が高い。
また 18 － A区南西部の側柱建物群については、SB1804 に先行して SB1807・SB1810 があり、
SB1810 → SB1807 の変遷がある。しかし後述するように、この部分には一貫して収納施設とし
て利用されたと推定される側柱建物が建設されていることから、この部分に配された建物の機
能は基本的に継承されたと理解することができる。従って、この部分の建物は継続的に推移し
たと考えることができ、SB1810 → SB1807 の変遷は、SB0101b・SB1802・SB1803a が並存する
時間幅のなかに収まるものと理解しておきたい。
　同様に SB1804 は建て替えられてａ・ｂ期の変遷をみせるが、これも SB0101a などと並存す
る時間幅のなかで推移したと考えられる。
　残った SB1803c は SB1803b の建て替えであり、また SB1811 も SB1805 の位置を踏襲して
建てられていることから、これらはそれぞれ前段階の建物の直後に建設されたと考えられ、
SB1803c・SB1811 およびこれと北妻を揃える SB1806 が並存する時期が、本地区における建物
の最終段階と考えられる。
　以上をまとめると、
　ａ期：SB0101b・SB1802・SB1803a・SB1807・SB1810 が並存した時期
　ｂ期：SB0101a・SB1801・SB1803b・SB1804・SB1805 が並存した時期
　ｃ期：SB1803c・SB1806・SB1811 が並存した時期
の 3時期に区分することができる。ただしこれは、各期に属する建物がそれぞれ同時に造営さ
れたことを示すのではなく、一定の時間幅のなかで同時に建っていた時期があったというのが
実態であったと考えられる。耐用年数において礎石建物は掘立柱建物に勝り、礎石建物は掘立
柱建物跡に比して建て替えの痕跡を捉えにくい。また後述するように永年貯積を目的とした総

第Ⅵ章　発見遺構
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第５項　福島県史跡地区の構造と変遷

Fig.91　総柱式建物の変遷　
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柱建物に対して、代用的収納施設としての側柱建物のほうが、相対的に早いサイクルで変遷し
た可能性も考慮される。従って、建物の建築構造や用途・機能に応じて存続期間が異なること
は十分考えられることであり、礎石建物 1時期に対して、掘立柱建物が 2時期分の推移を想定
したのはこのためである。また、b期に新造されたと考えられる SB0101 ａや SB1801 はｃ期ま
で存続した可能性もある。
　さて、SB0401 や SB1601 － A、SB2201 などの建物については、上に時期区分した建物群か
ら離れているため関係性を見出し難い。しかしこれらの建物は、いずれも区画溝と重複関係に
ある。従って、区画溝の変遷を検討した後、改めて位置づけることとしたい。

区画施設の変遷　平成 8年に実施された第 4次調査において、東西に延びて南へ折れる大溝が検
出されたことにより、比較的早い段階から本地区には大溝で囲繞された方形の区画が存在して
いることが想定された。以後の調査は、方形の区画の各辺を画する溝跡を検出し、以って区画
の範囲・規模を確定することをひとつの主眼として進められた。結果、多くの調査区で区画溝
を検出することができたが、必要最小限のトレンチや狭小な調査区によって点的に区画溝を捉
えた部分が多い。従って、点的な調査を線でつなぎ、区画の構造を復元することが始めの課題
となる。調査の過程で、区画の構造に対する理解に大幅な修正を余儀なくされたこともあった（註
１）。以下では、まず各地点で確認された区画溝をつなぎ合わせることによってこの地区に存在
した区画の復元を試み、合せてその変遷についても考察を加えることとする。
　まず、連続する SD1601 － B・SD2101・SD2201 を北辺、SD1802 － C・SD2204 を西辺、
SD2203 を東辺、SD1801 － Bを南辺とする区画を想定できる。溝の内側には掘立柱塀 SA1601
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Fig.92　側柱式掘立柱建物の変遷



－ 116 －

－ B（北辺）・SA1801 － B（南辺）・SA2201（北東コーナー）・SA2202（西辺）が平行して巡り、
溝と柵列で 2重に囲繞された区画と考えられる。以下、仮にこれを第１区画としよう。
　第１区画のうち、北辺を画する東西溝（SD1601 － B）は、ある時期に埋め戻されている。ま
た 16 － A区検出の SD1602 － Aにも埋め戻しが確認できる。SD1602 － Aは、北側は複数時
期の変遷のある SD0401 に連続し、東へ折れ曲がると考えられる。南側については、そのまま
延長して未調査部分を復元すると、第 1区画の北西コーナーよりやや東に位置する部分にぶつ
かることとなる。コーナー部分は未調査であるが、同溝跡の延長が、南側に位置する 22 － 3 区
までは延びていないことから、同溝は第 1区画と重複するのではなく、第 1区画に接続すると
考えるのが妥当と思われる。埋め戻しは、第 1区画北辺と同時に行われたのであろう。一方、
第 1区画の北東コーナー部には、SD2103・2104 とこれに連続する SD2202 が接続している。従っ
て、第 1区画の北側に、SD0401・SD1602 － A・SD2103・2104 および 2202 で形成される別の
方形区画が接することとなる。従って、第１区溝は２つの方形区画が南北に連結する構造であっ
たと考えられる。以下、北側を第 1区画北、南側を第 1区画南と呼ぶ。
　次に、SD1602 － Aの西側約 2ｍの位置を SD1601 － Aが平行して走る。同溝跡は、複数時
期のある SD0401 のある時期の溝に連続するものと思われる。SD1601 － Aは、SD1602 － Aと
同時期に併存したとは考えにくく、SD1602 － Aを廃棄する際に、新たに掘削されたのであろう。
SD1602 － Aの覆土の観察結果からは、人為的な埋め戻しによる堆積土が主として西側、すな
わち SD1601 － Aの側から多く流入しているとの所見が得られている。第 1区画南の北辺溝お
よび SD1602 － Aの埋め戻しには、新たに策定された SD1601 － Aを掘削した際の廃土が利用
された可能性が高い。

第５項　福島県史跡地区の構造と変遷

Fig.93　区画溝の変遷
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　以上から、相対的に新しい段階には SD0401 で北辺、連続する SD1601 － A・SD2204・
SD1802 によって西辺、SD1801 を南辺とする区画となる。これを第 2区画とする。この段階に
掘立柱塀が伴ったかどうかについては確定しがたいが、第 1区画南北辺が埋め戻されているこ
とを考慮すれば、掘立柱塀も第 2区画成立時には廃絶していた可能性が考えられる。

福島県史跡地区の官衙施設の構造と変遷　これまで個別にみてきた建物跡と区画の変遷を対応さ
せることとする。
【福島県史跡地区Ａ期】一連の溝である SD1601 － B・2101・2201 を北辺、SD1802 － C・2204 を
西辺、SD2203 を東辺、SD1801 － B を南辺とする東西約 137 ｍ×南北約 96 ｍの第 1 区画南が
成立する時期。区画溝の内側には掘立柱塀が巡る。
　区画の北西および北東コーナーには、SD1602 － A、SD2202 がそれぞれ接続しており、区画
の北側部分がもうひとつの区画、すなわち第１区画北として機能した可能性がある。ただし、
第 1区画南を構成する溝はいずれも幅 4ｍ前後と規模が大きく、溝・掘立柱塀によって 2重に
囲繞された堅固な区画を形成しているのに対し、第 1区画北を構成する溝は比較的小規模であ
ることから、主要な部分は第 1区画南であって、第 1区画北は附属的な位置にあったと思われる。
両者で溝の規格が異なる点からす
ると、両区画に伴う溝が同時に掘
削されたとするよりは、まず主要
な第 1区画南が成立したのち、や
や遅れて第 1区画北がこれに接続
するような形で形成されたと理解
した方がよいであろう。従ってA
期は 2小期に区分できる可能性が
ある。その場合には、Aa 期、Ab
期と称することとしたい。
　さて、第 1区画南の内側に位置
する地点では、先に検討したよう
に掘立柱建物跡や礎石建物跡が確
認されている。総柱建物について
は、掘立柱式から礎石式への変遷
が確認されており、相対的に古い
掘立柱の総柱建物は、この段階に
属す可能性が高い。
　なお、前項で報告したように、
第 1 区画南を構成する SD2203 の
下層で、これより 1段階古い時期

第Ⅵ章　発見遺構
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の溝と推定し得る層を確認しており、第 1区画南より古い段階の区画が存在した可能性がある。
ただし、断片的に下層遺構を検出したに過ぎず、全貌は不明である。第 1区画南が古い段階の
区画を踏襲したために、ほとんど遺存しなかったと理解することもできるが、現段階ではその
存在を示唆するに留まる。
　建物跡については、先に時期区分したうちで相対的に古い a期に属する建物群、すなわち
SB0101b・SB1802・SB1803a・SB1807・SB1810 がこの時期に存在したと考えられる。いずれも
第 1区画南の内部で検出された建物跡である。
　全容が判明している建物はいずれも東西棟であり、ともに礎石建物へと建て替えられる
SB0101b・SB1802 は東西方向の配列を意図して配置されたものと思われる。この点は、後述す
る第 2区画のあり方と対象をなし、建物の棟方向は第 1区画南が東西に長いことに対応するも
のであろう。

【福島県史跡地区Ｂ期】SD1601 － A・SD0401 が新たに掘削されるとともに、第 1 区画南の北
辺溝および第 1区画北の西辺溝が埋め戻される。第 1区画南の西辺・東辺・南辺はそのまま
存続する。従って、SD0401 を北辺、連続する SD1601 － A・SD2204・SD1802 － C を西辺、
SD1801 を南辺、SD2203 を東辺と
する南北 196 ｍの第 2区画となる。
　第 2区画に伴うことが確実なの
は、A期に伴う第 1区画北の西辺
である SD1602 － Aと重複し、こ
れより新しい掘込地業 SB1601 －
Aである。また同じく掘込地業で
あ る SB0401 も、SD1602 － A を
そのまま北へ延長すると重複ない
し位置が近接しすぎるため、本期
に位置付けられる。この他、先に
時期区分した建物のなかで、相対
的に新しい b・c 期としたものは、
この段階に属すものと思われる。
この 2小期がいずれも B期に属す
ると考える理由は、18 － A 区南
西部の側柱式掘立柱建物のうち、
b・c 期に区分したものは南北棟と
なるからで、南北棟の側柱建物群
は、南北に長い第 2区画が成立し
て以降に、区画の形態に規制を受
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けて造営された可能性がある。
　本期においては、区画溝に明確
な変遷を認めがたいが、建物の変
遷から 2小期に区分できるものと
思われる。その場合、Ba 期・Bb
期と呼ぶこととしたい。
　更に、福島県指定地区内には、
発掘調査で検出した区画溝の外側
にあたる東側一帯にも礎石が分布
していることから、第 1・2区画の
外にも建物が広範囲に展開してい
たと考えられる。これらの建物の
内容については発掘調査の進展に
待つほかはないが、前項で報告し
た SB2201 は、SD2202 を切って造
られており、相対的に新しい時期
になってから、区画の東外側部分
にも建物が展開したとの見通しが
得られる。

遺構期の年代　第 1 区画南の北辺
溝にあたる SD2101 の最下層から
出土した木簡に「嶋□郷□□里…」の記載が見えることから、溝は郷里制施行期にあたる 8世
紀第 1四半期後半から第 2四半期前半に近接する時期には成立していたと考えられる。従って、
福島県史跡地区Aa 期は少なくとも 8世紀前半代に遡ることが確実となり、実年代比定のため
の明確な定点が与えられたことになる。
　第３節で報告するように、寺家前北方地区では、本地区の官衙施設の前身と推定される、掘
立柱の総柱建物で構成された施設が確認されている。寺家前北方地区で確認された SB1402・
1403 はともに桁行 3間×梁行 3間で、桁行総長 8.1 ｍ（2.7 ｍ等間）×梁行総長 5.4 ｍ（1.8 ｍ等間）
を測る。すなわち、本地区検出の建物のうち相対的に古い総柱建物である SB1802 と規模が一
致し、本地区において比較的早い段階に営まれた総柱建物が、寺家前北方地区の総柱建物の規
格を踏襲した可能性がある。この点は、次節で述べる寺家前地区における官衙ブロックの変遷
についても同様であり、主軸方位が東に振れる寺家前地区A期から真北を向く寺家前地区B期
への変遷も、建物配置構造や建物規模は基本的に踏襲されている。
　このことは、7世紀後半ないし末に遡る寺家前地区A期の直後にB期が続いていく変遷過程に、
本地区における施設の推移も基本的に対応していたことを示唆するものと理解され、本地区の
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施設が 8世紀前半代の早い時期には成立したことを傍証するものといえよう。
　また、SB1801 の基壇積土中からは、ロクロ整形で底部に糸切り痕を残し、体部下端にヘラケ
ズリが施された内黒土師器杯が出土している。出土した土器には 9世紀前半の年代が与えられ、
福島県史跡地区Ba期は、この年代を上限とするものと推定される。
　なお、第 2区画を構成する SD1601 － Aの中層から 10 世紀に下る赤焼土器が出土しているこ
とから、B期の溝は 10 世紀段階に中層まで埋没していた可能性が高く、本地区の官衙施設は、
その段階には廃絶していたことが推測される。ただし、その後に第 2区画溝の位置をほぼ踏襲
したSD1603－A・1604－Aなどが掘削されており、正倉域の土地利用形態を一部踏襲した形で、
例えば埋没して窪地となった区画溝を排水溝として利用して、その後も何らかの活動が行われ
た可能性がある。

福島県史跡地区の遺構の特質　これまで見てきたように福島県史跡地区では、多数の建物を建設
し、それらを大規模な溝で囲繞することで、周囲の官衙施設と明確に区別された一院を形成し
ていたことが明らかとなった。以下では、区画内に配された建物遺構について検討する。
　区画内ではこれまでに、建て替えを含め 17 棟の建物が確認されたが、このうち柱配置が明確
で総柱建物と判明するのは 5棟ある。また、7棟は掘込地業を伴う礎石式の建物であり、今の
ところ本地区以外で礎石式の建物が確認されている地区はない。そして、掘込地業を伴うものは、
柱配置の判明しないものも含め、いずれも総柱式の構造となるものと思われる。従って、本地
区で検出された建物跡は、半数を超える 6割が総柱建物で占められる。これに対し、他節で報
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告する他の官衙施設においては、総柱建物の割合が多くても 2割を超えるところはない。本地
区における総柱建物・礎石式建物の比率の高さは、本地区に存在した官衙施設を特徴づけるも
のである。
　これらの総柱建物の規模は、全体の判明する SB1801 で 77.22㎡、SB1802 で 43.74㎡を測り、
全体の不明な SB0404・1601 － A・1803 についてもこれに匹敵ないし凌ぐ規模をもつ。従って
これらの建物は、一般集落や豪族居宅にみられる総柱建物とは一線を画し、全国の郡家正倉に
一般的な規模・平面形式を備えている（註２）。また、天平九年「和泉監正税帳」・天平八年「伊
予国正税出挙帳」・「越中国官倉納穀交替帳」に記載のある官倉の規模とも対比され、穀倉もし
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くは穎倉として機能したものとみて良い（註３）。当地区に展開した官衙施設を郡家正倉に比定す
る見解は、基本的に首肯されよう。
礎石建物の基礎地業　SB1801 の基礎地業は、掘り込みの比較的浅い総地業である。砂質土を混
ぜた黒褐色土、明褐色土を用いて版築を行っている。礎石の据え付けは、版築を 3層ほど行っ
た後に円形の据え方を掘り、そのなかに黄褐色土と小石を混ぜて敷いている点に特徴があり、
その上に人頭大の根石を並べ礎石を置いている。
　SB1803a の基礎は布地業である。また礎石据え付け部分には、平面円形・断面レンズ状に黄
褐色土を密に版築した円丘状盛土地業（註４）と考えられる地業遺構を伴う点が特徴である。円
丘状盛土地業は、平城京跡・恭仁京跡・長岡京跡など、都城の礎石建物にみられるものである（註
５）。また近年では、埼玉県深谷市幡羅遺跡（第 3号建物跡）でも確認されており、関東の郡家
正倉においても、こうした工法が用いられた例があることが判明した（註６）。SB1803a 基礎の布
地業はソフトローム面まで掘り込まれ、黒褐色土を主体とした土で版築が行われている。西側
柱列では布掘りプランが明瞭であるのに対し、西第 2柱列では削平により下層部しか遺存して
いない北側部分で布地業のプランを確認できるが、比較的残りのよい南側部分では、地業土が
面的に広がっている。これは、後に述べる SB1803c と同様に、地業の下層部を布状に、上層部
を面的に掘り込んだことによるものと考えられ、こうした基礎地業を行った後に、基壇を築成
したと推測される。
　SB1803c は、基礎地業の下層部を布掘り状に掘り込むが、上層部は面的な総地業である点、
上層部に黄褐色土と黒褐色土とを密に版築し、根石をその版築面に突き込むようにして据えて
いる点に特徴がある。地業はソフトローム面を掘り込んでおり、a期に比して深い。根石を据え、
礎石を置いた後、更に盛土を行って基壇を築成したものと思われる。
　布地業については、埼玉県中宿遺跡（武蔵国榛沢郡家跡、19 号建物跡）（註７）、千葉県日秀西
遺跡（下総国相馬郡家跡、9・18 号建物跡）（註８）、栃木県那須官衙遺跡（下野国那須郡家跡、
SB－ 50）（註９）、栃木県多功遺跡（下野国河内郡家跡、SB－ 525b）、茨城県平沢官衙遺跡（常
陸国筑波郡家跡）（註 10）など、関東の郡家正倉に類例がある。日秀西遺跡 9号建物跡は、ロー
ムを掘り込んだ布地業が、上層部では面的な総地業となるもので、SB1803 の例はこれに近い（註
11）。
　SB0101a は、調査区内に一部がかかったのみで、地業の全容は不明瞭であるが、上層部の版
築が密で下層の版築層が厚くなる点で、SB1803a と土の積み方が共通する。根石は拳大の川原
石を用いている。
　SB0401 は総地業であり、版築層の厚さは全体に 10㎝ほどで均一である。また地業に伴う掘
り込みの輪郭を縁取るように、掘り込みの底面が溝状に一段低く掘り窪められている点に特徴
がある。この溝は、地面を掘削する際に、まず地業の輪郭を溝状に掘って範囲を先に決め、そ
の後に全体を掘り窪めて総地業とした、造営手順に関わる溝の可能性がある。
　SB1601 － Aも総地業であり、厚さ 10㎝前後の黄褐色砂質シルト土による版築層の間に、黒
褐色土の薄い層が挟まる。SB2201 の全容は不明であるが、明確な掘り込みを伴わず、主に砂質
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土による密な版築層を確認できる。
　これらの各建物は、それぞれ検出状況や残存状況は異なるが、基礎工法には布地業・総地業・
下部が布地業で上部が総地業となるものなど、数種に分類して良いであろう。版築土の積み方
や根石の据え方にも特徴が見出せる。従って、同じ院内の建物でも基礎の構築法はそれぞれ異
なっており、多様な施工技術がみられる点が注目される。こうした同一正倉院内における基礎
工法の多様性・個別性は、これらの建物の建設や改築が、建物ごとに個々に行われたことを示
すものと考えられる（註 12）。そのなかに、都城の礎石建物に技術的系譜を求め得るものが含ま
れている点は、問題となる点であるといえよう（註 13）。少なくとも正倉建物の造営技術は在地
に根付き受け継がれたものではなく、必要に応じて中央の都城や関東など他地域から技術者を
招聘して造営が行われた結果と思われる（註 14）。
　ただし、それぞれの建物に観察される版築層は砂質土やローム・黒褐色土などがあるが、冒
頭で述べたように、本地区は沖積低地と自然堤防で基本土層が異なり、地業に用いられた土は、
これに対応した土質を示す。土取りも建物の付近で行われたと考えられる。
　なお、福島県史跡地区では瓦が採集できることが古くから知られていたが、発掘調査で確認
された建物のうち、礎石建物倉庫である SB1801 や SB1803 の付近では、瓦が比較的まとまって
出土している。それらは正倉院所要瓦と考えられ（註 15）、本地区に存在した総柱建物の一部は
瓦葺であった可能性が高い。ただし、瓦の出土量からみて、SB1801 や SB1803 について総瓦葺
きの建物を想定することはできない。一方、隅切瓦が出土している点から、付近に未発見の総
瓦葺の倉（瓦倉）が存在していた可能性はあろう。
　瓦の年代は、先述した第１区画南の北辺溝（SD2101）最下層から、郷里制段階の木簡に伴っ
て出土しており、8世紀前半に遡るとみて間違いない。従って、Aa 期の段階で瓦葺の正倉が
成立していた可能性が高い。瓦の出土分布は、全体として第１区画南にあたる調査区で多いの
に対し、第 2区画では SB0401 や SB1601 － Aなどの礎石建物が存在しているにもかかわらず、
瓦の出土量は少ない。この点も、相対的に古い時期の正倉建物に瓦葺が採用されたことを示唆
するものである。大橋泰夫氏によれば、瓦倉は東国、特に下野国・陸奥国・常陸国に多く、8
世紀前葉から中葉に造営が集中する（註 16）。

掘立柱建物跡　18 － A区では、側柱の掘立柱建物跡が集中して確認されており、この部分は一
貫して側柱の掘立柱建物が配されるブロックであったことがわかる。正倉院内に配された側柱
建物については、天平九年「和泉監正税帳」などに記された建物の寸法から、「屋」と呼称され
た土間ないし低床構造をとる物資収納施設である可能性と、正倉の管理棟ないし事務棟の可能
性が考えられている（註 17）。
　SB1804 は、前項で述べたように、低床の床張建物と推測される。添束は平側にも妻側にも伴
い、平側の柱穴に伴う添束は建物の内側、両妻の中央柱に伴う添束は本柱の西側に接して配さ
れている。この両妻中央の添束を結んだ線と、相対する平側の側柱に伴う添束結んだ線の交点に、
それぞれ床束が配される。桁行ないし梁行方向に大引を渡し、これと直行する方向に根太また
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は床板を並べた床張構造に復元できる。
　正倉院内で床張りの側柱建物が確認されている例として、宮城県東山官衙遺跡（陸奥国賀美
郡衙跡、SB158）（註 18）、福島県関和久遺跡（陸奥国白河郡家跡、SB24）（註 19）を挙げることが
できる。また、群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡（上野国佐位郡家跡、10 号掘立柱建物）でも、床束
を伴う側柱建物が報告されている（10 号掘立柱建物）（註 20）。
　SB1810 は桁行 2間×梁行 2間の東西棟で、小規模な円形の掘方をもつ小型の建物である。側
柱建物であるが平面は正方形に近い。こした SB1810 の特徴は、集落遺跡において竪穴住居跡
に伴って確認される掘立柱建物跡に近く、また豪族居宅と考えられる建物群内に、小型の総柱
建物とともに配置されている例がみられるものであり、納屋的な性格をもつ建物と推定される（註
21）。これに続く SB1804 ～ 1807・1811 も、SB1810 の機能を継承した屋である可能性が考えら
れよう（註 22）。

掘立柱塀　第 1区画南の区画溝内側を平行して掘立柱塀跡が確認されている。郡家の正倉院で、
溝と塀によって区画を 2重に巡らしている例はあまり知られていないが、鳥取県久米官衙遺跡（註
23）Ⅰ・Ⅱ期の正倉院を例として挙げておく。
　掘立柱塀は、前項で報告したように、16 － B区や 22 － 3 区検出部分では掘方が長辺 80㎝前
後の長方形で、塀に直行する方向に主軸をもつ部分がある一方、21 － 1Tや 22 － 1 区では掘方
の向きが塀の方向と一致し、掘方も長辺 1ｍを超えやや大きい。前者では、検出された柱痕跡
が円形であるの対し、後者では 22 － 1 区で角柱の柱根が遺存していた。これらの掘立柱塀には
今のところ、重複や建て替えの痕跡は認められず、掘方の形状や向きの違いは、掘立柱塀の構
造の違いを反映した可能性がある。この点については、調査地点数の増加を待って、改めて検
討すべきであろう。また、造営時の作業単位を反映した可能性にも留意したい。

区画溝・建物配置と地形との関わり　本節の冒頭で述べたように、福島県史跡地区は沖積低地と
自然堤防を含み込むように広がる。このうち第 1区画南は、福島県史跡地区南西部に形成され
た自然堤防を囲み込むように存在する。その北辺付近から北には自然堤防に伴う後背湿地が形
成されており、この部分にあたる 16 － A・B地区は建物の分布が希薄である。また、これより
更に北側には丘陵の裾が迫っており、標高が急激に高くなるが、この部分では SB0401 が確認
されているほか、昭和 30 年代の記録で多くの礎石が分布していることを確認できる。従って、
本地区の建物の配置や区画溝は、地形的な条件を考慮して策定された可能性が高い。

福島県史跡地区―正倉院跡―の変遷と問題点　寺家前北方地区・町地区では、郡庁院の北西側約
30 ｍおよび西側約 30 ｍの地点で、主軸方位を東に振る総柱建物が確認されており（SB1402・
1403・0201）、これらは本地区A期の正倉に先行する 7世紀後半ないし末の評制段階の正倉建
物と考えられる。これの詳細は第 3節で詳述されるが、本地区との関わりを述べれば、寺家北
方倉庫を区画する施設は確認されておらず、これらの正倉は明確な院を形成していない。この
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時期の正倉は本地区の正倉とは異なりオープンな構造となっていたと考えられる。これに対し、
本地区の正倉院は、郡庁院の北西約 140 ｍの位置に、溝による東西 137 ｍ×南北 96 ｍの区画と
して新たに設定されたものである。先述のように、この時期の正倉建物のうち、相対的に古い
掘立柱式の総柱建物には、前段階の寺家前北方地区の総柱建物と同規模のものがみられ、後述
する郡庁院と同様、前段階からの連続性をうかがうことができる。その一方で、本地区の正倉
院は郡庁院から離れ、溝による区画として新たに設定されている点が注目される。第 4節で報
告する遺跡西端の町池地区の官衙ブロックも、正倉院の西辺から 100 ｍ以上の距離を置き、両
者の間には無遺構地帯が存在する。これは、養老倉庫令にみえる「側開池渠。去倉五十丈内。
不得置館舎。」の規定を反映したものと理解することができる。
　『続日本紀』宝亀五年（774）七月二十日条には、「陸奥國行方郡灾。焼穀穎二万五千四百餘斛」
との記述がある。本地区で採集される炭化米は、正倉に納められた稲穀と考えられ、行方郡の
正倉が実際に火災に遭っていた可能性は高い。22 － 2 区では表土や溝覆土に炭化米が混入して
いるのが確認され、また古くから炭化米が採集できることで知られていた地点は第 18 － B地区
の東側付近である。従って、火災に遭ったのは区画の南東部に位置する建物であった可能性が
高い。炭化米が『続日本紀』に記載された正倉火災に伴うものとすれば、その実態に迫る所見
となろう。
　本地区A期からB期への重要な変化は、第 1区画の南と北を隔てていた区画溝が埋め戻され、
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両者を含み込んだ新たな区画が成立した点にある。北と南で明確に区分されていた正倉院内が、
この時期に統合された可能性が高い。その背景は明らかにし難いが、例えば官稲混合などのよ
うな租税の運用方式の変化を契機として、A期に機能分化が、B期には解消・統合されたと考
えられる。あるいは、A期から B期への画期に先の正倉火災が影響していたと仮定すれば、延
暦十年（791）二月十二日太政官符において、正倉火災の類焼を防ぐために「自今以後。新造倉庫。
各相去必須十丈已上。地有寛狭。随便議置。但旧倉者。修理之日。亦宜改造。」と定めた規定を
反映し、新造倉庫の間隔を広くとるようにした結果とも考えられ、SB1601 － Aや SB0401 など
この時期になって第 2区画内に成立する礎石建物が、他の建物と広い間隔をあけて展開してい
る点と一致する可能性がある。
　正倉区画の構造変化は、律令国家の地方財政の管理・運用方式の変化を反映したことが予想
され、本遺跡における変遷についても、その背景を探っていく必要がある。特に本遺跡は、文
献史料に正倉火災についての具体的な記述がみられ、実際にその遺跡が発掘された稀少な事例
であり、今後の調査の進展によっては文献史料との対比が可能となるものと思われる。
　本地区におけるこれまでの調査成果によって、正倉院の四至は確定した。溝によって囲まれ
た正倉院の区画は、県指定範囲の西半に収まることとなった。ただし、発掘調査は行われてい
ないものの、昭和 30 年の県史跡指定当時の記録をみると、県指定範囲の東半にも礎石が分布し
ていたことがわかり、ある時期には正倉建物が更に東にも展開したと推定される。その内容に
ついては今後の課題となる。調査が行われた部分は福島県史跡地区のごく一部であり、正倉建
物の配置構造の解明によって、今後解明されるべき課題であろう。

註１　その経過については、『原町市内遺跡発掘調査報告書』10（2005 年、福島県原町市教育委員会）を参照されたい。
註２　 山中敏史「古代の倉庫群の特徴と性格―前期難波宮の倉庫群をめぐって―」『クラと古代王権』1991 年　直木孝

次郎・小笠原好彦編著　ミネルヴァ書房、『古代地方官衙遺跡の研究』 1994 年　塙書房、
註３　 松村恵司「古代稲倉をめぐる諸問題」『文化財論叢』1983 年 同朋舎、「正倉の存在形態と機能」『古代の稲倉と村落・

郷里の支配』1998 年 奈良国立文化財研究所、鈴木啓「南奥の郡倉」『福島の研究』第１巻 地質考古編 1986 年
註４　山中敏史氏のご教示による。
註５　國下多美樹「基礎構造からみた古代都城の礎石建物」『長岡京古文化論叢』Ⅱ 1992 年
註６　 深谷市教育委員会、知久裕昭氏から種々のご教示をいただいた。
註７　鳥羽政之ほか『中宿遺跡』Ⅲ、埼玉県大里郡岡部町埋蔵文化財調査報告書第４集、1999 年　岡部町教育委員会
註８　堀部昭夫ほか『千葉県我孫子市日秀西遺跡発掘調査報告書』　1980 年　財団法人千葉県文化センター
註９　 大橋泰夫『那須官衙関連遺跡』Ⅰ　栃木県埋蔵文化財調査報告第 141 集　1994 年　栃木県教育委員会・( 財 ) 栃

木県文化振興事業団
註 10　山本賢一郎「常陸国筑波郡衙の正倉遺構」『古代の稲倉と村落・郷里の支配』　1998 年　奈良国立文化財研究所
註 11　 山中敏史氏は、こうした特徴をもつ地業について、布地業を総地業が切っている可能性があり、一連の工程か否

かの検討が必要と指摘している（「Ⅲ－７　礎石下の基礎地業工法」『古代の官衙遺跡』Ⅰ 遺構編、2003 年、独
立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所）。筆者は、SB1803 ｃについては、上部の総地業部分から下部の布地
業部分へ土層が連続することから、一連の工法であるとみている。

註 12　 山中敏史氏は、郡家正倉を構成する各倉の構造や規模にバラツキがあることについて、収納税目の違い、造営分
担による技術・労働力編成の違い、各倉が何回かにわたって１棟ないし数棟が順次追加造営されたことによる造
営時期の違いが反映されている可能性を想定している（山中、前掲註２書）。

註 13　 國下多美樹氏は、都城の礎石建物を分析・検討し、礎石建物の基礎工法は当時の工人集団が、建物の地盤の状態
や上屋構造に応じて選択を行っていると推定されること、都城の礎石建物では、基礎構造が施工技術者集団の個
性や技術的系譜を反映したものとみなせることを明らかにしている（國下、前掲註５論文）。

註 14　 この点は、註 15 で後述するように、本地区出土の瓦が寺院の瓦とは異なる特徴をもち、寺院における瓦生産・
造瓦組織が８世紀前半代になお継続していたと考えられるにも関わらず、同時期の正倉建物所用瓦は、これとは
別の造瓦組織が編成されて生産された実態があったこととも関連する。正倉の造営には在地で保持された技術と
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は別に造営技術者が編成・派遣されたと考えられ、これが正倉建物の造営・維持・管理の実態であったと解したい。
註 15　 原町市教育委員会『原町市内遺跡発掘調査報告書』８、2003 年。同報告のなかで筆者は、本地区出土の平瓦を

分析した。その結果、本地区で出土する平瓦は特定の２種（ 状タタキ・雨垂状タタキ）が 95％を占めるの　
に対し、他の官衙ブロックでは 60％前後に留まること、寺院跡の存在が推定される舘前地区では、多量の瓦が
出土しているにもかかわらず、この２種の平瓦はごく少量であることが明らかとなったことから、上記２種の平
瓦は本地区に広がる官衙ブロック、すなわち正倉院所用瓦として生産されたものであると位置づけた。詳細につ
いては、別途報告する予定である。

註 16　 大橋泰夫「丹塗り瓦倉の評価―上神主・茂原官衙遺跡を中心に―」『栃木県考古学会シンポジウム　上神主茂原
官衙遺跡の諸問題』 2007 年。正倉の瓦葺化について、国衙が関与し蝦夷政策を背景とした地方官衙施設の荘厳
化と位置づけた氏の見解は興味深い。本遺跡における正倉院所用瓦が、寺院の造営とは別に、国衙の関与によっ
て行われたと解されるからである。

註 17　山中、前掲註２書
註 18　高野芳宏ほか『東山遺跡』Ⅱ 多賀城関連遺跡発掘調査報告書第 13 冊　1988 年　宮城県多賀城跡調査研究所
註 19　木本元治ほか『関和久遺跡』 1985 年　福島県教育委員会
註 20　 伊勢崎市教育委員会、出浦崇氏より種々のご教示をいただいた。
註 21　 松村恵司氏は、集落にみられる倉はいずれも穎倉であり、標準房戸に必要な穎倉は、桁・梁とも3.6ｍ（12尺）程度（最

大収納力 600 束）の２×２間の倉であるとしている（松村、前掲註３論文）。また山中敏史氏は、正倉院内に平
面が正方形に近い側柱式高床倉庫が造営された可能性を想定している（山中、前掲註２書）。SB1810 は、このよ
うな側柱式高床倉庫の事例となる可能性が高い。具体的な構造としては丸木倉が想定できよう。いずれにしても、
SB1810 は、官衙遺跡に一般的な規模の側柱建物とは異なることから、官舎とするよりは、穎稲収納用の建物と
考えた方が妥当性が高いように思われる。また、山中敏史氏は、文献史料から知られる「借倉」・「借屋」について、
「集落や豪族居宅などに所属していた倉や屋を移築したもの、あるいは、豪族の私的な財力や労働力の徴発によっ
て郡衙正倉域内や正倉別院などに造営された倉庫」としている ( 山中、前掲註 2書 )。SB1810 が側柱建物に継承
される在り方は、こうした民間施設を官の収納施設として利用した「借倉」・「借屋」の存在形態を示すのかも知
れない。

註 22　 先に床張建物が確認されている例とした関和久官衙遺跡では、２×２間の小規模な総柱建物（SB22・23）から、
床束を伴う側柱建物（SB24）へと同位置で変遷していることが明らかとなっており ( 木本ほか、前掲註 19 書 )、
小規模な倉から側柱建物へと変遷している点で類似する。

註 23　 松山市教育委員会・（財）松山市生涯学習振興財団文化財センター『松山市埋蔵文化財年報』Ⅸ 平成８年度　
1997 年
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　　　第２節　寺家前地区の調査

　第１項　寺家前地区の概要

　寺家前地区は、福島県史跡地区の東側に隣接する。この地区の現況は、大半が水田で一部が
畑地・宅地となっており、中央部を市道が走る。第 2次調査では本地区の南西部、市道北側の
第 13・14 次調査では北西部、これらの東側で実施した第 17 次調査では東部を確認している。
　寺家前地区は丘陵裾の南緩斜面に立地し、遺構検出面の標高は地区の北辺付近で 5.7 ｍ前後、
南辺付近で3.7ｍ前後を測る。市道北側に位置する17－A・D・F区は3枚の水田区画に分けられ、
棚田状の造成が行われている。14 － D・F区は同じ水田区画内の西側と東側に設けた調査区で
ある。17 － A区・14 － D・F区は、水平な水田面を造成する際に斜面を階段状に削平してい
るため、斜面上位北寄りで著しい削平を受けていた。耕作層を除去すると、北寄り部分では地
表下 20cm程で黄褐色土層（シルト質）に到達したが、南側では表土が厚く、その下層から旧
地表である黒色土層が確認された。従って、遺構の検出面は１枚の水田を単位とした北寄りの
部分では黄褐色土層もしくはその上層の前位層、南寄り部分では旧表土の黒色土層上面である。
17 － A区の東側に設定した 14 － B・C・G区の現況は畑であるが、水田利用の際に削平を受け
ており、17 － A区で確認されたような黒色土層は確認されなかった。遺構検出面は 17 － A区
と同様の黄褐色土層である。2－A区、17 － D・E・F・G区は市道南側の水田に設定した調査
区である。市道北側部分と同様に、水田を造成する際に斜面上位側の地山を大きく削平している。
従って 17 － D・E・F区では、調査区北寄りの削平が著しく、柱掘方の底面部分しか遺存して
いなかったが、南側の遺構の残存状況は良い。また、ほ場整備前の現況では、2－ A区が位置
する水田は東側よりも一段低くなっており、深い位置まで削平を受けていた。
　検出された遺構は、
掘立柱建物跡 21 棟、掘
立柱塀 21 列、溝跡 2条、
土坑 38 基、玉石敷遺構
などである。なお、本
地区で確認された遺構
群の大きな特徴は、同
位置での重複が著しい
点である。そこで本節
では遺構の重複関係を
色別で表示することと
した。

第Ⅵ章　発見遺構

Fig.101　寺家前地区の位置



－ 130 －

　第２項　掘立柱建物跡

SB1701（Fig.103・105）17 － A区中央部に位置する南北棟の掘立柱建物跡で、主軸方位は

N16°30′Eを示す。南側は調査区外にかかる。SB1710・1711・1712、SD1701 と重複し、これ

より古い。また北西隅に掘立柱塀 SA1406 が取り付く。

　建物の構造は、桁行 6間以上×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 16.2 ｍ以上（2.7 ｍ

等間）、梁行総長 3.9 ｍ（1.95 ｍ等間）を測る。当建物跡は、東約 35 ｍに位置する 17 － C・17

－ D区で確認された南北棟建物 SB1704 と北妻の柱筋を揃えて対面する配置をとり、桁行は同

建物跡と同様の 8間である可能性が高い。

　柱掘方は長辺 1.5 ～ 1.2 ｍ、短辺 1.25 ～ 0.8 ｍの長方形で、東西方向に長軸をとるものが多い

が、北西隅柱は南北に長い。東側柱列北第 5柱は、SB1712 の柱掘方を断ち割ったサブトレンチ

内で確認することができた。検出のみにとどめた柱掘方が大半であるが、上面の観察によれば、

柱掘方埋土は旧表土に由来すると推定される黒色土が主体となり、混入物が比較的少ない点に

特徴がある。

　半截した北西隅柱では、柱掘方埋土が黒色土・黄褐色土による混合土（2層）と、混入物の

ない黒色土（３層）の、合わせて 2層にしか分層できず、細かい互層の版築はみられなかった

（Fig.105　a － á）。また、同じく半截した西側柱列北第 5柱では比較的細かく分層が可能であっ

たが、やはり柱掘方埋土の主体は黒色土で、黄褐色土のブロックを含むものと、混入物のない

ものとに分けられた（Fig.105　b － b́）。このほか、東側柱列北第 6・7 柱については、明確な

柱掘方のプランを検出できなかったが、柱位置では小礫の詰まった径 30cm程の円形のプラン

を確認した。

　２基の柱掘方が位置する部分は旧表土が残存している一方、先述のように柱掘方埋土も同じ

旧表土に由来する黒色土であるため、旧表土を検出面としたこの部分では、柱掘方の輪郭を識

別するのが困難であった。しかし、柱位置で確認した小礫による円形プランは、後に敷設され

た玉石敷の礫が、当該建物の柱が腐朽して後に、柱痕跡内に落ち込んだことによって形成され

たものと考えられる。従って、柱位置が捉えられたことから、敢えて旧表土を断ち割るなどし

て柱掘方のプランを確認することはしなかった。なお、半截した西側柱列北第 5柱と、SB1712

の柱掘方を断ち割ったサブトレンチ内で確認した東側柱列北第 5柱では、柱根が遺存していた。

前者では、柱の太さは径 21cm を測る。そこでは柱掘方底面の柱位置が 24cm 程の深さに掘り

窪められ、柱根はその中に据えられていた。柱掘方内に柱の据え方を設ける形態である。また、

半截した北西隅柱および西側柱列北第5柱の柱掘方で柱掘方底面の標高を計測すると、前者は4.5

ｍ、後者は 4.2 ｍ（柱根の下端で 3.96 ｍ）である。北側に位置する北西隅柱の方が、10 ｍ程南

に位置する西側柱列北第 5柱よりも 30cm程高い。

　前述したが、寺家前地区の立地する地形は南へ向かって緩やかに傾斜しており、当時の地表

第２項　掘立柱建物跡
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Fig.103　SB1701

Y
=1
04
.41
0

Y
=1
04
.42
0

X=183.200X=183.200

X=183.205

X=183.210

X=183.215X=183.215

Y
=1
04
.41
5

0 (S=1/100) 5m

SB1711SK1402

SK1415

SD1701

SB1712

a
a′

A

A
′

A
′

A

b′
bb

柱根

旧表土

SD
1701

玉石敷

調　査　区　外

H
=
5.6m

SB1701

第Ⅵ章　発見遺構



－ 134 －

面が遺存している部分では、5ｍにつき約 15 ～ 20cmの割で標高を下げている。柱掘方底面の

標高差はこれに対応したものと考えられ、斜面に直行する南北棟建物の建設にあたっては、盛

土等の旧地形に対する造作は行われず、傾斜面にそのまま建てられたものと推測される。

SB1702（Fig.104・105）17 － A区の東端に位置する南北棟の掘立柱建物跡で、南側は調査

区外にかかる。主軸方位は柱位置が不明なため明確でないが、ほぼ真北を指す。当建物跡は、

西側約 35 ｍに位置する SB1408 と北妻の柱筋を揃え対面する位置にある。

　重複関係では、南北に走る水田用水路に建物中央部を切られるほか、SB1711・SA1701・

SK1701、1702・1703、SD1702 に切られ、SB1703 を切っている。建物構造は桁行 4 間以上×

梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、柱は抜き取られているので柱位置は不明確である。桁行総長

10.8 ｍ以上（2.7 ｍ等間）、梁行総長 4.2 ｍ（2.1 ｍ等間）と推定される。

　柱掘方は一辺 1.5 ｍ程の正方形に近いものが多い。西側柱列北第 3柱は、SK1701 を掘り上げ

て確認した。また西側柱列、特に北西隅柱および西側柱列北 5柱は玉石敷に伴う小礫の広がり

と位置が重なり、玉石敷が柱掘方を覆っているようにも見えるが判然としない。また、小礫の

多くが柱抜き取り痕跡の内部に多量に混入していたため、玉石敷の上面で柱掘方のプランを検

出するのは困難であった。従って、玉石敷の一部を掘り下げることにより、柱掘方のプランを

確認している。なお、北西隅柱の柱掘方のプランを確認するために小規模なサブトレンチを設

けて掘り下げたところ、土師器高杯の脚部が１点出土した。

　SA1701 の柱掘方と重複する北東隅柱の柱掘方を半截した（Fig.105　c － ć）。検出面から

の柱掘方の深さは 1ｍ程を測る。断面を観察すると、細かい版築のみられる柱掘方埋土を切っ

て、柱抜き取り穴が南側から掘り込まれている状況が観察できた。柱掘方埋土は、黄褐色土・

暗褐色土・暗灰色土（グライ化した暗褐色土）などが主体となるが、各層の混入物は少ない。

柱抜き取り穴は柱掘方底面まで達しているが、南側には深さ 40cm程の浅い部分がある。柱抜

き取り穴内に堆積した土層は黄褐色土のブロックを多く含む暗褐色土で、自然堆積を示さな

い。また多くの層に礫が入る。土層の堆積状況から埋め戻しによるものと思われる。更に土層

断面からは、SA1701 の柱抜き取り穴とみられる掘り込みがこの層を切っている状況が観察され

た。従って SB1702 の柱抜き取り穴は、SA1701 の柱掘方を兼ねていると理解され、SA1701 の

柱は、SB1702 の柱抜き取り穴を柱掘方として利用して立てられたと推定される。この SA1701

に伴う柱抜き取り穴の位置は、SB1702 の柱抜き取り穴のうち南側の浅い部分に当たっており、

SA1701 の柱の根入れが、SB1702 建物に比して浅かったことを示すのであろう。

　なお、半截した北東隅柱の底面は標高 4.4 ～ 4.5 ｍである。また、その南側 5ｍ程の地点に位

置する西側柱列北第 3柱は、SK1701 に切られるため土坑壁で柱掘方の深さを確認でき、底面の

標高は 4.3 ｍと判明した。従って後者は前者より 20cmほど低いことが判明し、この標高差が地

形の傾斜に対応するとみれば、SB1701 と同様、当建物跡も傾斜地にそのまま建てられたものと

第２項　掘立柱建物跡
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考えられる。

　ところで、本建物跡は先述のように、西側柱列の柱掘方の一部が、後述する玉石敷の位置と

重なり、その部分では柱掘方のプランが不明瞭であった。それは、玉石敷に伴う礫が、柱掘方

の一部を覆っていたためであると推定している。その一方で、玉石敷は建物の内部にあたる部

分や、建物の東側へは広がっていない。建物の中央部を現代の用水路が切っているものの、玉
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石敷は建物の床にあたる範囲には敷設されていなかった可能性が高い。また、建物の柱掘方が

玉石敷を切って掘り込まれた場合、柱掘方の埋土には礫が多量に混入するはずであるが、断ち

割った北東隅柱の柱掘方埋土に礫はほとんど混入していなかった。

　これらの所見から、本建物跡と玉石敷は同時期の所産である可能性を指摘しておきたい。そ

して、SB1702 など建物を建設する→建物以外の部分に玉石を敷く、という造営手順が想定され

ることになろう。

SB1703（Fig.104・105）17 － A区東端に位置する東西棟の掘立柱建物跡である。主軸方位は、

柱位置が明確でないがW16°30′Nを指すものと思われる。現代の水路に東側を切られるほか、

SB1702・1711・1712、SK1701・1705、SD1702 に切られている。

　現代の水路や SK1701 を掘り上げた結果、北側柱列西第 2・第 3柱、南側柱列西第 2・第 3柱

の柱掘方を確認していたが、東側は調査区外へ延び、また西側の大半が玉石敷に覆われていた

ことから、建物の内容は不明確であった。従って、玉石敷の下層に位置する柱掘方の確認によ

り建物の規模を確定することを意図し、柱位置を考慮して玉石敷を断ち割るサブトレンチを設

定した。

　その結果、玉石敷の下層で西妻の柱掘方を含め新たに 5基の柱掘方が確認され、建物の西端

を確定することができた。建物の規模は、桁行 3間以上×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。

柱が抜き取られているため柱位置が不明確だが、桁行 2.7 ｍ等間で総長 8.1 ｍ以上、梁行は 2.4

ｍ等間で総長 4.8 ｍと推定される。

　東西棟建物の西側 3間分を調査区内で確認したことになり、東妻は未確認となるが、桁行 4

間に復元すると、これと同方位をとる SB1706・1707・1701・1704 などで形成される区画の中

軸線に、本建物の中軸線が一致することから、桁行 4間（総長 10.8 ｍ）である可能性が最も高

いと考えている。

　なお、この建物の規模は、第７項で述べる寺家前地区 B期における正殿である SB1710 の身

舎と一致する。本建物も B期のそれと同様に四面廂付建物となる可能性を考慮し、北側柱列を

西に延長した位置と西側柱列を北に延長した位置までサブトレンチを延ばしたが、廂とみられ

る柱掘方は確認されなかった。従って、北側・西側には廂を伴わないことが確定した。

　一方、南側柱列西第 4柱の柱掘方の南側約 1.5 ｍの位置にやや小型の柱掘方を確認しており、

これを廂の柱掘方と仮定すれば、南廂の建物に復元できる。ただし、他の部分では、後出の

SB1702 や SB1712 と重なるため、柱掘方の有無を明かにすることはできなかった。

　柱掘方は長辺 1.5 ～ 1.2 ｍ×短辺 1.35 ～ 0.9 ｍの長方形で、南北方向に長軸をとるものが多い。

柱は抜き取られているが、南側柱列西第 4柱では柱痕跡を確認できる。径は 30cmである。柱

掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土である。西妻の柱列を検出した南北サブトレンチ

の東壁では、玉石敷の礫層と玉石敷直下の暗褐色土による整地土が、本建物の柱掘方を覆うと

ともに、柱抜き取り痕跡内に流入している状況が観察された（Fig.105　d － d́）。
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SB1704（Fig.105）17 － C区で北妻柱列を、17 － D区で南妻柱列を確認した南北棟の掘立柱
建物跡で、主軸方位はN16°30′Eを示す。北西隅柱を現代の水路跡に切られている。
　南・北両妻と、東側柱列北第 2柱を確認したのみであり、また北東隅柱と東側柱列北第 2柱
は抜き取られているため、間尺や平面形式については不明な点が残る。桁行は総長 22.2 ｍ、北
東隅柱と東側柱列北第 2柱との柱間がおよそ 2.8 ｍを測ることから、2.8 ｍ前後の柱間で 8間の
側柱式掘立柱建物に復元できる。梁行は 2間で柱間寸法が 1.95 ｍ等間の総長 3.9 ｍである。北
東隅柱・南東隅柱には、それぞれ南北掘立柱塀が連結する（SA1703・SA1705）。
　柱掘方は長辺 1.4 ～ 1.3 ｍ、短辺 1.3 ～ 1.1 ｍ程の長方形で、南北方向に長軸をとるもの、東
西方向に長軸をとるものの両者がある。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土である。
　なお、南東隅柱及び南妻中央柱の柱掘方では柱根が遺存していたが、現代の水田造成に伴う
削平によって柱掘方の上部が攪乱されており、柱は倒れた状態で出土している。柱の太さは
30cmである。

SB1705（Fig.107・112・127）2 － A区で西側 4間分を、17 － F区で東妻の柱列を確認した
東西棟の掘立柱建物跡である。先述したように 2－A区は他の発掘区に比べて北側の削平が著
しいため、北側柱列西第 2・3・4 柱は遺存していなかった。東妻部分も大きな土坑状の撹乱に
切られている。重複関係では SB1706 より新しく、SA1712 より古い。
　SB1405 と両妻柱の柱筋を揃えて対面する位置にあり、また SB1710 と中軸線が揃う。南西隅
柱には SA0202 が取り付く。主軸方位はＷ１°30′Ｓを示す。
　建物の構造は桁行 7間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。建物の規模は、桁行の柱間寸
法が 2.7 ｍ等間で総長 18.9 ｍ、梁行の柱間寸法は 2.1 ｍ等間で総長 4.2 ｍを測る。柱掘方は長辺
1.2 ～ 0.8 ｍ、短辺 1.1 ～ 0.6 ｍ程の長方形で、南北方向に長軸をとるもの、東西方向に長軸をと
るものの両者がある。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土である。北東隅柱と南東
隅柱では柱根が遺存していた。断ち割った南東隅柱では、柱掘方の深さは検出面から約 40cm
を測る（Fig.112　f － f́）。柱掘方の上部が削平され柱根の残存する底面近くが残るのみである。
なお、北東隅柱の柱根は撹乱によって傾いた状態で残っていた。柱根はどちらも太さ約 30cm
である。

SB1706（Fig.107・127）17 － E区で東妻の柱列、17 － F区で北・南側柱列の一部を確認し
た東西棟の掘立柱建物跡である。主軸方位はＷ 16°30′Ｎを示す。重複関係では SD1708 を切り、
SB1705、SA1712 に切られる。また、南東隅柱には SA1710 が連結する。
　建物の構造は側柱式掘立柱建物で、その規模は梁行 2間で柱間寸法は 1.95 ｍ等間の総長 3.9
ｍを測る。桁行については、17 － E区と 17 － F 区で合わせて 4間分（2.7 ｍ等間の総長 10.8
ｍ以上、）を確認しており、更に調査区外へ延びている。しかし、2－A区では本建物の西側部
分とみられる柱掘方は確認されていない。従って、17 － F区西側の調査区外に西妻が位置する
可能性がある。ただし、先述のように 2－ A区の北側は削平が特に著しく、SB1705 の北側柱
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列と同様に、西半部の柱掘方が失われてしまった可能性もある。それに加えて、SB1706 の東妻
は後述する SB1707 と柱筋がほぼ揃うこと、柱間寸法が一致することから、両者は同規模で対
面する位置に配置された可能性が高く、本建物の桁行は SB1707 と同様の 7間に復元すること
も可能と思われる。
　柱掘方は長辺 1.45 ～ 1.0 ｍ、短辺 1.15 ～ 0.8 ｍ程の長方形で、東妻の柱掘方は東西方向に、
それ以外の側柱は南北方向に長軸をとる。柱掘方埋土は黄褐色土のブロックを含む黒褐色土で
ある。北側柱列東第 4柱で確認した柱痕跡の径は 30cmを測る。また北東隅柱では、柱根の表
面に近い部分の木質が僅かながら残存していた。そこから計測した柱の径は 21cmである。

SB1707（Fig.107・108）17 － A区北東端で南側柱列の西 3間分と西妻中央柱の一部、17 －
B区で東妻と東側 1間分を確認した東西棟の掘立柱建物跡である。主軸方位はＷ 16°30′Ｎを示
す。重複関係では SB1704、SK1708 に切られる。また北東隅には SA1702 が取り付く。
　建物の構造は側柱式掘立柱建物で、多くの柱掘方で柱が抜き取られている。従って、正確な
建物規模は不明確であるが、桁行の柱間寸法は、2.74 ｍ等間の総長 19.2 ｍを測り、この間尺をもっ
て未調査部分を復元すると、桁行 7間の建物であると推定される。梁行は 2間で、柱間寸法が 2.0
ｍ等間の総長 4.0 ｍである。柱掘方は長辺 1.0 ～ 1.4 ｍ、短辺 1.0 ｍ～ 1.2 ｍ程の正方形に近い長
方形で、南北方向に長軸をとるものが多いが、南西隅柱・西妻中央柱・南東隅柱は東西方向に
長軸をとる。埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土である。

SB1708（Fig.109・112）17 － G区で確認した掘立柱建物跡であり、南西部は調査区外にかか
る。建物の主軸方位はＷ０°を示す。重複関係では SA1709 に切られている。
　建物の構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、建物規模は、桁行が 2.1 ｍ等間の総
長 6.3 ｍ、梁行は 2.4 ｍ等間の総長 4.8 ｍを測る。柱は抜き取られている。
　先の報告では、本建物は総柱構造の八脚門と推定した（註１）。しかし、八脚門とした場合、親
柱列となるべき柱掘方の規模が小さく、加えて柱間寸法が不揃いであること、周囲には SB1709
を始め、いくつかの建物跡・掘立柱塀が重複して存在している可能性があることから、重複す
る別の建物の柱掘方を八脚門の親柱と誤認した可能性もある。
　現状の調査範囲だけでは、この位置に重複して存在した建物の数を確定できないが、本建物
跡の位置は、SA1709a・1704・1401・1403・0201 などの掘立柱塀で形成される長方形区画の南
辺中央に位置すること、同区画南辺の掘立柱塀が妻の中央柱にのることから、本建物が門とし
ての機能をもった可能性は高いと考えている。
　柱掘方は長辺 1.2 ｍ、短辺 1.0 ｍ程の長方形である。北東隅柱を半截して土層断面を観察した
（Fig.112　g － ǵ）。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土である。埋土に細かい版築
は認められなかった。また、柱掘方底面の柱位置が掘り窪められ、拳大～人頭大の礫が敷かれ
ていた。
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SB1709（Fig.109）17 － G 区で確認した側柱式掘立柱建物であり、建物の東半は調査区外に
かかる。調査区内で西妻、北側および南側柱列の一部を確認したが、西半部の撹乱が著しく、
また東半部が調査区外にかかるため詳細は明らかでないが、建物の構造は桁行 3間×梁行 2間
であり、建物の規模は、桁行の柱間寸法が西から 2.4 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.4 ｍの総長 6.9 ｍ、梁行の
柱間寸法は北から 2.7 ｍ＋ 2.1 ｍの総長 4.8 ｍと推定される。
　検出した柱掘方のうち、西側柱列北第 2柱と推定される柱掘方では柱根が遺存しており、そ
の周囲には拳大の礫が敷かれていた。
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　本建物跡は、門の親柱となるべき位置に柱掘方がないが、SB1708 の位置を踏襲し、その機能
を継承した建物と考えた場合、やはり門としての機能を持ったものと推定される。

SB1710（Fig.110・112）17 － A区中央部で確認した掘立柱建物跡である。SB1405・1408・
1702・1705 の各建物によって形成される区画の中央やや北寄りに位置している。重複関係では
SB1701 を切り、SB1711・1712、SD1701、SK1414・1415 に切られる。主軸方位はＷ１°30′Ｓ
を示す。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱の身舎の四面に廂を伴うものである。南廂の柱掘
方のいくつかは、SB1712と重複するため未確認であるが、西第4柱の柱掘方はSB1712を断ち割っ
たサブトレンチ内で確認している。また、身舎の入側柱のうち北東隅柱の柱掘方は、SK1415 を
掘り上げて土坑の壁面で確認した。
　建物の規模は、身舎の桁行柱間が 2.7 ｍ等間の総長 10.8 ｍ、梁行柱間が 2.4 ｍ等間の総長 4.8
ｍ、廂の出は北・南面廂が 2.1 ｍ、東・西面廂が 1.5 ｍで、廂を含めた総長は桁行 13.8 ｍ、梁行
9.0 ｍを測る。
　各柱掘方は、身舎・廂ともに方形の柱掘方に不整長楕円形ないし舌状、もしくは不整形の掘
り込みが重複している。掘り込みの平面形は、不整な形状のものが多いことから、当初は柱抜
き取り痕跡と推定していた。身舎の北西隅柱を断ち割って断面を観察した際にも、掘り込みの
断面形は南壁が緩やかに立ち上がる形態であったことから、同じ所見を持った。
　しかし、北廂の東第 3柱を半截した結果、柱根が遺存していた。また、身舎の西妻中央柱、
廂の北東隅柱、西廂の北第 2柱、北廂の東第 2柱では、掘り込みの上面で柱痕跡とみられる円
形のプランを確認した。さらに、身舎の北入側柱列西第 2柱には、礫の落ち込んだ円形のプラ
ンが認められたが、これは柱が腐食した後に玉石敷に伴う礫が落ち込んだことによって形成さ
れたものとみられ、やはり柱痕跡と考えられる。
　以上のことから本建物は、当初は方形の柱掘方が掘削されることで建設されたが、その後に
当初の建物の柱が抜き取られ、その柱抜き取り穴を利用して新たに柱を建て直すことにより建
て替えられたと考えられる。この点は、先述した SB1702 の柱抜き取り穴を利用して SA1701 が
建てられたのと同様の工法と推定される。
　以下、古い時期を SB1710 ａ、SB1710b とする（Fig110 では a期を青、b期を水色で表示）。
【SB1710a】SB1710 ａの柱掘方は、身舎で一辺 1.2 ｍ～ 1.6 ｍの方形、廂で長辺 0.8 ｍ～ 1.2 ｍ、
短辺0.65ｍ～1.15ｍの長方形を呈する。柱掘方埋土は、黄褐色土ブロックを含む黒褐色土である。
断ち割った身舎の北西隅柱では、黄褐色土・黒褐色土主体層などによる細かい版築が認められ
た（Fig.112　i － í）。
　柱掘方の深さは検出面から約 110cm を測る。また身舎の北東隅柱は、SK1415 の壁面で確認
した結果、深さは約 120cmである。また、西廂の北第 3柱を断ち割った結果、柱掘方底面で柱
のあたりが確認できた。同柱掘方の埋土は、黒褐色土・黄褐色土による互層であり、5～ 20cm
の厚さで版築が認められた（Fig.112　j － j́）。柱掘方の深さは検出面から約 60cmを測る。
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Fig.110　SB1710
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Fig.112　柱掘方断面（2）　
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【SB1710b】SB1710b の柱掘方は、長軸 1.0 ｍ～ 1.5 ｍの不整長楕円形、または不整形を呈する。
SB1710a の柱抜き取り穴兼 SB1710b の柱掘方である。
　廂の北西隅柱、北廂の東第 2～ 4 柱、西廂の北第 2柱、身舎の北入側柱列西第 3柱は細長い
楕円形状を呈し、南側から掘り込まれている点で共通する。身舎の北入側柱列西第 2・4柱、西・
東妻の中央柱・南入側柱列西第 3柱は、北東ないし北西側から掘り込まれており、楕円形ない
し不整円形を呈する。
　これらのうち、身舎の西妻中央柱と北入側柱列西第 2柱、廂の北東隅柱、西廂の北第 2柱、
北廂の東第 2柱では柱痕跡を確認している。先に示した建物の規模は、これに基づいて計測し
たものである。
　柱痕跡の径は、身舎・廂とも約 20cmを測り差がない。また、北廂の柱列のうち東第 3柱の
柱掘方を半截し、土層断面を観察した（Fig.112　h － h́）。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含
む暗褐色土であるが、SB1710a の柱掘方にみられたような細かい版築はみられなかった。また、
同柱掘方では先述のように柱根が遺存していた。柱の径は約 22cmである。

SB1711（Fig.111・112）17 － A区中央部で確認した東西棟の掘立柱建物跡である。主軸方位
はＷ２°Sを示す。SB1712 の背後に位置し、互いの桁行中軸線を揃えて配置されている。他の
遺構との重複関係では、SB1701・1702・1703・1710、SK1402・1707、玉石敷を切り、SD1702・
SK1403 に切られる。
　建物の構造は桁行 10 間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行は柱間寸法が 3.0 ｍ等間の総
長 30.2 ｍ、梁行柱間寸法が 3.0 ｍ等間の総長 6.0 ｍを測る。建て替えは認められない。
　柱掘方は、大半が長辺１ｍ前後、短辺 80cm前後の長方形であるが、北東隅柱、北側柱列西
第 2・3・5柱、南側柱列東第 2・5柱など、一部は片方の短辺に突出部がみられる凸字形を呈する。
これは柱抜取痕跡の重複ではない。後者は、北東隅柱では突出部が南側に、北側柱列西第 2・3・
5柱では西側に、南側柱列東第 2・5柱では東側にみられる。
　柱痕跡は明褐色土で径 20 ～ 35cm程、一部に焼土・炭化物の混入がみられた。検出した柱掘
方のうち、東妻中央柱、南側柱列西第 2柱を半截した（Fig.112　k － ḱ・j － j́）。検出面から
の深さは、前者が約 65cm、後者が 70cmを測る。いずれも柱掘方埋土は明褐色土・暗灰褐色土・
黄褐色土ブロックの混合土であり、細かい版築層は認められなかった。
　なお東妻中央柱では礎板が残っていた。礎板は長さ 17cm、幅 6cm、厚さ 1cm程の板材である。

SB1712（Fig.113・114・115・116）17 － A 区南端で確認した東西棟の掘立柱建物跡で、
南側は調査区外にかかる。主軸方位はＷ２°30′S を示す。SB1701・1710、玉石敷を切り、
SK1704 に切られる。また、SB1711 と中軸線が揃う。
　当建物跡には、同位置での建て替えによる 2 時期の変遷が認められた。以下、古い順に
SB1712 a・SB1712b とする（Fig.111・114 ～ 116 では a期を黄色、b期を橙色で表示）。
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【SB1712a】SB1712a の規模は、SB1712b に切られているため柱位置を明確にし得なかったが、
SB1712b と同規模の建物と考えられる。
　柱掘方は、柱間 1間ないし 2間分が布掘り状に掘られている点に特徴がある。すなわち、北
側柱列西第 2・3・4 柱、北西隅柱と西妻柱列北第 2柱、東妻柱列北第 2柱と第 3柱の柱掘方が
それぞれ連続して掘り込まれている。

【北西柱列 西第２・３・４柱】

【北西隅柱】

Fig.115　SB1712（3）
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　北東隅柱と北側柱列東第 2柱は独立しており、SB1712 の柱掘方と重複するため不明瞭ながら、
長軸 2.5 ｍ程の不整形を呈する。北側柱列西第 2・3・4柱は上面の検出で長さ 11 ｍ以上、幅 2.4
ｍ～ 3.3 ｍの舌状を呈する。
　検出当初の上面観察で、この SB1712a の掘方埋土を整地跡と推定し、これを SB1712b の柱掘
方が掘り込んでいると理解していた（註２）。このため、そのプランを半截することによって片
側すべてを掘り上げることをせず、幅 30 ～ 50cmのサブトレンチによって断面観察を行い、遺
構堆積土の掘削を最小限に留める方法を選択した。
　このようにして北側柱列西第 2・3・4 柱を断ち割り断面観察を行った結果、掘り込みは上層
部が布掘り状を呈するが、下部は柱位置だけが壺掘り状に深く掘られる構造となっていること
が判明した（Fig.115　A－Á・C－ Ć）。柱と柱の中間にあたる部分は地山が高く掘り残され
ている。掘り込みは、北側柱列西側第 2・3・4柱を中心に、その西側へも深さを減じながら広がっ
ていた。北側柱列西第 2柱と北西隅柱を含む西妻の柱列との間は検出面に段差があって、後者
の方が低く現状では両者は連続しない。しかし、これは後の削平によって柱掘方上部の布掘り
部分が失われたためと考えられ、本来は北側柱列西第 2柱と北西隅柱の柱掘方も上層部が連続
していた可能性が高い。また、北東隅柱と北側柱列東第 2柱の柱掘方は壺掘り状であるが、同
様に上部の布掘り部分が失われた可能性も残る。いずれにしても、これらは柱位置に沿って広
がること、SB1712b 柱掘方とほぼ一致する位置で掘り込みが深くなっており、この部分が柱の
据え付けを意図したと考えられることから、整地ではなく SB1712b と同規模の建物に伴う柱掘
方と判断した。
　サブトレンチで土層断面を観察すると、埋土には黒色土や黄褐色土のブロックを含む暗褐色
土を 3～ 20cm 程の厚さで互層に積み重ねた丁寧な版築が認められた（Fig.115 F － F́ など）。
この点は、後述する SB1712b の柱掘方と異なる。
【SB1712b】SB1712b の柱掘方には柱痕跡が認められ、これに基づいて計測すると、建物の構造
は桁行 5間で総長 19.5 ｍ、柱間寸法は西から 4.2 ｍ＋ 3.6 ｍ＋ 3.6 ｍ＋ 3.6 ｍ＋ 4.2 ｍを測る。中
央間 3間がやや狭く、両脇間が広い。梁行については、南側が調査区外にかかるため、調査区
を一部南へ拡張し 3.0 ｍ等間の 2間分を確認したが、南側柱列は確認されなかった。また、3.0
ｍ等間で 4間を想定した位置に壺掘り調査区（17 － H区）を設定したが、柱掘方は確認されな
かった。従って、梁行は 3.0 ｍ等間の 3間で、総長 9.0 ｍである可能性が最も高い。
　SB1712b の柱掘方は、北側柱列西第 3・4・5 柱、北東隅柱、東側妻柱列北第 2・3柱の柱掘方
が長軸 2.5 ｍ～ 3.0 ｍ、短軸 1.5 ｍ～ 2.0 ｍの不整長楕円形を呈する。柱掘方は、北側柱列の位
置するものは南北方向に、東妻の第 2・3 柱は東西方向に、北東隅柱は隅行方向に長軸をとる。
なお、柱痕跡は、いずれも建物内側に寄った位置にある。
　このうち、北側柱列西第 4・5柱を断ち割った。第 4柱の柱掘方は確認面からの深さ約 80cmで、
柱掘方底面に丸太材が筏状に敷き並べられていた（Fig.114・115）。柱の下に枕木として敷かれ
たものと考えられる。丸太材は長さ 50 ～ 180cm、太さ 5.0 ～ 25cmで、樹皮を剥いていないもの、
半截されたものなどがある。丸太材の間は、拳大～人頭大の礫を噛ませて安定を図っている。

第Ⅵ章　発見遺構
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　また土層断面の観察では、柱痕跡が枕木の直上から立ち上がっている状況が観察できた。第
5柱の確認面から底面までの深さは約 80cmを測る。第 4柱と同様に枕木が遺存するほか、柱根
が遺存していた（Fig.116）。柱根は表面近くが残るが内部の腐食は進んでおり、遺存状態は悪い。
しかし、柱と柱掘方底面の基礎固めの工法が良好に観察できた。

0 (S=1/50) 2m

Fig.116　SB1712（4）
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　枕木の上に柱を立てた後、礫のほかに人頭大に割り裂かれた木片で柱の周囲を巻き固めてい
る。枕木は樹木を適当な長さに切り、枝を払っただけのものである。人頭大の木片については
表皮が剥がれており、古い時期の建物の用材が再利用された可能性がある。なお、北側柱列西
第 3柱は柱掘方底面部まで掘り下げなかったが、ピンポールによるボーリングの結果、枕木も
しくは礎板のような木質の存在を示す手ごたえがあった。
　一方、北西隅柱・北側柱列西第 2柱・西妻柱列北第 2柱の柱掘方は、平面が長軸 0.8 ～ 1.5 ｍ
の隅丸長方形を呈する。西側妻柱列北第 2柱の柱掘方が特に小さい。これらのうち北西隅柱を
半截したところ、丸太材による礎板は認められず、拳大から人頭大の川原石が栗石として柱掘
方底面に敷き詰められていた（Fig.115 G － Ǵ）。また太さ 50cmの柱根が良好な状態で遺存し
ていた。
　平面形が細長く掘られた柱掘方については、柱の下部に枕木として上記のような長い丸太材
を埋設する目的があったためと思われる。一方、枕木を使用せず栗石を敷いた柱掘方は、通常
の柱掘方と同様の隅丸方形を呈する。柱掘方によって基礎固めの工法は異なるが、いずれも建
物の不同沈下の防止を意図したものと推測される。
　SB1712b の柱掘方埋土は、黄褐色土もしくは黄白色粘土のブロックを含む暗褐色土ないしグ
ライ化した黒灰色粘土である。埋土はどの柱掘方でも 2～ 3 層程にしか分層できず、SB1712a
と違い細かい版築は認められなかった。各柱掘方で確認した柱痕跡は灰色砂質土で、焼土・炭
化物が混入している。径は 50cm程である。
　なお、当建物跡の内側では、平側と妻側の対面する柱を結んだ線の交点に径 35 ～ 20cm程の
ピットを確認しており、床束の柱掘方となる可能性がある。また、当建物跡の位置は前段階か
ら敷設されていた玉石敷と重なり、建物は玉石敷の上に建設されたと考えられるが、建物の内
部にあたる部分には黄褐色粘土を主体とする厚さ 5cm程の層が堆積し、玉石敷を覆っていた。
これは、建物の地業であった可能性がある。ただし大半は水田の耕作によって失われており、
当初は気付かず、調査区南壁の土層断面で僅かに確認しただけでり、詳細不詳である。
　また、本建物跡には雨落ち溝が伴う（SD1701）。北側柱列の柱位置と溝跡の距離は心心で 2.7
ｍを測り、当建物跡の軒の出は 2.7 ｍと推定される。なお、南北に長い北側柱列東第 2・3 柱西
第 2柱の北側に方形の掘り込みが重複している。土層断面では版築がみられるため、柱掘方で
ある可能性が高く、SB1712a もしくはそれより古い時期の建物に関連する柱掘方の可能性があ
るが、詳細は明らかにできなかった。

SB1405（Fig.117・121）17 － A区北側で確認した東西棟の掘立柱建物跡である。SA1406 を
切り、SA1409・1410、SK1404 に切られる。また北東隅柱には SA1405 が接続するものと思わ
れる。主軸方位はＷ１°30′Ｓを指す。SB1710 や SB1705 とは桁行の中軸線が揃う。
　建物の構造は、桁行 7間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、建物規模は、桁行総長 18.9 ｍ（2.7
ｍ等間）、梁行総長 4.2 ｍ（2.1 ｍ等間）を測る。柱掘方は長辺 1.5 ～ 1.0 ｍ、短辺 1.4 ～ 1.0 の長
方形もしくは正方形であり、長方形のものは、平側の柱列では長軸を南北にとるものが多く、
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妻側では東西にとるものが多い。このうち、南東隅柱、北側柱列東第 4柱を断ち割り、土層断
面を観察した（Fig.121  ℓ－ℓ ・́ｍ－ｍ ・́ｎ－ｎ ́）。南東隅柱の柱掘方埋土は、黄褐色土主体層、
黄褐色土ブロックを含む暗褐色土主体層に分かれる。
　埋土は 5～ 40cm 程の厚さで互層に埋め戻され、版築が行われている。北側柱列東第 4柱で
も黄褐色土主体層・黒褐色土・灰褐色土主体層などによる互層を確認した。検出面からの深さは、
南東隅柱で約 85cm、北側柱列東第 4柱で約 95cmを測る。
　各柱掘方の上面で、明褐色砂質土による柱痕跡のプランを明確に確認できた。柱痕跡の直径
は約 22 ～ 27cmである。柱痕跡は柱掘方の中央になく、全体として西側に寄った位置にある点
が特徴的である。
　なお、北側柱列東第 4柱の柱は抜き取られており、その柱抜き取り痕跡が別の柱列に伴う柱
掘方に転用されている状況が観察された。これは、同東第 5柱も、平面プランから同様の状況
と考えられる。
　また、同東第 3柱には小規模な柱掘方が重複する。これについて、当建物が同規模で建て替
えられた可能性を想定し、他の柱掘方についても上面を繰り返し精査したが、重複が認められ
るのは上記の柱掘方のみであることから、建て替えではなく、別の柱列が重複したものと判断
した。これは SA1410 として次項で報告する。

【17－ A区西側部分の遺構】17 － A区の西側にあたる部分では、後述する寺家前地区 B・C期
に伴う建物跡・塀などの諸施設がほぼ同位置・同方位で重複して確認されている。寺家前地区
のなかで柱掘方の重複が最も激しい部分である。従って、柱掘方の組み合わせを検討する作業
は困難を伴うものであったが、重複関係、間尺、堆積土の特徴、柱掘方の形状、柱掘方の位置
関係（例えば柱掘方の辺が揃うなど）を手掛かりに、建物の変遷を推定した。ただし、遺構の
保存を優先し、ほとんどの柱掘方を上面の検出のみに留めたため、柱掘方の組み合わせを検討
するうえで重要な要素となる柱掘方深さは十分考慮に入っていない。
　以下では、その検討の過程を示し、更にその検討の結果復元された建物について各説する手
順をとる（Fig.118）。
　さて、柱掘方の重複関係で最も新しいのは、図中朱色で示した各柱掘方である。いずれの柱
掘方にも柱痕跡を明確に確認できる。柱筋の通りも良く、これらを繋いだ場合、桁行 4間×梁
行 2間の側柱式掘立柱建物を復元できる。これを SB1409 とする。
　次に、SB1409 の柱掘方に切られ、他の各柱掘方より新しい柱掘方を、図中橙色で示した。
これを SB1414 とする。柱位置は SB1409 とほぼ重なるため、柱痕跡を確認できないが、逆に
SB1409 の柱掘方の多くは、SB1414 の柱抜き取り痕跡を利用している可能性が高い。ただし、
南妻の柱列は SB1409 に比べやや北に寄る。平面は、SB1409 と同様の 4間× 2間の側柱式掘立
柱建物となる。
　なお、SB1409・1414 は切り合わないが、その南側に位置する部分において、重複関係上
もっとも新しく、ほぼすべての柱掘方で柱痕跡を確認できる柱掘方がある。これを結ぶと、
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SB1409・1414 の南側に両側柱筋を揃えて直列
配置をとる 4 間× 2 間の建物を復元できる。
これを SB1407 とする。同建物は、SB1409・
1414 のいずれかと並存した可能性が高いが、
ここでは SB1414 と同じ橙色で表示した。
　SB1409・1414・1407 に切られ、後述する
寺家前地区Ｂ期の SA1402・1408、SB1408 の
柱掘方を切るものを図中黄色で表示した。こ
れを SB1413 とする。やはり柱位置を捉えら
れないものが多いが、重複する他の柱掘方に
比して、西側柱列の柱掘方が全体に東に寄っ
ていることから、一連の建物に伴う柱掘方と
推定した。これに基づいて建物を復元する
と、桁行 9間×梁行 2間の長大な建物になる。
SB1409 または 1414 と 1407 の関係のように、
4 間× 2 間規模の建物 2 棟が直列に配置され
た可能性もあるが、その場合、北側の建物の
南妻中央柱と、南側の建物の北妻中央柱があ
るべき場所に柱掘方を確認できないことから、
ここでは 9 間× 2 間に復元した。ただし、そ
れらの柱掘方が新しい時期の柱掘方の重複に
より、完全に失われた可能性もある。このほか、
SB1407・1413 と重なる位置にあり、これより
古い建物がある。これを SB1408 とする。図中
では青色で示した。SB1408 は、重複する他の
建物跡とは位置がずれること、柱掘方が他の
建物に比して大きいことなどから、組み合わ
せは明瞭である。
　この SB1408 の西側柱列と重複してこれよ
り新しく、他の建物より古い柱列がある。図
中水色で示したものがそれである。ほぼ一定
の柱間で並ぶことから組み合わせの推定は比
較的容易である。東側に対応する柱掘方がな
いことから建物ではなく掘立柱塀と推定し、
SA1402 とした。
　また、SB1408 の西側柱列の北側に南北に延

0 (S=1/150) 5m

Fig.118　17A区西側部分の遺構
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びる掘立柱塀を確認しており、やはり対面する柱掘方が東側にないことから SA1408 とした。
SA1408 は SA1402 と同一線上にあるがこれより古く、従って SB1408 を除くすべての建物より
古いため、他との重複により柱掘方を確認できない部分も多い。しかし柱掘方埋土が黒色土を
主体とする点に特徴があることから、他の柱掘方との区別が比較的容易である。埋土に同様の
特徴をもつ柱掘方の列は、SB1409 の北妻と重複する位置で東へ折れ曲がり、SB1405 の北西隅
柱に接続する。
　SB1405 は SB1408 と柱掘方や平面規模が類似することから、SA1408 の南端は SB1408 の北西
隅柱に取り付くものと考えた。
　以上から、17 － A 区西側部分で検出した遺構の変遷は、古い順に SB1408・SA1408 →
SA1402 → SB1413 → SB1407・1414 → SB1409 となる。SA1402 は SB1408 の西側柱列、および
これに取り付く SA1408 の柱筋のラインと重なることから、これを踏襲して造営されたと考え
られる。また SB1407 は、SB1413 の平側の柱列や南妻の位置を踏襲した可能性が高く、これと
SB1414 は平側の柱列を揃えた直列配置をとっている。更に、SB1409 は SB1414 の柱位置をほ
ぼ踏襲して造営されている。従って、建物配置の計画性と踏襲性を考えた場合にも、上記した
柱掘方の組み合わせと順序は妥当なものと考える。
　なお、実際の現場では、先後関係に関わらず、組み合わせが比較的容易なものから番号を付
している。以下では、各建物の詳細を報告する。

SB1407（Fig.120・121）17 － A区西側で確認した南北棟の掘立柱建物跡である。重複関係
では SB1408・1403、SA1402 を切る。SB1409・1414 と桁行両平側の柱列を揃えて直列配置され
ている。また、南妻の柱列は SB1712 の北側柱列と柱筋が揃う。主軸方位はN３°30′ Wを指す。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 9.75 ｍを測る。柱痕跡
の中心で計測した柱間は、西側柱列と東側柱列で異なるが、西側柱列は北から 2.7 ｍ＋ 2.4 ｍ＋
2.25 ｍ＋ 2.4 ｍ、東側柱列は北から 2.7 ｍ＋ 2.25 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.4 ｍを測る。梁行総長は 5.1 ｍで、
柱間寸法は西から 2.4 ｍ＋ 2.7 ｍである。
　柱掘方は長辺 0.95 ～ 0.55 ｍ、短辺 0.75 ～ 0.55 ｍの長方形で、比較的小さい。柱掘方埋土は、
上面の観察では黄褐色土ブロックを含む暗褐色土で、鉄分がシミ状に沈着している。また、ほ
とんどの柱掘方で柱痕跡を確認できた。柱痕跡は暗灰色もしくは黒灰色土で、焼土粒子・炭化
物を含むことから比較的明瞭に識別できる。柱掘方の中央に位置するもののほか、柱掘方の片
方の辺や隅に寄るものがみられた。径は 20cm 程である。なお、北妻中央柱、東側柱列北第 2
柱の柱掘方には、柱抜き取り痕跡とみられる掘り込みが重複する。

SB1408（Fig.120・121）17 － A区西側で確認した南北棟の掘立柱建物跡である。南側は調
査区外にかかる。重複関係では SB1407・1413、SA1402 に切られる。また、北西隅柱に SA1408
が取り付く。建物の北妻柱列は、SB1710 の北入側柱列と柱筋がほぼ揃う。主軸方位はＮ１°Ｗ
を指す。
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建物構造は、桁行 4間以上×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物規模は、桁行の柱間寸
法が 2.7 ｍ等間の総長 10.8 ｍ以上、梁行の柱間寸法が 2.1 ｍ等間の総長 4.2 ｍを測る。
　柱掘方は長辺1.5～1.1ｍ、短辺1.3～0.95ｍの正方形に近い長方形である。また東側柱列北第3・
4・5 柱、西側柱列北第 2・3・4 柱で柱痕跡を明瞭に確認できた。柱痕跡は、明褐色土もしくは
灰褐色土による円形のプランで、径は約 30cmである。一方、北妻中央柱、北東隅柱、東側柱
列北第 2柱では、柱掘方と重複する長軸 105 ～ 50cm 程の楕円形ないし方形のプランを確認し
ている。
　これらの柱掘方のうち西側柱列北第 2柱と東側柱列北第 2柱を半截し、土層断面を観察した
（Fig.121 ｑ－ｑ ́・ｒ－ｒ ́）。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土もしくはグライ化
した暗灰褐色土主体層と、黄褐色土主体層による厚さ 10 ～ 30cmの互層堆積で、版築が認めら
れた。検出面からの柱掘方の深さは、西側柱列北第 2柱で 100cm、東側柱列北第 2柱で 70cm
を測る。標高は両者とも 3.85 ｍとほぼ一定である。
　柱痕跡は上層部が明褐色土であるが、下層ほどグライ化が進み灰褐色となる。両柱掘方ともに、
底面に柱根が遺存していた。柱根は先端が平坦に加工された円柱で、表面の加工痕が明瞭に残っ
ていた。柱の周囲の土層はグライ化し変色している。
　なお、東側柱列北第 2柱の上面で検出した方形プランは、断面では浅い皿状を呈し、柱掘方
底面まで達していない。柱掘方の下部に柱根が残ることから、北妻中央柱・北東隅柱・東側柱
列北第 2柱の柱掘方と重複する掘り込みは、柱掘方を途中まで掘り下げて柱を切り取った「柱
切り取り穴」と推定される。これは県史跡地区の SB1802 にも確認できる。

SB1409（Fig.119・121）17 － A区西側で確認した南北棟の掘立柱建物跡である。重複関係
では SB1413・1414、SA1402・1405・1408 を切る。また、SB1407 と桁行両平側の柱列を揃えて
直列配置されており、同時期に並存した可能性が高い。主軸方位はＮ１°30′Ｗを指す。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。建物の規模は桁行西側柱列
の柱間寸法が、北から 2.7 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 2.8 ｍ＋ 3.0 ｍで総長 11.2 ｍ、東側柱列の柱間寸法が北
から 2.7 ｍ＋ 2.85 ｍ＋ 2.8 ｍ＋ 2.7 ｍの総長 11.05 ｍを測る。梁行は北側柱列で西から 2.4 ｍ＋ 2.7
ｍの総長 5.1 ｍ、南側柱列は 2.7 ｍ等間の総長 5.4 ｍで、桁行・梁行は建物の各辺で総長・柱間
が異なる。従って、隅が直角にならない部分がある。なお、北妻中央柱の柱痕跡は、北東・北
西隅柱を結んだ線よりも外側に 24cm程ずれている。
　柱掘方は南・北両妻が長軸 1.0 ～ 0.65 ｍの方形ないし不整方形である。これに対し、平側の
柱である西側柱列および東側柱列の北第 2・3・4 柱の柱掘方は長辺 0.6 ｍ、短辺 0.6 ～ 0.45 ｍの
長方形ないし正方形で比較的小さい。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土もしくは
黒褐色土である。柱痕跡はすべての柱掘方で確認できた。暗褐色もしくは黒灰色土のプランで、
焼土粒子・炭化物を含むことから明瞭に識別できる。径はおよそ 24cmである。

第Ⅵ章　発見遺構
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　東側柱列南第 2柱の柱掘方を半截した（Fig.121　o-o´）。同柱掘方は SB1414 の東側柱列南第
2柱、SB1413 の東側柱列北第 5柱と重複する。柱掘方は SB1414 の柱抜き取り痕跡または柱切
り取り穴の内部に完全に収まる。後述する SB1414 の柱抜き取り穴を利用した可能性が高い。
　柱掘方埋土は単層であるが、硬く締まっている。深さは検出面から 25cm程と浅く、SB1414
の柱掘方の途中で止まっている。本建物の柱掘方は、SB1414 の柱掘方と重なるものが多く、
SB1414 の柱位置を踏襲して建て替えられた建物と推定される。

SB1413（Fig.118・119・121）17 － A 区西側で確認した南北棟の掘立柱建物跡である。
SB1408・SA1402・1404・1405・1408 を切り、SB1407・1409・1414 に切られる。また、南妻の
柱列は SB1712 の北側柱列と柱筋が揃う。主軸方位はＮ２°30′Ｗを指す。
　先述したように、本建物の構造は桁行 9間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であるが、直列配
置をとる 4間× 2間の建物 2棟である可能性も残る。柱が抜き取られているものや、他の柱掘
方と重複するものがあるため、柱位置が明確でなく正確な規模は不明である。
　また、他の建物跡のように柱間が不揃いである可能性もあるが、桁行 9間×梁行 2間とした
場合、柱間寸法が 2.7 ｍ等間で、桁行総長 24.3 ｍが目安となろう。梁行も同様であるが、5ｍ程
と思われる。なお、東側柱列北第 3柱、西側柱列北第 5柱の柱掘方は確認できていないが、こ
れは SB1409・1414 の柱掘方と重複したことにより失われたものと理解しておきたい。
　柱掘方は、長辺 1.05 ～ 0.9 ｍ、短辺 0.95 ～ 0.5 ｍの長方形を呈する。北妻中央柱、北東隅柱、
西側柱列北第 2柱、西側柱列南第 2・3柱、南西隅柱、東側柱列南第 4柱に柱抜き取り痕跡を確
認できる。一方、西側柱列北第 5柱、南第 3柱、西側柱列南第 4柱には柱痕跡を確認した。
　これらの柱掘方のうち、東側柱列北第 5柱、西側柱列南第 3柱を半截して土層断面を観察し
た（Fig.121 ｏ－ｏ´・ｓ－ｓ´）。前者の柱掘方埋土は、5～ 10cmの厚さで堆積する黄褐色
土ブロックと黄褐色土ブロックを含む黒褐色土主体層の互層で、版築が確認できた。また、柱
掘方上面で明褐色土による円形のプランを確認したが、断面では柱掘方の深さに比して浅いこ
とから、これが柱痕跡かどうかは判然としない。ただし、後述する SA1401 でも、根入れの浅
い柱痕跡を確認しており、これと同様の可能性もある。検出面からの柱掘方の深さは、東側柱
列北第 5柱で 85cm、西側柱列南第 3柱で 55cmを測る。底面の標高は前者が 4.35 ｍ、後者が 4.15
ｍである。
　なお、西側柱列南第 3柱では、柱掘方底面の地山が変色した柱のあたりを確認した。

SB1414（Fig.119・121）17 － A区西側で確認した掘立柱建物跡である。SB1409 に切られ、
SB1413・SA1402・1405・1408 を切り、SB1407 と桁行両平側の柱列を揃えた直列配置をとる。
主軸方位はＮ１°30′Ｗを指す。
　SB1409 の柱掘方と重複するため柱痕跡を確認できず、柱位置が捉えられないため規模は不明
であるが、逆に SB1409 が本建物の柱位置を踏襲したと考えれば、SB1409 とほぼ同規模の建物
を想定することができる。なお、北西隅柱の柱掘方は確認していないが、SB1409 の柱掘方と重
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なるためと理解している。柱掘方は長辺 1.1 ～ 0.85 ｍ、短辺 0.8 ～ 0.7 ｍの長方形を呈する。埋
土は黄褐色土を含む暗褐色土主体層である。
　半截した東側柱列南第 2柱の柱掘方では、下層の堆積土がややグライ化している（Fig.121 ｏ
－ｏ´）。細かい版築は認められない。
　なお、重複する SB1409 の柱掘方の下部で、柱痕跡とみられる土層を確認したが、柱痕跡の
上部はラッパ状に開く。ラッパ状に開く部分は柱抜き取り穴が掘り込まれたと考えられるが、
柱掘方の底面まで達していないことから、柱抜き取り穴を途中まで掘り下げた後、柱を引き抜
いている可能性がある。

SB1713・1714（Fig.122・125）17 － E区で確認した南北に延びる柱列である。既報告では
掘立柱塀としたが、東側調査区外に妻の中央柱と東側柱列の存在を想定すれば、検出した柱列
は南北棟建物の西側柱列となる。寺家前地区を区画する掘立柱塀との位置関係からも、当該遺
構は建物跡である蓋然性が高い。その場合、寺家前地区Ｃ期の東脇殿に比定される。ここでは、
建物跡であることを想定し、SB番号を付した掘立柱建物跡として報告する。
【SB1713a・SB1713b】SB1713 は調査区内で柱掘方 7個、柱間 6間分を確認しているが、北側は
削平が著しく、また南側は近代の溝跡に切られているため、これ以上延びるかどうかは明かで
ない。北端の柱掘方は削平によって上部が失われ、底面近くが残存するのみで、底面に残され
た礎板が検出段階で露出した。柱間は 2.7 ｍ等間である。主軸方位はN０°を指す。柱掘方には
2時期の重複が認められ、建て替えが行われている。古い順に SB1713a・SB1713b とする。
　SB1713a の柱掘方は、長辺 1 ｍ前後、短辺 0.8 ～ 0.6 ｍで南北に長い長方形を呈する。
SB1713b の柱掘方は長軸 0.8 ｍ前後、短軸 0.6 ｍ前後の不整形である。北第 4 柱と第 5 柱は、
SB1713b の柱掘方上面に柱根の上端が露出した状態で検出された。北第 4柱、第 7柱を半截し、
土層断面を観察した（Fig.125 ｔ－ｔ´・ｕ－ｕ´）。SB1713a の柱掘方は黄褐色土ブロック主
体層・灰色粘土・暗褐色土・黒褐色土で埋め戻されているが、層の厚さは 5cm～ 60cmで、細
かい版築は行われていない。
　柱掘方の深さは、第 4柱が 55cm、第 7柱が 75cmである。底面の標高は北側に位置する第 4
柱が 3.28 ｍ、南側に位置する第 7柱が 2.85 ｍで、この標高差は地形の傾斜に対応するものと思
われる。柱痕跡は SB1713b の柱掘方に切られているため確認できない。
　SB1713b は、SB1713a の柱掘方の南側部分を切って掘り込まれている。平面形が不整形を呈
する点からも、SB1713a の柱抜き取り穴を SB1713b の柱掘方として柱を立てた可能性が高い。
柱掘方埋土は第 4柱が黒灰色粘土の単一土層、第 7柱は暗灰色粘土で版築は確認できない。柱
掘方の深さは SB1713a と同じである。柱痕跡は灰色粘土でグライ化している。なお、第 7柱に
も柱根が遺存していた。第 4・7柱で計測した柱の太さは 24.5・26cmである。
【SB1714】SB1714はSB1713の東約1ｍの位置に平行する南北柱列で、柱掘方3基を確認している。
柱間は北から 2.4 ｍ＋ 2.7 ｍである。柱掘方は長軸 0.4cm 程の方形もしくは円形である。詳細は
不明であるが、17 － A区西側部分に位置する寺家前地区 C期西脇殿には 3時期の重複があり、
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そのうち 3時期目の SB1409 が比較的小さく浅い柱掘方をもつことから、当柱列はこれに対応
する 3時期目の東脇殿の柱掘方となる可能性がある。

SB1406（Fig.123・125）寺家前地区の北辺掘立柱塀である SA1403 の北約 6.5 ｍの位置にあ
る東西棟の掘立柱建物跡である。本建物跡と重複する遺構はない。主軸方位はＷ 0°を指す。建
物の構造は、桁行 6間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。建物の規模は、桁行の柱間寸法
が 2.1 ｍ等間の総長 12.6 ｍ、梁行の柱間寸法が 1.6 ｍ等間の総長 3.2 ｍである。
　柱掘方は、長辺 1.3 ～ 0.8 ｍ×短辺 1.1 ～ 0.8 ｍの長方形を呈する。柱掘方埋土は黄褐色土ブ
ロックを含む暗褐色土である。また、各柱掘方の上面で柱痕跡を確認した。柱痕跡の径は 24cm
である。このうち南側柱列東第 3柱を半截した（Fig.125　ｖ－ｖ´）。土層断面を観察すると、
柱掘方埋土は単層で版築は認められなかった。柱痕跡は明褐色砂質土の層として確認されたが、
柱掘方の底面までは達していない。なお、検出面からの柱掘方の深さは 95cmである。

　第３項　掘立柱塀跡

SA1401・0201（Fig.118・119・120・124・125・127）SA1401 は 17 － A区西端（Fig.118
～ 120・124）で、SA0201 は 2 － A区（Fig.127）で検出された南北掘立柱塀である。両者は一
連のものである。主軸方位はＮ１°30′Ｗを指す。
　17 － A区内で 9基、2－A区で 9基の柱掘方を確認した。また、区画の北西隅にあたる柱掘
方を、17 － A区外側の水田に小規模な壺掘り調査区を設けて確認している。従って、確認した
柱掘方は計 19 基、検出部分の総延長は 65 ｍである。
　なお、2－ A区内で検出された柱掘方のうち、南端の 2基はやや東に振れており、掘立柱塀
はこの部分から南が 4°程西側へ屈曲していた可能性がある（Fig.127）。この点は、本塀跡と同
じく寺家前地区C期の東辺掘立柱塀と推定されるSA1704・1407にもみられる特徴である。また、
本塀跡は SA1704 と同様に南端で折れ曲がり、SB1708 に接続すると考えられるが、その柱掘方
は確認されていない。
　17 － A区検出部分では柱掘方に重複を確認でき、同位置で 2時期の変遷があることが判明し
た。古い順に a期・b期とする。a期の柱掘方は、b期の柱掘方に切られるため柱位置や規模の
不明なものもあるが、長辺 1.45 ～ 1.25 ｍ×短辺 0.95 ～ 0.75 ｍの南北に長い長方形である。b期
柱掘方は長辺 1.1 ～ 0.8 ｍ、短辺 1.0 ～ 0.5 ｍの長方形ないし、一辺 1.0 ｍ程の正方形を呈する。
b期柱掘方には柱痕跡を確認できる。柱の径は 20cm程である。そこから計測される柱間は 2.25
～ 2.7 ｍと不揃いである。また、17 － A区検出部分のうち南から２間目は柱間が 3.0 ｍと広く
とられており、出入口となっていた可能性がある。
　17 － A区で検出したもののうち、南から 6基目の柱掘方を半截した（Fig.125　ｘ－ｘ´）。
a期柱掘方は壁の立ち上がりがほぼ垂直で、底面が平坦なしっかりした掘り込みをもつ。検出
面からの深さは 80cmを測る。

第３項　掘立柱塀跡
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埋土は黄褐色土ブロックを多量に含む黒褐色土ないし暗褐色土主体層や、黄褐色土主体層によ
る互層で、版築が認められた。これを切って掘り込まれた b期柱掘方は、壁が傾斜し外へ開く。
底面は丸みを帯びている。埋土は黄褐色土ブロックを多量に含む暗褐色土ないし黒褐色土で、a
期柱掘方に見られたような細かい版築は行われていない。検出面からの柱掘方底面までの深さ
は、a期の柱掘方の底面にほぼ達する、75cmを測る。
　一方、柱痕跡は明褐色砂質土で、検出面から 40cm程のところで止まっており、柱掘方の深
さに対して根入れが浅いことがわかる。従って b期の柱は、a期の柱抜き取り穴を途中まで埋
め戻し、これを柱掘方として立てられた可能性がある。

SA1402（Fig.118・119・121）17 － A区西端で検出した南北掘立柱塀である。17 － A区内
で 11 基の柱掘方を確認しており、検出部分での総延長は約 26.4 ｍである。寺家前地区 C期西
脇殿の SB1407・1409・1413・1414 と重複し、これより古い。また、SB1408 の西側柱列と、こ
れに連結する SA1408 にほぼ同一線上で重複することから、これらの位置を踏襲した掘立柱塀
と考えられる。なお、17 － A区の南側に位置する 2－ A区では、本塀跡の延長と見られる柱
掘方は確認されていない。
　多くの柱掘方で柱痕跡を確認でき、柱間は 2.25 ～ 2.4 ｍを測る。建て替えは行われていない。
検出した柱痕跡の径は 20cm程である。柱掘方は長辺 1.15 ～ 0.8 ｍ×短辺 0.9 ～ 0.55 ｍの南北に
長い長方形を呈する。SB1408 の北西隅柱と重複する南から 4基目の柱掘方を半截した（Fig.121
ｐ－ｐ´・ｑ－ｑ´）。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土・暗褐色土で、10 ～
20cm前後の厚さで版築が認められた。柱掘方の深さは検出面から 60cmである。

SA1403（Fig.124・127）17 － A区北端、14 － D区、14 － F区、14 － G区にまたがって検
出された東西掘立柱塀で、先述のように 17 － A区北側の壺掘り調査区で北西コーナーの柱掘
方を確認し、14 － G区内で北東コーナーを確認したことから、東西の総延長は 55.9 ｍであるこ
とが判明した。主軸方位はW0°を指す。
　本柱列は、ほぼ同位置で 3基の柱掘方が重複していることから、2回の建て替えが行われ、3
時期の変遷を辿ったことがわかる。以下、古い順に a・b・c期とする。
　a期柱掘方は長辺 1.3 ～ 1.0 ｍ×短辺 1.1 ～ 0.9 ｍの長方形で、他の時期に比べしっかりした柱
掘方をもつ。17 － A区北側の壺掘り調査区で１基、17 － A区内で 8基、14 － D区内で 1基、
14 － F区内で 5基、14 － G区内で 3基の柱掘方を確認している。
　新しい時期の柱掘方と重複するため不明な部分もあるが、柱痕跡を確認できるものに基づい
て計測した柱間は、後述する入口部分を除くとおよそ 2.1 ｍ～ 2.7 ｍである。この柱間で考える
と、17 － A区と 17 － A区北側の壺掘り調査区との間にある未調査部分に柱掘方 1基、14 － D
区と 14 － F区の間に 3基、14 － F区と 14 － G区の間に 1基の柱掘方を想定でき、柱掘方は
検出部分と合わせ計 23 基が存在することになり、柱間は 22 間と推定される。
　このうち、西から 10 間目の柱間は 4.5 ｍと広く取られており、この部分が出入口となってい
たと考えられる。その位置は、後述するように寺家前地区Ｂ b期の北辺掘立柱塀である SA1404
の入り口と一致しており、本柱列の入口の位置は、前段階の北辺入口の位置を踏襲したと考え
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られる。
　b期の掘立柱塀は、a期とほぼ同一線上で建て替えられたものである。すなわち、a期の柱痕
跡を結んだ線上に b期の柱痕跡ものる。17 － A区内で 10 基、14 － D区内で１基、14 － F区
内で 4基の柱掘方を確認している。b期の柱掘方は、17 － A区内検出部分では a期柱掘方から
東西方向にややずれる位置に掘り込まれている。
　柱間は 2.25 ～ 2.4 ｍで、2.25 ｍのものが多く前段階に比べやや狭い。従って、a期柱掘方と重
複するものとしないものがある。一方、14 － F区検出部分では、b期柱掘方が a期柱掘方に完
全に重なるものが多く、a期の柱位置を踏襲して建て替えられたと考えられる。
　この部分での柱間は 2.4 ～ 2.5 ｍである。なお、a期の段階に入口施設を想定した部分につい
ては、b期においても柱間が 3.0 ｍと広くとられている。柱掘方は一辺 0.7 ～ 0.5 ｍの方形ない
し隅丸方形を呈し、a期の柱掘方に比べ小さい。切り合いを検討するために精査を行っている
段階で底面が露出した柱掘方があり、検出面からの深さは 20cm程と浅いことが判明した。他
の柱掘方についてもほぼ同様であろう。
　また、14 － F区検出部分の柱掘方に見られるように、a期の柱位置をほぼ踏襲したとみられ
るものについては、a期の柱を抜き取り、その抜き取り穴を b期の柱掘方として利用した可能
性が高い。この点は、SA1401 の a・b 期の工法と対応すると考えられ、b期の柱の根入れが浅
い点とも一致する。なお、14 － G区検出部分や本柱列が南へ折れ曲がった SA1704 では、b期
の柱掘方は確認されていない。
　c期の掘立柱塀は、A区検出部分では a・b期から柱筋を南に 25cmずらした位置に建て替え
られている。それに隣接する 14 － D・14 － F区検出部分では、a・b期より 20cm北にずれる
位置に c期柱掘方が重複する。従って、入口部分を境にして、東側と西側で柱筋が異なる。また、
14 － F・14 － G区検出部分では、c期に該当する柱掘方は確認できなかった。
　c期の柱間は1.3～2.9ｍと不揃いである。柱掘方は一辺0.7～0.5ｍ前後の方形もしくは長軸0.7
ｍ前後の楕円形を呈する。深さは、17 － A区北端から 4基目の柱掘方で計測して 35cmである。
なお、本掘立柱塀に連続する SA1704・1401 では、c期柱掘方に該当する柱掘方は確認されなかっ
た。

SA1404（Fig.124 ～ 127）SA1403 の南側 2ｍの位置に平行して走る東西掘立柱塀である。17
－ A区内で柱掘方 11 基、14 － F区内でその東側延長部分の柱掘方 5基を確認している。その
東に位置する 14 － G区では延長は確認されていない。従って SA1402、SA1701 と組み合って
区画を形成すると考えられ、その北辺を画する本柱列の西端は、17 － A区で検出した西端の柱
掘方、東端は14－F区で検出した東端の柱掘方とみられる。柱列の総延長は42.3ｍとなる。なお、
重複関係では SB1413 の北妻と重なり、これより古い。また、建て替えは行われていない。主
軸方位はW0°を指す。
　柱掘方は、長辺 1.3 ～ 1.0 ｍ、短辺 1.0 ～ 0.6 ｍの東西に長い長方形である。西から 8基目の
柱掘方を半截した結果、検出面からの深さは 80cmと判明した。柱掘方埋土は厚さ 20cm程の黄
褐色土ブロック主体層、黒褐色土主体層からなるが、細かい版築は認められなかった。
　多くの柱は抜き取られており、柱位置は不明であるが、柱掘方の中心で計測すると、柱間は 2.4
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ｍ等間と推定される。ただし、17 － A区検出部分の西端から数えて 9間目、すなわち本柱列の
東西中央にあたる柱間は 4.5 ｍと広く取られており、この部分が出入口となっていた可能性が高
い。ここに棟門が存在したと考えて良いであろう。また 8間目と 10 間目の柱間は 2.1 ｍで、入
口の両脇間は狭く取られていたと考えられる。この部分までが門構造に含まれるか、あるいは
門を中心に左右 1間分は門との取り付きを考慮して狭く取られたと推測される。
　なお、本掘立柱塀は上述のように、南北掘立柱塀 SA1701・1402 と組み合って一定の院を区
画したものと考えられるが、その東端と西端の柱掘方は、SA1701・1402 の延長とは位置が一致
しない。すなわち、区画北辺となる本掘立柱塀の柱筋の延長と、東辺・西辺となるべき掘立柱
塀の延長が到達する交点の位置に柱掘方はなく、各辺の掘立柱塀はその手前で止まるようであ
る。従って、本柱列が東端と西端でそれぞれ南へ折れ曲がり、寺家前の東辺と西辺となるので
はなく、各辺はコーナー部分が途切れて入り隅のような構造となっていた可能性が高い。

SA1405・SA1408（Fig.118 ～ 120・124）SA1405 は 17 － A区北端付近で確認した東西掘
立柱塀で、SA1404 の南 1.8 ｍの位置を平行して走る。17 － A区内で柱掘方 5基、柱間 4間分
を確認した。SB1409、SA1402 と重複し、これより古い。主軸方位はＷ１°30′Ｓを指す。
　本柱列の東端を延長すると SB1405 の北側柱列にのることから、SB1405 の北西隅柱に接続す
ると考えられる。また西端については、SB1408 の北西隅柱に連結する南北掘立柱塀 SA1408 が
確認されており、SA1405 の西端が南へ折れ曲がり、SA1408 へ続くものと思われる。この点は、
両柱列の埋土が特徴的な黒色土を呈する点からも首肯されるものである。
　西端の柱掘方から SB1405 の北西隅柱までの総延長は 12.9 ｍで、柱掘方 5基、SB1405 との取
り付き部を含め5間分を確認した。柱間は、西端の2間がSB1409と重複するため推定値となるが、
西から 2.7 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 2.1 ｍである。
　柱掘方は長辺 1.05 ～ 0.8 ｍ、短辺 0.9 ～ 0.85 ｍの長方形である。埋土は黒色土で、これより
やや明るい暗褐色土の柱痕跡を確認できる柱掘方もある。柱痕跡の径は 24cmである。
　SA1408 は 17 － A区西端において検出した南北掘立柱塀である。主軸方位はＮ 1°Ｗを指す。
SB1408 の西側柱列の北側延長にのることから、同建物跡の北西隅柱に取り付くものと思われる。
総延長は 14.7 ｍと推定される。SB1409・1413・1414、SA1402 に切られており、柱掘方の不明
な部分もあるが、4基の柱掘方を確認している。
　柱掘方は、他の柱掘方と重なるため完全に残るものはないが、一辺 0.6 ｍ前後の不整方形を呈
するものとみられる。埋土は黒色土である。

SA1406（Fig.125・126）17 － A区中央部で検出した南北掘立柱塀である。主軸方位はＮ 16°
30′Ｅを指す。調査区内で 6基の柱掘方を確認した。北側は調査区外にかかる。また南側に位置
する SB1701 の西側柱列に柱筋がのるため、南端は SB1701 の北西隅柱に取り付くものと思われ
る。なお、SB1405 と重複しており、これより古いことが確認された。
　柱掘方は、一辺 0.85 ｍの方形または長辺 1.1 ～ 0.6 ｍ×短辺 0.6 ｍの長方形で、長方形のもの
は長軸を東西に向けているものが多い。また、多くの柱掘方で柱抜き取り痕跡が確認された。従っ
て柱位置は明確にしがたいが、柱掘方の中心で計測して、柱間は北から 2.7 ｍ＋ 1.0 ｍ＋ 1.8 ｍ
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＋ 1.5 ｍ＋ 3.0 ｍを測り、不揃いである。SB1701 と北西隅柱との取り付き部分の柱間 1.2 ｍを加
え、検出部分の総延長は 10.0 ｍである。
　検出した柱掘方のうち、北端と南端の柱掘方を半截した（Fig.126　ｙ－ｙ´・ｚ－ｚ´）。
柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土、黄褐色土主体層であるが、細かい版築は行わ
れていない。検出面からの深さは、北端の柱掘方で 60cm、南端の柱掘方で 70cmを測る。柱掘
方底面の標高は、前者が 5.1 ｍ、後者が 4.8 ｍである。

SA1701（Fig.104）17 － A区東端で柱掘方 5基、柱間 4間分を確認した南北掘立柱塀である。
SB1702 を切り、SD1702 に切られる。主軸方位はＮ１°30′Ｗを示す。
　柱は抜き取られているため柱位置は明確ではないが、柱間は 2.1 ～ 2.4 ｍ前後と思われる。柱
掘方は長辺 1ｍ前後、短辺 0.8 ｍ前後の長方形を呈するものが多い。半截した北端の柱掘方は、
深さ 20cm前後と浅い。柱掘方埋土は黄褐色土粒子を多量に含む暗褐色土である。
　SA1701 は SB1702 の西側柱列の位置と重なり、これを踏襲した掘立柱塀と考えられる。南側
に位置する 17 － E区では、この柱列の南側延長部分と推定される柱掘方 1基を確認している。
17 － E区は北側部分の削平が著しいことから明確ではなく、大半の柱掘方は掘り込みが浅いた
めに失われたものと推定される。

SA1702・1703（Fig.106・108）SA1702 は 17 － B区で確認した東西掘立柱塀である。主軸
方位はＷ 16°30′Ｎを指す。調査区内で 1間分（柱間 3.0 ｍ）を確認した。2基検出した柱掘方
のうち西側のものには柱抜き取り痕跡が認められた。
　柱掘方は長辺 0.9 ｍ前後、短辺 0.7 ｍ前後の長方形である。西側に位置する SB1707 の北東隅
柱に取り付くものと思われる。SB1707 との取り付き部は柱間 2.1 ｍで、SB1704 と SA1703 の取
り付きと同じである。
　SA1703 は 17 － C区において、SB1704 建物跡の北東隅柱の北 2.1 ｍの位置で柱掘方 1基を確
認している。柱掘方は長辺 1.2 ｍ程である。SB1704 の北東隅柱に取り付く南北掘立柱塀であり、
柱は抜き取られている。
　SA1702・1703 は一連のものであり、主軸方位を同じくする SB1704・1707 などで形成される
院の北東部を区画する掘立柱塀である。SA1702 は、西側は SB1707 の北東隅柱に連結し、東は
SB1707 の北東隅柱から 12.2 ｍの地点まで延びるものと思われる。その地点で南へ折れた南北掘
立柱塀が SA1703 であり、12.7 ｍ延びて SB1704 の北東隅柱に連結する。

SA1407・1704（Fig.108・122・126）14 － G区で北端部 1間分（柱間推定 2.7 ｍ、Fig.126）、
17 － B区でその南側延長部分 3間分（推定 2.4 ｍ等間、Fig.108）、17 － D区で南端部 7間分（推
定 2.7 ｍ等間、Fig.122）を確認した南北掘立柱塀である。主軸方位はＮ 0°を指す。
　柱掘方は、一辺 1.2 ｍ程の正方形または南北にやや長い方形を呈する。北端の柱掘方、北から
2基目では柱抜き取り痕跡が確認された。また、南端から 5基目と 6基目の柱掘方で柱痕跡を
確認できた。径は 30cmである。なお、南端の 2基分の柱掘方はやや西にずれており、掘立柱
塀は南端部 2間分が西側（区画内側）に４°程屈曲していた可能性がある。
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SA1709（Fig.109）17 － D区南端および 17 － G区で確認した東西掘立柱塀である。主軸方位
は真北を指す。17 － D区内で柱掘方 2基、17 － G区で柱掘方１基を確認したが、調査区の端
にかかったのみであり、また近世以降の溝跡や土坑に切られていることから、柱位置等の詳細
は不明である。しかし、SA1704 の南端の柱掘方と柱筋が一致することから、同柱列が西へ折れ
曲がって区画の南辺を形成したと考えられる。
　柱間は 2.1 ～ 2.4 ｍ、柱掘方は長辺 1.2 ｍ前後の長方形である。本柱列の西端は、17 － G区に
位置する SB1708 建物の東妻中央柱に取り付くと考えられる。

SA1705・1710（Fig.122）SA1705 は 17 － D区で柱掘方 3基を確認した南北掘立柱塀である。
SA1704 と、近代と思われる溝跡に切られる。主軸方位はＮ 16°30′Ｅを指す。
　柱掘方の間隔は北から 4.0 ｍ＋ 2.7 ｍを測り、南側の柱間が広すぎることから、溝跡の下層に
柱掘方１基を想定できる。また、調査区北側部分は地山の削平が著しく、柱掘方は確認できなかっ
たが、SB1704 との間に 1基の柱掘方を想定することができる。柱掘方は削平により失われたと
考えられるが、掘立柱塀は北へ延び、SB1704 の南東隅柱に連結するものと思われる。更に、検
出した南端の柱掘方から南へ 2.9 ｍの位置に柱掘方 1基が想定され、その位置で西へ直角に折れ
曲がると考えられる。
　折れ曲がった東西掘立柱塀に想定されるのがSA1710である。主軸方位はＷ16°30′Ｎを指す。
調査区内で柱掘方 2基を確認した。柱列はそのまま西へ延び、SB1706 の南東隅柱に連結するも
のと思われる。SA1705・1710 は同方位をとる SB1704・1706 などの建物で形成される院の南東
部を区画する掘立柱塀であり、両者は一連のものである。

SA1711（Fig.108）17－F区で確認した東西掘立柱塀である。柱掘方2基を確認した。柱間は3.0
ｍである。当掘立柱塀跡と重複する遺構はない。
　柱掘方は長辺 1.2 ｍ×短辺 0.6 ｍの南北に長い長方形である。南側約 6ｍの位置に、やはり南
北に長い長方形の柱掘方をもつ柱掘方があり、これと組み合うものとすれば東西棟の建物跡と
なるが、全容は不明である。

SA1712（Fig.108・112・127）17 － E区で柱掘方 2基（Fig.108）、2－ A区で 1基（Fig.127）
の柱掘方を確認しており、東西掘立柱塀を想定した。17 － E区内検出の柱掘方 2基は柱間 2.4
ｍである。両者は SB1706 と重複しており、これより新しい。17 － E区検出の西側の柱掘方に
は柱根が遺存していた。柱の太さは 27cmである。2－A区内検出の柱掘方は、17 － E区検出
の西側の柱掘方から西へ 19.2 ｍ、すなわち柱間 2.4 ｍで復元して 8間目の位置にある。
　もとより、この 3基の柱掘方だけで掘立柱塀を想定するのはかなり困難があるが、当柱列
は SB1705 の南側柱列のラインにほぼ一致し、これを踏襲して造営された可能性がある。同様
に、先に報告した南北掘立柱塀 SA1402 は南北棟建物 SB1408 の西側柱列の位置を、SA1701 は
SB1702 の東側柱列の位置をそれぞれ踏襲した掘立柱塀と推定され、両掘立柱塀がそれぞれ区画
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の西辺と東辺となるものと考えられる。従って南辺についても、SB1705 の南側掘立柱塀の位置
を踏襲し、これらの建物の位置を踏襲した掘立柱塀による区画の存在を想定するものである。
　なお、17－E区内検出の東側の柱掘方から東へ2.4ｍの位置に柱掘方1基を想定し、そこから2.4
ｍ北へ行った位置には、やはり掘立柱掘方とみられる遺構が確認されており（Fig.108）、その延
長は SA1701 にのることとなる。

SA0202（Fig.127）2－A区内で検出した掘立柱塀である。調査区内で南北へ3間分（柱間2.7ｍ）、
その南端で東へ折れ曲がった東西 2間分（柱間 2.7 ｍ）、合わせて 6基の柱掘方を確認している。
東西部分は SK0201 に切られるため、重複部分の柱掘方は確認していないが、東へ延長すると、
SB1705 の南側柱列の柱筋にのることから、同建物の南西隅柱に取り付くと考えられる。
　東西部分の総延長は12.9ｍである。また、北はSB1408の南西隅柱に取り付くものと思われる。
柱掘方は一辺 0.6 ｍ程の長方形を呈する。埋土は黒褐色土である。

SA1409（Fig.124）SA1409 は、17 － A区北西側で検出した東西掘立柱塀で、SA1408 の南 1.6
ｍの位置を平行する柱列である。柱掘方は一辺1.8ｍの正方形もしくは長辺1.0ｍ～0.7ｍ、短辺0.8
～ 0.65 ｍの長方形である。柱掘方には部分的に 3時期分の重複がある。そのうち最も新しい柱
掘方を拾うと、調査区内で東西 5間分程延びる掘立柱塀が想定される。主軸方位は真北である。
東端の柱掘方は SB1405 の西妻中央柱と重複し、これより新しい。
　また、西側の柱掘方は SB1413 の柱掘方に切られる。柱間は 2.4 ｍ等間である。2時期目の柱
掘方は、SB1405 の西妻中央柱の位置から西へ 2間分延び、南へ折れ曲がって更に 2間分延びる。
柱間は東西部分が 3.0 ｍ等間、南北部分は 2.7 ｍ等間である。重複関係から最も古い柱掘方は、
SB1405 の西妻中央柱の位置から西へ 2間分を確認した。柱間は 2.1 ｍ等間と推定される。
　これらの柱列には建物を囲繞し区画する機能は想定しがたく、その性格については不明な点
が残るが、寺家前地区の区画内を仕切る目隠塀の可能性が考えられる。SB1405 の西妻中央柱以
東には延びないことから、これに接続する掘立柱塀として、SB1405 建設後に柱掘方が掘り込ま
れた可能も考慮しておきたい。

SA1410・1411（Fig.121・124）17 － A 区北部で検出した柱掘方である。SA1410 は、
SB1405 の北側柱列西第 4・5・6 柱と重なる位置に柱掘方 3基、そのうち中央に位置する柱掘方
の北側と南側に各 1基の柱掘方を確認し、合せて 5基の柱掘方で、十字形の柱配置をとるもの
と推定される。
　柱間は、東西方向がおよそ2.7ｍ等間、南北方向が1.8ｍ等間である。柱掘方は長辺0.75～0.6ｍ、
短辺 0.6 ～ 0.5 ｍの長方形であるが、西側の柱掘方のみ長軸 1.6 ｍの舌状を呈している。中心に
位置する柱掘方を半截したところ、柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土、柱痕跡は
灰褐色粘土である（Fig.121　ℓ－ℓ ́）。柱掘方は上部で南北が 80cm 程を測るが、深さ 60cm
程の位置ですぼまって幅 20cm程となる。SB1405 の柱位置とほぼ一致する位置に掘り込まれて
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いることから、SA1410 の柱掘方を掘削した際に SB1405 の柱（根）を抜き取り、その抜き取り
穴内に柱を立てたものと推定される。
　SA1411 は南北に並ぶ柱掘方列である。SK1402 を切り、SK1404 に切られる。3基の柱掘方を
確認した。柱間は 2.1 ｍ等間である。柱掘方は、長軸 0.9 ～ 0.8 ｍ、短軸 0.8 ｍの長方形もしく
は不整円形である。このうち中央の柱掘方のみに重複があり、建て直しを確認できる。
　これらの柱掘方列の性格については不明な点が残るが、柱掘方の組み合わせを妥当なものと
すれば、幢竿跡の可能性が考えられる。SA1410 は心柱を中心に四方に脇柱を配置したもの、
SA1411 は心柱と左右両脇柱からなる三本式の幢竿と推定される。

　第４項　溝　　跡

SD1701（SB1712に伴う雨落溝）（Fig.128）　SB1712 の北側から西側にかけて確認された溝跡
である。SB1712を囲むように巡る溝跡で、SB1712に伴う雨落溝ないし排水用の溝と考えられる。
SB1701・1710 を切り、SK1705・1408 に切られる。
　溝跡は SB1712 の北側柱列の北 2.7 ｍの位置を平行して走り、同柱列の西端を越えた位置で緩
やかなカーブを描きながら南へ向かう。東側は SK1705 に切られ、以東では確認できなかった。
溝幅は北辺で 30 ～ 60cm、西辺で 60 ～ 110cmである。検出面からの深さは、北辺部では 10 ～
30cmを測り、溝底面が西へ向かって緩やかに標高を下げている。北西隅付近では急激に下がり、
西辺にかけては深さ 50cm前後となる。
　断面形は底面が緩やかに窪むＵ字形を呈する。この部分に設定した縦断セクション（Fig.128 
C － C´）では、溝内の堆積土が東から西へ流れ込んでいる状況が観察された。SB1712 の北側
の軒から落ちる雨水を西方向へ送り、更に南方向へ排水するために、溝底面に勾配がつけられ
たものと考えられる。
　覆土の最上層には、どの部分にも共通して明褐色砂質土の堆積が認められた。明褐色砂質土は、
建物跡の柱痕跡に多く認められるのと同質である。溝の北辺部分は比較的浅く、すべてこの層
で埋没している。一方、溝は北辺西端付近から急激に深くなるが、その部分に設定した横断セ
クション Fig.128 A － A´・B－ B´では、明褐色砂質土の下層に黄褐色粘質土の薄い堆積が
認められた。黄褐色粘質土による混入物のない層であるため、何らかの目的で人為的に溝内に
貼られたものの可能性がある。ただし黄褐色土層は、南に位置するFig.128 D － D´・E－ E´
や、北辺溝の他の部分では認められなかった。一方、Fig.128 D － D´セクションでは、最上
層の明褐色砂質土（１層）が、ほかの層を切って掘り込まれている状況が観察された。従って、
溝覆土は Fig.128 A － A´・B－ B´に認められた黄褐色粘土層を境にして、上層と下層とに
区分される可能性がある。上層は先述の明褐色土、下層はグライ化した黒灰色粘質土である。
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Fig.129　SD1702・玉石敷遺構
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SD1702（Fig.129）17－A区の東部で確認した溝跡である。SB1710の東側を5ｍ程東西に走り、
東へ行くにつれて南へカーブし、17 － A区東端付近で屈曲して南北溝となる。西側部分は削平
により失われている。SB1702・1703・1711、SA1701、玉石敷を切って掘り込まれている。
　幅は約 30～ 50cm、検出面からの深さは最大で約 25cmを測る。断面形は箱形である。覆土は、
上層部に暗褐色砂質土、下層に黄褐色砂質土が堆積し、最下層には黄褐色粘土の薄い堆積がみ
られる。溝底面は、南に向かって下がる地形に合わせ勾配をもつ。全体としてみると、SB1712
を囲むような位置関係にあることから、建物周辺の雨水等を集めて南側へ流す排水溝のような
機能が推定される。

　第５項　土　　坑

　土坑は 38 基を確認した。このうち、重複関係や出土遺物、覆土の特徴などからみて古代に遡
ると推定され、寺家前地区の官衙施設に関連する可能性のあるものを選んで以下に報告する。
他は出土遺物や覆土、検出面からみて近世以降のものであるため除外する。

SK1401・1416（Fig.130）17 － A区の北西部に位置する土坑である。両者は重複し、SB1416
が新しい。また SK1401 は SB1413 と重複し、これより古い。
　SK1401 は東西 4.95 ｍ×南北 6.6 ｍで南北に長い不整形を呈する。掘り込みは、底面にやや凹
凸があるが深さはほぼ一定で、検出面から約 60cmを測る。壁はやや丸みを帯びるが急な傾斜
で立ち上がる。
　覆土は黄褐色土粒・同ブロックを含む暗褐色土主体層で、自然堆積により埋没したものと思
われる。時期は不明であるが、Fig.130 C － C´セクションの東側部分に一部、上層部に礫を多
く含む層が認められる。この礫が玉石敷に伴うものとすれば、覆土下層に礫は混入していない
ため、本土坑は玉石敷き敷設以前に掘削され、大半が埋没していた可能性が高い。本土坑の性
格については、手掛かりが少なく不明である。
　SK1416 は長軸 2.18 ｍ、短軸 1.82 ｍの楕円形の土坑である。深さは 140cm を測る。覆土は、
最上層の 1層に暗褐色土、上層部の 2～ 4層は黒褐色土で、焼土・炭化物を含む。特に 4層には、
焼土・炭化物のほかに鉄滓が多量に混入している点が特筆される。以下の層には、一部に壁の
崩落に伴う黄褐色土粒子主体の土が堆積するが、中層から下層部にかけてはグライ化し、灰褐色・
白褐色の粘土となる。
　本土坑の性格は不明であるが、中層まで埋没した段階で、鍛冶関連の廃滓を行う廃棄土坑と
なっていたと考えられる。なお、中層に堆積した黒褐色土は、後述する寺家前地区の施設が廃
絶した後に堆積した遺物包含層と共通する。

SK1402（Fig.131）17 － A区の中央北側に位置する。SB1711・SA1411 と重複し、これより古い。
東西最大 3.5 ｍ×南北 6.6 ｍで南北に長い不整形を呈する。土層断面の観察および掘り込みの形
状を知るためサブトレンチを設定し覆土を掘り下げた。
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断面および断ち割り部分の地山の形状を観察すると、本土坑は直径 2ｍ程の掘り込みの単位 3
基が、南北に連続して形成されていることが明らかとなった。
　掘り込み内には、暗褐色土や壁の崩落に起因するとみられる黄褐色土主体の土層が堆積して
おり、掘り込みの各単位はそれぞれ自然堆積を示す。ただし最上層では各単位にまたがって暗
褐色土主体の 1層が堆積している。断ち割り部分で掘り込みの形状をみると、北端の掘り込み
は直径約 2.4 ｍの円形で底面に凹凸があり、壁は緩やかに立ち上がる。深さは 60 ～ 70cm程で
ある。中央部の掘り込みは不明瞭ながら平面は東西 3ｍ程の楕円形ないし不整方形で、底面に
は弱い凹凸があり、壁はやや急に立ち上がる。深さは 70cmである。南端の掘り込みは東西 1.6
ｍ×南北 1.8 ｍ程の不整方形とみられる。深さは 45cm程で他の部分に比して浅い。
　なお、土坑南西部が円形に突出することから、これも掘り込みの一単位と考えられる。本土
坑の性格については、手掛かりが少なく不明であるが、SB1411・1711 が造営される時期には完
全に埋没していたと考えて良い。また、SB1710 とも直接の切り合いはないが位置が重なるため
同時に存在したとは考えがたい。後述する SK1405 ～ 1407 と共通する特徴をもつことから、土
取り穴の可能性がある。

SK1403（Fig.131）17 －A区の北西部に位置する。SB1411 と重複し、これより新しい。長軸 3.75
ｍ×短軸 2.4 ｍの楕円形を呈する土坑で、主軸方位はＮ 76°Ｗを指す。
　覆土は、黄褐色土粒子を含む灰褐色土、暗褐色土で自然堆積による。検出面からの深さは、
土坑底面の一部が窪むため最大 35cmを測る部分があるが、全体に底面は平坦で 25cm前後の深
さである。壁は緩やかに立ち上がる。

SK1404（Fig.132）17 － A区の北部に位置する。SB1405・SA1411 と重複し、これより新しい。
直径 1.95 ｍの円形を呈し、検出面からの深さは 40cmを測る。掘り込みは底面の中央部が窪む
椀形である。覆土は暗褐色土の単層で、自然堆積による。
　長軸 2.6 ｍ、短軸 2.2 ｍの不整楕円形を呈する土坑で、検出面からの深さは 45cmを測る。

SK1405・1406・1407（Fig.132）寺家前地区の北辺を画する SA1403 のすぐ北側に位置する。
検出段階で、不整円形もしくは不整楕円形の掘り込み 3単位が東西に連続していることが想定
され、東から SK1405・1406・1407 とそれぞれに番号を付した。ただし覆土上面の精査では切
り合いは認められなかった。
　覆土を断ち割り土層断面観察した。覆土は暗褐色土・明褐色土・灰褐色土などで、下層部は各々
で自然堆積を示すが、層序には共通性がみられることから、共通した堆積環境で埋没した可能
性が高い。また、最上層の土層は 3基の土坑すべてを覆うように連続して堆積していた。従っ
て 3基の土坑は、ほぼ同じ時期に開口し、ほぼ同時に埋没したと推定される。
　上面とサブトレンチ内で一部確認した土坑底面および壁の状況から掘り込みの形状を推定す
ると、SK1405 は東西約 2.5 ｍ×南北約 3.1 ｍの南北に長い不整楕円形で、平坦な底面をもち、
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Fig.133　SK1408・SK1415・SK1707
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壁は緩やかに立ち上がる。検出面からの深さは 30cmである。
　SK1406 は東西約 2.5 ｍ×南北約 3.5 ｍの南北に長い不整楕円形で、平坦な底面をもち、壁は
緩やかに立ち上がる。検出面からの深さは 40cm を測る。SK1407 は東西 2ｍ以上、南北約 2.4
ｍで、東側は調査区外にかかるが、平面形は不整円形と推定される。底面にはやや凹凸があり、
壁は緩やかに立ち上がる。検出面からの深さは44cmを測る。なお、底面の標高は5.65ｍ前後で、
3者ともほぼ一定である。
　本土坑の性格については、手掛かりが少なく不明であるが、複数単位の掘り込みが重なって
おり、一定の深さで掘り込みを停止していることから、寺家前地区の官衙施設の造営に伴う土
取り穴等の可能性が考えられる。

SK1408（Fig.133）17 － A区西部、SB1712 の西側に位置する土坑である。SD1701 と重複し、
これより新しい。また玉石敷を切って掘り込まれている。
　底面は平坦で、壁は緩やかに立ち上がる。覆土は、最下層に明褐色砂質土が堆積し、上層は
暗褐色土で埋没している。自然堆積による覆土である。なお、上層の暗褐色土から赤焼土器が
出土している。従って、埋没過程のある時期には、廃棄土坑となっていた可能性がある。

SK1415（Fig.133） 17 － A区の中央部で確認した土坑である。SB1701 を切って掘り込まれて
いる。平面形は、直径 2.4 ｍ程の円形である。
　覆土を約 130cm掘り下げた時点で調査を停止したため、底面は確認していないが、壁は比較
的急な勾配をもつ。覆土は、上層部に暗褐色土主体層が堆積し、下部へ行く程グライ化して黒
灰色のシルトや灰色の粘土となる。また壁際には一部、壁の崩落に起因する黄褐色土主体層が
三角堆積を示す。
　なお、覆土中には玉石敷きに由来するとみられる礫が多量に混入している。また、グライ化
した土層では、建物や道具の何らかの部材とみられる木製品、樹木の枝等の植物遺体が出土し
ている。

SK1707（Fig.133）17 － A区北東部で確認した土坑である。SB1711 に切られている。また、
覆土の上を玉石敷が覆っており、玉石敷を除去した結果、一部が確認されたものである。大半
が玉石敷の下層に入るため、規模・形状は不明であるが、検出した部分で南北 4.5 ｍ、東西 2.4
ｍ以上である。
　また、SB1703 を検出したサブトレンチ内までは及んでいない。土坑底面は平坦で、壁は緩や
かに立ち上がる。覆土は暗褐色土・グライ化した黒灰色土・明褐色土などで、自然堆積により
埋没している。
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　第６項　その他の遺構
遺物包含層（Fig.129）17 － A区の現況は傾斜地を棚田状に造成した 2枚の水田であり、この水
田面を作り出すため一枚の水田区画のうち斜面上位側、すなわち北寄りの部分の地形を低く切
り下げる必要があり、削平が深くまで及んでいた。逆に斜面下位側は高くするため土を盛って
おり、そのため造成土に覆われて層の残りが良い。従って調査区内は、２枚の水田の北側部分
では表土下 20cm程で黄褐色土層に到達したが、南側部分では表土が 80cm～１ｍ程と厚く、こ
れを除去すると旧地表である黒色土層が確認された。
　黒色土は厚さ 10cm程で、礫や鉄滓・赤焼土器の破片を多く含んでいた（Fig.129　Ｂ－Ｂ´
1層）。黒色土層に含まれる礫は、下層の玉石敷に伴うものと考えられる。また、寺家前地区の
SB1408 と重複して鍛冶炉跡である SX1402 が確認されていること、玉石敷の上面に鉄滓が錆び
により固着した部分が見られること、SK1416 の覆土中層から鉄滓が多量に出土していること、
後述する P1410 からは鉄滓とともにフイゴの羽口が出土していることから、本地区廃絶直後に、
その跡地を利用して鍛冶が行われた可能性が高い。その時期は、玉石敷直上で出土した赤焼土
器の示す 10 世紀段階と考えられる。それらを覆う黒色土層は平安時代後期から中世にかけての
旧地表、かつ古代の遺物包含層と考えられる。

玉石敷遺構（Fig.105・111・129）上述した黒色土層を除去すると、１～ 10cm大の川原石を敷
き詰めた礫層の上面が現れた。礫層の厚さは 3～ 10cm前後である。
　検出当初は、この礫層が人為的なものか、また寺家前地区の官衙施設に伴うものなのか判然
としなかった。しかし、前項で述べたように、SB1711・1712 に切られること、SB1703 を覆っ
ていることから、官衙地区の存続期間内に形成されたものと判断した（Fig.105 ｄ－ｄ´）。ま
た、礫層の分布をみると、削平によって失われた部分も多いが、寺家前地区Ｂｂ期の正殿と推
定される SB1710 の前面から東側にかけて広がり、東脇殿である SB1702 の付近で途切れている
（Fig.111・129）。玉石敷は、これらの建物の床にあたる範囲には敷設されていなかった可能性が
高い。さらに礫層の直下には、部分的に厚さ 1cmの黄褐色土粒子による薄い堆積層がみられた
（Fig.129　Ｂ－Ｂ´3層）。この黄褐色土主体層は、整地などを目的とした人為的なものと考え
られる。
　従って、重複関係からみて礫層が形成された時期は官衙の存続期間内に収まること、分布に
寺家前地区Ｂａ期建物跡との関係性が捉えられること、礫層とその下層にみられた黄褐色土粒
子主体の層は人為的なものと考えられることから、礫層は寺家前地区の官衙施設に伴うもので
あり、敷地内の舗装を目的とした玉石敷と断定した。
　ところで、SB1702 の部分でも触れたが、玉石敷に伴う礫は、同建物の柱掘方の一部を覆い、
また柱抜き取り痕跡の中に大量に落ち込んでいた。その一方、玉石敷は建物の内部にあたる部
分や、建物の東側には広がらない。従って玉石敷は建物の床にあたる範囲には敷設されていな
かった可能性が高いことは先述した。また、建物の柱掘方が玉石敷を切って掘り込まれた場合、
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Fig.134　SX1402・P1405・P1410
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柱掘方の埋土には礫が多量に混入するはずであるが、断ち割った北東隅柱の柱掘方埋土に礫は
ほとんど混入していなかった。これらの所見から、SB1702 など寺家前地区Ｂ a期の建物を建設
した後に、建物以外の部分に玉石を敷くという造営手順を踏んだことが想定される。なお、17
－ A区以外では玉石敷は確認されなかった。
　17－A区の東側に位置する17－B・17－C区は、寺家前地区Ｂa期の官舎区画の外側にあたり、
玉石敷はこの部分までは広がっていなかったものと推定される。また、南側に位置する 17 － D・
17 － E・2 － A区は寺家前地区Ｂ a期区画の内側にあたるが、先述したように調査区北側部分
の削平が著しく、玉石敷は失われたものと推定される。
　さて、17 － A区南端付近で玉石敷き断ち割るサブトレンチを設定したところ、玉石敷の下層
で黒色土層を確認している（Fig.103）。また、近接する SB1701 東側柱列北第 6・7 柱の位置す
る部分の周辺は、玉石敷とほぼ同じレベルであったが、玉石敷きは確認されなかった。この部
分でも、SB1701 の報告を行った際に触れたが、黒色土層が検出されている。黒色土層の下は黄
褐色土層とその前位層である暗黄褐色土である。黒色土層は、先述した古代の遺物包含層と色
調は似るが、遺物を含まない点で異なる。また、この上面に玉石敷が敷設され、その上面を寺
家前地区の官衙施設が存続した期間とその直後における生活面と想定すると、それとほぼ同レ
ベルであるが層位的に玉石敷の下層に入る黒色土層は、それ以前の生活面と考えられ、古代に
おける地表が残存していることになる。

SX1402（Fig.134）17 － A区西部、SB1408 の北妻と重複する位置で確認された鍛冶炉跡で、
同建物跡を切って構築されている。平面は長軸 0.93 ｍ×短軸 0.6 ｍの楕円形を呈する。そのう
ち長軸 4.7 ｍ×短軸 2.2 ｍの範囲に被熱が認められ、火床面と推定される。
　火床面については断ち割りを行わなかったため、詳細は不明であるが、地山を浅く掘り窪め、
その上に黄褐色粘土を貼って火床面としている。その部分から拳大の礫が突出しており、人為
的に据えられたものの可能性がある。

P1405（Fig.134）17 － A区北西部、SA1405 と重複する位置で確認された遺構である。同塀
跡を切って掘り込まれている。平面は長軸 1.1 ｍ程の瓢箪形を呈する。覆土は暗褐色土で、赤焼
土器が 1点、完形に近い状態で出土した。

P1410（Fig.134）17 － A区西部、SB1405 の南西部で検出した遺構である。径 0.5 ｍ程の円形
の掘り込みが中心となり東側に接して長軸 0.55 ｍ程の楕円形掘り込みが重複する。また、西側
には別のピットが重複している。
　覆土は黒褐色土で、焼土・炭化物を多量に含む。円形の掘り込みからは鉄滓・フイゴ羽口が
出土した。また、長さ 30cm×幅 17cm程の川原石が据えられていた。鉄滓・フイゴ羽口などの
遺物を鍛冶関連と推定すると、川原石は金床石として用いられた可能性が考えられる。本遺構
も鍛冶に関連する何らかの遺構と考えておきたい。
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　第７項　寺家前地区の構造と変遷

　これまでの発掘調査で確認された、寺家前地区の官衙施設を構成する建物や区画施設の詳細
については、前項までの記述で明らかにした。以下では、これらをひとつのまとまりをもった
官衙院として捉え、その構造や変遷過程を整理することとしたい。
　当地区検出の遺構群については、当遺跡で確認された掘立柱建物跡のなかでも比較的大型の
建物で構成されていること、廂をもつ SB1710 や大型の SB1712 を中心殿舎である正殿としてそ
の左右に脇殿を配し、正殿の前面に前庭を設ける建物配置をとること、掘立柱塀に囲繞されて
他の官舎群から画然と区別される一辺 50 ｍ程の一院を形成していることなどの点から、郡家の
政庁院にみられる一般的な特徴（註４）を備えている。
　従って、ここではこれらの整った建物配置をとる寺家前地区の官衙施設を、郡庁院として積
極的に評価した上で、以下の検討を進めたい。しかし、郡家における政庁院の構造については、
このような一般的な特徴が指摘されている一方で、比較的画一的な様相を示す国衙政庁とは異
なり、各郡の独自性を示すように多様な構造の存在が論議されている。当遺跡についても、時
期別の建物配置構造を詳細に検討し明らかにする作業がまず必要となろう。
　以下では、当遺跡における郡庁院について、その構造と変遷を具体的に検討する。そうした
なかで、当遺跡の郡庁院のもつ官衙政庁としての一般性とともに、その特質も明らかになるも
のと考える。

寺家前地区の遺構の変遷　遺構の実年代については後に触れるが、寺家前地区の官衙施設は遺物
から見る限り、官衙の創設段階である 7世紀末から、廃絶段階である 10 世紀前半に至るおよそ
二百数十年の期間、ほぼ途切れることなく、同じ場所でその機能を維持し続けたと考えられる。
当遺跡において、こうした官衙の存続期間を通じた遺構変遷が、直接の重複関係に基づいて捉
えられるのは当地区だけである。従って、寺家前地区における遺構変遷は、当遺跡における遺
構期区分の軸となるものである。
　寺家前地区の官衙施設は、その存続期間のなかで 2度の大規模な改修を経ており、主軸方位
や全体の建物配置計画、区画や建物規模など多くの点において著しい改変がみられることから、
これを寺家前地区の遺構変遷における画期として捉えることができる。遺構変遷にみられる画
期に基づいて、本地区の遺構期を大きくA～ C期に区分した。すなわち主軸方位が座標北より
16°30′前後東に振れる寺家前地区A期、ほぼ真北を向く寺家前地区B・C期である。後二者は、
SB1710を正殿とする時期、SB1712を正殿とする時期とした。両者とも主軸方位は真北を向くが、
正殿の違いに加え、区画の規模や全体の建物配置構造等に大きな改変みられ、これも寺家前地
区の遺構変遷における画期と捉えられる。一方、これら各時期には、同位置での建て替えを基
本とした変遷があり、小期に区分できる。すなわち、寺家前地区B期は a・b期、寺家前地区C
期は a・b・c期に細分される。従って遺構から、合計6時期の変遷を把握することができた。以下、
順を追って変遷をみていきたい。
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Fig.135　寺家前地区の遺構変遷図
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寺家前地区A期　寺家前地区A期は、官衙施設の主軸方位が北より 16°30′東に振れる時期で
ある。重複関係から主軸方位を東に振る建物は、真北方位をとる建物に比して古い。この点は、
舘前地区を除く他の地区でも確認されていることであり、寺家前地区A期は行方郡（評）家の
創設期にあたる時期と考えられる。
　この時期に属すると考えられるのは、SB1701・1703・1704・1706・1707、SA1406・1702・
1703・1705・1710 である。建物配置をみると、南北に長い長方形の区画の西・東辺に脇殿とし
て SB1701・1704、南・北辺に前殿・後殿として SB1706・1707 が配置される。東・西脇殿は桁
行 8間、前・後殿は 7間の長舎構造の建物に復元でき、東・西脇殿、前・後殿それぞれが妻の
柱筋を揃えて対面する位置に置かれている。そして、これらが掘立柱塀で連結されて、一院を
形成する。
　院の規模は、各コーナーにあたる柱掘方が未確認であるため推定値となるが、東西 43.0 ｍ×
南北 49.8 ｍである。この院の中央北寄りに正殿として SB1703 が配置される。前・後殿は区画
の中軸線にのる。また SB1703 は、17 － A区内で東西 3間分が確認されているが、桁行 4間に
復元すると、やはり区画の中軸線にのることとなる。この時期の正殿は南面廂の構造をとる可
能性があるが、先述のように判然としない。
寺家前地区B期　B期以降は、施設の主軸方位がほぼ真北を向くようになる。B期は、四面廂付
きの SB1710 を正殿とする時期である。重複関係や建物配置から、このほか B期に属すると考
えられるのは、SB1405・1408・1702・1705、SA1402・1404・1405・1408・1701・1712 である。
寺家前地区B期には同位置での建て替えが認められ、それぞれ寺家前地区Ba 期・Bb 期の 2小
期に細分できる。
【寺家前地区 Ba 期】この時期は、区画の東・西辺に東・西両脇殿として SB1702 と SB1408 が、
南・北辺に前・後殿としてSB1705 と 1405 がそれぞれ妻の柱筋を揃えて対面する位置に配置され、
これらが掘立柱塀 SA1405・1408・0202 で連結されて一院を形成する。また、院の南北中軸線
上北寄りには、正殿として四面廂付の SB1710 が配置される。
　区画の規模は、東西 44.2 ｍ×南北 50.9 ｍである。この建物配置構造や区画の規模は、寺家前
地区A期のそれとほぼ同じであり、寺家前地区 Ba 期は、主軸方位を変えながらも寺家前地区
A期の規模や建物配置をほぼ正確に踏襲したものと考えられる。この点については後述する。
　なお、先述したように、この時期には玉石敷が伴う。玉石敷は、正殿や前・後殿、東西脇殿
などの主要な建物の造営が終了した後、建物のない部分を玉石で舗装したもので、建物の建設
→玉石による舗装の造営順序が想定される。
【寺家前地区Bb期】寺家前地区Bb期は、先行する寺家前地区Ba期の区画をほぼ踏襲して建て
替えが行われた段階である。すなわち、東・西辺は寺家前地区Ba期のそれと同位置に重複する
SA1701・1402、北辺は Ba 期北辺の北 1.8 ｍの位置を通る SA1404 によって区画される。南辺に
ついては不明確であるが、寺家前地区Ba 期の南辺と重なる SA1712 がこれにあたると推定され
る。その場合、区画の規模は東西 44.2 ｍ×南北 52.7 ｍとなる。なお、この時期の掘立柱塀は、
北西および北東コーナー部分に柱掘方がないことから、入り隅のような構造となっていたと推
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定される。また、北辺掘立柱塀である SA1404 の東西中央の柱間は他に比してやや広くとられ
ており、この部分に棟門が存在し、北辺の出入口となっていたものと考えられる。
　この時期の正殿は、SB1710 に建て替えの痕跡が認められることから、Ba期の正殿が同位置・
同規模で建て替えられて存続したものと思われる。また東・西辺掘立柱塀は、調査区内で確認
された脇殿相当の建物跡すべてと重複しており、この時期に伴う脇殿は確認されていないこと
から、東・西辺の位置に脇殿はなく、掘立柱塀のみとなっていた可能性が高い。
寺家前地区C期　寺家前地区 C期は、区画が大幅に拡張される時期であり、前段階の区画の一
回り外側を巡る掘立柱塀 SA1401・1403・1407・1704・1709・0201 に区画される。区画の規模
は東西 55.5 ｍ×南北 67.6 ｍを測る。重複関係・区画内の建物配置から、この時期に属すると考
えられる建物跡は、SB1407・1409・1413・1414・1415・1711・1712・1713・1714 である。また
区画南部に位置する SA1711 が建物になるとすれば、この時期に含まれよう。
　区画の中央北寄りに位置する 5間× 3間の SB1712 はこの時期の正殿、その背後に位置する
10 間× 2間の長大な SB1711 は後殿に比定される。また正殿の北西側には脇殿となる南北棟建
物 SB1407・1409・1413・1414・1415 が、南東側にはやはり南北棟の SB1713・1714 が位置して
おり、やや変則的ながら正殿を中心とし、左右の北と南に脇殿を配して広場を囲むＨ字形の建
物配置を意図したものと思われる（註５）。区画の南辺中央には南門として SB1708 が取り付く。
　この時期の建物や掘立柱塀には、建て替えを主とした最大で 3時期の変遷がみられる。すな
わち、西脇殿部分における SB1413 → SB1407・1414 → SB1409 の変遷、北辺掘立柱塀 SA1403
における a ～ c 期の変遷などである。このほか、建て替えによる 2 時期の変遷が捉えられる
ものとして、西辺掘立柱塀である SA1401 の a・b 期、正殿である SB1712、東脇殿を想定した
SB1713 を挙げることができる。なお、SB1714 を 3 時期目の東脇殿と考えるならば、東脇殿も
3時期の変遷を辿るものに含められる。一方、後殿と推定される SB1711 や東辺掘立柱塀などは、
1時期のみしか捉えられない。
　部分によって建て替えや重複の数が異なることの理由として、遺構の残存状況や、柱抜き取
り痕跡が次段階の柱掘方を兼ねていたのを見落とした可能性、古い時期の柱掘方が新しい時期
の柱掘方と完全に重なることによって、古い時期の柱掘方が失われてしまった場合なども想定
できよう。しかしここでは、認識できた建て替えの回数が、ある程度の実態を反映したものと
する立場をとる。
　各遺構にみられる小期の対応関係については、郡庁院の場合、正倉院のように新たな建物が
順次追加・新営されるのとは異なり、各施設が一連の造営計画に基づいて一度に造営・配置さ
れたと考える。従って a期に全ての施設が出揃ったと考え、その後の補修・建て替えが建物毎
に適宜おこなわれたことにより、それが建て替えの回数の差として表われたと理解される。す
なわち、建て替えの回数の差は、b期・c期と時期が下るにつれて、傷みが早く進行した部分と
遅い部分とが生じ、また補修・建て替えなどの維持・管理が積極的に行われた部分と行われな
かった部分が存在したことを反映すると考えておきたい。また SA1401・1403 や SB1409 にみら
れるように、a期の柱を抜き取り、その抜き取り穴を利用して b期の柱を立てているといった
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事例がある。こうした工法によれば、用材調達・加工を含む大規模な造営過程を踏む必要はなく、
建物ごとに個々に建て替えを行うことが容易であったであろう。
　以下、小期ごとに遺構の変遷をみていくこととする。
【寺家前地区Ca期】寺家前地区Ca期は、SB1712a を正殿、SB1711 を後殿とする。両者は桁行
中軸線が揃う。また SB1712 の雨落溝として SD1701 が伴う。西脇殿として SB1413、東脇殿と
して SB1713a が配される。SB1413 の南妻と SB1712 の北側柱列は柱筋がほぼ揃う。そして、そ
れらを SA1401a（西辺）、SA1403a（北辺）、SA1407・1704（東辺）、SA1709（南辺）が囲繞する。
南門である SB1708 もこの時期に含まれよう。後殿である SB1711 は 1 時期しか確認されていな
いが、正殿である SB1712 と北辺掘立柱塀との間には約 26.5 ｍもの距離があり、建物配置の計
画当初から予め後殿の位置が決められていたと考えられることから、後殿も寺家前地区Ca期か
ら造営されたと考えておきたい。このほか、建物を囲繞する掘立柱塀の柱掘方は、相対的に古
い時期のものはいずれも一辺 1ｍを超える長方形でしっかりしており、上に挙げた掘立柱塀が
一連の造作であったことを裏付ける。
【寺家前地区Cb期】寺家前地区Ca期による院が成立して以降の変遷は、基本的にCa期の建物
や区画施設を踏襲した同位置・同規模での建て替えによる。Cb期は、SB1712b を正殿とし、両
平側の柱筋を揃えて南北に直列する SB1414・1407 を西脇殿、SB1713b を東脇殿とする時期で
ある。SB1712 に伴う雨落溝 SD1401 にも補修が行われた可能性があり、この時期まで存続した
と考えられる。一方、この時期に後殿が存在したかどうかは不明である。
　また、区画掘立柱塀は Ca 期とほぼ同一線上での建て替えが行われ、北辺掘立柱塀は
SA1403b、西辺は SA1401b、南辺は SA1709b が存在したと考えられるが、東辺については判然
としない。南門は寺家前地区Ca期の SB1708 とやや位置のずれる SB1709 となる。
【寺家前地区Cc 期】遺構の重複関係において、Cc 期を捉えられるのは北辺掘立柱塀と西脇殿で
あり、SA1403c と SB1409 がこの時期に属する。ただし、北辺掘立柱塀は 14 －Ｆ区以東では判
然としなくなる。また、SB1714 が建物になるとすれば、この時期に対応する東脇殿と考えられ
る。正殿や区画施設の他の部分がどのような状況にあったかは不明であるが、建て替えの必要
がなくそのまま存続していた可能性もある。
　なお、上述したもの以外に、所属不明の建物跡・掘立柱塀に触れておきたい。SB1406 は、方
位が B期ないし C期の建物と一致するものの、寺家前地区を構成する建物と柱筋が揃うといっ
たような関係性は見出せず、所属時期は明確でない。しかし、分層できない単層の堀方埋土、
明褐色土による柱痕跡などの特徴は、C期の SB1711 などと共通することから、この時期に位置
付けられる可能性がある。
　SA1409 は重複関係から C期より古く、Ba 期より新しいことから Bb 期を中心とする時期が
想定される。ただし、3時期の変遷があることから、古い時期はBa期にさかのぼる可能性があり、
SB1405 に接続する柱列として、SB1405 の建設後、その存続期間内にやや遅れて SA1409 の柱
掘方が掘り込まれた可能性も考慮しておきたい。これらに建物を囲繞し区画する機能は想定し
がたく、その性格については不明な点が残るが、寺家前地区の区画内を仕切る目隠塀の可能性
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が考えられる。
　幢竿跡の可能性を想定した SA1410・1411 も不明瞭ながら、SA1410 が Bb 期の SA1404 を切
ることから、C期以降と考えて良い。SB1411 も SB1405 と位置が重なるため、Bb期以降である。
ただし、周囲の建物との位置関係に整合性は見出せず、厳密な所属時期は不明としておきたい。

官衙施設の造営計画　寺家前地区は 2度の大規模な改変を経て、大きく 3期に時期区分され、そ
れらが小期も含めて合計 6時期の変遷を辿ることが、以上の検討で明らかになったことと思う。
その際、記述が煩雑になることを避けるため、建物配置計画については、遺構の時期的な変遷
や同時併存を理解するうえで最小限の記述に留めている。
　以下では、各期の建物配置をより仔細にみることで、整然とした配置をとる寺家前地区の造
営計画の一端を明らかにする。近年の郡家の調査では、郡庁院の高度な計画性が明らかにされ
ており（註６）、本遺跡もそうした事例に含めることができる。
【寺家前地区A期】正殿の北側柱列と東・西脇殿の北妻は柱筋が揃う。また前・後殿は妻の柱
筋を揃えて対面する位置にあり、前殿・正殿・後殿は桁行中軸線を揃えて並列している。従って、
これら寺家前地区を構成する各建物は、対面あるいは隣り合う建物との関係性のもとに配置さ
れたことがわかる。このような見
た目の計画性のほかに、棟間距離
などの計測値を加えると、より具
体的な造営計画を把握することが
できる。まず、正殿と前殿の棟間
距離は 27.9 ｍを測り、後殿と正殿
の棟間距離 9.3 ｍの 3 倍の値を示
す。正殿と東・西脇殿の棟間距離
は、それぞれ12.0ｍ、12.2ｍを測り、
これは前・後殿のコーナーに取り
付く北・南辺掘立柱塀の長さ（す
なわち前・後殿の妻と区画の東・
西辺との距離）にほぼ等しい。東・
西脇殿の北妻から区画北辺までの
距離は 12.7 ｍ、南妻から南辺まで
の距離は 15.0 ｍを測り、南側が長
い、従って東・西脇殿は、区画の東・
西辺の中央から北にやや寄った位
置にある。
【寺家前地区 B期】寺家前地区 Ba
期では、正殿の北入側柱列と東・
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西脇殿の北妻の柱筋がほぼ揃う。
ここで注意されるのは、脇殿の北
妻と柱筋を揃えるのは正殿の柱列
のうち廂ではなく身舎の柱列であ
る点で、これは正殿が北側に廂を
もたない寺家前地区 A期におけ
る正殿と脇殿の配置関係を、ほぼ
正確に踏襲したとみることができ
る。また、前・後殿は妻の柱筋を
揃えて対面する位置にあり、前殿・
正殿・後殿が桁行中軸線を揃えて
並列する。
　棟間距離等の各種計測値をみる
と、寺家前地区A期の建物配置関
係をほぼ踏襲したとみられる点が
ある一方、若干の違いがみられる
部分もある。　
　まず、四面廂付の正殿と後殿と
の等間距離は 9.0 ｍ、正殿の身舎
すなわち北入側柱列で計測すると
11.1 ｍである。一方、前殿と正殿

との棟間距離は 24.9 ｍ、正殿の身舎すなわち南入側柱列で計測して 27.0 ｍを測り、後者の数値
は正殿の北廂と後殿との距離の 3倍の値となる。また、正殿の身舎すなわち東・西入側柱列と東・
西脇殿の棟間距離は、それぞれ 12.3 ｍ、12.9 ｍを測り、これは前・後殿のコーナーに取り付く北・
南辺掘立柱塀の長さにほぼ等しい。
　従って棟間距離設定においても、本期は寺家前地区A期のそれと共通する点が多く、寺家前
地区A期を造営した施工原理が以後も継承され、寺家前地区 Ba 期の造営においても、それが
かなり忠実に踏襲されたと見て良いであろう。
　ただし異なる点もある。本期の東・西脇殿は、いずれも南妻を確認していないため、南北規
模は不明である。しかし、寺家前地区A期の東脇殿の平面形式が桁行 8間と推定されるため、
本期がこれを踏襲したと仮定すると、既調査部分で明らかな柱間 2.7 ｍの等間で 8間、桁行総長
21.6 ｍの建物に復元できる。その場合、区画北辺から脇殿の北妻までの距離、南辺から南妻の
距離はそれぞれ 14.7 ｍと等しくなり、脇殿は区画の東・西辺のほぼ中央に位置することとなる。
なお、寺家前地区Bb期の区画は、寺家前地区Ba期のそれを踏襲したものである。
　先述したように、寺家前地区 Bb 期の北辺掘立柱塀の東西中央の柱間は広くとられ、その部
分が棟門となっていた可能性が高い。一方、先行する寺家前地区 Ba 期の後殿は桁行 7間の奇
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Fig.137　寺家前地区B期の造営計画
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数間で、その中央間の位置は寺家
前地区 Bb 期の棟門の位置と一致
するため、寺家前地区 Ba 期後殿
も中央間が区画内部への出入口と
なっていた可能性がある。その場
合、寺家前地区 Ba 期の後殿には
長屋門のような構造が想定されよ
う。そしてこの北辺入口は、後述
するように寺家前地区 C期まで踏
襲される。
【寺家前地区 C期】まず、正殿と
後殿は互いに桁行中軸線を揃えて
並列する。また正殿の北側柱列と
西脇殿となる SB1413 の南妻は柱
筋がほぼ揃う。正殿と後殿は互い
に中軸線が揃うが、両者の中軸線
は掘立柱塀による区画の中軸線か
ら 1.5 ｍ程東にずれている。一方、
南門 SB1708 は区画の中軸線にの
る。正殿・後殿の中軸線に合わせ
て折り返すと、東辺掘立柱塀が西

脇殿の西側桁行のラインにのり、東辺掘立柱塀と西脇殿の西側柱列は、正殿・後殿の中軸線を
中心としたシンメトリックな位置関係にあることが判明する。
　西脇殿の西側柱列の通る位置は、前段階の寺家前地区 Ba・b 期の西辺ともほぼ重なるため、
院のなかでも柱掘方の重複が最も激しい部分となっている。このことは、寺家前地区 C期の建
物配置計画においても、このラインがひとつの基準となったことを示すものと考えられる。正殿・
後殿・西脇殿などの主要殿舎の位置がまず決定された後、それらを基準として区画掘立柱塀や
門などの位置が決定された可能性が高い。なお、SB1708 に後出する SB1709 は正殿・後殿の中
軸線にのる。従って南門は新しい時期（b期）になると、正殿・後殿の中軸線を意識した配置
となる。
　各建物の棟間距離をみると、正殿・後殿の棟間距離は 5.7 ｍで、後殿と西脇殿との棟間距離 5.7
ｍに等しい。また正殿と西脇殿の棟間距離は 11.0 ｍで、これは後殿と東辺掘立柱塀との距離と
一致する。従って、5.5 ｍ前後もしくはその倍数が、棟間距離設定の基準となっていた可能性が
高い。なお、北辺掘立柱塀には 1箇所、柱間が広くとられている部分があり、北辺入口の位置
が判明するが、その位置は寺家町区Bb期の北辺入口と一致している。この位置は寺家前地区B
期においては区画北辺の東西中央にあたるが、拡張された寺家前地区 C期の中軸線とは一致し
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Fig.138　寺家前地区C期の造営計画
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ない。
　寺家前地区C期の北辺入口の位置は、北辺中央にこだわることなく、寺家前地区B期以来使
用されていた入口や、そこに至る経路の位置を踏襲して決定されたものと想定される。

寺家前地区の遺構変遷とその特質　寺家前地区A期から寺家前地区B期への変遷は、主軸方位が
変更されることで、院の造営計画が大きく改変されたことを示している。このことは、他の地
区でも東へ振れる方位をとる官衙施設が確認されていることからも明らかなように、官衙施設
全体に及ぶ画期であったと考えられる。
　寺家前地区B期以後の官衙施設は真北方位で変遷していることから、寺家前地区B期は以後
長く踏襲される官衙施設全体の造営計画が成立した段階と言える。この点は、福島県指定地区
にある正倉院においても、真北方位の区画が一旦成立した以後は、一部の構造を変えながら長
期間おなじ位置で変遷していることと符号する。
　ただし次節で報告する寺家前北方地区A期においては、東に振れる正倉建物が配置されるの
に対し、そこから距離の離れた福島県史跡指定地内において、明確な真北方位の区画を伴う正
倉院が成立している。その点からすれば、寺家前地区については、寺家前地区Ba期の区画が主
軸方位を変えながらも位置を変えることなく、また建物配置計画・施工原理は寺家前地区A期
のそれが正確に踏襲されている点は注目に値する。
　全国的な事例に照らしても、郡庁院の変遷において主軸方位の変更が行われている場合には、
建物配置構造にも大幅な改作を伴っていることが一般的であり、当遺跡における寺家前地区A
期からB期への強い連続性は、特異な例であると言って良い（註７）。
　いずれにしても、寺家前地区A期官衙の造営、特に寺家前地区にある院の建設が、当時最先
端の造営技術を用いて行われたことは間違いない。そしてＡ期の施工原理は、おそらく 10 年な
いし数十年を経た寺家前地区Ba期の時期に至るまで、在地で保持された可能性があり、建物配
置の雛形が存在していた可能性もある。
　ところで、寺家前地区Ba期の院には玉石敷が伴う。国衙クラス以上の官衙において、政庁が
前庭に石敷をもつ例は知られるが、郡家の政庁院が玉石敷を伴う事例は全国的にみても類例が
なく、そのことをどのように評価することができるかは問題となる点であろう。前述したように、
一辺 50 ｍの範囲に収まる区画の規模や、非瓦葺掘立柱式の建物は、郡家の政庁として一般的な
ものであるため、玉石敷だけを過大に評価することはできない。しかし玉石敷の前庭が、地方
官衙の政庁で行われる儀式の内容や格式を一定程度反映するものと仮定すれば、本来国衙レベ
ルで行われた儀式の一部が、当遺跡の郡庁院で挙行された可能性を示唆するものである。ただし、
他遺跡においても、もとは石敷の前庭を伴っていたが、後世の削平により失われてしまった場
合もあり得るため、この点については類例の増加を待って改めて検討する必要があろう。いず
れにしても、泉廃寺跡の郡庁院において玉石敷が確認されたことは、遺構の遺存状態が極めて
良好であることを示している。
　なお、本遺跡は南へ向かって傾斜する地形に立地するが、寺家前地区A期西脇殿・B期東脇
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殿について、柱掘方の深さを調べた結果、掘方底面の標高差が傾斜面の標高差に対応している
可能性が高いことが明かとなった。従って、郡庁院建設に対して、盛土や切土などのような自
然地形に対する造作は行われず、傾斜地に直接建物を建設したと考えられる。
　さて、寺家前地区B期から C期への変遷もまた、郡庁院が整備・拡充された大きな画期である。
すなわち寺家前地区C期には区画の規模が拡張され、またその内部に配された建物も、特に正殿・
後殿が著しく大型化している。SB1712 は、桁行の間尺が 10 尺を超える、郡家の正殿としては
異例のものである。その柱配置は桁行 5間のうち中央間 3間がやや狭く、両脇間がやや広くと
られており、この点も郡家の正殿としては特異なものと言える。後殿SB1711も柱間10尺等間で、
本遺跡のなかでも最大クラスの建物である。また、SB1712 は丸太を筏状に敷き並べて枕木とす
る特殊な基礎構造をもち、このほか後殿や東脇殿にも礎板が用いられている。10 尺を超える柱
間や礎板の多用といった造営技術上の特徴は寺家前地区A・B期にはみられず、寺家前地区 C
期の郡庁院を造営した工人集団の個性を示すものと思われるが、同じような特徴をもつ建物は、
町地区の SB0723 をはじめとする建物群や、栗石を用いた SB0502 など、寺家前地区C期に対応
する建物に認められ、この時期の特徴として遺跡内である程度の普遍性をもつ可能性もある。
　造営計画を検討した際にみたように、寺家前地区B期は寺家前地区A期の計画をほぼ踏襲し
ているのに対し、寺家前地区B期から C期への変遷には以上のように不連続がみられる。その
点からすれば、寺家前地区B期から C期への改作は、郡庁院の変遷において最も大きな画期で
あると評価できよう。建物や掘立柱塀にみられるように、寺家前地区 C期の郡庁院は同位置で
の建て替えによる安定した変遷がみられ、この構造で最も長期間存続したと考えられることか
ら、この時期を郡庁院の最盛期に位置付けることができる。
　寺家前地区Cｃ期建物跡の柱痕跡には、焼土・炭化物が多量に混入しているものがみられる。
また、玉石敷の上面や直上に堆積した遺物包含層からは、多量の赤焼土器とともに、鉄滓が出
土している。また、郡庁建物よりも新しい時期の土坑に、焼土・炭化物や鉄滓が多量に出土し
たものがある。これらは、郡庁院廃絶直後の様相を示すものと考えられ、当地区周辺は、郡庁
院廃絶後には鍛冶関連の生産にかかる場として利用されたと考えられる。

遺構期の年代について　最後に、各遺構期の年代について見解を示しておきたい。寺家前地区A
期西脇殿である SB1701 の柱掘方埋土からは、須恵器平瓶とみられる小片が出土している。同
一個体だが接合しない破片複数が出土していることから、意図的に埋められた可能性がある。
器形の特徴はほとんど不明であるが、寺家前地区A期の官衙造営時に埋められたものとすれば、
寺家前地区A期はこの器種の消滅以前まで遡ることになる。郡庁院やその周辺では、官衙施設
に先行する造営集落のような遺構は確認されておらず、官衙創設期である寺家前地区A期を、
遺物の示す上限である 7世紀後半に遡らせて良いものと考えられる。
　一方、寺家前地区で出土した遺物の大半は、郡庁院廃絶後に堆積した遺物包含層中出土の赤
焼土器杯類であり、郡庁院の下限はこの土器の年代に求めて良い。従って、郡庁院で出土する
遺物の年代幅は、古代では 7世紀後半から赤焼土器の示す 10 世紀前半頃までである。これは、
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当遺跡全体でみた場合の遺物の年代幅ともほぼ符号する。
　先にみたように、郡庁院における寺家前地区A～ C期の遺構期区分は、官衙施設全体の変
遷に対応すると見て良い。その場合、特に注目されるのは、正倉院の区画溝から出土した郷里
制段階の木簡である。木簡は、真北方位を向く正倉院区画溝のうち、埋め戻しの行われた古い
時期の溝である SD2101 の最下層から出土しており、溝の掘削時期は 8世紀第 2四半期を下限
とする８世紀前半に遡ることが判明した。真北方位をとる溝のうち古い段階である SD2101 は、
同じく真北方位をとる郡庁院の古い時期、すなわち寺家前地区 Ba 期に対応する可能性が高い。
従って寺家前地区Ba期には 8世紀前半の年代が与えられる。
　寺家前地区Ca 期に位置付けた SB1711 の掘方埋土からは、須恵器杯の底部破片が出土してい
る。また、同建物跡の柱掘方からは「今」の焼成後線刻のみられる両黒の土師器が出土してお
り、特筆される。寺家前地区Ca期の上限はこの土器の示す 8世紀後半であろう。このほか、寺
家前地区C期郡庁院の西脇殿SB1409からは、ロクロ調整で内黒の土師器杯が出土しているので、
寺家前地区Cc 期の上限は、遡っても 9世紀後半と考えられる。
　また、先に検討したように郡庁院には寺家前地区A期からB期へ、そして寺家前地区B期か
ら C期への強い踏襲性・連続性が窺える。寺家前地区A期の官衙は１時期のみであるが、寺家
前地区B期は 2時期、寺家前地区C期は 3時期に細分されることから、長期間存続したことは
明らかであり、郡庁院は官衙の存続期間を通じて継続的にその機能を維持していたと考えられ
る。その各時期を上記の土器の年代幅のなかに割り当てれば、寺家前地区A期を 7世紀後半な
いし末、寺家前地区Ba 期を木簡の示す 8世紀前半、寺家前地区Bb期を 8世紀後半、寺家前地
区 C期を 8世紀末～ 9世紀代と位置付けられよう。この推定に従えば、各小期が概ね 30 年～
50 年程のスパンとなり、さほど実態とはかけ離れたものではないと思う。そして、赤焼土器を
出土する 10 世紀前半頃には、郡庁院は確実に廃絶していたものと推定される。

註１　福島県原町市教育委員会『原町市内遺跡発掘調査報告書』７ 2002 年
註２　福島県原町市教育委員会『原町市内遺跡発掘調査報告書』６ 2001 年
註３　註１に同じ。
註４　 山中敏史「Ⅶ－ 3 郡庁」『古代の官衙遺跡』Ⅱ 遺物・遺跡編　2004 年　独立行政法人 文化財研究所 奈良文化財

研究所
註５　 岐阜県関市弥勒寺東遺跡に類例がある（篠原英政・田中弘志「弥勒寺跡・弥勒寺東遺跡－美濃国武義郡衙と郡寺－」

『古代』110 号　2001 年　早稲田大学考古学会　
註６　註５に同じ。
註７　 藤木　海「泉廃寺跡とその周辺－行方郡における７世紀の様相－」『日本考古学協会 2005 年度福島大会シンポジ

ウム資料集』　2005 年 10 月　日本考古学協会 2005 年度福島大会実行委員会。郡庁院のⅠ期からⅡ期への建て替
えが方位を変えながらも同じ位置・建物配置で行われているのに対し、Ⅱ期正倉院はⅠ期における郡庁院に近接
する位置を踏襲せず、郡庁院から離れて溝による区画として新たに設定されている。この点について筆者は、Ⅰ
期からⅡ期への変遷のなかで、郡庁院の担った機能に変化がなかったのに対し、正倉院については８世紀の養老
倉庫令の規定を反映して新たに策定されたものと評価した。
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第７項　寺家前地区の構造と変遷

Fig.139　寺家前地区出土土器
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　　　第３節　寺家前北方地区の調査

　第１項　寺家前北方地区の概要

　寺家前北方地区と呼称する本地区は、本章第 2節で述べた、寺家前地区の北方および北西に
あたる部分に位置する。遺跡の北側には低位丘陵が控え、西側には総柱式の礎石建物が多数確
認された福島県史跡地区が展開している。南側の一部は町地区と接している。このように、寺
家前北方地区は泉廃寺跡を構成する主要官衙施設に囲まれた位置にある。
　発掘調査は、寺家前地区にある官衙施設の主要部分を検出した第 13・14 次調査の際に、本地
区にも調査区を設けて実施したものである。調査は、対象地内にトレンチを設定して掘り下げ、
遺構の検出された部分について適宜調査区を拡張する方法をとった。
　調査の結果、以下に報告する掘立柱建物跡、溝跡、土坑などが確認され、寺家前地区とは別
の官衙ブロックが存在していることが明らかとされた。ここでは、これらの地区を寺家前北方
地区として一括し、以下の記載を進める。
　本地区は、14 － C区・14 － E区の 2つの調査区に分かれるが、この地区の現況はいずれも
水田であり、遺構検出面は黄褐色土層の上面である。検出面の標高は 14 － C区でおよそ 6.3 ｍ
前後、14 － E区では検出面が 7.5 ｍ前後を計測する。寺家前地区よりも斜面の上位側に位置す
るため、寺家前地区の北端より 0.6 ～２ｍほど高い。ただし 14 － C区は水田造成の際の削平が
著しく、北側へ行くほど基本土層や遺構の残存状況は悪い。14 － E区は、水田となる以前に畑
地として利用されていたらしく、斜面に直行する方向に畝跡が確認された。
　本地区で検出された遺構は、14 － C・E区合せて掘立柱建物跡 11 棟、掘立柱塀 2列、溝跡 1条、
土坑 24 基である。これらはいずれも検出のみに留めたため、土坑や溝跡については行方郡家関
連のものかどうかが不
明なものが多い。
　したがって以下で
は、行方郡家を構成す
ると考えられる官衙施
設との関連が確実なも
のや、他地区の施設と
の間に一定の相関関係
が認められる掘立柱建
物跡 11 棟・掘立柱塀
跡 2基・溝跡の各還講
について報告を進め
る。
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Fig.140　寺家前北方地区の位置
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　第２項　掘立柱建物跡

SB1401（Fig.142）14 － C 区南部で確認した南北棟の掘立柱建物跡である。建物の主軸方位
はN1°Wを示す。西側柱列南第 2柱を SK1426 に切られる。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行の柱間寸法は 3.0 ｍ等間の
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総長 12 ｍ、梁行の柱間寸法は北側柱列で西から 2.7 ｍ＋ 3.0 ｍの総長 5.7 ｍ、南側柱列で西から
2.8 ｍ＋ 3.0 ｍの総長 5.8 ｍを測る。柱掘方は、長辺 1.4 ｍ～ 1.6 ｍ、短辺 1.1 ～ 1.3 ｍの長方形で、
東西方向に長軸をとるものが多いが、南妻中央柱は南北に長い。柱掘方を検出面で観察した結果、
掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土を主体とし、その中央付近で直径 20 ～ 30cmの暗
褐色土による柱痕跡を確認できた。
　本建物跡の西側柱列の柱筋を南へ延長すると、寺家前地区 B期の西辺掘立柱塀にのる。また
本建物の南西隅柱と寺家前地区Ba 期の区画北西コーナーの柱掘方との距離は 25.5 ｍの 85 尺を
測る。なお、寺家前地区 C期の西脇殿とでは柱筋は揃わない。従って、本建物の時期は寺家前
地区の遺構期区分における寺家前地区B期に対応する可能性が高い。

SB1402（Fig.143）14 － C 区の中央部で検出した東西棟の掘立柱建物跡である。建物の主軸
方位はW20°Nを示す。北西隅柱、東側柱列北第 2柱の柱掘方を SK1440 に切られる。
　建物の構造は、桁行 3間×梁行 3間の総柱式掘立柱建物で、桁行の柱間寸法は 2.7 ｍ等間で総
長 8.1 ｍ、梁行の柱間寸法は 1.8 ｍ等間で総長 5.4 ｍを測る。
　柱掘方は、長辺 1.2 ～ 1.6 ｍ、短辺 1.2 ～ 1.6 ｍで、正方形に近いものが多い。また、東側柱
列は柱掘方がやや大きい。また、北第 2柱列東第 2柱と、北第 3柱列東第 2柱の掘方と間には
幅 0.7 ｍ程の溝状の掘り込みがあり、溝もちの構造となっていた可能性が高い。
　柱掘方ならびに埋土の上面観察では、掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土を主体と
する。また、柱掘方上面を精査した結果、ほとんどの柱掘方で径 30 ～ 60cm程の円形のプラン
を確認した。半截した南第 2柱列東第 2柱では、掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む黒褐色土
または黄褐色土を主体とし、混入物の多寡により分層される。
　これらの埋土の特徴は、それぞれの埋土が互層堆積を示す版築層を構成する点にある。柱痕
跡の堆積土は、上層部が黒褐色土で埋没しているが、下層部は黄褐色土・黒褐色土の薄い堆積
を示し、グライ化し硬く締まっていた。硬く締まった部分には、柱が接していたと考えられる。
検出面から掘方底面までの深さは 66cmである。なお、北西隅柱は抜き取られている。
　本建物跡は、東側に位置する SB1403 と両平側の柱筋を揃えて直列に配置されている。両建
物の棟間距離は14ｍを計測する。建物の主軸方位は寺家前地区A期の建物と対応することから、
本建物の時期もこれに対応するものと見て良い。

SB1403（Fig.143・144）14 － C区の東端部で検出した東西棟の掘立柱建物跡である。建物の
主軸方位はW20°Nを示す。他の遺構との重複関係では、SK1431 と重複し、これより古い。ま
た南東隅柱の掘方が SB1404 の柱掘方に切られている。
　建物の構造は、桁行 3間×梁行 3間の総柱式掘立柱建物であり、桁行の柱間寸法は、2.7 ｍ等
間の総長8.1ｍ、梁行の柱間寸法は1.8ｍ等間の総長5.4ｍを測り、SB1402と同規模の建物である。
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Fig.142　SB1401・SB1404
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Fig.143　SB1402・1403
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　柱掘方の規模は長辺 1.2 ～ 1.4 ｍ、短辺 1.1 ～ 1.35 ｍの正方形に近い長方形で、長軸を桁行方
向に向けるもの、梁行方向に向けるものの両者が混在する。柱掘方の埋土は黄褐色土を主体とし、
暗褐色土・黒褐色土が少量混入する。柱痕跡は径 30 ～ 50cmで、グライ化した灰褐色土である。
本建物跡が位置する部分は、調査区のなかでも特に地山の削平が著しく、北側の柱列には底面
部分のみが残る柱掘方もある。しかし SB1402 で見たのと同様に、柱位置の地山がグライ化し
て白く変色した柱の当たりを確認できた。
　南東隅柱を半截し、土層断面を観察した結果、黄褐色土主体層と灰褐色土主体層による互層
を確認できた（Fig.144 a － a´）。検出面からの深さは 40cmを測る。
　本建物跡は先述したように、西側に位置する SB1402 と両平側の柱筋が揃い、これと同時期
の建物と考えられる。寺家前地区A期に対応する建物である。

SB1404（Fig.142・144）14 － C区の東端部に位置する掘立柱建物跡である。東半部が調査区
外にかかる。また SB1403 と重複し、これより新しい。主軸方位はN１°30′Wを示す。
　建物は北妻と西側柱列の一部を確認したのみであるため、全容は不明であるが、調査区内で
検出した柱掘方から、桁行 3間ないしそれ以上、梁行 3間以上の側柱式掘立柱建物になると考
えられる。桁行の柱間寸法は、北から 2.7 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.7 ｍで総長 7.8 ｍ以上、梁行の柱間寸
法は 2.4 ｍ等間で総長 4.8 ｍである。
　柱掘方は長辺 1.3 ～ 1.2 ｍ、短辺 1.3 ～ 1.1 ｍの長方形である。なお、北側柱列西第 2 柱は、
掘方の底面部分しか残っておらず、柱痕跡の下部が僅かに検出できたのみである。上面の観察
では、柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土であり、径 35 ～ 20cmの暗褐色土による
柱痕跡を確認できた。また、北西隅柱では柱抜き取り痕跡を確認した。北西隅柱の柱掘方を半
截し、土層断面を観察した結果、柱掘方埋土は黄褐色土・明褐色砂質土・暗褐色土などを厚さ
10 ～ 15cm程で互層に埋め戻していた（Fig.144 b － b´）。
　時期については、真北方位を取ることから寺家前地区の遺構期区分における寺家前地区 B期
もしくは寺家前地区 C期に対応する可能性が高いが、他の建物との関係性が捉えられず、厳密
な時期比定は困難である。
　なお、本建物跡の西側柱列の西約 1.3 ｍの位置を平行して走る南北柱列を確認している。西側
柱列と柱位置が一致しないため、掘立柱塀 SA1412 として後に報告するが、本建物跡に伴う差
しかけ風の廂の柱掘方となる可能性もある。

SB1421（Fig.144）14 － C区の西端部で検出した東西棟の掘立柱建物跡で、主軸方位はW３
°30′Nを示す。西側は調査区外にかかる。
　建物の構造は、桁行 5間以上×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 10.2 ｍ以上、梁行
総長 5.5 ｍを測る。柱間は北側柱列と南側柱列で異なっており、北側柱列は東から 2.25 ｍ＋ 2.4
ｍ＋ 2.4 ｍ、南側柱列は東から 2.8 ｍ＋ 1.5 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 1.5 ｍ＋ 2.7 ｍで、変則的である。ただし、
南側柱列は東から 3間目を中心と考えた場合、柱間が左右対称に割り付けられたとみることも
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Fig.144　SB1421・柱掘方断面
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できる。梁行は 2.75 ｍ等間である。平側の柱間が一致しないことから、建物の隅は直角になら
ない。
　柱掘方は長辺 1.5 ～ 1.0 ｍ、短辺 1.1 ～ 0.6 ｍの長方形で、東西方向に長軸をとるもの、南北
方向に長軸をとるものがある。また、南東隅柱は隅行き方向に長軸をとる。
　上面の観察では、柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土で、径 27cmの暗褐色土に
よる柱痕跡を確認できた。柱掘方の底面を確認した南側柱列東第 1・2 柱では、掘方の深さは
50cmを測る。

SB1417（Fig.145）14 － E区で検出した東西棟の掘立柱建物跡で、主軸方位はW4°Nを示す。
当地区における掘立柱掘方の重複関係上でもっとも新しい。
　桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 8.7 ｍ、梁行総長 6.0 ｍを測る。柱間は
平側が西から 3.0 ｍ＋ 2.7 ｍ＋ 3.0 ｍで、中央間が狭く両脇間が広い。妻側は 3.0 ｍ等間である。
柱掘方は長辺 1.6 ～ 1.1 ｍ、短辺 1.4 ～ 1.1 ｍの隅丸長方形で、当地区検出の他の建物跡に比べ
大型である。柱掘方は東西方向に長軸をとるもの、南北方向に長軸をとるものがある。また、
北西隅柱は隅行き方向に長軸をとる。上面の観察では、柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む
暗褐色土で、径 24cmの暗褐色土による柱痕跡を確認できた。

SB1418（Fig.145）14 － E区で検出した東西棟の掘立柱建物跡で、主軸方位はW5°Nを示す。
重複関係では SB1417 より古く、他より新しい。
　桁行 4間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 9.15 ｍ、梁行総長 5.2 ｍを測る。柱間は、
柱位置が明確でない柱掘方もあるが、平側が西から 2.25 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.25 ｍ＋ 2.4 ｍ、妻側は
北から 1.6 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 1.8 ｍである。
　柱掘方は長辺 1.2 ～ 0.9 ｍ、短辺 1.05 ～ 0.7 ｍの長方形で、東西方向に長軸をとるもの、南北
方向に長軸をとるものがある。上面の観察では、掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土で、
径 21cmの暗褐色土による柱痕跡を確認できた。また、東側柱列北第 2柱、南東隅柱、南側柱
列東第 3柱の柱は抜き取られている。

SB1419（Fig.145）14 － E 区で検出した東西棟の掘立柱建物跡で、主軸方位はW0°を示す。
重複関係では、SB1417・SB1418 に切られ、SB1420・1422 を切る。
　建物構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物で、多くの柱掘方で柱が抜き取られて
いるため、正確な柱位置は不明であるが、柱掘方の中央で計測すると、桁行総長 8.4 ｍ（2.1 ｍ
等間）、梁行総長 4.8 ｍ（2.4 ｍ等間）と推定される。
　柱掘方は長辺 1.4 ～ 0.7 ｍ、短辺 1.3 ～ 0.6 ｍ程で、短辺と長辺の差が大きい細長い長方形を
呈するものが多く、また南北方向に長軸をとるものが多い。
　柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土である。
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Fig.145　SB1417～ 1420・1422・1423
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SB1420（Fig.145）14 － E区で検出した南北棟の掘立柱建物跡で、主軸方位はN1°Wを示す。
重複関係では、SB1417・SB1418・1419・SK1444 に切られ、SB1422 を切る。
　桁行 4間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物で、桁行総長 8.7 ｍ（柱間は北から 2.1 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.1
ｍ＋ 2.4 ｍ）、梁行総長 5.4 ｍ（1.8 ｍ等間）を測る。柱掘方は長辺 1.4 ～ 0.85 ｍ、短辺 1.25 ～ 0.6
ｍの長方形で、その規模は不揃いである。柱掘方埋土は黄褐色土ブロックを含む暗褐色土である。

SB1422（Fig.145）14 － E区で検出した南北棟の掘立柱建物跡である。主軸方位はN４°30′
Eを示す。重複関係では、SB1417・1418・1419・1420 に切られるため、確認できない柱掘方も
多いが、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物と推定される。
　柱間も不明確であるが、桁行の柱間は 1.8 ｍ等間、梁行の柱間は 2.7 ｍ等間と推定される。柱
掘方も大半が他の柱掘方に切られるため、規模は不明であるが、長辺１ｍ前後、短辺 0.9 ｍ前後
の方形と推定される。

SB1423（Fig.145）14 － E 区の南東端で検出した掘立柱建物跡である。柱掘方 3基を確認し
たのみで、大半は調査区外にかかる。主軸方位はN17°Eを示す。重複関係では、SB1419 を切り、
SK1446 に切られる。
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　建物規模ならびに構造は、桁行 2間以上×梁行 2間ないしそれ以上の側柱式掘立柱建物と推
定され、柱間も不明確であるが、東西が 2.1 ｍ、南北は 2.7 ｍと推定される。柱掘方は長辺 1.3
ｍ前後×短辺 1.1 ｍ前後の長方形である。西側柱列第 2柱は抜き取られている。

　第３項　掘立柱塀跡

SA1412（Fig.145）SB1404 の西側を南北に延びる掘立柱塀である。柱掘方 3 基を確認した。
南側は調査区外へ延びる可能性が高い。北側は調査区内で途切れるが、以北は削平により失わ
れた可能性も残る。主軸方位はN2°Wを指す。
　柱間寸法は北から 2.1 ｍ＋ 3.3 ｍの総長 5.4 ｍ分を確認した。柱掘方は長軸 0.8 ～ 0.6 ｍ程の楕
円形ないし方形を呈する。

SA1413（Fig.145）14 － E区、SB1420 の南側に位置する東西掘立柱塀である。建物跡となる
可能性も残るが、柱掘方 3基を確認したのみで、柱配置や重複関係からみて、他に組み合う柱
掘方を見出せないことから、掘立柱塀として報告する。
　重複関係では、SB1420・1422より新しい。主軸方位はW2°Nを指す。柱間は西から2.7ｍ＋ 3.0
ｍである。掘方は一辺 1.1 ｍ～ 0.9 ｍの方形を呈する。

　第４項　その他の遺構

SD1402（Fig.146）14 － C区の北西端で確認した東西溝跡である。東側は調査区外にかかり、
西側は土坑 SK1443 に切られているが、調査区内で総延長約 9ｍ分を確認した。主軸方位はW9
°30′Nを指す。溝幅は 3.4 ～ 2.2 ｍ、検出面からの深さは 0.57 ｍを測る。
　覆土は自然堆積による。最下層には壁の崩落に伴う初期堆積土である黄褐色土主体層、中層
に暗褐色土層、上層には明灰褐色砂質土が堆積している。断面形は底面の一部に窪みのある箱
掘り状である。

土坑群（Fig.141）　14 － C 区内で 21 基（SK1423 ～ 1443）、14 － E 区内で 3 基（SK1444 ～
1446）の土坑を確認した。本節の冒頭で述べたように、いずれも上面の検出のみに留めたため、
時期や正確についてはいずれも不明であるが円形・楕円形・不整形のものがある。建物跡との
重複関係があるものは、いずれも重複する建物より新しい。
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　第５項　寺家前北方地区の構造と変遷

　寺家前北方地区の調査は、本章第 1節・
第 2節で述べた福島県史跡地区と寺家前
地区、すなわち郡家主要官衙施設に挟ま
れた地点で実施された調査であった。こ
の地区で確認された遺構には、総柱式掘
立柱建物や側柱式掘立柱建物があるが、
ここでは、これらの建物について検討を
加え、本地区に造営された建物群の構造
的な変遷と、その特質について述べることとする。
寺家前北方地区の重複関係　寺家前北方地区の遺構変遷を述べる前に、再度この地区に建設され
た建物の重複関係を整理しておこう。寺家前北方地区で確認された建物には、総柱建物 2棟と
側柱式掘立柱建物９棟がある。このうち、総柱建物 SB1403 は側柱建物 SB1404 と重複すること
が確認されており、総柱建物 SB1403 が古く、側柱建物 SB1404 が新しいことが確定している。

第５項　寺家前北方地区の構造と変遷

Fig.147　主要遺構の相関関係

Fig.148　寺家前北方地区の遺構配置
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　側柱式掘立柱建物である SB1401・
SB1404・SB1417 ～ SB1423 の 9 棟の建
物のうち、SB1417 ～ SB1420・SB1422・
SB1423 の 6 棟は、重複しながら造営さ
れている。重複関係から、SB1422 →
SB1420 → SB1419 → SB1418 → SB1417
の順に変遷したと考えられる。この建
物以外との重複関係を見ると、SB1402・
SB1401 は SK1440・SK1420 よりも古く、
更に SB1419 は SK1446 よりも古いこと
が判明している。

寺家前北方地区の遺構変遷　寺家前北方地区の遺構は、建物の構造・重複関係から 3時期に大別
が可能である。すなわち、総柱式掘立柱建物の SB1402・SB1403 の２棟を建設する時期、南北
棟の側柱式掘立柱建物を造営する時期、東西棟の側柱式掘立柱建物を造営する時期である。
　これら各時期に該当する建物の先後関係を見ると、総柱建物 SB1403 が側柱建物 SB1404 との
直接の重複関係にあり、
前者が古いことが確定し
ているので、総柱建物が
造営される時期をもって
寺家前北方地区A期を設
定する。また 14 －Ｅ区
では、側柱式の掘立柱建
物が造営される時期は南
北棟の建物が東西棟の建
物よりも先行することが
確定しているので、前者
を寺家前北方地区 B期、
後者を寺家前北方地区 C
期と設定し、以下で各期
の様相について述べる。
寺家前北方地区A期　寺家前北方地区A期とした 2棟の総柱式掘立建物は、いずれも桁行 3間
×梁行 3間の建物で、建物主軸方位は真北から東に 20°傾けるという特徴がある。
　これらの総柱建物の柱間寸法は、桁行１間幅が 2.7 ｍ（9尺）、梁行１間幅が 1.8 ｍ（6尺）を
確保しているという点で強い共通性が見られ、互いの棟間距離を 13.8 ｍ（46 尺）空けて建設さ
れていることから、一連の造営計画のもとで建設された可能性が高い。
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Fig.149　SB1402と SB1403の関係

Fig.150　SB1401・SB1404・SB1420・SB1422の関係
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寺家前北方地区B期　寺家前北方地区 B期に含めた側柱式掘立柱建物には、重複関係から寺家
前北方地区A期よりも新しく、後述する寺家前北方地区C期よりも古い時期に位置付けられる。
この特徴を示す建物は、SB1401・SB1404・SB1420・SB1422 の 4 棟がある。
　最も西側に造営された SB1401 と、その東側に造営された SB104 は、棟間距離を 12.9 ｍ離し
て建設され、SB1401 の北妻の位置は SB1404 の桁
行北第 2 柱列の位置に合わせている。SB1420 と、
これらの建物との関係を見ると SB1401 の南妻と
SB1420 の南妻に位置が一致し、棟間距離は 21.9 ｍ
（73 尺）を空けて建設されている。SB1822 は、建
物主軸を東に傾けて建設された建物であり、重複
関係では寺家前北方地区B期の中で最も新しい。

寺家前北方地区 C期　この時期は、寺家前北方地
区 A 期・B 期に含められない遺構を一括する。
SB1417・SB1418・SB1419・SB1421・SB1423 の ５
棟が該当する。いずれの建物も東西棟の側柱式の
掘立柱建物であり、SB1421 を除いた建物には、著
しい重複関係が認められている。従って、これら
の建物は同時性を示す状況にはないが、重複関係
では、SB1419 → SB1418 → SB1417 の順に変遷し
たことが明らかとなっている。建物規模を見ると
SB1417は桁行8.7ｍ×梁行6.0ｍ、SB1418は桁行9.15
ｍ×梁行 5.2 ｍ、SB1419 は桁行 8.4 ｍ×梁行 4.8 ｍ
を計測しており、比較的近い規模の建物を、繰り
返し造営している様相が窺える。

寺家前北方地区の変遷と特質　寺家前北方地区に造
営された建物は、建物構造から総柱建物を造営し
た寺家前北方地区A期、南北棟建物を造営した寺
家前北方地区 B期、東西棟建物を造営した寺家前
北方地区 C期の 3時期に区分されることが明らかとなった。ここでは、本地区の変遷と構造の
様相を述べて、本地区の理解に繋げたい。
　寺家前北方地区A期は、総柱建物２棟を造営する時期であることは、先述したとおりである。
この時期に建設された総柱建物は、建物構造・建物規模・棟間距離の面で非常に強い規格性が
窺えられることから、一連の造営計画のもとで建設された建物と評価して良い。更に、同規模
の建物を計画的に配置することに注目すれば、これらの 2棟の総柱建物には同一の機能が求め

第５項　寺家前北方地区の構造と変遷

Fig.151　遺構の変遷



－ 221 －

られていたと考えられる。
　さて、総柱式の掘立柱建物による正倉建物が、計画的に建設されるという特徴は、第Ⅵ章第
1節で検討した福島県史跡地区A期の指標と一致する。これに加えて、福島県史跡地区A期の
建設された総柱式掘立柱建物は、桁行 3間×梁行 3間の平面形式が採用され、桁行総長 8.1 ｍ×
梁行総長 5.4 ｍを計測するという建物構造上の特徴も、寺家前北方地区A期の総柱建物の特徴
と一致している。すなわち、これらの両地区に建設された総柱建物は、同一の機能を与えられ
た建物の可能性が高いと考えられる。つまり、指定地区A期の総柱建物が、正倉院を構成する
建物との評価が与えられていることから、寺家前北方地区A期の総柱建物も正倉院を構成する
正倉建物としての評価が可能となるであろう。
　ところで、寺家前北方地区A期と福島県史跡地区A期の間には、強い類似性が窺える一方で、
この両地区の総柱建物の間の相違点も認められる。すなわち、寺家前北方地区A期に造営され
た東西棟の正倉建物の桁行方位が、W20°Nを指すのに対して、福島県史跡地区地区A期に造
営された正倉建物の桁行方位は、W１°Nを指している点である。
　では、次にこの建物主軸方位について検討してみよう。先述したように、福島県史跡地区A
期と寺家前北方地区A期に建設された正倉建物は、いずれも画一的な規格・構造を保持してい
るので、やはりこれらの建物に異なる機能が与えられていたとは考えにくいであろう。つまり、
この両地区に造営された総柱建物が、正倉院を構成する正倉建物と評価される以上、建物主軸
方位にみられる相違点は、これらの建物が造営された時期差が反映されたと考えざるを得ない。
　この点については、寺家前地区に造営された郡庁院の構造変遷を踏まえて検討を進める。寺
家前地区に造営された官衙施設は、その構造上の特徴から郡家中枢をなす郡庁院との評価が与
えられた。創建段階の郡庁院（寺家前地区A期）は、建物主軸方位を真北から東に 16°30′振
るという造営計画を保持し、後出する寺家前地区 B期（郡庁院Ⅱ期）以降には、造営方位を真
北に向けている。このような造営方位の変遷は、郡庁院時期区分の指標とされており、建物主
軸を東に傾ける時期は、相対的に古い時期に位置付けられている。この変遷に従えば、建物主
軸方位を東に傾けている寺家前北方地区A期の正倉建物は、真北に向けた福島県史跡地区A期
よりも先行する時期に位置付けられることになる。
　つまり、本地区に造営された総柱建物は、福島県史跡地区A期に先行する正倉建物、すなわ
ち創建段階の正倉建物と評価することが可能となるであろう。
　寺家前北方地区B期は、先に成立した寺家前北方地区A期に見られた正倉建物の造営計画を
変更し、南北棟の側柱式掘立柱建物を造営する時期である。このうち、SB1401 の南妻の中心柱
の位置を、寺家前地区 B期（郡庁院Ⅱ期）の西側掘立柱塀の柱筋と一致するように建設が行わ
れており、加えて SB1404 の西側柱列の位置を、郡庁院B期の後殿となる SB1405 の西妻に合わ
せるように建設されているので、この時期の建物は、寺家前地区 B期の造営計画の一端に組み
込まれていた可能性が高い。つまり、寺家前北方地区B期の建物と郡庁院は不可分な関係にあっ
たと考えられる。
　これに後出する寺家前北方地区 C期は、建物の造営方位を東西棟に変更する時期である。こ
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の時期に該当する建物のほとんどが、同一敷地で建設されるように、著しく重複することを特
徴とする。これらの建物にかかる機能・性格についての詳細を論じることには困難が伴うが、
同規模の建物を繰り返し造営していることに注目すれば、比較的継続性のある機能が与えられ
ていた建物の可能性があると推測される。
　このように、寺家前北方地区に造営された遺構は、大きく 3時期に区分される結果となり、
そのうち寺家前北方地区A期段階には正倉院として機能し、更にこの正倉建物は、正倉院創建
段階にまで遡る可能性が指摘された。そして、寺家前北方地区 B・C期は、側柱式掘立柱建物
を建設する点で、前段階の建物とは明らかに異なる機能が与えられたと想定した。この時期の
建物に与えられた具体的な機能について不明な点も残されているが、寺家前北方地区 B期が郡
庁院の造営と一連の造営計画を保持していることから、これらの建物に与えられた機能の一つ
には、政庁機能の一端を担うような役割が与えられたと考えることも可能であろう。これに後
出する寺家前北方地区 C期は、前段階の機能を継続させた一画の可能性もある。この点につい
ては第Ⅶ章で後述しよう。

寺家前北方地区の遺構期年代　ここでは寺家前北方地区A期～ C期の年代的な位置付けをしてお
く。ただし、調査では遺構内部の掘り込みを行ったものは少なく、出土遺物等の年代観に基づ
いた位置付けが困難な状況にある。従って、本地区の遺構年代は、先述した福島県指定地区と
寺家前地区の遺構期区分の年代を考慮して位置付けをしておきたい。
　寺家前北方地区A期の正倉建物は、建物の主軸を東に傾けていることから、福島県史跡地区
A期の正倉の主軸方位とは明らかに異なる特徴をもっている。このことは、寺家前北方地区と
福島県史跡地区の建物が、異なる時期に造営が行われたことを示し、更に寺家前地区の遺構変
遷との検討から、寺家前北方地区A期の正倉建物は、寺家前地区A期に併行する時期、すなわ
ち指定地区A期よりも先行して成立したものと考えらる。
　つまり、寺家前北方地区A期は創建段階の郡庁院（寺家前地区A期）に併行する７世紀後半
から末にかけた年代が与えられることになり、福島県史跡地区A期に先行する創建段階の正倉
建物である蓋然性が極めて高くなったことであろう。
　寺家前北方地区 B期は、寺家前地区 B期と一連の計画のもとに行われた可能性を指摘した。
すなわち、寺家前地区北方地区B期の成立は、寺家前地区B期（郡庁院Ⅱ期）とほぼ同時期に
求めても良いと考える。寺家前地区B期遺構の廃絶時期については、寺家前地区B期内で終了
するという明確な確証を得られていないものの、寺家前北方地区 B期以降には、寺家前北方地
区C期が設定されるので、やはりそれ程長い期間は想定しがたいであろう。
　このような状況から寺家前北方地区B期は、寺家前地区B期に併行する時間幅のなかで造営
が行われ、後出する寺家前北方地区C期は、寺家前地区C期に併行する時期に造営が行われた
ものと考えるのが妥当であろう。このような検討から、寺家前北方地区 B期は 8世紀前半以降
寺家前北方地区C期は８世紀後半以降の年代が与えられることになる。
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　　　第４節　町池地区の調査

　第１項　町池地区の概要

　泉廃寺跡の中でも最も西側にある町池地区は、北側に阿武隈高地から派生した低位丘陵を北
側に背負い、南側には新田川による沖積地が開けた河岸段丘面にある。町池地区を構成する建
物群は、低位丘陵に裾部から沖積地に向かって徐々に標高を減じる河岸段丘面で確認されてお
り、その広がりは東西約 110 ｍ、南北約 150 ｍの、約 8,000㎡に及んでいる。
　この地区の現況を見ると、低位丘陵裾部の一部が畑地や宅地として利用されているものの、
その大部分は水田として造成が行われている。地区の北部付近には東西に横断する市道、加え
て東側付近を斜めに通過する県道があり、この県道を挟んで東側 250 ｍの地点には正倉院とし
た福島県史跡地区が位置している。
　この地区における遺構の確認状況を整理すると、水田ならびに畑地の耕作土等の表土層を除
去すると、山際では暗褐色土の堆積土が厚く堆積している。丘陵部分から離れた地点では、褐
色砂質が薄く堆積し、その下層に河岸段丘の基盤層となる黄色ロームならびに暗褐色砂質シル
ト層が位置している。遺構の大部分はこの基盤層を遺構検出面として捉えられているが、第 8
次調査地点の中央やや東側には、部分的に再堆積と思われる黒褐色土が広がっている。町池地
区の標高は丘陵裾付近で 15 ｍ、河岸段丘が終わる標高 6ｍ前後の範囲にあり、その比高差は約
9ｍを計測している。
　遺構の確認を行った調査は、ほ場整備にかかる試掘調査である第 6次調査と、その結果をもっ
て着手された発掘調査の第 8次調査が主な調査である。これに加えて、ほ場整備事業にかかる
市道改良工事の発掘
調査（第 11 次調査）、
そして保存目的の範
囲・内容確認調査の
第 20・23 次調査の、
合計 5回が行われた。
　このように、町池
地区における調査は
当初記録保存のため
の発掘調査として開
始されたが、調査が
進展するに伴って八
脚門や多数の掘立柱
建物が確認されるに

第Ⅵ章　発見遺構

Fig.152　町池地区の位置



－ 224 －

第１項　町池地区の概要

Fi
g.
15
3　
町
池
地
区
の
遺
構
配
置



－ 225 －

至り、遺構の重要性から開発計画の変更を求め、これらの遺構の全てに盛土を施し全面的な保
存が決定した。従って、調査では遺構を完掘した部分と、検出ならびに断ち割りに留めた部分
がある。
　第 6次調査は、ほ場整備事業にともない保存協議の資料を得るための試掘調査であった。遺
構の範囲確定のためのトレンチが地形に沿って設定され、建物跡 3棟、溝跡 31 条が確認された。
　第 8次調査は、本地区の主体的な調査であり、約 8000㎡を対象とした記録保存のための発掘
調査である。第 8次調査が進展するに従って、本地区にはコの字に巡る掘立柱塀とその中央に
建設された八脚門跡と、L字型に配置された 34 棟の掘立柱建物跡、100 条を数える大小の溝跡
や竪穴遺構に加えて、土師器・須恵器・瓦などの遺物が多く出土したことから、ここに官衙施
設群が展開していることが明らかとなった調査であった。
　第 11 次調査は市道改良にかかる発掘調査で第 8次調査の東側で接する地点を調査した調査で
あり第 8次調査と同時期に進められた。
　第 20 次調査は丘陵裾部付近の遺構の有無と、内容を確認するためにトレンチ調査であり、合
計 6本のトレンチで竪穴住居跡 12 軒と溝跡が確認された。この調査では北西から南東に向かっ
て延びる溝跡が確認され、この溝が道路側溝の可能性があると想定されたため、次年度に第 23
次調査が開始された。第 23 次調査は、第 20 次調査における道路側溝の可能性のある溝跡の詳
細調査と、道路面の把握を目的とした確認調査である。
　このように、第 6次調査から第 23 次調査までの合計５回の調査によって確認された遺構は、
最終的に掘立柱建物跡 35 棟・溝跡 106 条・柵列 1条・竪穴住居跡 19 軒となり、出土した遺物
には土師器・須恵器・円面硯・瓦類が確認されるに至った。

　第２項　掘立柱建物跡・門跡

SB0601（Fig.154）調査グリッドA1－ 14 で確認した掘立柱建物跡である。建物構造は桁行 3
間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、桁行柱列のうち南第 2柱列には間仕切柱が見られる
ので、本建物は桁行を 2室に区切った建物であると考えられる。
　建物方位はN12°Eにとり、建物規模は桁行総長 5.9 ｍ×梁行総長 4.2 ｍを計測する。柱間寸
法は桁行西側柱列で北から 2.0 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 1.8 ｍを計測し、梁行は北側柱列で西から 2.1 ｍ＋ 2.1
ｍを計測する。
　柱掘方の規模は、遺存状態の良い北妻中央の柱掘方で一辺が 1.4 ｍ程度の方形を呈し、柱掘方
の底面は検出面から 80cmの地点で確認した。柱掘方の埋土は、暗褐色土・黄褐色土による互
層堆積状況を示す版築層によるが、版築の単位は厚さ 10cm前後であり比較的粗いことを特徴
とする。
　いくつかの柱掘方で柱根ならびに礎板が確認されたが、北妻の中央柱では長さ 80cm ×幅
20cm×厚さ 5cm程度の木材 3本を東西方向、すなわち柱掘方の長軸方向にあわせて敷き、そ
の上に直径 40cmの柱を据えている。桁行西側柱列北第 2柱列では、長さ 50cm×幅 30cm×厚
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さ10cmの板状礎板の長軸を柱掘方の長軸方向にあわせるように設置して柱を据えている。また、
礎板と柱材の間には丸太状の木材をかませて安定を図っている。桁行東側柱列北第 2柱では礎
板のみが遺存していた。南妻中心柱と桁行西側柱列南第 2柱では柱根が遺存しており、礎板は
用いられていなかった。これ以外の柱掘方では柱抜き取り痕跡を残すものもある。
　他の遺構との重複関係では、北側柱列ならびに南側柱列に柱掘方状の遺構との重複が認めら
れている。これらは建物の柱掘方の可能性もあるが、掘方の底面付近がかろうじて遺存するよ
うな状況であったため、建物規模を復元することはできなかった。更に建物北側では SB0607
との重複が確認されており、本建物が古いことが確認されている。

第２項　掘立柱建物跡・門跡

Fig.154　SB0601
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SB0801（Fig.155）調査グリッ
ド Z2 － 42 で確認した掘立柱
建物跡である。調査当時は、
桁行 4 間×梁行 2 間の南北棟
建物の西側桁行に、南北 2 間
×東西 2 間の小規模な柱掘方
を認めたが、これらの小規模
な柱掘方が独立した建物であ
るのか、先述の 4 間× 2 間の
身舎として、それに付属する
施設であるのか判断ができな
かったため、これらを総称し
て SB0801 とした。
　その後の柱掘方埋土の断面
観察では、これらの建物はそ
れぞれが独立して建設された
建物であると判断されるに
至ったため、ここでは前者の
桁行 4 間×梁行 2 間の南北棟
を SB0801a、後者の桁行 2 間
×梁行 2 間の建物を SB0801b
として取り扱う。
　この 2 棟の建物の新旧関係
は SB0801a よりも SB0801b が
新しい。他の遺構との位置関
係を見ると、両建物の南側か
ら西側にかけて、SA0801 が
あり、北側にはSB0802がある。
【SB0801a】桁行 4 間×梁行 2
間の側柱式掘立柱建物である。
建物主軸はN0°を指す南北棟

である。柱掘方は隅方形の正方形・長方形、円形のものが混在しており、柱痕跡は西側桁行北
隅柱と東側桁行北隅柱、同南第 2柱で確認できた。これら以外の柱は抜き取られている。　
　北妻の東側隅柱を見ると、柱掘方の上部には斜め方向から緩やかに掘り込まれた柱抜き取り
痕跡があるが、掘方の下部には明瞭な柱痕跡が認められることから、本建物の柱は、根入の途
中で柱を切り取っている可能性がある。柱掘方埋土は黄褐色土を主体とするが、明瞭な版築層
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は確認できない。
　柱間寸法は、柱の抜き取りもしくは切り取りにより、柱位置が明確でないため不明な部分も
あるが、桁行東側柱列で計測した場合、北から 1.88 ｍ＋ 1.54 ｍ＋ 1.58 ｍ＋ 1.80 ｍの総長 6.80
ｍ、梁行北側柱列で西から 2.24 ｍ＋ 2.04 ｍの総長 4.28 ｍである。他の遺構との重複関係では、
SB0801b と重複し、これよりも古い。
【SB0801b】調査グリッド Z2 － 52 にある掘立柱建物跡である。建物の構造は桁行 2間×梁行 2
間の東西棟の側柱式掘立柱建物であり、建物主軸はN0°を指す。
　柱掘方の土層断面の観察により、柱は抜き取られていることが判明していることから、現段
階では柱位置の確定は難しい
が、柱抜き取り痕跡の中心で
計測した場合の柱間寸法は、
桁行西側柱列で北から 1.80 ｍ
＋ 1.60 ｍの総長 3.40 ｍ、梁
行北側柱列で、西から 1.28 ｍ
＋ 1.50 ｍの総長 2.78 ｍであ
る。柱掘方の形状は長方形の
ものが多く、また SB0801a よ
りも小さい。SB0801a との重
複がありこれよりも新しい。
SB0801b の棟筋は SB0801a の
桁行西側柱列にのる。

SB0802（Fig.156）調査グリッ
ド Z2 － 22 で検出した掘立柱
建物跡である。建物構造は桁
行 5 間×梁行 3 間の側柱式掘
立柱建物で、建物主軸をN0°
にとる南北棟である。
　柱掘方のうち桁行西側柱列
の北第 2・3柱を欠くが、柱間
寸法は桁行東側柱列で北から
1.95 ｍ +2.0 ｍ +2.0 ｍ +2.0 ｍ
+2.0 ｍの総長 9.95 ｍ、梁行北
側柱列で西から 2.0 ｍ +1.5 ｍ
+2.0 ｍの総長 5.5 ｍである。
　この計測値を見ると分かる

第２項　掘立柱建物跡・門跡
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ように、桁行の柱間寸法はほぼ 2.0 ｍの等間であるのに対して、梁行では中央の柱間が 1.5 ｍで
左右の脇間の柱間が 2.0 ｍと広く確保されている点が特徴である。なお。この特徴は南側梁行で
も同様である。
　確認した柱掘方の形状は、大部分の柱が抜き取られているために判然としないが、柱抜き取
りにより柱掘方の形状が損なわれていないと思われる南西隅柱（P32）を見ると、ほぼ隅丸方形
を呈するものと思われる。また、柱掘方の断面形はほぼ垂直方向に掘り込まれ平坦な底面を持
つものと、やや斜め方向に掘り込まれ、ゆるく湾曲する底面をもつものが見られる。
　柱痕跡は、ほぼすべての柱が抜き取られているために分からないが、柱掘方埋土は暗褐色土
を主体とし、明瞭な版築層は認められない。また分層が困難なものが多い。
　他の遺構との重複関係にはないが、北側 10.5 ｍの地点には本建物の東側柱列に西側柱列をの
せた SB0803 があり、南側 6ｍの地点には桁行柱筋をそろえた SB0801a と SB0801b が建設され
ている。

SB0803（Fig.157）調査グリッド Y2 － 94 で検
出した掘立柱建物跡である。建物構造は桁行 3間
×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物主軸
はN3.5°Eを指す南北棟である。
　建物規模は、桁行西側柱列で北から 1.5 ｍ＋ 1.4
ｍ＋1.6ｍの総長4.5ｍ、梁行北側柱列で西から1.45
ｍ＋ 1.15 ｍの総長 2.6 ｍである。
　柱掘方の形状は、桁行西側柱列では隅丸方形を
基本とし、同東側柱列では東西に長い隅丸長方形
を呈する。
　柱掘方の規模は、小型のもので一辺が 50cm 前
後、大型なもので一辺 90cm 前後を計測する。柱
掘方の断面形は、ほぼ垂直に近い角度で掘り込ま
れており、深いものでは約 40cm で底面に到達す
る。
　柱掘方埋土には明瞭な版築層は認められず、褐
色土を主体とする埋土 1～ 2層で構成される。
　柱痕跡はすべての柱掘方で確認している。柱痕跡は暗褐色土により直径 20 ～ 30cmと不揃い
で、その大きさの規格性は認めがたい。
　また、柱痕跡では、柱の根元が柱掘方の底面に到達しないような根入れの浅いものもあり、
また柱痕跡の位置は柱掘方の壁際に寄るものが多い。本建物の南側 10.5 ｍの地点には、本建物
の西側桁行に東側桁行を揃えた SB0802 が配置されている。

0 (S=1/100) 3.0m

B′B

B B′A A′

A A′

H=8.00m

0 (S=1/50)1.0mFig.157　SB0803
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SB0805（Fig.158）SB0805
は調査グリッドY2 － 66 付
近で確認した掘立柱建物跡
である。建物構造は桁行 3
間×梁行 2 間の側柱式掘立
柱建物である。ただし東妻
側には北側桁行と中心柱に
沿って 2 基の柱掘方が配置
されており、これらが本建
物にかかる柱掘方であれば、
東妻に施設を付属した建物
の可能性がある。
　他の遺構との重複関係を
見ると、SB0828と SB0827が
建物敷地において重複関係に
あるが、柱掘方自体の重複を
判断できるものはない。
　建物を構成する柱掘方は、
長軸 120cm 程の長方形の
平面を持つものが多く、断
面観察では 1 回の建て替え
を行っていることが判明し
ている。古い時期の建物を
SB0805a、新しい時期の建
物を SB0805b とする。
【SB0805a】 古 い 時 期 の
SB0805a は断面観察により、
桁行北側柱列で西から 1.7
ｍ＋1.8ｍ＋1.8ｍの総長5.3
ｍ、梁行西側柱列で北から
2.0 ｍ＋ 2.0 ｍの総長 4.0 ｍであることが判明した。建物主軸はE4°30′Sを指す東西棟である。
　本建物にはこれらの身舎を構成する柱のほかに、建物敷地内に 2基の小型な柱掘方が伴う。
この柱掘方は桁梁行西第 2柱・第 3柱にそれぞれ対応する位置にあることから、床束の可能性
がある。この柱掘方は主要の柱掘方と比べると小さい。
　柱掘方の形状は長方形を呈し、一辺 45cm、深さ 30cm前後である。ただし、建て替えによる
新旧関係が 2時期ある身舎に対して、床束は 1時期分しか確認できていない。従って、確認し

0 (S=1/50)1.0m

0 (S=1/100) 3.0m

Ｂ′BA′A
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Ｂ′
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C
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Fig.158　SB0805
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た床束が新旧どちらの建物に付属していたものかは断定できていない。
【SB0805b】建て替え後の建物である。建物構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立建物である。
柱は抜き取られているため不確定な点もあるが、柱抜き取り痕跡は柱の根元まで到達するもの
はない。
　柱掘方内の堆積土は明褐色土を主体とし、最も分層できたもので 3層に分けられた。柱掘方
の深さは北側桁行では 80cmで底面に到達し、南側柱列は 70cm前後で底面に到達する。柱掘方
埋土は黒色土と黄色土が混入した状況を示している。
　柱掘方は、東西両妻の柱掘方は建物の桁行方向に長軸を設定し、南北桁行の中柱の柱掘方は
長軸を梁行方向に求めている。

SB0806（Fig159）調査グリッドY2－ 78 で確認した、桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立建物
である。
　建物の桁行方向は E1°S
を指す東西棟の建物で、同
位置で 1 回の建て替えが
行われている。建て替え
のうち古い時期の建物を
SB0806a、新しい時期の建物
を SB0806b として記載する。
【SB0806a】SB0806a は柱掘
方の大部分を壊されている
ために、柱掘方埋土の一部
を確認したにとどまる。柱
掘方埋土は、黄色土と黒色
土による明瞭な版築層が確
認できた。柱痕跡や柱抜き
取りは確認できていない。
【SB0806b】SB0806b は
SB0806a をほぼ同位置で建
て替えた建物である。建物
構造は桁行 3 間×梁行 2 間
の側柱式掘立建物である。
　柱間寸法は、ほとんどの
の柱掘方で柱の抜き取りが
確認されているため確定し
がたいが、柱抜き取り穴の 0 (S=1/50)1.0m

0 (S=1/100) 3.0m
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中心で計測すると、桁行北側で西から 1.6 ｍ＋ 1.2 ｍ＋ 1.6 ｍの総長 4.4 ｍ、梁行西側で北から 1.4
ｍ＋ 1.8 ｍで総長 3.2 ｍを計測する。桁行の第 2柱掘方と第 3柱掘方の間尺が若干狭い。
　柱掘方は長方形と正方形が混在するが、桁行北側柱列は長軸を建物主軸に揃えた長方形の柱
掘方が配置されている。正方形の柱掘方のうち、南西隅柱は一辺 65cm×深さ 35cmで、長方形
の柱掘方のうち北西隅柱は長軸 80cm×短軸 40cm×深さ 60cmを計測する。
　柱掘方埋土は、黄褐色土と黒色土を交互に積み重ねた明瞭な版築層があり、その中央部分に
柱痕跡が残る。柱痕跡の上部には大きな柱抜き取り穴が及んでいるものが多い。

SB0807（Fig160）SB0807 は調査グリッドY2 － 53 で確認した桁行 3間×梁行 2間の掘立柱
建物跡である。1回の建て替えを行っており、新旧 2時期がある。古い時期の建物を SB0807a、
新しい時期を SB0807b とする。
　両建物とも東妻の南側隅柱を欠く。他の遺構との重複関係を整理すると、西妻の柱が SD0847
に壊されている以外は、明らかな重複関係は認められない。
【SB0807a】建物の構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立建物である。桁行方位は E9°Sを指
す南北棟である。柱間寸法は、柱掘方の大部分 SB0807b に壊されるため不確定な部分が多いも
のの、桁行北側柱列の
総長が 7.3 ｍを計測す
ることから、西から 2.6
ｍ +2.7 ｍ +2.0 ｍ、西
妻の規模が総長 4.8 ｍ
を計測することから、
一間は 2.4 ｍ前後と考
えられる。
　柱掘方埋土の観察で
は、柱埋土は暗褐色土
と黒褐色土が交互に堆
積した版築を示しいて
いるが、柱痕跡は後出
する SB0807b もしく
は柱抜き取りにより失
われているため認める
ことはできなかった。
柱抜き取り痕跡内には
明褐色土の単一土が堆
積している。
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【SB0807b】SB0807b は SB0807a の西妻南隅柱を基準に、建物主軸を E2.5°S に変更した建物で
ある。建物構造は SB0807a と同様に、桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物である。本建物
は柱が抜き取られたことにより柱位置が確定できないが、北側柱列におけるけ桁行総長は 8.1 ｍ、
西側柱列の梁行総長は 4.5 ｍを計測することから、北側桁行一間は 2.7 ｍ等間、梁行は北から 2.0
ｍ +2.5 ｍ前後であったと想定される。
　柱掘方埋土は暗褐色土に黄褐色土が混入し、版築層のような細かな互層堆積は示さず、非常
に粗い単位で柱掘方を埋め戻している。柱痕跡は認められず、柱抜き取り痕跡が柱掘方底面ま
で及ぶものが大半で、暗褐色砂質土により埋没している。

SB0809（Fig161）SB0909 は調査グリッド Z2 － 58
付近で確認した掘立柱建物跡である。建物構造は、桁
行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、主軸は
N5.5°Eを指す南北棟である。　
　建物規模は、柱掘方の中心で計測した場合、桁行の
柱間寸法は、西側柱列で計測した場合、北から 1.6 ｍ
＋ 1.9 ｍ＋ 1.5 ｍの総長 5.0 ｍ、梁行は北側柱列で西か
ら 1.7 ｍ +1.6 ｍの総長 3.1 ｍを計測する。ただし梁行
南側柱列は西から 1.7 ｍ等間の総長 3.4 ｍを計測する
ことから、建物平面形はやや台形を呈している。
　柱掘方の形状は、隅丸方形を呈するものが多く、一
辺 65cm ～ 70cm を計測する。また、検出した時点で
は柱掘方内に柱痕跡は認めることはできていないこと
から、柱の大部分は抜き取られている可能性が高いが、
既存の柱掘方と重複するものはみられず、整合性がと
れていない。

SB0810（Fig162）調査グリッド Z2 － 65 付近で検出した桁行 3間の親柱の前後に各 4本の控
柱を備えた八脚門である。柱掘方の平面形ならびに土層断面の観察により、建て替えを行って
いることが判明している。古い時期を SB0810a、新しい時期を SB0810b とする。
　本門の左右には東西に延びる SA0801 があるが、この柱列の柱筋は E4°S を指す。他の遺構
との重複関係をみると、北側柱列の西控柱から親柱筋の東柱に向かって走る溝がある。
【SB0810a】SB0810a は古い時期の八脚門である。建物の柱間寸法は柱が抜き取られたあと、
SB0810b に建て替えられているために詳細はわからない。ただし、親柱筋では東西総長が 4.9
ｍを計測し、棟通り中央間が中心間で 2.6 ｍを計測することから、その左右の柱間は約 1.1 ｍに
復元される。この中央間尺は約 1.5 ｍと広く、この部分が扉口であると考えられる。
　北側の控柱の総長4.9ｍ、南側の控柱は総長5.0ｍである。西妻は北から1.9ｍ＋1.9ｍの総長3.8

0 (S=1/100) 3.0m

Fig.161　SB0809
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ｍを計測する。棟筋方位は
E3°Nを指す。
　柱掘方の形状はSB0810b
に壊されるために判断でき
ないが、方形を基調とする
ものと考えられる。柱掘方
埋土には版築のような様相
は示さず、明褐色土の単一
土層である。
【SB0810b】SB0810b は新
しい時期の八脚門である。
SB0810a を建て替え、建物
の棟筋をE3°Nから E2°S
へと変更した建物である。
　親柱筋の左右には柱筋を
E4°S を指す SA0801 が東
西に延びており、この時期
の門には掘立柱塀が付属し
ていた可能性がある。
　本建物の柱掘方の形状は
SB0810a との重複により判断しがたいが、隅丸方形を基調とするものと推測される。
　柱掘方内の埋土は褐色土を主体とするが、断面観察では明瞭な柱痕跡は認められていない。
従ってSB0810bの柱も抜き取られている可能性がある。この場合、柱掘方埋土と判断した土層は、
抜き取り穴に堆積したものかもしれないが、決定はできなかった。
　柱掘方は垂直に近い角度で掘り込まれており、柱掘方底面の標高は SB0810a よりも深い位置
にある。門の規模は、SB0810a の規模を踏襲しており、棟柱筋で総長 5.4 ｍ、北側棟筋で 1.4 ｍ
+2.6 ｍ +1.4 ｍ、東側柱筋総長 3.8 ｍの 1.9 ｍ等間を計測する。

SB0811（Fig163）調査グリッド Z1 － 64 で検出した掘立柱建物跡である。建物構造は、桁行
3間×梁行 2間の側柱式掘立建物であり、建物主軸方位が E2°S を指す東西棟である。すべて
の柱掘方で柱痕跡を認め、柱間寸法が確定されている。
　桁行柱間寸法は、南側柱列で西から 1.6 ｍ＋ 1.6 ｍ＋ 1.6 ｍの総長 4.80 ｍ、梁行柱間寸法は西
側柱列で、北から 1.6 ｍ＋ 1.6 ｍの総長 3.2 ｍである。
　柱掘方の形状を見ると、11 基の柱掘方のうち 2基は一辺が 70cm程の隅丸方形で、残りの 8
基は長辺が 75cm前後の隅丸長方形を呈する。
　柱掘方のうち、5基で土層断面の観察を行った。柱掘方の埋土は、基本的には暗褐色土を主

B
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H=7.00m
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A

B
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体とし非常に細かな版築層が確認さ
れるものが多いが、厚さ 10cm 程と
粗いものも見られる。
　柱痕跡は直径 15cm を計測するも
のが多く、黒褐色土により埋没して
いる。柱の底面は柱掘方の底面に接
している。
　柱掘方の底面は検出面から約50cm
の深さに位置する。底面は平坦であ
る。他の遺構との位置関係を見ると、
西側30ｍの地点にはSB0811がある。

SB0812（Fig.164）調査グリッド
Z1 － 42 で確認した掘立柱建物跡で
ある。建物構造は、桁行 3間×梁行
2 間の側柱式掘立柱建物で、建物主
軸方位はE8°Sを指す南北棟である。
　建物規模は桁行総長 4.5 ｍ×梁行
総長 3.4 ｍを計測するが、柱の大部
分が抜き取られているために正確な
柱位置は確定できない。柱掘方は隅
丸方形のものが多いが、中には隅丸
長方形のものもあり統一性は認めら
れない。
　柱間寸法は、柱自体が抜き取られ
ているために確定することはできないが、桁行総長が 4.6 ｍを計測することから柱間一間 1.5 ｍ、
梁行は総長 3.4 ｍを計測することから、梁行一間 1.7 ｍ前後と推測される。
　柱掘方のうち、いくつかのもので部分的に半截し土層断面を観察した。柱掘方埋土自体も版
築状の互層堆積を示すものや、非常に乱雑な埋土が見られるものなど、その様相は様々である。
柱掘方の断面は、ほぼ垂直方向に掘り込み、約 50 ～ 60cmの地点で底面に到達する。底面の形
状は平坦である。
　柱の抜き取り穴は柱掘方底面まで到達するものはなく、その大部分が柱掘方の中位付近まで
掘り込み、そこから柱を抜き取っている。従って、土層断面の観察によっては、底面近くで柱
位置を確定できたものもある。
　他の遺構との位置関係を見ると、東側約 30 ｍの地点には SB0811 がある。柱掘方埋土ならび
に柱抜き取り痕跡等からの出土遺物はない。
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SB0813（Fig.165）SB0813 は
調査グリッドY2－ 01で検出し
た掘立柱建物跡である。建物の
南側は後世の掘削を受けており、
柱掘方を失っているため、建物
規模ならびに構造は不明である。
　確認できた範囲は桁行北側の
一部及び梁行北側柱列であるが、
梁行は2間で完結しているので、
建物の主軸方向を南北に向けた
桁行 2間以上×梁行 2間の側柱
式掘立柱建物と想定される。
　北妻の柱掘方は遺存状態が良
く、一辺が 40cm の隅丸方形で
ある。すべての柱掘方で柱痕跡
が認められた。柱痕跡の直径は
約 15cm である。柱掘方埋土は
単一土である。柱間寸法は、桁
行西側柱列で北から 1.6 ｍ＋ 1.6
ｍ＋（不明）の総長 3.2 ｍ以上、
梁行北側柱列で西から 1.3 ｍ＋ 1.3 ｍの総長 2.6 ｍである。建物主軸方位はN12°Eを指す。

SB0814（Fig.166）SB0814 は調査グリッドY2－ 01 で
検出した掘立柱建物跡である。建物の南側が削平を受け
ているため失われた柱掘方があり、建物構造と柱間寸法
は不明な部分がある。遺存していた柱掘方は、北側柱列
が 2間、西側および東西柱列が 3間以上であることから、
桁行を南北に求めた南北棟の側柱式掘立柱建物と判断さ
れる。
　柱掘方は隅丸方形であり、大部分の柱掘方で柱痕跡
を確認した。柱痕跡は直径 20cmを計測する。柱間寸法
は、規模が確定した北妻で西から2.4ｍ等間の総長4.8ｍ、
南側の柱を失った桁行西側柱列で北から 2.0 ｍ＋ 1.8 ｍ
＋ 1.8 ｍの 5.6 ｍ以上となる。建物の主軸方位はN7°E
である。他の遺構との重複関係では SB0815 との重複関
係にあり、これより古い。
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SB0815（Fig.167）調査グリッド
Y2 － 01 で確認した掘立柱建物跡で
ある。SB0814 建物を構成する南側
の柱列を失っているため、詳細な建
物構造や規模の確定はできない。
　遺存していた柱掘方の形状は、ほ
ぼすべてのものが方形を呈するもの
であり、一辺の規模が 30～ 90cmと
不揃いである。これは斜面上位側に
ある柱掘方の規模が大きく、斜面下
位側に向かって徐々に小型になって
いることから、斜面上位にある柱掘
方に比べて、斜面下位側の柱掘方が
大きな削平を受けたためと思われる。
　柱掘方内には直径 15 ～ 30cmの柱
痕跡を認めた。この柱痕跡により柱
位置を確定すると、柱間寸法は梁行
北側柱列で西から 2.4 ｍ＋ 2.4 ｍの総
長 4.8 ｍ、桁行西側柱列で北から 2.2
ｍ＋ 2.8 ｍ＋ 2.4 ｍの総長 7.4 ｍ以上
を計測し、桁行 3間以上×梁行 2間
の側柱式掘立柱建物と想定される。
建物の主軸方位は N14°E を指す、
南北棟建物である。
　いくつかの柱掘方で半截を実施し土層断面の確認を行った。柱掘方埋土は黄色土と黒色土を
厚さ 5cm程度で版築を行っており、その中央部分には柱痕跡が残っている。
　また、北妻の東西隅柱の柱痕跡は、柱掘方内部に版築層で深さ約 1/3 の地点まで埋め戻した
のち、そこに柱を建てているために、柱掘方の底面に柱の底面が到達しない根入れの浅い柱掘
方もある。
　他の遺構との重複関係では、SB0814 よりも新しい。

SB0816（Fig.168）SB0816 は、調査グリッドY1 － 20 で検出した。長軸を南北に向けた長方
形の大型の掘方により構成されるが、建物跡と断定できるような柱掘方の配列はとらないため、
本遺構を建物跡として位置付けるには躊躇せざるを得ないが、後述するように柱掘方の土層断
面では、版築層や柱痕跡が認められることから、上位に構造物をのせた遺構であると考え、本
項に含めて解説を加える。
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　調査で確認できた柱掘
方は、長軸1.4ｍ×短軸0.8
ｍを計測する長方形を示
し、その長軸方位は北を
指している。例外はない。
　柱掘方の全体的な配置
を見ると、北側に並ぶ柱
掘方は、西側に 3 間分、
SD0838 を挟んで 1 間が
確認されている。南側
の柱列は西側付近で 4間
分、SD0838 を 挟 ん で 1
間分がある。西側の柱列
では南妻間には柱掘方は
なく、西妻から第 2 柱列
の位置に 1基の柱掘方が
ある。これは建物の南北
中心線よりも南に寄った
位置にあり、北側柱列ま
でには距離があるため、
本来はこの位置にも柱が
あった可能性も否定でき
ない。
　東側柱列の中柱は東妻
の位置にあるが、これも南側の柱列に寄った位置にある点は西側と同様である。最も残りの良
い北側柱列の柱間寸法は、西から 2.1 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.3 ｍの柱間を確保しており、南側柱列の柱
間寸法は、西から 1.9 ｍ＋ 2.2 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.1 ｍ、西側の柱列は南から 2.2 ｍ＋ 3.5 ｍ、東側柱
列は南から 1.4 ｍ＋ 3.7 ｍである。
　柱掘方の断面観察では、厚さ 5cm程の明瞭な版築層が認められており、黒色土が堆積した柱
抜き取り痕跡が見られる。
　このような状況を見ると、本柱掘方は町池地区内では最も規模の大きな柱掘方を有し、明瞭
な版築を施していることや、更に柱筋のとおりが良いなど、全体的には建物建設にかかる諸作
業が極めて丁寧に行われていると言える。ただし、いわゆる掘立柱建建物のような規則性のあ
る柱の配置を取らない点から、本建物の構造・性格は不明である。他の遺構との重複関係を見
ると、SD0838 と重複しこれよりも古い。
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SB0817（Fig.169）調査グリッドY2
－ 30 で確認した掘立柱建物跡である。
建物主軸方位はN12°Eに向けた南北
棟の掘立柱建物である。
　建物構造は桁行 3間以上×梁行 2間
の側柱式掘立柱建物であり、柱間寸法
は桁行西側柱列で北から 1.5 ｍ +1.4 ｍ
+1.5 の総長 4.4 ｍ、梁行北側柱列で西
から1.8ｍ +1.6 ｍの総長 3.4ｍである。
　柱掘方は直径が 40cm前後の小規模
なもので、円形もしくは楕円形で構成
されている。柱は抜き取られている
　他の遺構との切り合い関係を見る
と、桁行東側柱列の大部分が、南北
方向に走る SD0847 に切られており、
SD0847 よりも古いことが確認されて
いる。

SB0818（Fig.170）SB0817 は調査グ
リッドY2 － 4 で検出した掘立柱建物
跡である。桁行 3間×梁行 2間の側柱
式掘立柱建物で、主軸方位はN0°を指す南北棟の建物である。
　建物規模は桁行西側柱列で北から1.8ｍ＋2.1ｍの総長3.9ｍ、梁行北側柱列で西から1.5ｍ＋1.5
ｍの総長 3.0 ｍを計測する。
　桁行西側柱列を見ると、本建物の柱は抜き取ら
れている可能性がある。柱掘方埋土は明確な版築
層ではないものの、黄褐色土と暗褐色土の互層堆
積を示す。他の遺構との関係を見ると、桁行東側
柱列が溝と重複しており本建物が古い。また西側
20 ｍの地点には SD0847 が配置されている。
　建物の敷地には、ある程度規則性をもった柱掘
方が数基認められている。これらの柱掘方を別の
建物として検討したが、最終的には、建物として
認定することはできなかった。
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SB0820（Fig.171）調査グリッド Z2 －
78 で確認した掘立柱建物跡である。建物
構造は桁行 2 間×梁行 2 間の総柱式掘立
柱建物である。建物の主軸はほぼ真北を
向く。
　柱掘方は直径 30cm の円形、もしくは
一辺が 30cm の方形を呈し、すべての柱
掘方で直径 10cm の柱痕跡を確認できた
ため柱位置から柱間寸法を計測した。
　柱間寸法は北側柱列で西から 1.65 ｍ＋
1.65 ｍ、西側柱列で北から 1.6 ｍ＋ 1.4 ｍ
である。従って東西総長 3.3 ｍ×南北総長
3.0 ｍである。中心の柱掘方はやや南北方
向に長い長方形を呈するが、側柱と同様
に柱痕跡が認められた。
　他の遺構との関係を見ると、北側 3.7 ｍの地点には SA0801、東側約 7.5 ｍ、9 ｍの地点に
SB0822・SB0820 があるが、直接的な重複関係をもつものはない。

SB0821（Fig.172）調査グリッド Z2 － 39 で確認した掘立柱建物跡である。桁行 2間×梁行 2
間の総柱式掘立柱建物であり、建物の主軸方位はE46°Sを指す。
　柱掘方は一辺が 40cm程と小規模で、その中央に直径 10cmの柱痕跡が認められる。この柱痕
跡から柱位置を確定した柱間寸法は、桁行北側柱列で西から 1.85 ｍ＋ 1.6 ｍの総長 3.45 ｍ、梁
行西側柱列で北から 1.4 ｍ＋ 1.3 ｍの総長
2.7 ｍである。
　従って、本建物は東西方向が南北方向
より若干長い長方形の平面プランをもつ
建物であることが判明している。
　他の遺構との関係を見ると本建物の南
側 28 ｍの地点には SA0810、南西 16 ｍの
地点には SB0809 が位置しているが、他
の遺構との重複関係はない。
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SB0822（Fig.173）調査グリッ
ド Z2 － 90 で確認した桁行 4 間
×梁行 2 間の、側柱式掘立柱建
物である。柱間寸法は桁行南側
柱列で西から1.5ｍ＋2.1ｍ＋1.5
ｍ、梁行西側柱列で北から 2.2
ｍ＋ 2.2 ｍを計測し、東西総長5.1
ｍ×南北総長 4.4 ｍを計測する。
　柱掘方を見ると、中には楕円
形を呈するものもあるが、その
大部分は一辺が 40cm 前後の隅
丸方形で、柱掘方のほぼ中央に
直径 10cm の柱痕跡が確認でき
る。
　他の遺構との関係では、建物
の北側約 3ｍの地点には東西方
向に走る SA0801、西側約 7.5
ｍの地点に北側柱列を揃えた
SB0820 が配置される。また、本
建物は SB0823 との重複が認められており、本建物が古い。

SB0823（Fig.174）調査グリッド Z3 － 80 で確認した掘立柱建物跡である。建物構造は桁行 2
間×梁行 2間の総柱建物であり、建物主軸は真北を指す。
　建物の平面形は正方形に近く、規
模は北側柱列の西から 1.7 ｍ＋ 1.7 ｍ
の東西総長 3.4 ｍ、西側柱列が北から
1.7ｍ＋1.6ｍの南北総長3.3ｍを測る。
　柱掘方の形状は、中心柱以外は一
辺 40cm の隅丸方形を呈するが、柱
痕跡は確認できない。中心の柱掘方
はやや南北方向に長い長方形を呈し、
側柱と同様に柱痕跡は認められない。
　他の遺構との関係では、SB0822 よ
りも新しい。北側 3.7 ｍの地点には
SA0801、西側約９ｍの地点には同構
造の SB0820 が配置されている。

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.173　SB0822

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.174　SB0823
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SB0824（Fig.175）調査グリッドY2－ 73 で確認した
掘立柱建物跡である。柱掘方自体の直接的な重複関係
にはないが、SB0825 と建物敷地で重複している。　
　建物構造は、建物の南側の大部分が削平を受けたこ
とにより失われている。従って建物構造は判然としな
いが、北側柱列が 2間であることを見ると、桁行の方
位は南北を向けた南北棟であると想定される。
　建物の規模は、計測可能な梁行北側柱列の柱間寸法
が、西から 1.5 ｍ＋ 1.5 ｍの総長 3.0 ｍである。桁行は
１間分を確認しただけであるが、その寸法は 1.6 ｍを
計測した。従って、本建物の構造は桁行 1間以上×梁
行 2間の側柱式掘立柱建物と考えられ、建物の主軸を
示す桁行方位はN7.5°Eを指す。
　柱掘方の形状は楕円形のものが多く、ほとんどの柱掘方で柱痕跡を認めた。柱痕跡は直径
15cm である。SB0825 以外の遺構との重複関係にはなく、南側 8ｍの地点には SB0803、北側
10 ｍには SB0807、そして東側には SB0805・0831・0832 がある。

SB0825（Fig.176）SB0825 は調査グリッドY2-73 付近で確認した掘立柱建物跡である。
　建物構造は桁行 3間×梁行 2間であり、建物主軸方位をN3°Eに向けた南北棟の側柱式掘立
柱建物である。
　建物規模は、柱掘方内において明確な柱痕跡を把握することができなかったため、正確な柱
間寸法を確定することはできないが、柱掘方の中央で計測した場合の桁行の柱間寸法は、東側
柱列で北から 1.3 ｍ＋ 1.3 ｍ＋ 1.5 ｍの総長 4.1 ｍ、梁行の柱間寸法が南側柱列で西から 1.5 ｍ等
間の総長 3.0 ｍを計測する。
　柱掘方の形状は、直径 30cm 前後の円形もし
くは隅丸方形である。また、これらの柱掘方と
重複する別の柱掘方が認められることから、本
建物は建て替えが行われている可能性もあるが
判然としない。
　他の遺構との重複関係を見ると、柱掘方等の
直接的な重複関係にはないものの、SB0724 と建
物敷地を重複させている。

SB0826（Fig.177）SB0826 は調査グリッド Y2
－ 44 で検出した掘立柱建物跡である。
　建物の北側と南側柱列の一部を失っており、

0 (S=1/100) 3.0m

Fig.175　SB0824

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.176　SB0825
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建物の構造・規模を知ることは困難であるが、確認された範囲から本建物の構造を見ると、南
側柱列では 3基の柱掘方を確認した。柱間寸法は東隅柱と東第 2柱の間尺は 1.9 ｍである。第 2
柱と西隅柱は 3.8 ｍあり、先の間尺の 2倍である。従って、南側柱列は本来 1.9 ｍ等間の 3間構
造であった可能性がある。
　南北柱列は東側、西側ともに 2間分を確
認した。間尺は西側柱列の南から 2.1 ｍ＋
2.1 ｍを測り、確認できた総長は 4.2 ｍで
ある。従って、本建物は東西 3間×南北 2
間以上の側柱式掘立柱建物に復元されが、
建物の長軸方位は不明である。南北柱筋は
N9°Eを指す。
　柱掘方の形状は、一辺が 50cmの隅丸方
形を呈し、大部分の柱掘方で柱痕跡を認め
た。柱痕跡は直径 15cm前後である。
他の遺構との位置・重複関係を見ると、南
側 7ｍには SB0807 、北側 10 ｍの地点には
SB0827 がある。直接重複する遺構はない。

SB0827（Fig.178）調査グリッドY2－ 26 で検出した掘立柱建物跡である。建物北側の大部分
が削平を受けているため柱掘方は検出できなかった。また南側柱列の一部も失っている。従って、
建物構造の詳細は分からない。検出した柱掘方は 7基あり、いずれの柱掘方も隅丸方形の平面
形を有し、一辺が 1ｍ前後の規模を持つ。ほとんどの柱掘方で柱痕跡を認めた。柱痕跡は直径
15cmを中心とする大きさで、柱掘方の縁に寄るものが多い。
　確認できた範囲における柱間寸法
は、東側柱列で北から 2.2 ｍ＋ 2.2 ｍの
総長 4.4 ｍ、南側柱列で 2.5 ｍである。
ただし、南側柱列の柱間寸法を同規模
で西に延ばすと西側柱列の柱筋にのる
ことから、本来南西隅には柱が存在し
ていた可能性があり、この部分に柱が
存在していたとすれば、南妻と考えら
れる南側柱列が 2 間規模に復元され、
総長は 5.3 ｍを測る。　
　この復元に従えば、本建物は梁行 2
間×桁行 2間以上の側柱式掘立柱建物
の構造であると理解され、建物主軸は

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.177　SB0826

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.178　SB0827
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N10°Eを指す南北棟の建物であると考えられる。
　他の遺構との重複・位置関係を見ると、北西方向 8ｍの地点には SB0818、東側には L字に曲
がる SD0899、南側に SB0826 があるが、直接的な重複関係にあるものはない。

SB0828（Fig.179）本建物は調査グリッドY2－ 48 で検出した掘立柱建物跡である。建物の構
造は、桁行 4間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物である。
　柱掘方のうち西妻の北第 2柱を欠くが、堀方の大部分は一辺 50cm前後の隅丸方形を呈する。
大部分の柱掘方で直径 15cmの柱痕跡が確認され柱位置が確定された。柱間寸法は桁行北側柱
列で西から2.1ｍ＋2.2ｍ＋2.1ｍ＋2.2ｍの総長8.6ｍ、梁行東側柱列で北から1.5ｍ＋1.5ｍ＋1.5
ｍの総長 4.5 ｍである。建物主軸方位はE4.5°S を指す東西棟である。
　他の遺構との重複・位
置関係を見ると本建物の
北側には土坑、南側 2ｍ
には SB0829、東側 10 ｍ
には SB0830 が配置され
ているが、直接的に切り
合う遺構はない。

SB0829（Fig.180） 調
査グリッドY2－ 58 で検
出した掘立柱建物跡であ
る。建物の構造は、桁行
5 間×梁行 2 間の側柱式
掘立柱建物であり、建物
主軸方位が E11°S を指
す南北棟の建物である。
　建物の規模は、柱位置が確定できない柱掘方があるため詳細は把握しがたいが、柱掘方中央
で計測した場合の柱間寸法が、桁行の北側柱列で西から 1.9 ｍ＋ 1.7 ｍ＋ 1.5 ｍ＋ 1.7 ｍ＋ 2.1 ｍ
の総長 8.9 ｍ、梁行西側柱列で北から 2.7 ｍ＋ 2.7 ｍの総長 5.4 ｍである。
　柱掘方は直径 50cm前後の円形もしくは隅丸方形を呈し、所々の柱掘方で柱痕跡が見られた。
その柱痕跡は直径 15cm前後である。
　他の遺構との重複・位置関係をみると、東妻柱が SB0806 と切り合っており、これよりも古
いことが確認されている。更に、他の遺構との位置関係では、本建物の北側 4ｍには SB0828、
南西 6ｍには SB0805・0831・0832 が配置されている。

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.179　SB0828
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SB0830（Fig.181）調査グリッドY3－ 51 で検出した掘立柱建物跡である。建物構造は、桁行
4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物主軸方位はE5°Sを指す。
　柱掘方は直径 50cm前後の円形と隅丸方形のものが混在しており、明確な柱痕跡または柱抜
き取り痕跡は認められていない。
　建物の構造は、柱掘方中央で計測した場合の柱間寸法が、桁行北側柱列で西から 2.1 ｍ＋ 1.8
ｍ＋ 2.2 ｍ＋ 1.9 ｍの総長 8.0
ｍ、梁行東側柱列で北から 2.2
ｍ＋ 2.2 ｍの総長 4.4 ｍであ
る。
他の遺構との重複は、西妻
南隅柱・南側桁行西第 2 柱
が SB0806 重複し、これより
も古い。

SB0831（Fig.182）調査グ
リッド Y2 － 67 で検出した
掘立柱建物跡である。建物
構造は、南妻の西隅柱を欠
いているが、桁行 4 間×梁

0 (S=1/100) 3.0mFig.180　SB0829

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.181　SB0830
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行 2 間の側柱式掘立柱建物と考えられる。建物主
軸方位はN5°Eを指す。
　建物の規模は、一辺 50cm の方形を呈する柱掘
方を持つが、柱掘方には掘り込みの長軸方向や、
規模の面で統一性は認められない。
　柱痕跡ならびに柱の抜き取り穴は認められてい
ないが、明瞭な柱痕跡も把握されていない。従っ
て正確な柱間寸法を確定することは困難であるが、
柱掘方の中央で計測した場合の柱間寸法は、桁行
の東側柱列で北から 1.75 ｍ＋ 1.6 ｍ＋ 1.6 ｍ＋ 1.75
ｍの総長 6.7 ｍ、梁行の北側柱列で西から 2.4 ｍ＋
2.1 ｍの総長 4.5 ｍと考えられる。
　他の遺構との重複関係を見ると、柱掘方自体
の直接的な重複は認められていないが、SB0805・
SB0830 と建物敷地で重複していることから、先後
関係にあることは間違いない。

SB0832（Fig.183）調査グリッドY2－ 67 で確認した掘立柱建物跡である。
　確認できた柱掘方は、北側部分で東西に並ぶ長軸 50cm×短軸 40cmの長方形を呈する柱掘方
3基と、その東西端から南に延びる直径 25cmの柱掘方各 2基である。
　これらの柱掘方は、南にあるもの程その規模が小規模になっていることから、後世の削平を
受けているものと考えられる。従って、本建物を構成する南側の柱掘方の一部は、この時の削
平により失われている可能性が高く、詳細な建物構造はわからない。
　ただし、北側の東西柱列は 2間であることが確定しているため、北側柱列を梁行とした側柱
式掘立柱建物と推測される。桁行は東西柱列ともに 2間分を確認した。建物の主軸方位はN5°
Eを指す。
　確認した範囲における柱間寸法は、梁行
の北側柱列で西から 1.9 ｍ＋ 2.0 ｍの総長
3.9 ｍ、桁行西側柱列で 1.6 ｍ＋ 1.4 ｍの総
長 3.0 ｍ以上である。ほとんどの柱掘方で
柱痕跡は認めることはできなかった。
　他の遺構との重複関係を見ると、柱掘方
自体の直接的な重複は認められないが、建
物の敷地が SB0831 と重なっている。

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.182　SB0831

0 (S=1/100) 3.0mFig.183　SB0832
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SB0833（Fig.184）本遺構は調査グリッドY3－ 54 付近、第 8次調査区の北東隅で検出した遺
構である。確認した柱掘方は 7基あり、これが南北に 5基並んだのち、東に向かって直角に折
れ曲がっている。
　調査時の所見では、建物番号を付して調査を進めたが、建物の大部分は調査区外に延びてい
るため、本遺構の詳細は不明である。
　建物跡以外には、区画施設を構成する掘立柱塀の可能性も残されているが、構造的には建物
跡の可能性も十分考えられることから、ここでは建物跡と位置付けた上で記載を進める。
　本遺構を建物として見た場合、東西柱列は 3間以上、南北 4間以上の側柱式掘立柱建物となる。
西側に並ぶ柱掘方は、4間以上であることが判明しており、本遺構を掘立柱建物と想定した場合、
梁行が 4間以上の構造を持つ建物とは考えがたいため、桁行方位を南北に求めた南北棟の側柱
式の建物と考えられる。
　柱掘方は一辺 90 ｍ程
の方形を呈し、全体的に
は極めて統一的な形状を
保持している。また検出
段階における柱掘方の観
察では、明確な柱痕跡も
確認されている。
　柱痕跡は直径 25cm を
計測し、柱筋のとおりが
良い建物である。
　柱間寸法を見ると、桁
行の西側柱列で北から
2.4 ｍ＋ 1.9 ｍ＋ 2.0 ｍ＋
2.3 ｍを計測し、総長 8.6
ｍ以上となる。梁行の南
側柱列の柱間は、西から
2.6 ｍ＋ 2.4 ｍを計測し、
梁行総長は 3.0 ｍ以上を
計測する。
　このような構造・規模
を見ると、本建物は本地
区に造営された建物で
は、最大規模と想定され
る。桁行の中央柱間 2間

0 (S=1/100) 3.0mFig.184　SB0833
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分が、やや狭い点が特徴的である。
　他の遺構との重複関係を整理すると、本建物の柱掘方のうち西側南第 2・第 3柱掘方が攪乱
を受け、更に建物敷地の南側を横断する溝状遺構に切られている。
　また南側には後述する SB0834 が接して建設されており、これらには時間差があると想定さ
れる。

SB0834（Fig.185）調査グリッ
ドY3 － 75 で検出した建物跡で
ある。建物の大部分が調査区外
にあるため、詳細な構造ならび
に規模は不明である。
　確認できた柱掘方は、西側柱
列の 3 間と北側柱列の 1 間分で
あり、建物主軸を東西に向けた
側柱式の掘立柱建物考えられる
が、南側柱列は調査区内では未
確認であり、また東側柱列も確
認することができていないこと
から、詳細な建物構造を確定す
ることは困難である。また、確
認した西側柱列を桁行柱列と想
定すると桁行３間×梁行２間の
建物として復元することも可能
である。
　本建物を調査時の知見のとお
り東西棟の側柱式掘立柱建物と
想定した場合の建物の規模は、
西側柱列の柱間寸法が、北から 2.1 ｍ＋ 2.3 ｍ＋ 1.9 ｍの総長 6.3 ｍ、北側の柱間寸法が 2.3 ｍ以
上である。
　柱掘方の規模は一辺が 60cmの丸方形で、すべての柱掘方で共通している。また西側柱列の
南隅柱を除いた柱掘方で直径 25cmの柱痕跡を確認し、柱筋のとおりは良い。
　西側柱列で見る建物方位は、E 17°S を指す。本建物の北側には柱掘方が接するように
SB0833 が配置されていることから、SB0834 と SB0833 の間には時間差が存在していると考え
られる。

0 (S=1/100) 3.0m
Fig.185　SB0834
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SB2001（Fig.186）22 － 1Tで確認した掘立柱建物跡である。調査グリッドX2－ 57 に位置し、
建物主軸方位はE9°Sを指す南北棟である。
　建物を構成する柱掘方のうち、東妻の南側隅柱は調査区外に位置しており、確認することは
できていないが、かろうじて同妻の中心柱が調査区内で確認できたため、桁行 3間×梁行 2間
の側柱式掘立柱建物であることが判明した。
　確認した柱掘方のうち、桁行の南東の隅柱と梁行東側柱列中心柱は調査区外にあるために判
断できないが、それ以外の柱掘方は一辺約 1ｍ程度の方形を呈しており、すべての掘方で柱が
抜き取られていることを確認した。柱掘方の埋土は、暗褐色土や黄褐色土による互層堆積を示
した版築状に埋められているが、その単位は粗く 3～ 5層を数える。更に柱抜き取り痕跡には、
暗褐色土による単一土が自然堆積している。
　柱痕跡は柱抜き取りにより失われていたが、柱抜き取り痕跡の底面は、柱掘方の底面に到達
せず、その下位に柱掘方埋土が認められるもののある。つまり、本建物を構成していた柱は、
柱掘方の底面に接しないように、柱の根入れの浅い構造であったと考えられる。
　建物の規模は、すべての柱が抜き取られているために柱位置が確定できないため、不確定な
部分が残るが、柱抜取り痕跡の中心で計測した場合、桁行の北側柱列で西から2.4ｍ＋ 2.2 ｍ＋ 2.3
ｍの総長 6.9 ｍ、梁行の西側柱列で北から 2.5 ｍ＋ 2.1 ｍの総長 4.6 ｍである。
　他の遺構との重複関係では、SI2001・SI2010 と重複し、これよりも新しい。

　第３項　掘立柱塀跡

SA0801（Fig.187）調査グリッド Z2 － 41 ～ Z3 － 72 にかけて展開する掘立柱塀である。先に
SB0810 とした八脚門の東西に付属しており、ここでは便宜上八脚門に直接付属し、本地区の官
衙ブロックに南面する掘立柱塀を SA0801a、東辺を画する掘立柱塀を SA0801b・同じく西辺を
画する掘立柱塀を SA0801c として記載する。
【SA0801a】八脚門の左右に展開する掘立柱塀である。門に正対した場合、左側に位置する柱列
は 9間、右側柱列は 13 間で構成される。西側柱列の柱間は 2.1 ｍ前後で総長 19.3 ｍ、東側柱列
の柱間は 2.0 ｍ～ 2.2 ｍの総長 23.1 ｍである。従って、門の棟筋規模を加えると総長 52.5 ｍで
構成される区画施設となり、柱筋は E4°Sを指す。柱掘方は一辺 35cm～ 40cmの方形を呈し、
掘り込みの角度は垂直に近い。柱掘方の底面は平坦で約 40～ 50cmで到達するするものが多い。
柱掘方の埋土は黒色土と黄色土の互層堆積を示し、柱掘方の断面観察では柱痕跡の上面に自然
堆積状の明褐色土が堆積している。これは柱根の腐敗に伴う陥没部分に堆積したものと理解さ
れたことから、柱は抜き取られずに廃棄された可能性がある。柱痕跡は直径 20cmである。
【SA0801b】本掘立柱塀の東辺を構成する掘立柱塀である。SA0801a の東隅柱から約 2°前後東
に振れながら北側に向かって延びている。本掘立柱塀は 11 間で構成され、その総長は 25.4 ｍと
なる。柱間寸法は 2.1 ｍを基本として、一部 2.3 ｍを計測する部分もある。柱掘方は一辺 30cm
の方形で SA0801a の柱掘方と比べると一回り小さい。この塀列については半截を行い土層断面

第３項　掘立柱塀跡
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の観察は実施していないが、検出面で直径 15cm前後の柱痕跡を確認した。
【SB0801c】SB0801a の西隅柱から、約 6°西に傾きながら北に向かって延びる掘立柱塀である。
柱間寸法は 2.1 ｍ～ 2.3 ｍの 5 間で構成され、その総長は 10.9 ｍを計測する。柱掘方は一辺が
30 ｍ前後の方形を呈し、柱掘方の角度はほ
ぼ垂直に近い。柱掘方埋土は暗褐色土と黄褐
色土による互層堆積を示す。柱痕跡は直径
15cm前後である。柱筋はN2°Wである。

　第４項　溝　　跡

SD0838（Fig.188・189）本溝は、町池地
区の西部域に展開する大規模な南北溝跡であ
る。調査グリッドX2 － 82 ～ A2 － 20 にか
けた範囲に展開する。
　確認できた溝の総延長は約 120 ｍである。
溝の形状は、溝の東側に展開する掘立柱建物
を囲むように、緩やかに弧を描いて巡ってい
る。
溝の構造・規模を見ると、断面形は上幅規模

0 (S=1/400) 10mFig.187　SA0801

0 (S=1/50)1.0m

A A′

B′B

Fig.188　SD0838断面

第４項　溝跡
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に比して下幅規模が狭い断面
V字形を呈しており、上幅 2.25
ｍ×下幅 30cm、検出面から底
面までの深さは 1 ｍ前後であ
る。
　溝内堆積土の断面観察では 3
時期分の重複が認められてい
る。すべて自然堆積によるも
ので、砂質の褐色により埋没
している。
　他の重複関係では SB0816・
SI0805・SI0806 との重複があ
り、これらよりも新しい。更に、
小規模な南北溝とも重複して
いるが、これらとの先後関係
を確定することはできていな
い。

SD0865（Fig.188） 本 溝 は、
SD0838 の西側 4 ｍの地点にあ
る南北溝である。調査グリッ
ド Y2 － 50 ～ Z1 － 69 の範囲
に展開している。
　SD0838 とほぼ平行して掘削
されているが、溝自体は後世
の削平を受けたため溝の北部
は失われ、掘削を免れた南部
分を検出した。確認した総延
長は 65 ｍである。
　溝の形状は、SB0838 と同様
に東側を囲むように、緩やか
に弧を描く。溝の構造・規模
を見ると、溝の断面形は上幅
と下幅の規模には、大きな差
がない箱掘状を呈するが、一
部には半円形の部分もある。0 (S=1/400) 10m

Fig.189　西側溝群
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0 (S=1/200) 8.0m
Fig.190　SD2001・SB2006

SD2011

SD2006

SD2001

　溝の上端幅は約１ｍ×下幅 80 ｍを計測する。溝内の堆積土は、暗褐色・褐色土を主体とした
砂質土で自然埋没している。

SD2001（Fig.190・191） SD2001は20－1Tから20－2Tにかけた範囲で確認した東西溝である。
検出段階では上幅 2.3 ｍを計測した。22 － 1T内で一部断ち割りを行った結果、上幅 2.3 ｍ×下
幅 50 ｍ×深さｍを測り、断面形は下幅が狭い逆台形を呈する。
　溝内の堆積土は 7層に細分され、いずれも自然堆積である。他の遺構との関係では SI2001・
2002・2204・2005 との重複が確認されており、これらよりも新しい。 

SD2006（Fig.192・193）本溝跡は 22 － 4T・5T・23 － 1Tで確認された溝跡である。溝は北
側に延びる丘陵を迂回するように、西に向かって緩やかに弧を描く。
　溝の最大幅は 22 － 4Tで計測し 1.3 ｍである。溝の断面形は上幅よりも下幅が狭い逆台形を
呈する箱掘りである。
　溝の堆積土は暗褐色土を主体とする自然堆積土であり、斜面上位側からの流入が激しい。

第４項　溝跡
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SD2007・SD2008（Fig.192・193）SD2007 は 20 － 2T北側で確認した溝である。上幅 50cm
を測り、東側から西に向かって約 3.5 ｍ延びた後、調査区西側で南に向かって屈曲し 2ｍ延び、
後世の撹乱に到達する。SD2008 は 20 － 4T中央で確認した南北方向の溝跡である。SD2006 な
らびに丘陵傾斜方向に沿うように延びる。先述した SD2006 の再掘削の一部の可能性が高い。

SD2301（Fig.194）SD2301 は検出面での幅 1.5 ｍ×深さ 0.25 ｍを測る。断面は逆台形を呈自
然堆積によって埋没しているが、覆土や断面形の特徴から、SD2011 の延長部と推定される。

SD2302・SD2303（Fig.194）SD2302 は検出面での幅 1.0 ｍ×深さ 0.3 ｍを測る。断面は逆台
形を呈する。SD2305 と重複し、これよりも新しい。覆土や断面の特徴から、SD2011 の延長部
と推定される。SD2303 は新旧 2時期の重複が認められる溝である。後出する SD2303b は検出
面での幅 0.5 ｍ×深さ 0.21 ｍで、断面形は逆台形を呈する。先行する SD2303a は深さ約 0.1 ｍ
とやや浅い。

0 （Ｓ=1/100） 5m

Fig.193　SD2006・SD2008断面
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SD2304・SD2305（Fig.194）SD2304 は新旧 2 時期の重複が認められている。検出段階では
新旧関係を認めることはできなかったが、土層断面の検討の結果、溝の掘り直しが行われたこ
と判断した。また SD2305 との重複関係にあり、これよりも古い。
　新しい時期の SD2304a は幅 2.5 ｍ×深さ 0.48 ｍを測り、断面形は底面幅の狭い逆台形である。
これに切られる SD2304b の堆積土は SD2304a の掘削によって、その大部分を失っているが、初
期堆積土の一部が認められた。また底面には 3基のピットが掘り込まれており、須恵器片・瓦
片が出土している。
　SD2305 は検出面での幅 2.5 ｍ×深さ 0.38 ｍを測る。底面幅が広く、深さは浅い。砂質土によ
り埋没しており、堆積層に酸化したマンガンの沈着が認められる。SD2304 と 重複し、これよ
りも新しい。

SD2306（Fig.194）幅 0.75 ｍ×深さ 0.12 ｍを測る。SD2301 と重複し、これよりも新しい。

B′B

A′

B′

A

B

A′A

Fig.194　SD2301・SD2306
0 (S=1/200) 8.0m
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　第５項　竪穴住居跡

　町池地区では、第 8次調査区と第 20 次調査区で合計 19 軒の竪穴住居跡もしくは竪穴遺構を
確認した。このうち、第 8次調査区のSI0801 ～ SI0806 はカマドならびに主柱穴等が認められず、
厳密な意味で竪穴住居として機能していたかは不明である。ただし、ここでは調査時点の所見
に従い、本項に含める。
　第 20 次調査区では 12 軒の竪穴住居跡と考えられる遺構を検出した。これらの竪穴住居のう
ち SI2001 については、住居内部の調査を実施し、カマド・柱穴を確認したため、竪穴住居跡で
あることを確認しているが、その他のものについては、遺構の確認でとどめたため、詳細につ
いてはわからない。以下、これらについて報告を進める。

SI0801（Fig.195）調査グリッド Z1 － 28 で確認した竪穴状遺構である。平面形は南北 3.7 ｍ×
東西 3.3 ｍの長方形をもち、SD0865 に切られている。遺構の壁面は緩やかに掘り込まれており、
検出面から 15cmの地点で底面を確認した。底面は平坦である。遺構内部の堆積土は壁際から
流入した褐色土による自然堆積状況を示し、最大 2層に区分された。
　カマドや柱穴等の住居を構成する施設は認められず、本遺構の性格は不明である。また、遺
構の周辺には、町池地区を南北に縦断するSD0838をはじめとする、多数の溝が掘削され、北側4.5
ｍの地点には、SI0802 が位置している。

SI0802（Fig.195）調査グリッド Z1 － 08 で確認した竪穴状遺構である。SD0865・SD0838 と
の重複があり、これらよりも古い。
　平面形は、重複する溝跡にって壊されているため詳細はわからないが、やや不整な隅丸方形
を呈し、遺構の北部がやや西に向かってくの字に屈曲している。遺構の規模は長軸が 3.9 ｍ×短
軸 2.5 ｍである。遺構の底面は検出面から 15cm程の地点で確認した。遺構の壁面は斜めに掘り
込まれ、底面は平坦である。遺構内部の堆積土は壁際から流入した暗褐色土による自然堆積状
況を示し、最大 3層に細分された。
　本遺構には、柱穴やカマド等の住居を構成する施設は見られず、性格は不明である。また、
遺構の周辺には、町池地区を南北に縦断する SD0838 をはじめとして、多数の溝が掘削され、
南側 4.5 ｍの地点には、SI0801 が位置している。

SI0803（Fig.196）調査グリッド Z1 － 09 で確認した竪穴状遺構である。遺構は西側を SD0865
との重複があり、更に南側を水田造成に係る掘削を受けたために失われており、詳細は判断し
がたい。
　遺構の平面形は、先述したように溝跡や後世の掘削により不明な点が多いが、遺構の東辺は
くの字に屈曲し、北辺は直線的に延びており、SI0802 と類似する形状を保持している可能性が
ある。遺存する遺構の規模は東西 1.7 ｍ×南北 3.55 ｍである。遺構の断面形は掘り込み面から
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緩やかな傾斜で掘り込まれた遺構壁が確認されており、20cm程で底面に到達する。遺構の底面
は、比較的平坦に整えられており、その内部の堆積土は暗褐色土による単一土層である。
　遺構からは、土師器・須恵器などの出土遺物が認められている。その多くは、削平を免れた
遺構東側付近からまとまった状況で出土している。これらの中には、面径が小さく、内面にカ
エリのつく須恵器蓋が含まれていることから、この竪穴状遺構の年代は、7世紀後半と考えら
れる。ただし、カマド・柱穴などのような竪穴住居を構成する他の施設は確認されていないため、
遺構の性格については不明である。

SI0804（Fig.196）調査グリッド Y1 － 99 付近で確認した竪穴状遺構である。遺構の東側は
SD0863 に切られ、西側は SD0865 に切られているため、遺構の平面形は不明である。遺存して
いる範囲から把握された平面形は、南北 4.6 ｍ前後を計測し、北辺ならびに南辺は直線的に延び
ている様子が観察される。東辺ならびに西辺がそれぞれ SD0847、SD0865 のなかで収まるもの
であれば、東西規模より南北規模が長い長方形を呈すると推測される。
　遺構の断面形は、遺構掘り込み面から斜め方向の掘り込みが行われている。南側よりも北側
のほうが緩やかな傾向がある。遺構の底面は平坦であるが、南側では一段低い底面が形成され
ている。
　遺構内部の堆積土は、水平に堆積した状況を呈していることから、人為的な埋土の可能性も
残されているが、堆積土は混入物の少ない均質な暗褐色土であることから、比較的短い期間で
埋没した自然堆積であると判断している。遺構内部には柱穴やカマドなどのように住居を構成
するその他の施設は認めらず、遺構の詳細は不明である。周辺には重複関係にある SD0865・
SD0847・SD0863 のほかに、北側には SI0804 がある。

SI0805（Fig.197）本遺構は調査グリッドY2 － 50 付近で確認した竪穴状の遺構である。遺構
の中央部を SD0847 と SD0838 が縦断しているための、遺構の詳細は不明である。
　SD0838 の掘り込みは本遺構の底面までは到達していないが、SD0847 の掘り込みは、本遺構
の底面を越えた時点まで到達している。新旧関係では上記した 2条の溝のほうが新しい。
　遺構の平面形は、やや不整形な円形を呈するものと推測される。遺構の断面形は不明な点も
あるが、西側がやや強い傾斜角度をもち、東側はそれよりも緩い傾斜角度を持つ。底面は遺構
検出面から 40cmの地点で確認し平坦である。特に SD0847 が通過する付近には焼土の散布が著
しい地点があり、地床炉が設置されていた可能性があるが、柱穴やカマド等の竪穴住居を構成
する施設は確認することができていない。
　遺構内部の堆積土は、遺存状態の悪さもあり詳細は把握できていないものの、最大で 3層に
細分された。いずれの層も遺構の壁際よりレンズ状堆積をした暗褐色を主体とする自然堆積土
と判断される。本遺構の周辺には、直接重複関係にある SD0847 と SD0838 以外には、西側に
SD0865 が縦走し、南側には SI0806 がある。
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SI0806（Fig.197）本遺構は、調査グリッド Z2 － 60 付近で確認した竪穴状遺構である。遺
構の中央部を SD0847 と SD0838 が縦断しているため、平面形の詳細は不明である。重複する
SD0838 の掘り込みは、本遺構の底面までは到達せず、SD0847 の掘り込みは本遺構の底面より
も深い位置まで達している。本遺構は重複する溝よりも古い。
　遺構の平面形は、長軸を東西に向けた倒卵形を示し、東西 3.25 ｍ×南北 3ｍを計測する。遺
構の底面は平坦であり、カマドや柱穴等の施設は確認されていない。遺構の断面形を見ると、
遺構の掘り込みは検出面から斜め方向に掘られており、他の竪穴状遺構と比較すると、整った
印象を受ける。遺構内部の堆積土は５層に細分され、壁際からレンズ状堆積した自然堆積である。
最上層と 3層は水平堆積のような堆積状況にも見られ、比較的短い時間の中で急激に埋没した
可能性がある。
　周辺には、直接重複関係にある SD0847 と SD0838 以外には、西側に SD0865 が縦走し、北側
には SI0805 がある。

SI0807（Fig.198）本竪穴住居跡は、調査グリッドY2 － 59 付近で確認した。住居の東側は、
水田造成の削平を受けたために失われており住居規模は不明であるが、確認できた南北規模で
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0 (S=1/400) 8.0m
Fig.199　SI2001～SI2011

は、一辺 4ｍの方形を呈するものと推測される。
　住居の床面は検出面から 15cmの地点で確認した。床面の形状は平坦で、6基のピットが確認
されている。このうち P１～ P4 を繋ぐと正方形の配置をとることから、これらが建物を支え
る主柱穴と考えられる。いずれも円形を呈するが P1 のみがやや規模が大きい。
　住居の北辺にはカマドが付設されている。カマドは基盤層を掘り残すことでカマド袖を構築
し、その中央部から幅 25cm前後の煙道が住居外に延びている。煙道は住居と接する地点は削
平のため失われ、住居の輪郭に沿うように幅 20cm×深さ 5cmの壁周溝がめぐる。
　住居内の堆積土は南北セクションによれば、住居の壁際から中央に向かって流入した自然堆
積により埋没しており、暗褐色土を主体とする。主柱穴も暗褐色土による単一土層により埋没
している。住居の床面からは土師器ならびに平瓦が出土している。このうち平瓦は凸面に雨垂
状の格子タタキ目が観察される。他の遺構との重複関係では SB0805 の東側に配置される柱穴
と重複が認められており、これよりも古い。

SI2001（Fig.199・200・201）SI2001 は 22 － 1T の中央やや東半、調査グリッドX2 － 58 で
確認した竪穴住居跡である。住居の北辺と煙道の一部が後世に溝状の撹乱を受け、更に SB2001
の柱掘方との重複により、本住居跡が古いことが確認されている。
　本住居の南側には東西溝の SD2001、それに古い SI2002、住居の西側 50cmの地点には SI2010
が建設されている。
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　住居の平面形は住居の南東角は調査区外に、また住居の南辺は畑地造成にかかる削平を受け
ているための、住居の全容は分からない。かろうじて遺存していた住居北辺を見ると東西 3.8 ｍ
を計測する方形プランをもつ住居と推定される。
　住居内の堆積土は最終的に 11 層に細分された。初期堆積土は見られず、最下層面には住居の
貼床と見られる黄褐色土がある。
　住居柱穴と見られる P1・P3 は、この貼床面で確認した。ただし、これ以外の柱穴は確認で
きなかった。初期堆積土の上位には黄褐色土に黒色土・暗褐色土や焼土・炭化物が混入する土
が厚く堆積している。これらの土層は自然堆積状況を示さないことから、人為的な埋土と考え
られ、本住居の廃絶に関わる可能性がある。
　北辺中央部には長さ 1ｍ×幅 25cmの煙道が布設されている。カマドの天井部は崩落してい
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たが、煙道部ならびに燃焼部を確認した。燃焼部は半円形に浅く掘り窪めて形成されている。
　煙道はそこから一段短く立ち上がり、煙道奥に向かって弱く傾斜しながら、最深部に向かう。
煙出しのピットは、住居跡北辺から 1ｍの地点にあり、直径 25cm を計測する。住居からは、
非ロクロ整形の土師器が出土している。
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SI2002（Fig.191）SI2002 は 20 － 1T の南端で確認された竪穴住居跡である。竪穴住居の東・
西・南の各辺は調査区外に位置しているために、住居の全体は分からない。また住居の北辺は、
東西方向に走る SD2201 により掘削を受けている。
　SD2001 の遺構壁による住居堆積土の断面観察では、住居の床面は標高 12 ｍの地点に位置し
ていることが確認され、他の住居と比較すると住居の掘方が深い点が特徴であり、大型の竪穴
住居跡である可能性が高い。

SI2003（Fig.202）20 － 1Tの東側に設けた 20 － 2Tの中央付近、調査グリッドX2－ 69 で確
認した竪穴住居跡である。住居の北半は造成による掘削を、南半は撹乱により失われているため、
遺構の遺存状態は悪い。
　他の遺構との関係をみると、遺構の南西付近で SI2011 との重複が認められており、この住居
より古いことが確認されている。

SI2004（Fig.202）20 － 2Tの南側付近、調査グリッド Z2 － 89 で確認した竪穴住居跡である。
確認できた範囲は住居東辺の一部のみであるため、詳細は分からない。住居の南辺は 20 － 1T
から続く東西溝跡 SD2001 により掘削を受けている。

SI2005（Fig.202）20 － 2T
の南部、調査グリッド Z2 －
69 で確認した竪穴住居跡であ
る。遺構のほとんどが削平を
受けているため、住居構造な
らびに規模は分からない。
　本住居では、住居北辺に付
設された煙道の一部が確認で
きただけであるので、詳細は
不明である。

SI2006（Fig.203）20 － 3T
北部で確認した竪穴住居跡で
ある。住居の大部分は後世の
掘削を受けており、住居構造
ならびに規模は分からない。
　かろうじて調査区内で東側
の住居壁とその中央やや北側
に煙道部と思われる遺構を確
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認した。
　他の遺構との明確な重複関係にはなく、出土遺物も認められていないため、本住居の詳細は
わからない。調査区の南端には中世の掘立柱建物跡である SB2002 が位置している。

SI2007（Fig.199）20 － 5T東部で確認した竪穴住居跡である。住居の北辺は調査区外に位置し、
南辺付近は後世の掘削を受けて失っているため、詳細は不明である

SI2009（Fig.204）20 － 6T の南東隅で確認した竪穴住居跡である。調査グリッド Z3 － 11 に
位置するが、住居の大部分が調査区外にあるために、詳細は不明である。調査では基本土層と
なる黄褐色砂質土面で、暗褐色土でプランを認識した。

SI2010（Fig.191）SI2010 は SI2001 の東側約 50cmの地点に構築された竪穴住居跡である。住
居の西辺は調査区外にあり、また南辺は畑地の造成による掘削によって失われているため、遺
構全体の形状ならびに規模は分からない。
　他の遺構との関係を見ると SB2201・SD2201 との重複が認められており、これらの遺構より
も古い。SB2201 の桁行南側柱列西第 1柱の柱掘方断面で住居内の堆積土を観察した結果、本住
居の覆土には人為的な埋土が認められた。

SI2011（Fig.199・202）20 － 2T中央付近、調査グリッドX2－ 69 で確認した竪穴住居跡である。
住居の西側大部分は調査区外にあり、また住居南半は造成の掘削ならびに撹乱により失われて
いるため、住居の構造ならびに規模は分からない。
　住居北壁で煙道を認めたことから、住居北辺にカマドを有することが判明した。住居は
SI2203 との重複関係にあり、本住居が新しい。

SI2012　20 － 4Tの東端、調査グリッドX2－ 65 で確認した竪穴住居跡である。調査で確認で
きた範囲は住居の西辺の一部であり、住居の大部分は調査区外に広がっているため、詳細はわ
からない。

　第６項　その他の遺構

土層硬化面（Fig.205）調査グリッドX1－ 38 付近では基本層 LⅡを除去すると、面的な広がり
を持つ黒褐色土層、および酸化したマンガンが沈着した砂質土による堆積層が検出された。また、
一部では LⅢが現れたが、この LⅢの上面にはやはりマンガンの沈着が認められた。マンガン
が沈着した部分は硬化している。
　黒褐色土は砂質土や LⅢの上面を薄く覆っていたもので、掘り下げると LⅢの上面が現れる。
LⅢの上面には弱い起伏があり、全体的には南に向かって下がっているが、黒褐色土は南に向
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かうにつれて厚く遺存していた。
　マンガンが沈着した砂質土を掘り下げると、この部分が東西 2.5 ｍ×深さ 0.35 ｍの土坑状に
落ち込んでおり、内部堆積は厚さ 2～ 5cm程の薄い砂質土が水平方向に層状を成している。こ
の落ち込みの底面にもマンガンの沈着は認められる。なお砂質土中からは丸瓦片が出土してい
る。

　第７項　町池地区の構造と変遷

　町池地区で実施された合計 5回の調査を経て、本地区には多数の掘立柱建物と竪穴住居なら
びに竪穴状遺構が建設されていたことが確認された。本地区で確認された建物は、検出された
建物数の割には建物同士の重複関係が乏しく、重複関係に基づく先後関係を決定することは困

難な状況にあるが、ここでは、こ
れらをひとつの官衙施設として
位置付け、町池地区における建
物の構造と変遷について整理を
進めてみたい。

遺構の重複関係の確認　ここでは、
町池地区で確認された掘立柱建
物跡・竪穴住居跡・竪穴状遺構・
溝跡などの重複関係について再
確認をしておく。
　確認された遺構のなかで、最も
古い時期に位置付けられる遺構
には、地区の西部域で南北に直
列配置をとる竪穴状遺構がある。
これらの遺構は、先の事実報告
の SI0801 ～ SI0806 の 6 基が該当
する。重複関係では町池地区西
部を縦走する SD0838・SD0865・
SD0847 に切られており、すべて
の遺構よりも古いという関係に
ある。
　上記の竪穴状遺構と同様に、す
べての遺構に切られているもの
には、町池地区の北側に造営さFig.206　主要遺構の相関関係
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れた竪穴住居跡がある。
　SI2001 ～ SI2012 の 12 軒がこれにあたる。他の遺構との重複関係では、SI2001・SI2010 は
SB2001 との重複が認められており、これよりも古い。SI2001・SI2002・SI2004 の 3 軒の竪穴住
居は東西溝SD2001と重複し、これよりも古いことが判明した。SI2003とSI2011には重複があり、
SI2003 が SI2011 よりも先行する竪穴住居である。
　SB0801・SB0805・SB0806・SB0807・SB0810 の 5 棟の側柱式掘立柱建物は、同位置で建て
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替えが行われた建物である。地区の北東側に建設された SB0814 は SB0815 との重複があり、
前者が古く、後者が新しいという関係が見られる。更にこの 2棟の建物は、南北溝 SD0838・
SD0865 との重複も認められており、溝よりも古いことが確認されている。この SD0838 と
SD0865 は、SB0816・SB0817 とも重複し、建物が溝跡よりも古いと見られる。東西棟建物の
SB0806 は SB0829・SB0830 の 2 棟と柱掘方が重複しており、SB0806 は後 2 者よりも新しい。
SB0824 と SB0825 は柱掘方の直接的な重複関係にはないが、建物敷地が重複することから先
後関係にあり、同様に SB0831 と SB0832 も、建物敷地が重複するので先後関係が想定される。
SB0822 と SB0823 は柱掘方に重複があり、SB0822 が古く SB0823 が新しい。

対応関係の検討　先述したとおり、本地区には合計 34 棟の建物が建設されたことが明らかとなっ
た。これらの建物は相互の重複関係に乏しく、重複関係に基づいた先後関係・同時性を把握す
ることが極めて困難な状況にある。従って、まずは個々の建物配置、すなわち造営計画の検討
をとおして、遺構の同時性、遺構期区分の把握を行うこととする。
　先に町池地区の南辺を画する掘立柱塀 SA0801 に注目してみよう。この南辺を区画する掘立
柱塀の東西両端にある柱掘方間の総延長は 52.5 ｍを計測する。この距離の 1/2 である 26.25 ｍ
の地点に中軸線（中軸線１）を設け、そのラインを北に延長すると、SB0805 の建物中心線と一
致し、更にそのラインを北に延ばすと SB2001 の桁行中軸線上にのるという関係にある。掘立
柱塀 SA0801 から SB0805 までの距離は 44.7 ｍ（149 尺）、同塀から SB2001 までの距離は 97.5
ｍ（325 尺）を計測する。更に SB0805 の桁行北側の中軸線を基点に、掘立柱塀 SA0801 までの
距離が 48.5 ｍ、SB2001 南側柱列の中軸線上までの距離が 48.5 ｍの等間距離にあるという状況
が導き出されることから、この 3者は不可分な関係にあったと見られる。
　続いて、南辺掘立柱塀と相関関係にある SB0805 を中心に、周囲の建物の関係を整理すると、
SB0805 の西側には SB0825 が配置されている。SB0825 の北妻の位置は、SB0805 の桁行北側柱
列のラインを西に延長した位置と一致し、加えて SB0825 の北妻西隅柱の位置は、SB0805 の桁
行長 5.3 ｍを約 3倍にした 16 ｍの位置に求めていることが判明する。SB0805 の北側桁行の柱筋
を東に延ばすと、その延長線上には竪穴住居の SI0807 の掘方北辺のラインを揃えて建設されて
いることが分かる。
　SB0825 と SB0803 にも明確な相関関係がある。すなわち、両建物の東西桁行柱筋のライン
が揃うのである。その距離は 5.1 ｍ（17 尺）を計測し、SB0803 の桁行総長と同値という関係
が判明し、この SB0803 と SB0825 の東側柱列ラインを、そのまま北に延長すると、SB0803・
SB0825 の東側柱列のライン上に SB0818 の西側柱列がのり、その距離は 30 ｍ（100 尺）が確保
されているという関係性が認められる。
　次に SB0803 を中心に、SB0802・SB0801・SB0807・SB0818 の関係について述べる。まずは、
SB0825と相関関係にあったSB0803と SB0807の関係を見てみよう。SB0803の南妻の位置から、
SB0807 の北妻までの距離は 21 ｍ（70 尺）を計測する。この距離と同数値で南に反転した場合、
21 ｍという距離は SB0802 の南妻までの距離と一致し、更に SB0807 の北側柱列から SB0818 の
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南妻までの距離も 21 ｍを計測している。これに加えて、SB0807 の西北側隅柱から掘立柱塀中
軸線までの距離も 21 ｍを確保するという相関関係が認められる。
　SB0802 の建物構造を見ると、この 21 ｍという距離が SB0802 の桁行規模 10.5 ｍの 2 倍の数

0 (S=1/800) 40mFig.208　主要遺構の相関関係①
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値であることが分かる。SB0802 の桁行規模の 10.5 ｍという数値をもって周辺の建物配置を見
てみると、SB0802 南妻から SB0801 南妻までの距離が 10.5 ｍの間隔を空けて建設されており、
SB0802 から SB0803 までの棟間距離も 10.5 ｍを計測する。これに加えて、SB0801 東側柱列か
ら SB0810 の西妻までの距離も 10.5 ｍ、更に SB0806 の西妻から中軸線 1までの距離も 10.5 ｍ
を計測するという関係にある。このように見ると、本地区に造営された建物の位置は、SB0802
の配置と桁行総長 10.5 ｍもしくはその倍数である 21 ｍという数値に大きく影響されていること
が判明し、これらが同一の造営計画のもとに建設されたと考えて良いであろう。
　以上のように見てくると、SA0801 とした南辺区画の掘立柱塀と、東西建物の SB0805・南北
建物 SB0802 を中心とした建物の間には、極めて高い造営計画の存在が窺え、これらの建物で
官衙ブロックを構成していたものと考えられる。
　次に、このような状況を踏まえて、関連する可能性の高い建物について検討を加えてみよう。
掘立柱塀の中央やや西よりには、建て替えが行われた 2時期分の八脚門が造営されている。こ
の八脚門は、掘立柱塀の中央に配置されていないことが特徴であるが、実はこの八脚門が建設
された位置は、西側を縦走する SD0838 の西岸から SA0801 の東端までの距離の、ほぼ中央に配
置されているという状況にある。従って、この八脚門は西側の溝の掘削と南辺掘立柱塀の規模
が考慮された上で建設された可能性が高く、SD0838 と八脚門 SB0810 の成立時期は同時性が高
いと見て良いであろう。
　では、次に八脚門の構造に注目してみよう。八脚門は 1回の建て替えが行われていることが
明らかとなっているが、重複関係の検討では古い時期の八脚門の東西柱筋の方位は、真北から
やや西に傾けて造営されている。新しい時期の八脚門は、北西隅柱を基点に主軸方向をやや
東に振り直して造営されている。この建物方位と同じ方位をもつ施設には、南辺掘立柱塀の
SA0801 が該当し、これらは同じ時期に成立した可能性が高い。
　しかし南辺掘立柱塀 SA0801 には、2 時期分の八脚門に対応するような複数時期の掘立柱塀
の存在は見られない。つまり、八脚門の造営は SA0801 の存続期間のうちに造り変えが行われ
た可能性が高いが、八脚門は SA0801 の中央に配置されていることや、八脚門の親柱から北側
の柱間と SB0801a 南妻と掘立柱塀までの距離が等間距離にあるというように、2時期分の八脚
門と本地区の主要建物との間には多くの相関関係が窺えることから、八脚門の造営は当初から
この地区の主要建物と一連の造営計画に組み込まれていた蓋然性が高いと考えて良いであろう。
つまり、八脚門の造営は、南辺掘立柱塀 SA0801 と一連の造営計画に組み込まれた形で建築が
行われているものの、初めの八脚門は掘立柱塀の方位とはやや異なる主軸で建設が行われ、次
の段階で掘立柱塀の方位に合わせるような改変が行われたものと考えられる。
　ここまでの検討で、町池地区を構成する主要な建物と区画施設の様相が、ある程度整理され
たであろう。次に、町池地区の西側に開削された溝群と、それに切られる掘立柱建物について
整理を進めよう。
　町池地区の西側には、多数の南北溝が掘削されている。これらの溝については、調査時点で
は明確な新旧関係が把握されていないため、ここでは溝の開削にかかる時期差を述べること
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はできない。ただし、最も大規模で断面形が三角形を呈する SD0838 は、先述した官衙の成立
とともに、先行する竪穴状遺構を掘削しながら開削が行われたことが判明していることから、
SD0838 が最も早い時期に開削された溝の可能性がある。それ以外の溝は、SD0838 に西側に位
置していることから、これらの溝は SD0838 の埋没もしくは機能停止等の状況に合わせて、順
次西側へ開削が進行したものと推測しておきたい。
　これらの溝よりも古い掘立柱建物には、SB0814・SB0815・SB0816・SB0817 の 4 棟がある。
このうち SB0816 は、先に述べた主要官衙施設を構成する SD0838・SD0865 に切られる建物で
ある。従って、SB0816 は主要官衙に先行する建物であることが確実である。SB0814・SB0815・
SB0817 の 3 棟も SD0838 を中心とした溝群に切られているので、これらも相対的には主要官衙
よりも古い時期に位置付けて良い。
　この周辺には、この 4棟の建物と類似する建物が建設される傾向にある。SB0816 と柱掘方の
形状ならびに建物主軸方位が似る建物にはSB0826があり、建物方位と柱掘方の規模が類似する。
その棟間距離は 30 尺が確保されていることが分かる。
　SB0814・15・17 に似る建物としては、SB0813・SB0827 の 2 棟がある。これらは先の SB0816 
や SB0826 と比較すると、柱掘方の規模が小さく、異なる構造の建物と見られる。SB0813 と
SB0814 は 7.2 ｍの 24 尺の距離を空け、SB0814 と SB0817 は 16.5 ｍの 55 尺を空けるという関係
にある。更に SB0817 と SB0827 は 16.8 ｍの 56 尺を空けて建設がなされている。
　次に、主要官衙建物群の北側に建設された建物に注目しよう。この地区には建物主軸方位を
東西に揃えた SB0828・SB0830・SB0829 が造営されている。これらの建物は東西棟を採用し、
それぞれの建物の側柱が接する程に近接して造営されていることを特徴とする。柱掘方の規模
が小さく、SB0828 と SB0830 は桁行・梁行規模がほぼ同一であり、5.4 ｍ（18 尺）の棟間距離

0 (S=1/800) 40mFig.209　主要遺構の相関関係②
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を空けて建設されている。
　このうち SB0829 は SB0828 に近接することから時間差があることは間違いない。更に
SB0806 は SB0829・SB0830 との重複関係が認められ、後 2者が古いことはすでに述べたとおり
である。これらの個々の建物造営にも時間差が看取され、更に相対的には主要官衙施設よりも
先行する時期に造営が行われた一画と考えられる。
　最後に、本地区の南部に建設された SB0820 ～ 0823 の 4 棟について触れておこう。SB0822 と
SB0820 は互いの北側柱筋を揃えて建設がなされた 2間× 2間の総柱式掘立柱建物である。棟間
距離は 7.2 ｍの 24 尺を離して建設がなされている。SB0822 は早い段階で撤去され、それに重複
する位置に SB0823 が建設される。
　また、区画内部にある SB0821 は、建物主軸方位が大きく東に振った桁行 2間×梁行 2間の
総柱式掘立柱建物であり、建物構造の特徴から時期の異なる建物の可能性がある。
　これらの建物以外には、SB0824・SB0832・SB0831・SB0833・SB0834・SB0809 が残されてい
る。これらの建物は、これまで検討してきたような、建物同士の明確な関係性が見出されなかっ
た建物であり、その位置付けが困難なものであるため、今後検討が必要な建物である。
　以上は、建物配置に主眼に置いて同時性の検討をおこなったが、これに柱間寸法・建物構造
を加えて検討すると、本地区に造営された掘立柱建物群には、明確な柱間寸法・建物構造の規
格性・計画性が乏しいことが明らかとなる。
　すなわち、建物構造では、桁行・梁行ともに等間を確保しているものや、両脇間の間尺が狭
く中央間尺が広く確保されているもの、反対に両脇間の間尺が広く中央間尺が狭く確保されて
いるもの、柱間寸法が不揃いなものが混在して建設されている。更に柱間寸法でも 1.3 ｍ～ 2.8
ｍ（5尺弱～ 9尺強）までが採用されている状況にある。

町池地区の構造的変遷　ここでは、先に検討した町池地区に建設された建物間に見られる造営計
画をもとに、これらの建物について時期区分を試み、町地区における建物の構造と変遷を述べ
ることとする。
町池地区 A期　まず、重複関係の面で他の遺構よりも古い時期に位置付けられた遺構群は 4
群に細分される。すなわち、① SD0865・SD0838 に切られる竪穴遺構 SI0801 ～ SI0806、②
SB0813 ～ SB0817 の掘立柱建物と、その周囲にある建物 SB0824・SB0826・SB0827、③ SB0806
に切られる東西棟の SB0829・SB0830 と、それに類似する建物 SB0828、④町地区北辺に造営さ
れた竪穴住居 SI2001 ～ SI2012 である。これらを遺構の重複関係上では町池地区の最も古い時
期にあるという意味で町池地区A期として一括する。
【町池地区A期１群】町池地区A期とする遺構のうち、SD0838・SD0865 によって壊される竪
穴状遺構 SI0801 ～ SI0806 の 6 基をもって町池地区A期１群を設定する。これら 6基の竪穴状
遺構は南北に直列配置をとり、いずれの遺構も定型的な住居平面形を保持せず、カマドや主柱
穴等の竪穴住居と見られる施設が伴わないことを特徴とする。なかには SI0806 のように、比較
的まとまった量の土器が出土するものもある。
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【町池地区A期 2群】町池地区北辺の丘陵裾部には、合計 12 棟の竪穴住居が建設されている。
SI2001 ～ SI2012 である。この一画に造営された竪穴住居は、後述する SD2001 や SB2001 より
も古いことが判明している。調査が行われた SI2001 は、カマド・主柱穴・貼床を備えた住居形
態を保持し、非ロクロ整形の土師器を伴う。住居は埋め戻されて廃棄されているものもある。
住居の配置を見ると、SI2003・SI2011 のように住居同士が重複するものや、SB2001 と SB2010
のように同時には存在し得ない程近接するものが認められることから、この地区の竪穴住居の
造営には、ある程度の時間幅を用意しなければならないが、これらの竪穴住居が造営される時

0 (S=1/800) 40m
Fig.210　町池地区A期
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期をもって、町池地区A期 2群を設定する。
【町池地区A期 3群】町池地区の北東部分には、南北棟建物 9棟と東西棟建物 1棟が造営され
て い る。SB0813・SB0814・SB0815・SB0816・SB0817・SB0824・SB0826・SB0827・SB0831・
SB0832 である。これらの建物は、重複関係から後出する溝群よりも古い時期に位置付けられる
ことが確定している。建物配置には明確な計画性は窺えないが、建物間においては完数尺を用
いて建物建設を行うなど、ある程度の造営計画が認められる。これらを町池地区A期3群とする。
【町池地区A期 4群】町池地区A期 4群とする遺構群は、後述する町池地区B期よりも古い時
期の建物を指す。東西建物 SB0828・SB0829・SB0830 の 3 棟が該当する。いずれも床面積が 35
㎡を超える大型の建物であるが、その柱掘方の規模が小型である点を特徴とする。SB0828 と
SB0830 は互いの柱筋を揃えて建設が行われ、更に棟間距離を 5.4 ｍの 18 尺を確保している。た
だし、SB0829 は、先述した 2棟の建物とは柱掘方が接する程に近接して建てられているため、
これらの造営には時間幅があると考えられる。
町池地区B期　町池地区 B期として設定した遺構群は、先述した町池地区A期で一括した遺
構よりも、重複関係の面で新しい時期に位置付けられるもの、およびそれらと同一の造営計画
が見出されるものを一括する。すなわち SB0801a ～ SB0803・SB0805a ～ SB0807a・SB0810a・
SB0818・SB0825・SB2001 の 10 棟と、その西側にある溝群、そして竪穴住居 SI0807 である。
　町池地区 B期は、地区の南側に掘立柱塀による区画を成立する時期である。区画施設は南辺
と東側・西側の一部まで延ばし、コ字型の掘立柱塀を成立させている。西辺は南北に開削した
大規模な溝をもって区画施設としていたと見られる。この東辺掘立柱塀と西辺溝の距離は 52.5
ｍあり、その中央に南門となる八脚門を設けて出入り口とする。
　この地区の正殿となる SB0805 は、八脚門の建設に際して基準とされた西溝と南辺掘立柱塀
の中心線とは別に、南辺掘立柱塀の中心線上に配置されている。
　SB0805 は、建物規模がやや小型ではあるものの、南門に対面する東西棟であること、床張り
の構造であることから、この建物がこの地区の官衙施設における中心建物と見られる。
　このSB0805の北側には、SB0806・SB0807の 2棟の建物を配置し逆品字形の建物配置を構成し、
これに加えて正殿の前方西側には SB0801・SB0802・SB0803・SB0825 の 4 棟の南北建物、正殿
の北側後方に、2棟の側柱式掘立柱建物 SB0818・SB2001 を建設することで官衙施設を構成し
ている
町池地区C期　町池地区 C期として取り扱うものは、町池地区 B期に含めた建物のうち建て替
えが行われ、明らかに後出する時期のものを一括する。この時期の建物の改変に伴って、新た
に加えられた可能性のある施設も、この時期に含めて考えておきたい。この時期に含まれる建
物には SB0805b・SB0806b・SB0807b・SB0810b・SB0801b がある。SB0824 は先行する SB0825
の建て替えにより成立した可能性がある。SB0805b ～ SB0807b・SB0810b の 4 棟は、町池地区
B期に建設された建物を同じ位置で建て替えが行われた建物である。SB0801b は SB0801a の建
物構造を大きく変更し、桁行 2間×梁行 2間の小規模の建物に造り変えている。この建て替え
は SB0801a の西側柱列の中央柱位置を、SB0801b の妻側中心柱に求め、更に西側柱列を SB0802
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の西側柱列に揃えているので、SB0802 はこの時期まで存続していたと見られる。この段階に町
池地区B期で建設された SB0803・SB0825・SB0818・SB2001 の 4 棟が存在していたかは分から
ない。町池地区 B期に成立した南辺掘立柱塀中央に造営された八脚門は掘立柱塀の方位に一致
するように造り変えが行われる。

0 (S=1/800) 40m
Fig.211　町池地区B期
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所属時期不明の建物　この時
期に含める建物は、他の時期
に位置付けられた建物とは明
確な重複関係になく、その所
属時期が明らかでないものを
一括する。SB0601・SB0809・
SB0811・SB0812・SB0820・
SB0821・SB0822・SB0823・
SB0831 ～ SB0834 の 12 棟 で
ある。この時期の建物のう
ち SB0820・SB0821・SB0823
の 3 棟は掘立柱式の総柱建物
である。比較的均一な建物
規模を保持しており、倉庫
建物の可能性がある。ただ
し、SB0821 は建物方位を大
きく異にしている。SB0820
と SB0822 は互いの桁行を揃
えて建設がなされており、同
時性が高いと見られ SB0820
と SB0822 が廃棄されたあと
に、SB0823 が建設されてい
る。SB0809 は建物主軸を東
に振る建物であり、SB0601・
SB0811・SB0812 は、区画溝
の西側に建設された建物であ
る。いずれも主要官衙との関
係性は看取されなかったた
め、その所属時期にいては不
明である。
　SB0831・SB0832 は、町池
地区 B期正殿の西隣に造営さ

れた南北棟の側柱式の掘立柱建物である。柱掘方の特徴から町池地区A期 3群ないし 4群に含
まれる可能性もあるが、明確な相関関係は窺えなかった。SB0833・SB0834 は町池地区の北東
隅で確認した建物である。SB0833 は掘立柱塀の可能性もあり、SB0834 は東西棟の側柱式掘立
柱建物と思われる。他の遺構との関係性は認められず、時期区分はできない。

b

0 (S=1/800) 40m
Fig.212　町池地区C期
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町池地区の変遷と特質　これまで、町池地区に造営された遺構を大別 3期の変遷を想定した。こ
こでは、町池地区各期各群の建物に検討を加えることにより、この地区の造営された官衙施設
の機能について論じることとする。
　先に検討された遺構期区分のうち、町池地区A期 1群とした竪穴状遺構は、この地区では最
も古い段階に位置付けられる遺構である。7世紀後葉の遺物を出土することから、郡家全体か
ら見ても、比較的早い創建段階に造営が行われた遺構と見られる。
　現在把握されている様相だけでは、これらの竪穴状遺構が担った性格については判然としな
いが、これらの竪穴状遺構は後に掘削される多数の溝と重複する位置にあり、しかもこの溝の
位置が後の官衙域の西限を画する可能性が示唆されることから、これらの竪穴状遺構の位置が、
町池地区の官衙創設に際して重要な意味を持っていた可能性がある。
　町池地区A期 2群は、町池地区北部の丘陵裾部造営された 12 軒の建物を指す。この竪穴住
居には互いに重複関係が認められ、または近接して造営されているという状況から、竪穴住居
は一定の時間幅をもって造営が行われたと考えられる。おそらく竪穴住居を主体的に造営され
た一画であったのであろう。しかも、建物自体がこの地区に造営された主要官衙施設に先行し
て造営されている点や、それらとは異なる竪穴住居という施設形態を示していること、杯類・
類といったような供膳形態を保持した器種が出土することを見ると、いわゆる官衙施設とし

ての機能よりも、居住に関わる機能が強く求められたのかもしれない。
　郡家内もしくはその周辺に造営される竪穴住居には、官人の居住施設・郡家造営にかかる造
営施設や、軍団施設が設置された郡家の場合には軍団兵士の宿舎としての機能が与えられるこ
ともあるが（註１）、この点については第Ⅶ章で再検討する。
　町池地区A期 3群ならびに 4群とした掘立柱建物は、一定の計画性が窺えるものの、明確な
造営計画を認めるまでには至っていない。これらの建物群は、後出する町池地区 B期のような
計画的な建物配置はとらず、周囲の施設とは未分化な造営が行われていることから、町池地区
B期とは異なる機能が与えられたものと考えられ、町池地区 B期の官衙建物の前身建物の可能
性も考慮しておく必要があるかもしれない。
　確実に官衙としての建物が造営される時期は、八脚門を付属する掘立柱塀と大溝による区画
施設が成立する町池地区B期からである。区画内部には床束を伴う掘立柱建物 SB0805a を中心
殿舎とし、その左右後方に 2棟の東西棟建物が配置され、逆品の字型の建物配置をとる。これ
に加えて正殿西側前方には 4棟の建物を直列配置させることで、L字型に建物を配置した官衙
施設を形成している。このように区画施設の南門として八脚門を採用する点や 3棟の東西棟の
建物をもって逆品の字の建物配置をとる点をみると、この地区の官衙施設には一定の格式を求
めていたと考えられる。
　これらの官衙施設の造営に際しては、2つの基準線が認められた。すなわち、南辺を画する
掘立柱塀の中心に設定した中軸線 1と、掘立柱塀東端から SD0838 西岸までの中心に設定した
中軸線 2である。中軸線１は SB0805 とその北側に控える SB2001 配置に影響を与え、中軸線 2
には八脚門建設にあたって影響を与えている。これら 2つの中軸線の存在は、町池地区 B期と
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した時期内において 2時期の造営を想定させたが、主要建物となる SB0805・SB0806・SB0807、
そして八脚門の SB0810 の各 a期・b期建物の間には、造営基準線の変更に伴う時期差を認める
ことはできなかった。従って、本地区の造営に際しては、建物の造営計画に大きな影響を与え
る中軸線 1と、八脚門の造営に関わる中軸線 2の 2 つの造営基準線をもって造営されたと考え
ておきたい。このような様相は、他の官衙施設とのあり方とは大きく異なるものであり、本地
区に造営された官衙施設の特質のひとつとして捉えておきたい。
　他の官衙地区と比較すると、多量の土器が出土することも町池地区の特徴である。出土する
土器を見ると、土師器の ・杯・ 、須恵器の杯・蓋・円面硯などがあり、供膳形態を示す土
器の出土が多い。更に円面硯が一定の割合で含まれていることは、この地区に公的な機能が与
えられていたと見られる。
　このような町池地区B期に見られる特徴は、他の官衙地区では認められない様相であり、本地
区の官衙施設の位置付けの大きな指標となる。他の郡家遺跡の調査例を見ると、上記のような特
徴を持つ施設群は「郡家舘」と位置付けられる場合が多い。次にこの点について検討してみよう。
　一般的に郡家舘については、郡司居宅との識別など多くの問題を抱えており、また各郡に共
通する舘の建物構造・規模・配置形式などの特徴を把握できず、舘と認定できる確たる指標が
まだほとんど得られていないのが現状とされる。このような現状から、官衙遺跡において、舘
としての機能を想定する場合には、下記のような特徴を考慮しながらも、正倉院・郡庁院等の
官衙施設を除き消去法的に評価する手法を用いる場合が多い（註２）。
　「上野国交替実録帳」に記載された官衙施設には、無実・破損の官舎として「一舘」から「四
舘」が記載され、これらの各舘は「宿屋」・「向屋」・「副屋」・「厨」または「 」などで構成さ
れていたことが推測される（註３）。そして、｢舘｣ は複数が存在しており、これらの各舘は複数
の建物によって構成されていたことが分かる。また、舘は政庁とは異なる一角を形成し、公的
な使臣や部内巡行する国司の宿泊施設、あるいは郡司の官舎として機能していたと推測される。
更に、郡府や民屋とは区別できる規模・構造・格式を備えた建物が中心殿舎として含まれてい
た可能性が高いことが指摘されている（註３）。
　これらの指摘に従って、本地区の建物群を見てみよう。まず、本地区の建物群は八脚門を構
えた掘立柱塀ならびに南北溝により建物を囲繞し、他とは異なる区画ならびに敷地を有してい
ることは、すでに述べたとおりである。郡家の中枢となる郡家正倉・政庁は、既に他の地点に
おいてその存在が認められているので、町池地区に造営された官衙施設は、これらとは異なる
性格を有していたことは間違いない。更に本地区は八脚門を伴う区画施設により囲繞される点
から、一定の格式を求めた官衙施設であると言って良い。
　区画施設内部に建設された建物のうち、中心殿舎とした SB0805 は、南門に対面した東西棟
の建物で、唯一床束を伴う構造をもつことから、他の側柱式掘立柱建物とは異なり低床張構造
の建物で、宿泊施設としての機能を充分果たせる構造を保有している。すなわち、実録帳に記
載された「宿屋」に比定される可能性がある。更に、この中心殿舎の後方には 2棟の建物が控
えているためこれらを「副屋」、西側に直列配置をとる建物群「向屋」と評価し、中心殿舎の東
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側に見える竪穴住居跡 SI0807 を厨房に関わる「厨」と比定することが可能であれば、実録帳で
みられた舘を構成する建物が揃うことになる。
　このように見ると、本地区の官衙ブロックが「郡家舘」とする指標を満たしているものと評
価することが可能となろう。
　町池地区C期は、前述の町池地区B期の建物が補修される時期である。中心殿舎のSB0805と、
その背後にある SB0806・SB0807、八脚門の SB0810 の a 期建物が建て替えられ、b期建物が造
営される。ただし、その位置・構造を大きく変更することはないため、これらの建物が担った
機能は町池地区B期から継続していたものと考えられる。唯一 SB0801b は、SB0801a の建物規
模を大きく縮小しているので、この建物に与えられた機能については変更がなされた可能性が
ある。町池地区C期は、先行する町池地区B期との間には、その構造を大きく変更するような
状況にはないため、町池地区 B期に見られる郡家舘としての機能を踏襲するものであったと評
価されよう。
　町池地区の西側には、集中的に溝が掘削された部分がある。町池地区に造営された遺構は、
この溝群を境に極端に数を減少し、無遺構地帯に近い状況になる傾向がある。このような傾向
は、特定の時期にのみ認められるものではなく、町池地区A期から C期にかけた町池地区全般
にわたって窺えるため、この溝群が官衙施設の西限として意識されていた可能性があることは、
既に指摘したとおりである。第 20 次・23 次調査では、この数時期の溝群に接するように「土
壌硬化面」が確認されている（註４）。土壌硬化面は、旧地形を改変して平坦面を造成し、その東
側に溝を掘削している。土壌硬化面はこの溝西側の平坦面上にある。この溝群と無遺構地帯は、
東側に接する町池地区官衙施設を越えて、遺跡北辺を画する丘陵が谷状に途切れる部分に延び
ている。この谷筋を更に北に向かうと、低位丘陵を通過して同時期の金沢製鉄遺跡群に向かう
とういう状況にある。
　Fig.213 は昭和 30 年代の地籍図に、町池地区の遺構図を重ね合わせたものである。藤木氏は
この図から、町池地区の西限を画するとした溝、すなわち道路側溝として見た溝の位置と、泉
字町池・同宮前を分ける小字境の位置と一致するという関係にあると指摘している（註５）。た
しかにこの小字境は町池地区を更に越えて北は先述した丘陵の谷部に延び、南は厨や寺の墨書
土器を出土した広畑遺跡に向かって延びている（註６）。この小字境と溝の位置に何らかの因果
関係があるとすれば、本来の溝はこの小字境に添って南北に展開していた可能性がある。その
総延長は 400 ｍを超えることとなり、非常に長い距離を掘削した溝ということになる。つまり、
官衙域の西限を画するように延びる溝と、それに接する土壌硬化面、更にはその延長線上には
金沢製鉄遺跡や、厨の墨書を出土する広畑遺跡が位置していることを見れば、町池地区西側を
縦走する溝群と土壌硬化面を、それぞれ道路側溝と道路面であったと理解したい。更に金沢製
鉄遺跡では、「 酒杯」と記された墨書土器の出土も認められていることから , これらの遺構が
郡家と関連施設を繋ぐ交通施設として評価することも可能ではなかろうか。つまり、ある時期
の行方郡家では郡家の西限に道路を開削し、それに付設して舘を造営した可能性を想定してお
きたいのである。
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　その成立と廃絶時期を見ると、道路面とな
る部分、すなわち南北大溝は町池地区 B期の
敷地造営に関わる可能性があり、更に道路面
と想定される範囲には、町池地区A期 3群に
含めた建物が建設されている。道路の開削に
ついてはこれらの建物を撤去してから実施さ
れたものと考えられることから、町池地区 B
期に併行する時期に求められる。

町池地区の年代　町池地区から出土する遺物の
中で、最も古い時期に位置付けられるものは、
町池地区A期１群の竪穴状遺構から出土する
土器群である。これらは、7世紀末から 8世紀
初頭の年代が与えられ、竪穴状遺構の後に掘削
される溝群よりも古い時期であることが確定し
ていることから、町池地区A期１群の竪穴遺
構は官衙全体でも古い時期に相当する。
　町池地区A期 2群とした竪穴住居跡は、非
ロクロ段階の遺物を伴うことから、下限は 8
世紀前半の時期に位置付けられる。従って、

先述した町池地区A期１群に後出する時期に位置付けても問題はないであろう。町池地区A期
3・4群は、後述する町池地区B期に先行する時期であることは間違いない。すなわち、町池地
区A期 3・4 群の下限は、町池地区 B期以前となるが、その上限を示す根拠はない。従って、
現段階では町池地区A期 3・4 群の上限は、この地区に造営された遺構のうち、最も古い時期
の町池地区A期１群に伴う土器の示す 7世紀後葉まで遡らせた時間幅の中で捉えておく必要が
ある。町池地区A期１群は、7世紀後葉から 8世紀初頭まで、町池地区A期 2群は 8世紀前半
頃の年代が与えられた。またこれを切る町池地区 B期は、8世紀前半以降となるがこの地区か
らは表杉ノ入式に見られる、ロクロ整形の土師器類は極めて客体的な存在であることから、町
池地区 B期の官衙施設はロクロ土師器成立以前には機能を停止した可能性が高く、やはり８世
紀前半段階の年代を与えるべきであろう。町池地区B期に後続する町池地区C期の下限は 8世
紀後葉から 9世紀初頭頃に求めることが可能となろう。
註１　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註２　奈良文化財研究所『古代官衙遺跡』Ⅱ　遺物・遺構編
註３　竹内理三 1951「郡衙の構造ー上野国交替実録帳についてー」『史淵』50
註４　原町市教育委員会「泉廃寺跡」『原町市内遺跡発掘調査報告書』10
註５　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙と

交通』古代交通研究会
註６　原町市教育委員会 2002「広畑遺跡」『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』Ⅱ

Fig.213　町池地区と旧地籍
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0 (S=1/3) 10 ㎝Fig.214　町池地区出土遺物①

1 SB0806　2～3　SI0801　4～8 SI0802　9～13 SI0803　14～16 SI0807
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0 (S=1/3) 10 ㎝

0 (S=1/6) 20 ㎝

Fig.215　町池地区出土遺物②
17　SI0807　　18～22　SI0808
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0 (S=1/3) 10㎝

Fig.216　町池地区出土遺物③

34～43　グリット出土　　44 SB2001　45 SI2001カマド　46 SI2005
47・48 22－2T包含層　49 22－2T

第７項　町池地区の構造と変遷



－ 291 －

　　　第５節　町地区の調査

　第１項　町地区の概要

　町地区は、遺跡
のほぼ中央部分に
東西に並列するよ
うに配置された、
福島県史跡指定地
区と寺家前地区を
北に臨む位置にあ
り、遺跡の南辺の
大部分を画してい
る地区である。
　この地区は、前
述した福島県史跡
地区と寺家前地区
がのる河岸段丘面
が沖積地に向かって傾斜を変える地点から沖積地内までの範囲に展開しており、東西 350 ｍ×
南北 80 ｍ、総面積 28000 ｍの東西に長い地区として設定されている。地区の現況を見ると、そ
の大半が水田として利用されており、一部は宅地・畑地となっている。また、福島県史跡地区
と寺家前地区との間に市道が横切っている。
　町地区における調査は、ほ場整備事業に伴う記録保存のための発掘調査が主体であり、第 2
次・3次・5次・7次・9次・15 次調査の合計 6回の調査が行われている。第 2次調査は、町地
区の中央付近、のちに第 5次調査・第 7次調査が実施される場所の試掘調査である。調査の結
果、この付近には多数の建物が存在していることが確認され、第 5次調査と第 7次調査で本格
的に発掘調査が行われた。第 3次調査と第 9次調査は、地区東端付近における発掘調査であり、
第 15 次調査は、河川を渡河する橋脚建設にかかる基礎部分の発掘調査である。第 7次調査地点
の西側を除いた第 2・3・5・9・15 次調査区は、河岸段丘から沖積地に向かって徐々に標高を減
じる地点にあり、地区の北側では水田造成にかかる掘削を受けている。遺構の確認面は、表土
となる水田耕作土を除去すると、調査区の大部分で基盤層となる黄色ロ－ム、もしくはその下
層にある黄色シルト層が確認され、遺構はこの面で確認される。同地区の南側では、灰褐色土
を主体とする河川堆積土が広がる。
　第７次調査区は、沖積地のなかに取り残された微高地部分にあり、周辺地と比較すると標高
が高く、宅地として利用されていた。遺構は表土を除去した時点で確認された基盤層の黄色ロー
ムを検出面とし、基盤層の残りは極めて良い。
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　第２項　掘立柱建物跡

SB0201（Fig.219）調査グリッドG9 － 06 で確認した建物である。建物の北側部分が調査区外
に延びているために、建物の詳細な構造・規模は不明であるが、桁行 2間以上×梁行 3間の総
柱式掘立柱建物と考えられる。建物主軸方位はN16°Eを指す。
　明確な柱痕跡が認められた柱掘方は 1基のみであるが、柱掘方の平面形は方形よりやや崩れ
た形状を示すことから、柱は抜き取られていると考えられる。
　柱間寸法は、柱位置や柱抜き取り痕跡の位置が不明確であるが、柱掘方のほぼ中央を通るラ
インで計測した場合、桁行西側柱列で南から 2.4 ｍ＋ 3.3 ｍを計測し、その総長は 5.7 ｍ以上と
なる。梁行南側柱列は、西から 2.1 ｍ＋ 2 ｍ＋ 2.1 ｍの総長 6.2 ｍを計測する。この計測値のよ
うに桁行の南から 2間目の柱間が広い構造が特徴的である。

SB0202（Fig.219）調査グリッド G9 － 18 付近で確認した建物である。建物の東部分が調査
区外にあるために、詳細な建物構造ならびに規模を把握することはできないが、建物主軸方位を
N2°Eを指す、総柱式掘立柱建物と考えられる。
　SB0201 と同様に明確な柱痕跡もしくは柱抜き取り痕跡を把握することができていないため、
不確定な要素を多く含むものの、桁行柱間寸法は北側柱列で西から 2.1 ｍ＋ 2.0 ｍの総長 4.1 ｍ
以上、梁行柱間寸法が西側柱列で北から 1.8 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 1.8 ｍの総長 5.7 ｍを計測する。

0 (S=1/200) 5.0mFig.219　SB0201・SB0202
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SB0301（Fig.220）SB0301 は G12 － 37 で検出した掘立柱建物跡である。建物の北側は調査区
外にあるためにその全容は分からないが、確認された柱掘方から、桁行 3間以上×梁行 3間の
側柱式掘立柱建物と推測される。建物の主軸方位はN1.5°Wを指し、棟筋をほぼ真北に求めた
南北棟の建物である。
　建物の規模は、すべての柱掘方で柱痕跡を確認することができなかったため不明確な部分も
あるが、柱掘方の中心間で計測した場合、桁行西側柱列の柱間寸法は、北から 1.5 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 2.4
ｍの総長 5.7 ｍ以上、梁行南側柱列の柱間寸法は西から 1.65 ｍ＋ 1.5 ｍ＋ 1.05 ｍの総長 4.2 ｍを
計測する。
　柱掘方の形状は、長軸 0.7 ～ 1.5 ｍ×短軸 0.6 ～ 0. 9 ｍ×深さ 0.15 ～ 0.5 ｍの隅丸長方形を呈
するが、いずれの柱掘方もその形状が大きく崩れている。また、掘方の規模にも大小が認めら
れる。柱掘方の底面の位置は、遺構確認面から浅いものでは約 40cmの地点で確認されている
ところを見ると、遺構上面はかなりの削平を受けていると考えられる。

A
′

A

B
′

B

0 (S=1/100) 3.0m

B′BA′A

0 (S=1/50)1.0m

柱掘方埋土柱掘方埋土

Fig.220　SB0501
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　柱掘方埋土は、黒色土と黄褐色土が交互に堆積した版築状を呈しているが、その版築層の単
位は粗い。柱掘方底面には木製礎板が遺存しているものもある。
　他の遺構との重複関係を見ると SA0302 と重複し、これより新しい。また、本建物の西側に
は SA0301 が西に向かって延び、南側には SB0302・SB0303 が建設されている。

SB0302（Fig.221）調査グリッ
ド G12 － 36 で確認した掘立柱
建物跡である。建物は部分的に
削平を受けているものの、セク
ションベルトの土層観察では、
柱掘方は再堆積した黒褐色土の
上面から掘込まれていることが
確認された。他の遺構との重
複関係では、SB0303 と重複し、
これより新しい。
　建物の構造は、建物の南側は
調査区外にかかっているため、
建物の全体構造については不明
な点があるが、建物の主軸方位
は N3°E を指し、桁行 4 間以
上×梁行 3間の東西棟であるこ
とを確認した。
　建物の規模は、柱痕跡を確認
できていない柱掘方もあるため
不明な部分もあるが、柱掘方の
中心間で計測して規模を復元す
ると、桁行総長 6.6 ｍ×梁行総
長 4.2 ｍを計測し、柱間寸法は
桁行西側柱列で北から 1.65 ｍ
＋ 1.2 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 1.65 ｍ、梁
行北側柱列で西から 1.35 ｍ＋
1.5 ｍ＋ 1.35 ｍである。
　柱掘方は 12 基を確認しているが、その大部分は長軸 1.6 ～ 0.8 ｍ、短軸 0.9 ～ 0.5 ｍ、深さ 0.6
～ 0.4 ｍ程の隅丸長方形もしくは楕円形を呈する。礎板を遺存する柱掘方もある。
SB0303（Fig.222）

SB0803 は調査グリッド G12 － 45 で確認した掘立柱建物である。SB0802 との重複関係にあり、

0 (S=1/100) 4.0m
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B
B′
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A′

A
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A
H=4.70m

Fig.221　SB0502
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それよりも古い。建物主軸
方位はW26.5°Nを指す東西
棟であり、建物構造は桁行 3
間×梁行 2 間の側柱式掘立
柱建物である。
　建物規模は柱痕跡を確認
できない柱掘方もあるが、
柱掘方の心心間で計測した
場合、桁行総長 6.2 ｍ×梁行
総長 3.5 ｍを計測する。柱間
寸法は、南側桁行が 2.1 ｍの
等間、梁行西側柱列で北か
ら 2.0 ｍ＋ 1.5 ｍである。柱
掘方は10基を確認している。
柱掘方は長軸 1.1 ～ 0.5 ｍ、
短軸 0.85 ～ 0.5 ｍ、深さ 0.65
～ 0.25 ｍの隅丸方形・隅丸
長方形・楕円形を呈する。

SB0501（Fig.223）調査グ
リッド G9 － 31 で検出した
掘立柱建物跡である。建物
の東側には SB0502 が隣接
し、西側には SD0501 が縦走しているが、他の遺構との直接的な重複関係にはない。
　本建物の構造は、桁行 3間×梁行 3間の桁行と梁行が同間数の建物であるが、南北総長は 6.3
ｍ×東西総長は 4.5 ｍを計測することから、南北方向に主軸を向けた南北棟の側柱式掘立柱建物
であったと考えられる。建物の主軸はN0°を指す。
　柱掘方を検出した当初は、北側柱列・東側柱列 ･南側柱列でいくつかの柱掘方が連結するよ
うに検出されたため、布掘状の柱掘方であると考慮しながら調査を進めたが、調査では柱痕跡
や柱の抜き取り痕などを認めることができなかかったため、詳細については土層断面の検討に
委ねることとした。
　土層断面は、柱掘方のほぼ中央を横断するように設定し、柱掘方埋土の半截を行い土層断面
の検討を行った。その結果、柱痕跡と重複するように斜めに掘り込まれた抜き取りの痕跡が確
認され、最終的には布掘状に連結して見えた柱掘方は、柱の抜き取りによるものと考えている。
　柱掘方の埋土は黄褐色土に黒色土が混入するものであり細かな版築が見られる、柱抜き取り
痕跡の堆積土も同様に、黄褐色土を主体とするものであり、人為的な埋土の可能性がある。

0 (S=1/100) 4.0m
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Fig.222　SB0503
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　柱掘方は長辺 1.85 ｍ×短
辺 1.60 ｍの長方形で、深さは
50cmである。
　建物規模は、土層断面で観
察された柱抜き取り痕跡の中
心で計測した場合、桁行東側
柱列は 2.1 ｍ等間、梁行南側
柱列は 1.5 ｍ等間である。
　柱掘方や抜き取り痕からの
遺物は出土していない。

SB0502（Fig.224）SB0502は、
調査グリッド G9 － 63 で検出
した掘立柱建物跡である。
　建物跡の南北両妻の中央柱
の掘方は、水田耕作にかかる
暗渠施設により失っている。
　他の建物との位置関係を
見ると、本建物の北側には
SB0503 が隣接して建設され
ており、また南西方向には
SB0501 が位置している。
　建物の構造は、桁行 4間×
梁行 2間の側柱式掘立柱建物
であり、建物の主軸方位を真

北方位に求めた南北棟である。
　建物の構造は、桁行総長は西側柱列で 12 ｍ、梁行総長は北側柱列で 6ｍを計測する。柱間寸
法は、桁行東側柱列で 3ｍ等間、梁行は中央の柱掘方が遺存していないため推定値となるが、
北妻の東西隅柱の距離が 6ｍを計測することから、１間 3ｍの 10 尺等間に復元される。
　柱掘方の埋土は、黒褐色土と黄色土を交互に積み重ねた版築層により丁寧に埋め戻されてい
る。柱痕跡は桁行東側の柱列では明瞭に観察することができたが、桁行の西列では柱痕跡の不
明瞭な柱掘方もある。
　桁行西側柱列の柱掘方の底面には、柱痕跡の接地部分に拳大の川原石を敷き詰めている。こ
の川原石は、長軸 10 ～ 15cm 程度の楕円形を呈するものが多く、柱掘方断面の土層観察で把握
された柱痕跡の位置と一致する範囲に分布している。
　つまり、川原石は柱位置の底面に接するように積み重ねられていることから、これらの川原

0 (S=1/100) 4.0m

A′

A′
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A

0 (S=1/50)1.0mFig.223　SB0501
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石は建物の建設に際して、柱
位置もしくは柱の周囲を固
めるための、根石もしくは
根固め石であった可能性が
高い。
　根固め石は、北妻西側で
は 3 個の河原石が確認され
たのに対して、南妻の西側
隅柱では多量の川原石が柱
位置を囲むように充填され
ている。
　なお、東側柱列の柱掘方
からはこのような根固めを
意識したと考えられる川原
石は確認されず、また南妻
側と北妻の中心柱について
は、柱掘方の大部分が掘削
を受けたために失われてい
たため、根固めの有無を確
認することはできなかった。
　従って、SB0502 では、建
物の西側柱列のみにの柱位
置のみに川原石を充填し、柱
の沈下を防いでいたものと
考えられる。
　さらに、川原石が敷き詰
められていた西側柱列のう
ち、西側柱列南第２柱では、
根固め石に接する柱痕跡と、
それを切る柱抜き取り穴が
認められた。このような工
法をとる建物は他の地区で
も確認することはできてい
ない。

0 (S=1/50) 2.0m

A′A

A′A

0 (S=1/100) 4.0m

Fig.224　SB0502
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SB0503（Fig.225）SB0503 は調査グリッド G9 － 43 で検出した掘立柱建物跡である。当建物
の西側には SB0501、南側には SB0502 が隣接している。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、主軸方位はE1.5°Nを指す。
建物の規模は、桁行北側柱列で総長 8.3 ｍ×梁行は東側柱列で総長 4.5 ｍを計測する。
　柱掘方の形状は、一辺 50cm前後の方形で、検出面から 35cmで底面に到達する。SB0501 や
SB0502 と比較すると、柱掘方規模は約 1/2 程度とやや小規模である。柱掘方の埋土は、黒褐色
土を主体とした土層に地山ロームの黄褐色土を含み、厚さ 10cmのやや粗い版築を呈する。
　柱掘方内において明
瞭な柱痕跡が確認さ
れた柱掘方が少ないた
め、柱位置については
不明な点が多いが、柱
掘方の中心間で計測さ
れた柱間寸法は、桁行
北側柱列で東から 1.8
ｍ＋ 2.5 ｍ＋ 2.5 ｍ＋
1.5 ｍ、梁行東側柱列
で 2.25 ｍ等間である。
　土層観察による柱痕
跡の直径は 15cm 前後
と想定される。他の遺
構との重複関係は認め
られない。
　当建物跡の柱掘方か
らの遺物の出土はな
い。

SB0504（Fig.226）　SB0504 は、調査区南西部調査グリッドH9－ 02 で検出した掘立柱建物跡
である。この建物は、調査区中央部を縦断する水田の暗渠付設に際して、梁行の東側柱列が壊
されており、また他の遺構との重複関係では、SD0501 との重複が確認されており、これよりも
古い。
　建物の構造は、建物の西妻が SD0501 に壊されているために、詳細は不明であるが、桁行 3
間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物と考えられる。建物の主軸方位は、N11°Wを指す東西棟の
建物である。
　建物の規模は、桁行の北側柱列で計測すると総長 7.0 ｍ、梁行西側柱列で計測した総長は 5.2
ｍを計測する。柱間寸法は、北側柱列で西から 2.3 ｍ＋ 2.2 ｍ＋ 2.5 ｍ、東側柱列で 2.6 ｍ等間

0 (S=1/100) 3.0m

0 (S=1/50) 2.0m

A′

A′
A

A

Fig.225　SB0503
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である。
　柱掘方の平面形は、隅丸長方形が多く、長辺 1.5 ｍ×短辺 1.1 ｍ前後である。柱掘方の埋土は、
黄褐色土と黒色土が混入した版築状を呈するが、細かな堆積は認められず、各層の単位が粗い
ことを特徴とする。
　検出段階では明瞭な柱痕跡を認めることができず、柱掘方内部に収まる柱抜き取り痕跡が確
認されている。柱抜き取り痕跡の掘り込みの断面形状は角度が緩く、その下部に柱痕跡を残す
ものがあることから、柱の除去に際しては、根入部分の途中で切り取っている可能性がある。
　かろうじて柱痕跡が確認された柱掘方から、柱は直径 30cm前後と推定される。

0 (S=1/100) 3.0m
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Fig.226　SB0504
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SB0505（F i g . 2 2 7）

SB0505 は、調査区北西
付近調査グリッド G9 －
30 付近で検出した掘立柱
建物跡である。建物の東
側には SB0501 が位置し、
西側には SD0501 が位置
している。西側柱列は
SD0501 との重複により
壊されていることから、
これよりも古いことが確
認されている。
　確認された柱掘方は、
建物の東側柱列 3 間分と
南北側柱列 1間分であり、
建物の規模や構造は不明
である。柱間寸法は、明
瞭な柱痕跡は確認するこ
とができなかったため確
実性に欠けるが、柱掘方
の中心で計測した場合、
東側柱列で北から 1.8 ｍ
+1.5 ｍ +1.5 ｍの総長 4.8
ｍ、北側柱列で西から 1.8 ｍを測る。
　柱掘方の形状は方形であり、直径は約 50cm、深さは 30cmを測る。柱掘方内の埋土は暗褐色
土を主体とし、明瞭な版築層は認められていない。確認された柱痕跡の直径は 15cmである。

SB0723（Fig.228） SB0723 は、調査グリッド G8 － 14 で確認した掘立柱建物跡である。建物
構造は、桁行 5間×梁行 4間の側柱式掘立柱建物であり、本地区では最も大きな建物規模を持つ。
建物の主軸方位をN1.5°Wにとる南北棟である。
　本建物は、同位置において 1回の建て替えが行われており、2時期分があることを確認して
いる。古い時期の建物を SB0723a、新しい時期の建物を SB0723b とする。
【SB0723a】SB0723a は、古い時期の建物である。柱掘方のすべてが、新しい時期 SB0723b に壊
されているために、建物の詳細は判断できない。
　ただし、すべての柱掘方に新旧関係があるとすれば、建て替え後の建物と同様に桁行 5間×
梁行 4間の大型掘立柱建物と考えられる。

A′A

A′A

B′

B′

B

B

0 (S=1/50)1.0m

0 (S=1/100) 3.0m

Fig.227　SB0505
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【SB0723b】SB0723b
は、建て替え後の建物
である。先行する建物
と同様に、建物構造は
桁行 5間×梁行 4間の
側柱式掘立柱建物であ
る。
　建物の主軸方位は
N1.5°Wを指す南北棟
である。
　建物の規模は、この
時期の柱が抜き取られ
ているために正確な柱
間寸法を導くことはで
きないが、柱掘方なら
びに柱抜き取り痕跡の
中央で計測した場合、
桁行西側柱列の柱間寸
法が北から 3.5 ｍ＋ 3.2
ｍ＋ 2.8 ｍ＋ 3.0 ｍ＋
3.2 ｍの桁行総長 15.7
ｍ、梁行北側柱列の柱
間寸法が西から 2.4 ｍ
＋ 2.5 ｍ＋ 2.3 ｍ＋ 2.5 ｍの梁行総長 9.7 ｍを計測する。
　確認できた柱掘方は合計 18 基ある。柱掘方の形状は、基本的には隅丸長方形を呈するが、若
干西へ拡張して建替えているため、やや不整形である。
　柱掘方の埋土は、黒色土と黄褐色土の互層堆積を示す版築層が認められているが、版築層の
各単位は粗い。
　柱抜き取り痕跡は、すべての柱掘方で認識することができたが、いくつかの柱掘方では柱根
が遺存していた。従って、本建物の柱を除去する際には、柱を完全に抜き取るものと、根入れ
の部分の一部を残して切り取りを行うものが混在するものと考えられる。
　他の建物との重複関係を見ると、本建物の南妻の位置で SB0724 との重複が認められてお
り、本建物が新しいことが確認されている。また、周囲の遺構との関係を見ると、東側約 15 ｍ
の地点には SD0501 が縦走し、西側約 30 ｍの地点には SB0728、そして南側 10 ｍの地点には
SB0729 が建設されている。
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Fig.228　SB0723

第２項　掘立柱建物跡



－ 303 －

SB0724（Fig.229）SB024 は調査グリッドG8 － 45 で確認した掘立柱建物跡である。桁行 3間
×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物主軸方位をN6°Wに向けた東西棟である。
　建物の規模は、柱が抜き取られているため柱位置が不確定であるが、柱抜き取り痕跡の中心
で計測した場合、桁行の柱間寸法が北側柱列で西から 2.1 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.3 ｍの総長 6.5 ｍ、梁
行の西側柱列で北から 2.5 ｍ＋ 2.5 ｍの梁行総長 5.0 ｍである。
　柱掘方の平面形は一辺が 1.2 ｍ前後の隅丸長方形を呈する。柱掘方埋土は黄褐色土と黒褐色土
が互層堆積を示す版築状に埋め戻されているものもあるが、それぞれの版築層の単位は粗く明
瞭な版築層とはいい難い。
　柱掘方の底面は柱位置のみ一段低く窪んでおり、この部分に柱が当たっていたと推測される。
更に柱痕跡が認められないものもあることから、本建物の柱は抜き取られたものと考えられる。
柱掘方の形状がややいびつな形状を示すのは、この柱抜き取り作業に関わるものと考えられる。
また、柱掘方のなかには礎板が遺存しているものもある。
　他の重複関係では、SB0723 と重複し、これよりも古い。従って後出する SB0723 は本建物が
撤去された後に造営されたものであることが確定した。
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SB0728（Fig.230・231）SB0728 は調査グリッド G7 － 27 に位置し、建物主軸を南北にとる
東西棟の側柱式掘立柱建物である。本建物は 2度の建て替えが認められており、合計 3時期の
建物がある。古い時期から SB0728a・SB0828b・SB0728c として記載する。他の遺構との重複
関係では SD0712・SK0706・SK0736 と重複しているが、これらよりも古い。
【SB0728a】SB0728a は調査グリッド G7 － 27 に位置し、最初に建設された建物である。検出段
階では、後の建て替えにより柱掘方の大部分が失われてしまったため、当該期の柱掘方は認識
できなかった。
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0 (S=1/100) 3.0m
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Fig.231　SB0728土層断面
　土層断面の観察ではいくつかの柱掘方で該期の埋土を認め、桁行 5間×梁行 3間の側柱式掘
立柱建物に復元された。建物規模は推測となるが、桁行総長11.8 ｍ×梁行総長 6.4 ｍに復元され、
この総長を柱間数で割った場合、桁行の 1間は 2.36 ｍ、梁行の 1間は 2.1 ｍの建物と考えられる。
　かろうじて柱掘方が遺存していた桁行東側の柱掘方では、柱掘方の長軸を南北にとる隅丸長
方形が多い。
【SB0728b】SB0728b は桁行 5間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物である。建物主軸はN0°を指す
南北棟で、SB0728a をほぼ同一で建て替えている。
　詳細な建物構造は SB0728c に壊されてしまうため不明であるるが、遺存していた柱掘方から、
桁行東側柱列で北から 2.6 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 1.9 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.6 ｍの総長 11.9 ｍ、梁行北側柱列で西
から 2.4 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.2 ｍの総長 6.7 ｍと想定される。
　柱掘方は一辺 80cmの隅丸正方形が多い。土層断面の検討では柱痕跡が見られないことから、
最終段階の SB0828c の建設に際して、柱材は抜き取られた可能性が高い。
【SB0728c】SB0728c は桁行 4間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物である。建物の主軸方位はN0°
にとる南北棟である。
　柱間寸法は桁行西側柱列で北から 2.9 ｍ＋ 3.2 ｍ＋ 3.3 ｍ＋ 2.6 ｍの総長 12 ｍ、梁行北側柱列
で西から2.5ｍ＋2.3ｍ＋2.5ｍの総長7.3ｍを計測する。柱掘方は一辺1.1ｍ前後の隅丸正方形で、
柱は抜き取られている。

SB0729（Fig.232）SB0729 は調査グリッド G8 － 76 で確認した掘立柱建物跡である。建物主
軸方位はN1.4°Eを指し、桁行方位を南北にとる建物である。
　建物を構成する柱掘方は、形状が不整形で小規模であることから、柱掘方上面は削平を受け
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ている可能性が高い。建物構造は、桁行 5間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物である。
　明確な柱痕跡が認められた柱掘方がないため、詳細な柱位置が確定できないが、柱掘方中央
で計測した場合の柱間寸法は、桁行西側柱列北から 2.8 ｍ＋ 2.3 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 2.6 ｍ＋ 2.7 ｍの総
長 12.8 ｍ、梁行北側柱列で西から 2.2 ｍ＋ 2.5 ｍ＋ 2.6 ｍの総長 7.3 ｍである。
　柱掘方は 16 基を確認した。柱掘方の平面形は円形・楕円形・隅丸方形が混在し、埋土は黒色
土と黄褐色土が互層堆積した版築が認められる。

SB0730（Fig.233）SB0730 は調査グリッドH8 － 26 で確認した掘立柱建物跡である。建物の
主軸方位は桁行西側柱列でN0°を指す南北棟である。
　建物構造は、桁行北から第 3柱掘方と梁行南側柱列西第 3柱が失われているが、桁行 4間×
梁行 3間の側柱式掘立柱建物と推定される。
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　建物の規模は桁行西側柱列が総長 9.7 ｍを計測し、梁行北側柱列で総長 5.7 ｍを計測する。柱
間寸法は失われた柱があるため不明な点が多いが、桁行は北から 2.4 ｍ＋ 2.4 ｍ＋ 4.8 ｍ（2間分）
を計測し、梁行北側柱列で西から1.8ｍ等間である。柱掘方は11基を確認した。柱掘方の形状は、
楕円形・隅丸方形が混在し、不揃いである。埋土は黒色土と黄褐色土が互層堆積した版築が認
められた。

SB0731（Fig.234）SB0731 は調査グリッドH8 － 00 で確認した掘立柱建物跡である。建物の主
軸方位は西側桁行柱列でN12°Eを指す南北棟である。
　建物構造は、桁行4間×梁行2間の側柱式掘立柱建物で、建物規模は桁行総長8ｍ×梁行総長4.5
ｍを計測する。柱間寸法は桁行西側柱列で、北から 2.1 ｍ＋ 1.9 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 1.9 ｍ、梁行北側
柱列で西から 2.4 ｍ＋
2.1 ｍである。
　柱掘方は 12 基を確
認した。柱掘方の平面
形は隅丸長方形を呈
し、柱掘方内の埋土は
黒色土と黄褐色土の互
層堆積による版築層が
認められた。
　柱痕跡は確認できる
ものと確認できないも
のがある。確認できた
柱痕跡は直径 10cm で
ある。確認できなかっ
た柱掘方では、柱抜き
取り痕跡が認められて
いる。
　他の遺構との位置関
係を整理すると、本建
物の西側には SB0731、
東側には SB0729 が配
置されている。また、
西方約 10m の地点に
は、建物方位を同じに
する SB0733 と SA0701
がある。
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SB0732（Fig.235）調査グリッド G7 － 88 で確認した掘立柱建物跡である。西側桁行柱列で
計測してN0°を示す南北棟である。建物構造は桁行 5間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物であり、
桁行総長 12.0 ｍ、梁行総長 6.1 ｍである。柱間寸法は、桁行西側柱列で北から 2.6 ｍ＋ 2.3 ｍ＋ 2.6
ｍ＋ 2.3 ｍ＋ 2.2 ｍ、梁行北側柱列で西から 2.0 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 2.0 ｍである。
　柱掘方は 16 基を確認した。柱掘方の平面形は隅丸方形または隅丸長方形を呈し、埋土は黒色
土と黄褐色土の互層堆積を示す版築層が認められた。
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SB0733（Fig.236）SB0733 は調査グリッドH7 － 32 で確認した掘立柱建物跡である。本建物
が造営されている地形は、北から南に向かって緩やかに傾斜しているが、柱掘方を観察すると、
この地形の傾斜に添うように柱掘方底面の標高も南に向かうにつれて低くなっていることから、
本建物は傾斜地に建設されたと考えられる。
　建物の構造は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘立柱建物であり、建物の主軸方位はN13°Eを指
す。建物の規模は、後述するように柱が抜き取られているために、正確さを欠くが、柱抜き取
り痕跡もしくは柱掘方の中央で計測した場合、桁行西側柱列が総長 5ｍを計測し、北から 1.7 ｍ
＋ 1.5 ｍ＋ 1.3 ｍの柱間寸法を保持している。梁行は北側柱列で総長 3.9 ｍを計測し、柱間寸法
は西から 1.7 ｍ＋ 2.2 ｍである。
　柱掘方は、円形もしくは楕円形を呈するものが大部分で、直径 60cm程度の小規模なもので
ある。柱掘方の埋土は、黄褐色土と黒色土による互層堆積を示す版築層が観察され、そこに柱
抜き取り痕跡が見られる。
　柱抜き取り痕跡は、斜め上方から緩やかに掘り込まれるものと、垂直に近い角度で掘り込ま
れるものがあり、柱抜き取り痕跡内には暗褐色土が自然堆積している。
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Fig.236　SB0733・SA0701
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　第３項　掘立柱塀跡

SA0301（Fig.237）調査グリッド
G12－ 25で検出した掘立柱塀である。
塀の主軸方位はW2.5°N を向き、東
西方向に延びる掘立柱塀である。調
査区内では柱掘方 3 基、柱間 2 間分
を確認した。
　柱間寸法は西から 2.7 ｍ＋ 2.4 ｍ、
総長は 5.1 ｍである。柱掘方は、長軸
1.1 ｍ、短軸 0.9 ｍ、深さ 0.2 ｍ前後
の不整形ないし隅丸方形である。柱
掘方は底面部分が遺存するのみであ
り、埋土の状況は不明確である。西
端の柱掘方では単一土層の上面に礫
がのっている。
　東端の柱掘方では、黄褐色土と黒
色土により埋め戻されている状況が
観察された。出土遺物はない。

SA0302（Fig.238）調査グリッドG12 － 27 で検出した掘立柱塀である。SB0301 と重複し、こ
れよりも古いことが確認されている。
　掘立柱塀の主軸方位はN26.5°Eを示し、主軸方位を大きく東に傾けている。調査区内では柱
掘方 6基、柱間 6間分を確認したが、北から 2基目の柱掘方は、土坑により失われている。
柱掘方は長軸 1.25 ～ 0.9 ｍ、短軸 0.75 ～ 1.00 ｍ、深さ 0.65 ｍ～ 0.30 ｍの隅丸長方形ないし不
整円形である。断面形は柱掘方の壁部分が斜め上方から掘り込まれ、断面形は逆台形を呈する。
柱掘方内では明確な柱痕跡を認めることができず、更に柱抜き取り痕跡なども把握することは
できなかった。
　柱間寸法は北から 1.8 ｍ＋ 2.1 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 2.0 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 1.4 ｍを計測するように、柱間寸
法は約 6尺と約 7尺の柱間が交互に繰り返されていることを特徴とする。確認された掘立柱塀
の総長は 10.9 ｍである。
　柱掘方の一部は SB0301 南東隅の柱掘方と重複し、これよりも古いことが確認されている。

SA0710（Fig.236）SA0701 は調査グリッドH7 － 34 付近で確認した掘立柱塀である。塀跡の
主軸方位はN13°Eを指し、西側に配置された SB0733 の建物主軸方位と同じである。確認され
た柱掘方は 6基があり、5間分を確認した。
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　柱掘方の形状は一部に隅丸方形を呈するものがあるが、大部分は円形である。最も残りの良
い北隅の柱掘方は円形で直径約 70cmほどである。なお、本掘立柱塀を構成する柱掘方は南に
向かうにつれて、その規模を小さくしていることから、本来は北から南に向かって傾斜する地
形に造営されたものと考えられる。柱間寸法は北から 2.2 ｍ＋ 1.7 ｍ＋ 1.6 ｍ＋ 1.6 ｍ＋ 1.7 ｍの
総長 8.8 ｍである。

　第４項　溝　　跡

SD0301（Fig.239）調査グリッド G12 － 29 から G13 － 52 に展開する溝跡である。調査区内
を北西－南東方向に横断しており、北・南側ともに調査区外へ延びている。従って調査区内で
は 21.5 ｍを確認しているが溝の総延長は不明である。　
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他の遺構との重複
関 係 で は、SK0312、
SX0303 と 重 複 す る
が、先後関係は不明
である。また、中世
以降の SK0313 に切ら
れる。
　溝の方位はN33°W
を示し、上幅 4.96 ～
3.32 ｍ、下幅 36.8 ～
24.8 ｍ、深さ 0.82 ～
0.50 ｍである。溝の
平面形は上端一部で
崩壊している部分も
あるが、溝の断面形
は上幅と下幅の計測
値が近く、壁の傾斜
が急で底面の平坦な
箱堀状の溝跡である。
　調査区北端部分と
南端部分とで底面の
標高を比較した場合、
北側が約 20cm高いが、これは遺跡の立地する地形の制約による可能性がある。溝内に堆積し
た覆土は、暗褐色土・黒色土の自然堆積である。最下層には一部灰色砂質土が薄く堆積している。
覆土から土師器が出土した。
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SD0302（Fig.240）調査グリッドG12 － 47 ～ 48 の調査区南端付近で確認した東西溝跡である。
検出面は黒褐色土上面である。SK0307 と重複するが、先後関係は不明である。
　溝の方位は、西側部分ではW0°を示すが、東側ではやや北に振れ、W6°Sを示す。西側部分
はＧ 12 － 46 付近、東端は G12
－ 49 付近で途切れるが、その
総長は 23.5 ｍである。
　溝幅は 1.35 ～ 0.55 ｍ、深さ
0.77 ｍ～ 0.38 ｍである。底面
は部分的に深く掘り込まれてお
り、溝内に土坑状の掘り込みが
数単位並び、この部分では溝幅
もやや広い。また、土坑状の掘
り込みの間の部分は浅く掘り残
されている。
　断面形は底面が緩やかにカー
ブするＵ字形を呈するが、形状
は部分によって異なっている。
堆積土の上位には暗褐色土、下
位には灰黒色土が堆積しグライ
化現象が見られる。堆積土中か
らは土師器の小片が少量出土し
ているが、図化できるものはな
かった。。

SD0501（F ig241・242）

SD0501 は調査区の西部を南北
方向に縦走する溝跡である。溝
の北端は調査グリッド G9 － 10 
に位置し、その総延長は 65 ｍ
を確認したが、更に南北に延び
ていることは確実である。ま
た他の遺構との重複関係では、
SB0504・SB0505 と重複関係が
確認されており、これよりも新
しい。
　溝の規模は北側と南側ではそ

0 (S=1/200) 8.0m

B′B

A′A

Fig.241　SD0301
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の形状が大きく異なっている。北側では上幅 3ｍ、下幅 1.8 ｍを測るが、南に向かうにつれてし
だいに形状が崩れ、上端幅 10 ｍ、下幅 8ｍとなる。断面形も同様で、北側では比較的整った箱
堀を呈するが、南に向かうにつれて平面形及び断面形は崩れ、最終的には浅い皿状に変化する。
溝の深さは北側で 90cm、南側では 1.1 ｍを計測することから、北から南に向かって傾斜する構
造であったことが分かる。
　溝内の堆積土は黒色粘土を主体とし、その所々に砂質層を挟む自然堆積である。
　溝の北側と南側の 2箇所では、クリの伐採木が出土している。北側では 2本のクリ材が並ん
だ状態で出土した。北側にあるクリ
材は、その大部分が調査区外にある
ため詳細は不明であるが、根元に伐
採にかかる工具痕が明瞭に残り、樹
皮は遺存したままの状態であった。
伐採木は根元の直径が1.1ｍ、長さ6.3
ｍを測る。この周囲には直径 30cm
程のクリ材が散乱するように出土し
た。伐採木は推定直径約 80 ｍ、長
さは約 4.5 ｍ以上である。南側で出
土した木材は、クリの幹部分を縦に
半裁したもので、これ以外の加工の
痕跡は認められていない。このクリ
材は半裁面を上に向け、溝の西岸に
接するように出土した。これが人為
的に配置されたものか、上記の木材
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伐採木

A

Fig.242　SD0501断面
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Fig.243　SD1501

第Ⅵ章　発見遺構



－ 316 －

同様に溝内に沈められていたものかは分からない。

SD1501（Fig.243）調査グリッド F9 － 92 グリッドに位置する幅約 5.2 ｍ×深さ約 1ｍの南北
溝である。主軸方位はほぼ真北を示す。当
溝跡は SD0501 の北側延長部分にあたり、
調査区で約 2.5 ｍ分を確認した。
　溝の断面形は、底面幅が狭く壁の傾斜の
緩やかな逆台形を呈する。溝内の堆積土は
自然堆積である。植物遺体を多量に含む黒
褐色粘質土が、約 50cmの厚さで堆積して
いた。
　自然木はこの層の上面から上部に集中す
るように出土した。覆土の中層から上層に
かけては、黒灰色粘質土が堆積していた。
植物遺体を含む黒褐色粘質土の層は溝跡が
機能していた段階に堆積したものである。
なお、本溝跡の時期を示す遺物は出土しな
かった。

SD0901（Fig.244）SD0901 は調査グリッ
ドH13 － 43 で検出した南北溝である。溝
の大部分は後世の掘削により失われてお
り、溝底面の一部を検出しただけである。
検出した溝の底面部分の南側の遺存状況
は、北側と比べると良好で、北に向かうに
つれて、溝幅が狭くなる状況にある。おそらくは北から南に向かって傾斜する構造であったと
思われる。
　溝跡は残存している範囲で、最大幅 3.7 ｍ・深さ 20cm・長さ 8.2 ｍを測る。また、溝跡の南
側には地山ロームに青白色のグライ化が溝状に認められたことから、更に南側へ延びていた可
能性がある。溝跡からは土師器・須恵器・瓦が出土している。

　第５項　町地区の構造と変遷

　町地区は、郡家の南辺を画する範囲に設定した地区である。本地区は東西に長く設定された
地区で、北側には寺家前地区・寺家前北方地区・福島県指定地区が隣接し、南側には新田川に
よる沖積地が広がっている。この地区における調査は、農業用河川の改修ならびにこの事業に
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A′A

A′

A
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かかる個人宅地の移転先の調査であり、試掘調査を含
めて 6回の調査が実施されている。
　ここでは、これらの建物の重複関係・造営計画を検
討した上で、造営された建物の変遷ならびに特質につ
いて検討を加えていくことで、本地区の様相について
明らかとする。
重複関係の確認　町地区の調査で確認された遺構には、
掘立柱建物跡 23 棟（うち総柱建物 2棟）、掘立柱塀 2基、
溝などがある。ここでは各遺構の造営計画を検討する
前に、町地区で確認された遺構の重複を整理し、先後
関係の再確認しておこう。

　まず、先後関係が明らかな遺構には、SB0303 と SB0302 の 2棟がある。この重複関係を見ると、
建物方位が東に振れる SB0303 が古く、SB0302 が新しいことが判明する。掘立柱塀 SA0302 と
SB0301 も重複関係にある遺構で、主軸方位を東に傾けた掘立柱塀 SA0302 が、真北方位を指す
SB0301 よりも古い時期に位置付けられる。
　SD0501 は町地区中央を縦走する大規模な溝跡である。これと重複する建物としては SB0504・
SB0505 の 2 棟がある。これらは大溝の開削により建物西妻を失っていることが判明している
ため、この溝よりも先行して建設された建物と言える。これに加えて、建物主軸を西に振る
SB0724 は、建物主軸を真北に向けた SB0723 との重複が認められており、SB0724 が SB0723 よ
りも古いことが確認されている。SB0724 の西側に建設された SB0728 は、建物主軸を真北に向
けた南北棟の側柱式掘立柱建物である。ほぼ同じ位置で 2回の建替えが行われていることが明
らかとなっている。
造営計画の検討　町地区に造営された建物は互いの重複関係が乏しく、重複関係に基づいた同時
性の把握が困難なことは先述した。従って、ここでは互いの建物配置・棟間距離・建物主軸方
位などの特徴をもって、町地区の造営計画について検
討を進めていこう。
　町地区で確認された建物は、その建物主軸方位か
ら大きく 3 つのグループに区分することが可能であ
る。すなわち、①建物の主軸方位を真北から東に振
る SB0201・SB0303・SB0731・SB0733・SB0734・
SA0302・SA0701、②建物主軸を真北より西に振る
SB0504・SB0505・SB0724、③建物主軸を真北に向
け た SB0201・SB0301・SB0302・SA0301・SB0501・
SB0502・ SB0503・SB0723・SB0728・SB0729・
SB0730・SB0732 である。
　まずは、建物主軸方位を東に振る建物の相関関係

Fig.246　主要遺構の相関関係

0 (S=1/500) 20m

Fig.247　SB0303と SA0302の関係
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について述べていく。
SB0303 は桁行 3間×梁行
2 間の側柱式掘立柱建物
であり、建物主軸は真北
方向から 26°東に傾ける
ことを特徴とする。これ
と同じ主軸を持つのが掘
立柱塀の SA0302 である。
SA0302 は SB0303 東妻の
北隅柱を基点に、北東方
向へ延びていることから、
この両者は建物の建設段
階から同一の造営計画に組み込まれていたものと見て良いであろう。
　町地区西部に造営された 4棟の掘立柱建物、SB0701・SB0731・SB0733・SB0734 と掘立柱塀
SA0701 の関係に視点を移してみると、これらの建物はいずれも建物主軸を真北より東に向かっ
て 12°30′傾けた南北棟の建物であることが分かる。SB0734 は桁行 3間×梁行 2間の側柱式掘
立柱建物であり、その北妻の位置は SA0701 北端の柱位置と一致し、更に柱間寸法も同規模と
いう関係にある。SA0701 の東側に建設された SB0733 は、桁行 3間×梁行 2間の東西棟の側柱
式掘立柱建物であり、北妻の位置を
SB0734 の北第 2 柱列の位置に合わ
せているという関係にある。最も東
側に建設された SB0731 は、南妻の
位置を SB0733 の北妻の位置に合わ
せるように建設されており、明確な
建物配置の計画性が看取される。こ
れらの建物配置に加えて、それぞ
れの棟間距離を見ると、SB0734 と
SA0701 は 3.0 ｍ（10 尺 ）、SA0701
からSB0733までの距離が13.5ｍ（45
尺）を計測することが分かる。更に
SB0733 から SB0731 までの棟間距
離は 6.0 ｍの 20 尺が確保されて建
設が行われている。
　このように、SB0731・SB0733・
SB0734・SA0701 の 3 棟の掘立柱建
物と掘立柱塀は、互いの位置が考慮

0 (S=1/500) 20m

Fig.248　SB0734・SB0733・SB0731の関係

0 (S=1/500) 20m

Fig.249　SB0202と SB0701の関係
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されたうえで造営が行わ
れていると判断される。
しかし SB0701 は、これ
らの建物とは距離が離れ
た地点にあるため相関関
係は窺えない。
　町地区中央北側に建設
された SB0201 は、総柱
式掘立柱建物である。建
物の主軸方位を真北から
16°東に傾けて建設され
ており、先に検討した建
物とは建物構造・建物主
軸方位を異にしている。
つまり、この建物と先述
した 3 棟の側柱式の掘立
柱建物との間には、時期

差もしくは異なる造営計画があったと考えられる。
　次に、建物主軸を西に傾けた建物について検討しよう。この特徴に該当する建物は SB0724・
SB0504 と SB0505 の 3 棟がある。これらは、建物主軸を真北から西に向かって 6 ～ 11°に求
めた東西棟である。SB0504 の柱掘方は SB0505・SB0724 と比べて小規模であることが相違点
としてあげられるが、ともに町地区を縦断する大溝よりも古い建物であることや、SB0505 と
SB0504 の棟間距離が SB0504 の梁行 5.2 ｍの 4倍を確保し、加えて SB0724 の北側桁行の位置が
SB0505 の南側柱列の位置と一致すること、そして建物の規模が SB0724 と極めて近いことから、
この 3棟の建設時期は、相対的に近接した時期であった可能性が高い。
　最後に、建物の主軸が真北を指す建物 SB0202・SB0301・SB0302・SA0301・SB0501・
SB0502・SB0503・SB0723・SB0728・SB0729・SB0730・SB0732、そして SD0501 の関係であるが、
SD0501は、町地区の中央を南北に縦断する大溝である。この溝は町地区北側付近では比較的整っ
た箱掘状の断面形態を示しているが、南に向かうにつれて徐々に平面形が崩れている。先述し
たように、この SD0501 は掘立柱建物 SB0504・SB0505 の 2 棟よりも新しい溝であり、加えて
SB0724 は真北方位に建設された SB0723 よりも古い時期に位置付けられることから、SD0501
の開削時期は、相対的に見て建物主軸を真北に向けて造営された官衙建物と同時期の可能性が
ある。
　では、SD0501 の両岸に建設された官衙建物を、SD0501 西岸に造営された建物から検討を加
えてみよう。SB0723 は、町地区で最大規模を誇る側柱式掘立柱建物である。この SB0723 と相
関関係にある建物を見ると、SB0723 と SB0728 の 2 棟は棟間距離 30.9 ｍ（103 尺）を離した建
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Fig.250　町地区遺構の相関関係①
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設が行われ、この 2棟の桁行中心線は一致するという関係にある。
　SB0723 の南側に建設された SB0729 と SB0730 の 2 棟も、SB0723 との関係が強い建物である。
SB0723 と SB0729 は西側柱列の柱筋が揃い、SB0730 の西側柱筋が SB0729 の西側柱筋に合わせ
るように建設されている。SB0723 と SB0729 の棟間距離は 11 ｍ、SB0729 と SB0730 の棟間距
離は 9.0 ｍ（30 尺）である。これらの建物の周囲には、SB0732 が建設されている。SB0728 と
SB0732 は桁行西平側の柱筋を揃えて配置されており、その棟間距離は 13.8 ｍ（46 尺）を確保
して建設されている。更に SB0732 は、先に述べた SB0729 と互いの南北両妻の位置を揃えた配
置をとるとともに、これと同規模・同構造で建設された建物である。この 2棟は 30.9 ｍ（103 尺）
の棟間距離が確保され、SB0723 と SB0728 の棟間距離に等しいという関係にある。
　このように SD0501 の西側に建設された建物に見られる造営計画は、SD0501 東岸に建設され
た建物の造営にも影響を与えている。次にこれらの大溝東側の建物について述べる。
　SB0723 の東側にある SB0501 は、3 間× 3 間の側柱式掘立柱建物である。SB0501 の北妻
の位置は、SB0723・SB0728 の桁行中央線の東側延長線上にのるように建設が行われており、
SB0723 と SB0501 の棟間距離は 21 ｍ（70 尺）が確保されている。
　SB0501 の南東側に建設された SB0502 は南北棟の側柱式掘立柱建物である。この建物は、
SB0829 の北妻の位置を東に延長したラインに、桁行中心柱がのるように建設が行われている。
この 2棟の棟間距離は 33 ｍ（110 尺）である。また、SB0723 の南妻のラインを東に延長した
地点には、SB0503 が配置されており、SB0503 の西妻中心柱が、このライン上にのるという関
係にある。
　これらの建物以外には、SB0301・SB0302 がある。SD0504 から東側 180 ｍの地点に配置され
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Fig.251　町地区遺構の相関関係②
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たこの 2 棟の建物は、いずれも梁行 3間の南北棟の側
柱式掘立柱建物である。SB0301 と SB0302 の関係を見
ると、SB0302 は桁行東側柱列を、SB0301 の梁行東第
2柱列にあわせ、棟間距離は 5.4 ｍ（18 尺）を確保した
建設が行われている。加えて、この 2棟の建物は、建
物主軸を東に求めた SB0301 と SA0301 よりも新しいこ
とが確認されているので、相対的にはこれらよりも新
しいことが分かっている。更に、西側の建物とも建物
主軸方位や梁行間数が同様の構造を保持していること
から、これらは同時期の造営計画で建設された可能性
が高いと見て良いであろう。

　町地区北辺中央に建設された総柱式掘立柱建物 SB0202 は、この建物の東側半分が調査区外
にあるため詳細は分からないが、建物主軸を東西に設定した高床倉庫と考えて大過ないであろ
う。この SB0202 の桁行北側の柱筋は、SB0723 北妻の東側延長線上にのるという関係にあり、
その棟間距離は 57.3 ｍ（191 尺）を離して建設されている。
　このように見ると、建物主軸を真北に向けた建物は、SB0723 を中心に極めて高度な計画をもっ
て造営されており、同時性の高い建物として捉えることが可能であろう。
町地区の構造と変遷　これまでの検討で、町池地区に造営された建物はいくつかのまとまりを
もって配置されていることが明らかとなったことであろう。では、次にこれらの遺構の重複関
係および相関関係をもとに各建物の先後関係を検討し、町地区の遺構変遷について述べること
とする。
　町地区に造営された建物は、その重複関係から大別 2時期に区分が可能である。他の遺構に
切られる町地区A期と他の遺構を切る町地区B期である。
町地区A期の構造　重複関係の面から、他の遺構よりも相対的に古い時期に位置付けられる遺構
を一括して町地区A期とする。この時期に該当する建物は、建物主軸を東に振るものと、建物
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Fig.252　町地区遺構の相関関係③

0 (S=1/2000) 100mFig.253　町地区 A期 1群
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主軸を西に振るものの 2群に区分されるため、ここでは便宜的に前者を町地区A期 1群、後者
を町地区A期 2群と区分しておくこととする。
【町地区A期１群】このうち町地区A期 1群は、主軸方位の違いから更に 3つのグループに小
区分する必要がある。すなわち、建物の主軸方位をN26°Eを指す建物、N12.5°Eを指す建物、
そしてN18.5°Eを指す総柱式掘立建物の SB0201 である。前者から、町地区A期 1群 a、町地
区A期 1群 b・町地区A期 1群 cと細分し、その概要について述べる。
　町地区A期 1 群 a は、後述する建物主軸を真北に向けた建物に切られる状況が確認されて
いることから、これらよりも先行して造営された建物であることが明らかとされた SB0303・
SA0302 の 2 棟が該当する。東西棟の SB0303 の東妻の北側隅柱の位置から、北東方向に延びる
掘立柱塀が見られる。これらの建物と掘立柱塀の主軸方位は東に約 26°の角度で傾けた造営計
画をとっているので、一連の造営計画が窺える。
　町地区 A期 1 群 b は、建物主軸を東に 12°前後傾けて建設された建物である。SB0701・
SB0731・SB0733・SB734 と SA0701 がこの時期に含まれる。他の遺構との重複関係はなく、相
互の相関関係も乏しいという特徴がある。これらの建物は南北棟の建物で、SB0734 と SA0701
は北側柱位置を揃えて建設され、SB0731 の南妻は SB0734 の北側第 2柱の位置に合わせて建設
が行われている。建物の特徴や建物配置を見ると、同時性の強い建物と判断される。
　次に町地区A期 1群 c とした SB0202 であるが、この建物は総柱式掘立建物という構造が採
用された建物である。この建物の主軸方位はN16°Eを指し、先に述べた町地区A期 1群 a・b
期のどれとも一致しない。従って、町地区A期 1群 c は先述した町地区A期 1群 a・b期とは
異なる造営計画のもとで建設された建物であろう。 
【町地区A期 2群】町地区A期 2群は、町地区A期 1群と同様に他の遺構との重複関係の面では、
相対的に古い時期に位置付けられた建物である。町地区A期 1群との直接的な重複関係にない
ため、これらとの先後関係は分からない。

0 (S=1/1500) 40m
Fig.254　町地区A期 2群
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　ここに含まれる建物は、主軸方位を西に傾けることを特徴とし、SB0504・SB0505・SB0724・
SD0701 の 3 棟が該当する。この 3 棟の建物間においては、SB0504 と SB0505 の棟間距離が
SB0504 の 4 倍を確保し、SB0504・SB0724 は、桁行 3間×梁行 2間の東西棟の建物と考えられ
ること、SB0505 と比して柱掘方が大規模な点が共通することから、これらは一連の計画のもと
で建設された可能性がある。SB0504 は柱掘方の規模が、先述した 2棟の建物とは類似しないも
のの、建物規模が SB0723 に近似することから、先述した SB0504・SB0724 と一連の造営計画
をもって建設された建物と見ておきたい。
　これらの建物 3棟で構成される町地区A期 2群は、後出する町地区B期よりも古い時期であ
ることが確実となっている。後述するように町地区B期は郡庁院C期に併行する時期と考えら
れることから、町地区A期 2群は郡庁院B期に併行する時期に造営された可能性がある。

町地区B期の構造　町地区 B期は、建物の主軸を真北に統一するという強い造営計画のもとに
官衙建物が成立する段階である。南北棟の側柱式掘立柱建物 SB0723 を中心として、合計 10 棟
もの建物が計画的に造営される。遺構の重複関係から町地区A期 2群に後出することが明らか
である。この時期の建物は、造営計画の変更と共に、建物の規模も前段階の建物よりも大型化
する点で、これまでの建物とは明らかに異なる一群であることが指摘される。
　この時期の官衙施設の中心となる建物が、大溝西岸に建設された SB0723 である。桁行 5間
×梁行 4間という建物規模を保持しており、この地区の中心的な役割をもった建物と見られる。
この建物規模は、寺家前地区C期（郡庁院Ⅲ期）の正殿に匹敵する規模で建設されている点で、
他の建物とは一線を画する建物と想定される。SB0723 の南側には SB0729・SB0730 が直列配置
するように建設され、SB0723 の西側には、SB0728 を配置し、その南側には SB0732 が建設さ
れている。
　すなわち、大溝の西岸に建設された建物は、南北方向に 2～ 3 棟を直列配置させ、それらを
東西 2列に並べることで官衙施設を構成していることが明確となる。

0 (S=1/2000) 100mFig.255　町地区B期
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町地区の特質と性格　これまでの検討により、町地区に造営された遺構は大きく 2時期に区分さ
れ、先行する町地区A期は 1・2 群、更に 1群は a ～ c の 3 つの遺構群で構成されていた可能
性を指摘した。ここでは、これらの各期各群で構成される町地区の様相を整理することで、本
地区に造営された建物変遷や官衙施設の特徴を明らかにしていこう。
　まずは、本地区に造営された建物の中で最も特徴的な建物としては、町地区A期 1群ｃとし
た SB0201 と町地区 B期に含めた SB0202 の 2 棟の総柱式掘立建物がある。これら 2棟の総柱式
掘立建物は、高床倉庫として建設されたことについては異論ないであろう。
　SB0201 の建物規模・構造は、寺家前地区北方地区A期で見られた正倉建物の特徴と一致す
る状況にあるため、これらと一連の計画で建設された蓋然性が高い。先述したが、寺家前北方
地区A期の総柱建物は、創建段階の正倉建物と考えられている。従って、SB0201 もこれらと
同様の機能が与えられていた可能性が高いと判断される。
　ところが、SB0202 は建物の主軸方位を真北方向に向けて建設された総柱建物であることから、
SB0201 とは異なる造営計画に組み込まれていた建物である可能性が高い。他の建物との検討で
は町地区 B期の中心建物とされた SB0723 の北妻の位置に影響されて建設されたと考えられる
ことから、SB0202 は町地区 B期の官衙施設造営に伴う倉庫建物と考えられ、SB0202 と SB0201
は異なる機能が求められていたと評価すべきであろう。
　このような状況から、SB0201 と SB0202 はともに総柱式掘立建物ではあるものの、この 2棟
には異なる目的・機能が与えられていたと考えられる。つまり、SB0201 は寺家前北方地区A
期に関連した正倉建物、SB0202 は町地区 B期に関連した高床倉庫と理解され、正倉建物となる
SB0201 は正倉院構造を知る上で重要な建物と言える。この点については、第Ⅶ章で再度検討を
加える。
　町地区A期 2群は、町地区B期の建物に壊されることから、それに先行することは確実な建
物であるが、明確な計画性を看取するまでには至っておらず、これらの建物の性格については
言及できない。
　町地区 B期は、この地区の経営が最も活発になる時期である。すべての建物主軸方位が真北
に統一され、建物の規模も前段階の建物とは比較にならない程に大規模に造り変えられること
を特徴とする。
　この時期は、地区の中央に掘削された SD0501 の東西両岸に建物が配置されるが、SD0501 の
西側に建設された建物は、SB0723 を基点に東西 2列、南北 3列という具合に配置されており、
極めて高い計画によって建物造営が実施されていると指摘される。つまり、町池地区 B期はこ
れらの建物を計画的に配置することで、官衙ブロックを形成していることは明らかである。そ
れに比べて SD0501 の東側に造営された建物は、西側建物と比して建物相互の関係性が希薄で、
更に大溝西側の建物に大きく影響された建物配置をとると見られる。
　このように見ると、町地区 B期に造営された建物には、前段階までの造営計画を一新するよ
うな大規模な変化が看取され、この時期に町地区に求められていた機能が大きく変容していた
と考えられる。これに加えて、SD0501 の東側に造営された建物と、西側に造営された建物には
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異なる機能が求められていた可能性がある。すなわち、西側建物は厳重に管理された造営計画
で建設されていることから、この地区全体の運営にかかる重要な役割を担った主要官衙ブロッ
クと見られるのに対して、東側に建設された建物は、建物の配置が大溝西岸の建物に影響され、
SD0501 西側の官衙施設のようにそれぞれの建物の間において画一した計画性は窺えないことか
ら、むしろ西側建物の副次的な機能が与えられた一画であったと見られる。そして、これらの
建物に含まれる SB0202 は、これらの機能に伴う倉庫として建設されたのであろう。
　次に町地区B期に成立する官衙施設の性格について検討しよう。町地区B期を特徴付ける遺
構としては、高い造営計画のもとに建設された建物以外に、町地区中央を縦断する大溝 SD0501
がある。この地区に造営された官衙施設の性格を検討するためには、まずはこれらの遺構につ
いて検討する必要があるが、建物についてはこれまで検討を加えているので、ここでは大溝の
性格について検討しておこう。
　まず、SD0501 は町地区A期 2群とした建物よりも新しい時期に開削されたことが判明して
いる。SD0501 に先行する町地区A期 2群の年代的な位置付けは困難であるが、遺構の重複関
係からは SD0501 の開削時期は町地区A期 2群より後出することから、町地区 B期段階に実施
された蓋然性が高い。
　SD0501 は第 15 次調査地点から第 5次調査地点南辺間の、総長 73 ｍ分が確認されており、泉
廃寺跡全体を見渡しても最も大規模な溝である。更に大溝の北側には正倉院となる福島県指定
地区があり、南側には新田川の旧河川が広がるという地理的な条件の中にある。第 15 次調査地
点から第 5次調査区中央までは、幅 3ｍの整った箱掘り状を呈するものの、第 5次調査区中央
から南に向かうにつれて溝幅は徐々に広くなり、最終的には約 10 ｍまで広がる。このような状
況を見ると、官衙中心に近い部分の溝形状は定型的な形状を有しているが、そこから離れるに
つれて溝形状が崩れるという様相が捉えられる。溝の断面形も同様で、官衙中心に近い北側部
分では箱掘状を呈しているが、南側部分では徐々に形状が崩れ浅い皿状に変化している。
　溝は自然堆積により埋没しており、溝底面からは直径 1ｍ程のクリ材が出土した。これらの
クリ材は根元に伐採痕が見られ、樹木の表皮が遺存する状態のものであり、根元の伐採痕以外
の加工の痕跡は見られない。これらのクリ材に加えて、溝南部の溝幅が広がる地点ではクリの
幹部分を縦に半截したものが溝岸に接するように出土している。このクリの幹部分はその半截
面を上に向けており、足場を形成するような様相を示している。
　泉廃寺跡に造営された建物の柱痕跡から出土する柱根や礎板はの多くはクリ材が用いられて
おり、溝から出土したクリ材と一致することが判明している。すなわち、SD0501 内に埋没し
ていたクリの木材は、郡家経営にかかる建築用材として搬入された可能性が高いと考えられる。
この想定に基づけば、SD0501 は建築用材をはじめとした各種必要物を郡家内に搬入する機能
を担っていたと考えられ、更にこれらの木材が溝の中に沈められるように置かれていることは、
この溝が木材の集積・保管としての機能を果していたと考えられる。つまり、SD0501 はこのよ
うな多目的な機能をもった、「運河」としての機能が求められていたのであろう。
　Fig.261 は昭和 30 年代の地籍図と町地区 B期の主要官衙と運河状の溝の成立時期を重ね合わ
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せたものである。この図を見ると、町地区の南側には大きく屈曲する旧河川が迫っていること
が分かる。更にこの旧河川の西側にも河川氾濫原となっていたと思われるような地形変化が見
られることから、ある時期にはこの部分にも河川が迫っていた可能性がある。つまり、町地区
の南側には新田川あるいはその支流が東流していたと想定されよう（註１）。
　このように見ると、町地区の主要官衙と運河はこの旧河道に接する位置に官衙施設を造営し
ていたことが読み取れる。町地区を縦断するように掘削された運河状の北側には正倉院が位置
し、更にその南側では旧河川の接していたという条件を見ると、この地区が水運という交通施
設に関わる一画であったと想定しても、大きな誤りはないであろう。
　このように本溝が運河としての機能を想定した場合、町地区南側で溝幅が広がる部分や、そ
の溝際から出土した半截されたクリの幹部分などは、物資が搬出入される舟溜りのような機能
を果たしていたいたのかもしれない。

　他の官衙関連遺跡で、運河状の溝が確認された調査例を見ると、関和久遺跡（陸奥国白河郡家　註
２）や赤井遺跡（陸奥国牡鹿柵・牡鹿郡家推定地　註３）・矢玉遺跡（陸奥国会津郡家出先機関？　註４）があげられ
る。陸奥国における郡家の構造について検討した荒木氏によれば、白河郡家は阿武隈川とその
支流を郡家内に呼び込んでおり、これらの運河・水運を取り込む形で郡家の造営を行っている
と指摘している。更に、白河郡家正倉の北辺溝は小河川を用いていることが明らかであり、こ
れが白河郡家正倉と阿武隈川を繋ぐ運河の役割を担っていたと評価している。また、赤井遺跡
SD365 や矢玉遺跡 SD08、本遺跡の大溝なども、中小河川及び人工的な運河を物資運搬に利用し

Fig.256　主要建物と旧地籍
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ていた可能性が高いと位置付けている（註５）。
　これらの諸例に見られる運河と評価される溝は、官衙施設を囲繞するような様相は示すもの
ではないことから、区画施設や囲繞施設のような役割は想定しがたく、河川もしくは旧河川か
ら郡家に向かって開削されている点で、運河もしくは水運施設としての機能を与えることには
異論がない。特に関和久遺跡例では正倉院に関連して運河状の水運が用いられている点は、本
遺跡の様相と類似する様相として注目に値する。
　泉廃寺跡における交通施設について検討した藤木氏は、中宿遺跡のように全国の官衙遺跡に
おいて運河状の溝が伴う一画や、本地区のような建物配列をとる構造をとる官衙施設は、郡家
の「舘」と比定される官衙施設に伴う傾向があることを指摘し、町地区に造営された官衙ブロッ
クにも「舘」としての機能を含む可能性を指摘している（註６）。
　以上のような検討を踏まえれば、町地区 B期における官衙の本格的な造営は、町地区の中央
を縦断する運河の開削と、その東西両岸に展開する官衙建物の建設によって実施されたと考え
られる。そして、この官衙施設のうち運河西岸の建物は、運河の経営ならびに維持・管理し、
更に運河を介在して搬入・搬出される各種物資の管理を担っていたものと想定され、大溝東岸
に造営された建物は、総柱建物に象徴されるように郡家に搬入された物資の集積・収納・備蓄
施設として機能したと考えておきたい。更に本地区の官衙施設には「舘」としての役割を備え
ていた可能性も考慮する必要がある。
　この点については周囲の遺構や周辺遺跡のあり方を踏まえて第Ⅶ章で再検討をしよう。

町地区の年代　町池地区で出土した遺物を見ると、土師器・須恵器・瓦がある。いずれの遺物も
掘立柱建物跡や溝等に伴う形で出土したものはなく、重複関係にない土坑や溝跡、基本土層出
土のものが多いため、これらの出土遺物をもって各遺構の年代的な位置付けを行うには困難が
伴う。しかし、ここではこれらの出土遺物の内容を概観することで、町地区に造営された遺構
の年代について、ある程度の見通しをつけておきたい。
　町地区から出土する土器は、古墳時代終末の様相を残すものが最も古い。土師器編年では、
栗囲式に位置付けられる有段内黒土師器杯と高杯がある（註７）。須恵器では ・横瓶・高杯など
があるが、この遺物にかかる遺構は認識されていない。その他には杯蓋・杯身がある。これら
は善光寺遺跡Ⅰ型式、7世紀前半に位置付けられる可能性があり（註８）、郡家創設直前か、それ
以前の時期のものと見られる。
　それに後出する遺物では、宝珠状つまみをもつ須恵器蓋・かえりを有する須恵器蓋などがある。
須恵器蓋は口径が小さく器高が高い特徴をもつ。この資料に見られる特徴は善光寺Ⅲ型式杯蓋
Bに類似するので、7世紀後半の年代が与えられる（註９）。これに続く遺物は、非ロクロ段階の
内黒土師器杯・リング状つまみを持つ両黒土師器蓋などがあり、8世紀を中心とする時期が与
えられる。そして、ロクロ成形の土師器があり、内黒土師器杯・須恵系土器が一定量含まれて
いる。
　このように、町地区から出土する遺物を見ると、各時期の土器が大きな偏りを見せることな
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く出土するが、比較的古い時期の遺物の出土が少ない傾向にある。
　本地区における出土遺物の年代と、先述した遺構期区分とあわせて見ると、町地区で最も古
い時期に位置付けられる町地区A期各群の上限は、善光寺Ⅲ型式の 7世紀後半にかけた時期の
須恵器の年代をあてて考えておく。これより古い時期に位置付けられる遺物は、郡家創建段階
以前と考えられることから除外する。
　町地区 B期は、建物主軸方位を真北に向けて造営が行われる時期である。建物方位が真北を
指す官衙の造営は、他地区では 8世紀前半を上限とする造営計画であるため、町地区 B期の建
物造営時期の上限はこの時期まで遡る可能性があるが、建物の柱間寸法や工法が寺家前地区 C
期のものと共通する点が認められることから、8世紀末から 9世紀代であると考えておきたい（註
10）。このように考えた場合、町地区A期の下限は、町地区B期が造営を開始する８世紀末に求
められ、町地区で出土する非ロクロ土師器は、町地区 B期の下限を示すのであろう。つまり町
地区A期は 7世紀後半から８世紀末までという期間が設定されることになり、町地区A期の各
期各群の建物はこの時間のなかで小規模な改変を行っていたものと考えられる。

註１　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙
と交通』古代交通研究会

註２　福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』
註３　矢本町教育委員会 2001『赤井遺跡Ⅰ－牝鹿柵・郡家指定地－県道石巻鹿島台大衡線上区改良工事に伴う調査報告』
註４　会津若松市教育委員会 1995「矢玉遺跡」『若松北部地区県営ほ場整備事業発掘調査概報Ⅳ』
註５　荒木　隆 2000「郡家の構造を中心として」『第 26 回古代城柵 官衛遺跡検討会』
註６　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙

と交通』古代交通研究会
註７　氏家和典 1957「東北土師器の形式分類とその編年」『歴史』第 14 号 東北史学会
註８　福島県教育委員会 1988「善光寺遺跡」『国道 113 号線バイパス遺跡調査報告Ⅳ』
註９　前掲８
註 10　 町地区 B期は町地区内における造営改変の最終段階のものであり、加えて町地区 B期の建物は寺家前地区 C基

の建物と同様に、栗石や礎板を用いた基礎工法が採用されていること、建物の柱間寸法が他の時期と比して大型
化しており、柱間 10 尺を確保するなどの特徴が寺家前地区C期に建設された建物と酷似する特徴を持っている。
このような状況を見ると、町地区B期と寺家前C期は併行する時期に機能していた可能性が高い。
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Fig.257　町池地区出土遺物

第５項　町地区の構造と変遷
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　　　第６節　舘前地区の調査

　第１項　舘前地区の概要

　舘前地区は、泉廃寺
跡全体の中では最も
東端に設定した地区で
ある。平成 9年にほ場
整備事業にかかる保存
協議の資料を得るため
に試掘調査が実施され
た。
　この地区は、阿武隈
山地から東に派生し、
町池地区・福島県史跡
地区・寺家前地区の北
側を画していた低位丘
陵が、やや南に向かって方向を変える地点にあり、丘陵の東端は太平洋の海岸線に到達し、そ
の部分は標高 30 ｍから 40 ｍ程の海岸崖となっている。舘前地区は、このような地形に囲まれ
る地点にあり、東西 200 ｍ×南北 150 ｍの広がりをもって捉えられている。
　この地区の地形を概観すると、地区の北側が走る低位丘陵は標高 40 ｍ前後を計測し、その裾
部から新田川に向かって延びる段丘面は最大長が 50 ｍほどの広がりをもつ。この部分の標高は
5ｍ前後である。
　この河岸段丘から沖積地に向かって傾斜しており、その南端は河川氾濫原にかけた範囲にま
で広がっていることになる。沖積地内では標高 1ｍ以下を計測している。舘前地区から海岸線
までの距離は約 600 ｍである。
　この地区で確認される遺構は、この低位丘陵の裾部に広がる河岸段丘上面から、沖積地北辺
までの範囲にあり、新田川北側の沖積地までには広がることはない。
　舘前地区の現況を見ると、地区の南半は畑地・水田として利用され、丘陵裾部付近には宅地
が建設されている。水田・畑地は東西に連なるように棚田状に造営されている。
　本地区の調査では、トレンチ調査により遺構の有無を確認したに留まるため、本地区に造営
された遺構の詳細には不明な点が多い。しかし、調査の結果 4棟の掘立柱建物跡と中世段階と
思われる整地層と多数のピットを確認した。出土した遺物は、多量の瓦と土師器・須恵器・中
世陶磁器などである。
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　第２項　掘立柱建物跡

SB1001（Fig.261）調査トレンチ
10 － 5T のほぼ中央部分で確認し
た掘立柱建物である。
　建物の構造は、桁行 4間×梁行
2 間の側柱式掘立柱建物であり、
建物主軸はN23.5°Eを指す南北棟
である。建物の規模は、桁行西側
柱列の南第 2柱を欠いているため
不確定な部分があるものの、桁行
東側柱列で計測した場合の柱間寸
法は、北から 1.8 ｍ＋ 1.8 ｍ＋ 2.1
ｍ＋ 1.4 ｍの総長 7.1 ｍを計測し、
梁行北側柱列の柱間寸法が、西か
ら 2.4 ｍ＋ 1.9 ｍの総長 4.3 ｍを計
測する。
　他の遺構との重複関係を整理
すると、桁行東側柱列の中央柱
が SK1003 と重複し、同列北第 2
柱が SK1001 と重複している。西
側柱列中央柱は SK1004、南妻の
西隅柱は瓦溜遺構 SX1001 と重複
している。その新旧関係を見る
と、本建物は SK1001・SK1002・
SK1003・SK1004 よりも新しく、
SX1001 よりも古いことが判明し
ている。更に SB1001 の北妻西隅の位置が、SB1002 の桁行西側柱列の北第 2柱位置と重複して
おり、本建物が新しいと判断されている。
　本建物を構成する柱掘方は、一辺 1.1 ｍ前後の方形もしくは長方形を呈するものを基本とする
が、北妻の西隅柱や、桁行東側柱列の中央柱はやや規模が大きい。
　柱掘方埋土は、黄褐色土と黒褐色土による互層堆積を示しており、版築状の工法が取られて
いると考えられる。ただし版築層の単位は、5～ 10cm程度を基本としており、比較的粗いこと
を特徴とする。柱痕跡は、柱掘方を確認した時点では認められなかったことから、柱は抜き取
られていると想定したが、柱掘方を半截した結果、桁行東側柱列の北隅柱では柱根が遺存して
いた。従って、本建物の柱は抜き取られているものと、根入れの部分を残して切り取ることで、
柱を撤去しているものが混在していると考えられる。

0 (S=1/300) 10m
Fig.260　10ー 5T
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SB1002（Fig. 261）調査トレンチ 10 － 5T で確認した掘立柱建物跡である。建物の構造は、
桁行 8間×梁行 3間の側柱式掘立柱建物である。建物主軸はN6°Eを指す南北棟であり、建物
の規模は、桁行東側柱列で計測した柱間寸法が、北から 1.6 ｍ＋ 1.4 ｍ＋ 1.4 ｍ＋ 1.4 ｍ＋ 1.5 ｍ
＋ 1.4 ｍ＋ 1.7 ｍ＋ 1.6 ｍの総長 12 ｍを計測する。梁行南側柱列の柱間寸法は、西から 2.3 ｍ＋
2ｍ＋ 2.3 ｍを計測し、総長は 6.6 ｍである。
　柱掘方は一辺が 80cm の方形のものが主体をなすが、やや長方形を呈するものが見られる。
柱掘方の形状ならびに規模については明確な規格性は窺えない。
　柱掘方埋土は、暗褐色土と黒色土による互層堆積を示し、柱掘方のほぼ中央部分で柱痕跡を
認めた。柱痕跡には黒褐色土が堆積しており、直径 20cm を計測する。更に柱痕跡を見ると、
柱掘方の底面に到達するものは見られないことから、柱の根入れが浅い工法が取られている。
柱の底面と柱掘方の底面までは 10cm程離れている。
　他の遺構との重複関係を見ると SB1001 と SK1004 との重複が認められており、SK1004 より
も新しく、SB1001 よりも古い。

SB1003（Fig.262 ）調査区 10 － 5Tで確認した掘立柱建物である。建物の西側は調査区外に
あるため、建物の規模・構造は不明であるが、確認した東側柱列が北から 1.2 ｍ＋ 1.2 ｍ＋ 1.2
ｍの総長 3.6 ｍを計測することから、建物主軸を東西に向けた側柱式の建物と考えられる。柱掘
方は直径 50cm程度の円形を呈する。他の遺構との重複関係は見られない。

0 (S=1/100) 3.0mFig.262　SB1003・SB1004
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SB1004（Fig. 262 ）調査区 10－ 5Tの北部で確認した掘立柱建物跡である。確認した柱掘方は、
建物の南側柱列だけである。従って、建物の大部分は調査区外に延びており遺構の詳細は不明
である。
　ただし、確認した柱列は 2間であることが確定しているので、建物主軸を南北に向けた南北
棟の建物と考えられる。柱掘方は一辺 1.2 ｍの方形を呈しており、検出した状況では柱痕跡なら
びに柱抜き取り痕跡等は認められなかった。南側柱列の規模は西から 1.5 ｍ＋ 1.9 ｍの総長 3.4
ｍを計測する。

　第３項　柵列跡

SD1003 － 5（Fig.263 ）掘立柱塀跡とする本
遺構は、調査の時点では溝跡して位置付けて調
査を進めた遺構である。従って、遺構の略称
SDを付しているが、その後の検討で掘立柱塀
跡の可能性が示唆されたことから、ここでは掘
立柱塀跡として報告する。
　本掘立柱塀跡は、10 － 5Tの南端で確認した
東西方向に延びる掘立柱塀跡である。遺構を検
出した時点では幅 1.9 ｍ×長さ 6 ｍ分の溝状の
プランを確認した。掘立柱塀跡の掘り込み面は
LⅥである。
　掘方の断面形は、北側部分は 2段に掘りこま
れており、南側は垂直に近い角度で掘り込みが
行われている。
　柱が設置されていた部分は深いＵ字形を呈
し、検出面から底面までの深さは 80cm を計測
する。
　遺構内の上位側に堆積した堆積土は、耕作土を含む 4層が確認され、遺構内の覆土は下位側
約 1/2 には黄色土と黒色土が互層堆積を示していることが確認されており、版築が行われてい
ると考えられる。版築層の中央には直径 20cmの柱痕跡が確認された。その上位部分は暗褐色
土を主体とする自然堆積土により埋没している。
このような状況から、本遺構は溝状に掘り込み、その内部に柱を設置することで掘立柱塀とし
て機能していたものと考えられる。調査では設置された柱の柱間寸法などを把握することはで
きなかった。

0 (S=1/50) 1m

0 (S=1/100) 2.0m

A′

A
′

A

A
H=3.50m

Fig.263　SD1003ー 5
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　第４項　土坑・井戸跡

SK1001 － 5（Fig.264） 本 遺 構 は 10
－ 5T の中央で検出した土坑である。長
軸 2.7 ｍ×短軸 1.8 ｍの楕円形を呈し、
SB1001 の桁行東側柱列北第 2 柱に切ら
れている。
　遺構の断面形は浅い皿状を呈し、遺構
内堆積土は自然堆積による。土坑の中央
では、被熱した礫とその周囲から潰れた
形で が出土している。その周囲には白
色粘土が分布していた。
　竪穴住居のような施設を備えておら
ず、遺構の性格は不明である。

SK1002 － 5　本土坑は 10 － 5T のほ
ぼ中央で確認した土坑である。SB1001
の東側柱列の中央柱との重複が認められ
ており、本土坑が古いことが確認されて
いる。土坑の平面形は柱掘方との重複により、不確定な部分もあるが、長軸 1.3 ｍ×短軸 1.0 ｍ
の楕円形を呈する

SK1003 － 5　本土坑は 10 － 5T のほぼ中央で確認した土坑である。SB1001 の東側柱列の中
央柱との重複が確認されており、本土坑が古いことが確認されている。土坑の平面形はやや東
西に長い楕円形を呈しており、長軸 2.0 ｍ×短軸 1.5 ｍを計測する。

SK1004 － 5　本土坑は 10 － 5T の中央やや西よりに位置する。SB1001 の西側柱列中央柱な
らびに SB1002 の西側柱列北 4・5 柱との重複が認められており、これらよりも古い。土坑の平
面形は一辺が 1.6 ｍの方形を呈し、遺構内の堆積土は黒色土による自然堆積土である。
　SK1005 － 5　本遺構は 10 － 5Tの中央東よりで確認した。SB1002 の東側柱列の南から 5・6
柱との重複が確認されており、本土坑が古い。遺構の平面形は直径が 1.9 ｍ程度の円形を呈し、
平面観察の段階では黒色土による自然堆積により、埋没しているものと判断された。

0 (S=1/40) 1.0m

A′

A′

A

A

H=4.00m

Fig.264　SK1001ー 5
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SK1001－ 14（Fig.265）10 － 14T で確認した井戸である。この付近は、畑地造成にかかる改
変の受けているため、遺構上部の大部分はこの時の削平のため失われていると考えられる。
　確認できた範囲における井戸の形状は、直径 2ｍ前後の円形を呈する。断面形は上位の一部
がハ字形に弱く開いているが、その下位側はほぼ垂直に掘り込まれた素掘りの井戸である。遺
構内の堆積土は、灰褐色粘土層や黒色土がレンズ状に堆積する自然堆積である。
　検出面から深さ 2.2 ｍ地点まで掘り進んだが、この時点で遺構壁の崩落する危険性が認められ
たため、井戸の底面には到達していなかったが、作業の安全を優先して掘削を中止した。

SK1002 － 14（Fig.265）SK1002 は 10 － 14T で確認した素掘りの井戸跡である。先述した
SK1001 － 14 の北側に位置しており、SK1001 － 14 と同様に、遺構上位側は大きく掘削を受け
ていると推測され、井戸の本来の掘り込み面は失われていると考えられる。
　井戸の平面形は、直径 2.6 ｍ前後の円形を呈し、断面形は検出面から上位部分はややハの字に
開いている。この部分より下側は、ほぼ垂直に近い角度で掘り込まれている。遺構内の堆積土は、
黒褐色土と灰褐色土がレンズ状に堆積した自然堆積土であり、中層付近からは平瓦が出土して
いる。
　調査は、検出面から 1.7cm 程掘り進んだ地点で、遺構壁の崩落が始まったため、井戸の底面
を確認する前に、安全を考慮して調査を停止した。

0 (S=1/50) 2.0m
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Fig.265　SK1001-14・SK1002-14
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　第５項　瓦溜遺構

SX1001（Fig.266）本遺構は 10 － 5Tでの中央やや西よりで確認した遺構である。遺構西側の
一部は調査区外に延びているため、遺構の全容は不明である。
　他の遺構との重複関係を見ると、SB1001 の南妻の西側隅柱、SB1002 の西側柱列南第 2柱と
の重複関係にあり、本遺構が最も新しいことが確認されている。
　また、本遺構の南辺には柱掘方状の土坑 1基、東端部分に小規模なピット状の掘り込みが認
められる。前者は細かな互層堆積を示すことから柱掘方の可能性が高いものの、周囲には建物
を構成するその他の柱掘方を認めることはできなかったため、詳細は不明である。
　遺構の平面形は東西に長い楕円形を呈するが、中央部分がややくびれたような瓢箪形を呈す
る。遺構の断面形は、やや深めの皿状を呈している。北側の遺構壁は緩やかな傾斜をもって掘
り込まれており、南側はやや垂直に近い角度で掘り込まれている。遺構の底面は、約 45cmの
地点で確認した。底面
の形状は比較的平坦
で、遺構内の堆積土は
2 層に区分された。遺
構内の堆積土は暗褐色
土を主体とする砂質層
で、自然堆積土と判断
された。
　本遺構からは多量の
瓦が出土した。出土し
た瓦は軒丸瓦・軒平瓦・
丸瓦・平瓦・塼という
ように各種瓦が出土し
ているが、これらの瓦
は平瓦もしくは丸瓦を
掘方の輪郭に沿うよう
に並べた後、その内側
部分にその他の瓦を不
規則に投棄するような
状態で出土した。
　出土した瓦は、掘り
込みの全体からまんべ
んなく出土する傾向に
あるが、特に南壁の中
央部分が特に密集して
いる。
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Fig.266　SX1001
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　第６項　出土遺物の概要

　舘前地区を特徴付けるものには瓦の存在がある。これら出土瓦の詳細報告については、別稿
で述べる予定があるので、ここでは出土瓦の概要についてのみを記することとする。
　出土した瓦は、表土層から遺構検出面に至るまでの各堆積土から出土している。特に 10 －
4 ～ 10 － 6T にかけた範囲からの出土量が多い傾向にあり、遺構に伴う形で出土したものは
SK1001（瓦溜遺構）と SD1003 に投棄されたものがある。更に SK1001・SK1002 の井戸の堆積
土からの出土したものもあるが、これらは井戸の埋没過程の中で混入したものである。
　出土した瓦の種類には、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦・塼・鬼板などの各種瓦があるが、こ
れらを葺いた建物を特定することはできていない。

出土瓦の概要（Fig.267・268）泉廃寺跡で出土した軒丸瓦は、植物文軒丸瓦・単弁細弁蓮華文
軒丸瓦・有蕊弁蓮華文軒丸瓦・素弁蓮華文軒丸瓦・単弁蓮華文軒丸瓦の 5種類に大別され、軒
平瓦は重弧文軒平瓦・木葉文軒平瓦・均整唐草文軒平瓦・偏行唐草文軒平瓦・無文軒平瓦・波
状文軒平瓦の６種類がある。このうち舘前地区からは、素弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒平瓦
を除いた、軒丸瓦４種類、軒平瓦５種類が出土している。
　以下では、これらの軒先瓦のセット関係を踏まえて、舘前地区以外から出土した瓦を含めて、
以下の６群に大別して、出土瓦の概要について述べる。
第Ⅰ群（植物文軒丸瓦（花葉文軒丸瓦）と重弧文軒平瓦のセット）このセット関係を持つ瓦群は、
出土量的に主体をなすものである。花葉文軒丸瓦は面径の大きな瓦当面に花文と葉文を組み合
わせた独創的な瓦当文様を創出している。これとセット関係を有する重弧文軒平瓦は三重弧文
軒平瓦～五重弧文軒平瓦がある。軒平瓦は顎面にヘラ状工具と竹管状工具を用いた顎面文様を
もち、更に直線顎と曲線顎に大別される。
第Ⅱ群（植物文軒丸瓦（花文軒丸瓦）と木葉文軒丸瓦のセット）このセット関係をもつ瓦群は、第
Ⅰ群の花葉文軒丸瓦に描かれた瓦当文様の花文と葉文を分割し、花文を軒丸瓦の瓦当文様とし、
葉文を軒平瓦の瓦当文様に採用したセット関係を持っていると考えられる。軒丸瓦には５種類
の瓦笵が確認されている。軒平瓦は、この段階をもって瓦笵が採用されており、瓦当粘土の裏
面に平瓦先端をあて、凸面側に粘土を付加して接合するという技法が用いられている。瓦当文
様の成立背景から、第 1瓦群を直接の祖形としていると考えてよい。
第Ⅲ群（単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦のセット）第Ⅲ群に区分される単弁細弁蓮華文
軒丸瓦軒丸瓦は、圏線で中房を表しその内部に 1＋８の蓮子を置く。花弁は細い輪郭線をもち、
その内部に棒状の子葉を置く。弁間にも棒状の間弁を置きその先端に珠文を配置するという瓦
当文様をもつ。文様の型式学的な検討から先後関係にある２種類が存在している。これとセッ
トをなす偏行唐草文軒平瓦は瓦笵を用いたもので、瓦当面に内外区を分かつ界線を巡らし、外
区の上区・下区には珠文を置き、内区には釣針形に似た唐草文（支葉か）を左もしくは右に偏
向するように配置している。瓦当文様の相違から４種類に細別される。

第６項　出土遺物の概要
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Fig.267　出土瓦①
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第Ⅳ群（有蕊弁蓮華文軒丸瓦）　第Ⅳ群とする有蕊弁蓮華文軒丸瓦は、突線により表現された蓮弁
を瓦当に配置するものである。現在のところ有蕊弁蓮華文軒丸瓦に伴う軒平瓦は確認されてい
ない。３種の笵型を確認している。瓦当の接合技法は腰浜 C 技法である。
第Ⅴ群（重弁蓮華文軒丸瓦）　第Ⅴ瓦群は単弁蓮華文軒丸瓦を指す。出土点数は１点のみでのため、
詳細は分からない。仙台市郡山廃寺跡出土瓦との類似性が見られるが別笵である。重弧文軒丸
瓦とセットになる可能性が高い。
第Ⅵ群（素弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒平瓦・波状文軒平瓦のセット）　第Ⅵ群とする素弁八葉蓮
華文軒丸瓦は異なる文様を持つ 2 種類がある。このうち素弁蓮華文軒丸瓦Ⅱ類は町池地区から
出土しており、均整唐草文軒平瓦とセットになる可能性がある。素弁蓮華文軒丸瓦Ⅰ類は郡山
五番遺跡からも出土しており、波状文軒平瓦とセットになる可能性が高い。

第６項　出土遺物の概要
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　第７項　舘前地区の構造と変遷

　舘前地区では、掘立柱建物跡 4 棟と瓦溜遺構・掘立柱塀跡のほか中世の整地層などを調査した。
舘前地区で確認された遺構数は、他の地区の遺構数
と比べると非常に少ないため、これらの遺構をもっ
て本地区の全容・変遷を述べることは困難な状態に
ある。しかし、確認された建物には明らかな先後関
係があるとともに、建物配置の面では一定の計画性
が認められることから、この点についてまとめること
で、今後の調査における道筋をつけておこうと思う。

遺構の構造と変遷　本地区で確認された主な遺構は 10 － 5T に集中している。建物は SB1001 ～
SB1004 の 4 棟を認め、このうち SB1001 と SB1002 の 2 棟に重複関係が認められた。
　SB1001 は建物主軸方位を N23.5°W に求め
た桁行 4 間×梁行 2 間の側柱式掘立柱建物で
ある。SB1002 は桁行 8 間×梁行 3 間の大型の
掘立柱建物であり、建物の主軸方位を真北に
求めて建設されている。先後関係は SB1002 →
SB1001 である。この 2 棟の建物は、建物の重
複関係とともに、主軸方位・建物構造などの
特徴が大きく異なる構造を示しているため、
造営時期・計画を異とする建物と考えられる。
　SB1001 の北側にある SB1004 は、梁行 2 間
の掘立柱建物である。桁行は調査区外に延び
ているため建物全体の規模・構造は把握でき
ていないが、平側の柱筋が SB1001 の柱筋に
合わせ、更に棟間距離は 11.7 ｍ（39 尺）を確
保していることから、この部分には南北棟の
側柱式掘立柱建物を直列に配置させるように
建物を建設した可能性がある。このような状
況を見ると、本地区に造営された建物は、建
物主軸方位を真北に向けた建物から、建物主
軸を東に傾けた建物に変遷する可能性があ
る。この想定に従えば、SB1003 も後出する
SB1001・SB1004 と近い時期に建設された建物
であると考えられる。

Fig.269　遺構の相関関係

0 (S=1/200) 8.0m

Fig.270　建物の配置
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　瓦溜遺構とした SX1001 は SB1001 との重複が確認されている遺構である。SB1001 の南妻の
西側隅柱を切っているため、SB1002 → SB1001 → SX1001 の先後関係が判明する。土坑内には
多量の瓦が投棄されている。土坑内に廃棄された瓦には、創建段階と考えられる花葉文軒丸瓦
と重弧文軒平瓦のセットや最終段階の有蕊弁蓮華文軒丸瓦までを含んでいることから、遺構は
最も後出することは間違いないであろう。おそらくは、本地区の建物の機能停止に伴う時期の
ものと考えられる。

出土瓦の変遷　本地区の調査で出土した瓦は、４群に大別が可能である（註１）。第Ⅰ瓦群とした
花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦は出土量が最も多いことから、この地区の創建段階にかかる堂宇
に用いられた可能性が高い。
　第Ⅰ瓦群に後出する花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦のセットを指す第Ⅱ群は、創建段階の花葉文
軒丸瓦の瓦当文様を分割することで軒丸瓦と軒平瓦の瓦当文様を創出していること、軒平瓦の
製作技法に瓦笵が用いられることになること、顎面文様が著しく乱れ始めているなどの様相か
ら、第Ⅰ瓦群に後出すると考えて良い（註２）。木葉文軒平瓦の製作には半包み込み技法と呼べる
ような特異な製作手法が採用されている（註３）。
　第Ⅲ瓦群は、単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦の組み合わせを持つものである。偏
行唐草文軒平瓦の瓦当文様は４種類が認められており、また顎面文様の有無、そして顎部形状
により細分が可能である。本瓦群の成立にあたっては佐川氏が指摘するように、多賀城 230・
231 － 660 の影響がうかがえることから、本瓦群の年代は 8 世紀第２四半期を遡ることはあり
得ない（註 4）。また、製作技法の面では木葉文軒平瓦に見られた半包み込み技法を発展させたよ
うな「包み込み技法」が採用されていることは、第Ⅱ瓦群に後出すると見て良い。
　第Ⅳ瓦群は有蕊弁蓮華文軒丸瓦が主体となる瓦群である。これに伴う軒平瓦の出土は認めら
れていない。軒丸瓦の瓦当文様には、瓦当面全体に大きく開く４葉の花弁を配し、花弁の内部
には 3 本の蕊を配置するというような特徴的な文様を持っている（註５）。このように有蕊弁蓮華
文軒丸瓦は前段階までの瓦当文様を一新させて新たな瓦当文様を創出している。有蕊弁蓮華文
軒丸瓦の年代を直接示すものはないが、瓦当文様や製作技法が類似する腰浜廃寺跡出土の有蕊
弁蓮華文軒丸瓦に伴う平瓦に「嘉祥」のヘラ描きが見られることや（註６）、同一系統に位置付け
られる植松廃寺跡出土瓦を生産した入道 瓦窯跡では 9 世紀前半代の須恵器が生産されている
ことから（註７）、泉廃寺跡出土の有蕊弁蓮華文軒丸瓦は 9 世紀第２四半期頃の年代が与えられる
ことになり、最も新しい時期に位置付けられる。
　このほかに、第Ⅴ群は仙台郡山遺跡Ⅱ期官衙ならびに多賀城創建瓦に通じる特徴を持つ軒丸
瓦である（註８）。出土量は１点であり、加えて残存率も少ないため詳細は明らかにし得ないが、
先端の尖る花弁と、アーモンド形に大きく膨らむ子葉が、上記２遺跡から出土する重弁蓮華文
軒丸瓦に似ている。従って本瓦は７世紀末の泉廃寺跡創建段階まで遡る可能性を秘めている。
舘前地区以外の出土であるが第Ⅵ群とした素弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒丸瓦のセットは町
池地区、すなわち舘院に関連する軒先瓦の可能性がある。軒平瓦の製作技法には包み込み技法
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Fig.271　出土瓦の相関関係
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が採用されていることから、第Ⅲ瓦群に近い年代が想定される。

舘前地区の特質と性格　ここでは、舘前地区の造営にかかる特質と性格について記しておこう。
ただし、本地区のにかかる調査は第 10 次調査の 1 回が実施されただけであり、また確認された
建物も掘立柱建物が 4 棟と非常に少ないので、舘前地区の具体的な様相については、今後の調
査を踏まえて、なお検討する余地が残されていることを断っておく。
　本地区で確認された建物は 4 棟があるが、このうち重複関係により先後関係が明らかとされ
た SB1002 → SB1001 の関係を見ると、建物主軸方位を北に求めた建物から東に傾けた建物へと
変遷する可能性があることは先述したとおりである。先行する時期に建設される SB1002 は桁
行 8 間×梁行 3 間という建物規模を有している。この規模は、他の官衙地区で確認された建物
と比較して見ても、大型の部類に属する。ただし、この建物と同時性を示す建物は見られない
ことから、本建物の性格・様相については不明である。SB1002 に後出する SB1001 と、これと
同時に建設された可能性のある SB1003・SB1004 は、建物の主軸方位を N23°30′E を指す側柱
式掘立柱建物である。SB1001 と SB1004 は互いの平側柱筋を揃える形で建設されており、同時
性が高いと判断される。従って、この時期の建物は少なくとも側柱式掘立柱建物 2 棟と南北に
直列配置をとるように、建物の建設を行っていると考えられる。これらの建物は建物ならびに
建物配置の主軸方位を東に 6°傾けており、他の地区で確認された官衙施設とは大きく異なる様
相と言える。
　さて、本地区における最大の特徴としては、多量に出土した瓦の存在があげられる。出土し
た瓦には、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦とともに、隅切瓦や熨斗瓦・鬼板、そして塼などが含
まれていることから、舘前地区に造営されていた建物には、塼積基壇をもつ総瓦葺建物が含ま
れていたことは間違いない。更に出土した軒平瓦の顎部には朱が付着しているものが認められ
ることから、建物の柱部材は丹塗りであったと考えられ、舘前地区に造営された建物には官衙

0 (S=1/400) 10m
Fig.272　建物の変遷
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域の建物とは異なる格式が求められていたのだろう。先述したように現段階では、4 棟の掘立
柱建物が確認されているものの、これらの建物は塼積基壇を有する総瓦葺建物でないことは明
らかである。従って、現段階では舘前地区で総瓦葺建物を特定することはできていないことに
なるが、今後の調査において瓦を伴う建物を把握できれば、舘前地区における具体的な検討が
可能となろう。
　このように舘前地区では、多量の瓦が出土することを大きな特徴とするものの、これらの瓦
を葺いた基壇建物を特定するまでには至っていないが、舘前地区から出土する瓦群と、他の官
衙域から出土する瓦群の内容が明らかに異なっていることが指摘される。
　主要官衙域のなかで、比較的出土する瓦の量が多い地区としては、福島県指定地区がある。
福島県史跡地区は、総柱建物が建設された正倉院と評価が与えられたところであるが、この地
区から出土する瓦には、 状タタキと雨垂状タタキと呼ばれるタタキ目をもつ 2 種の平瓦と、
凹面に小札状圧痕を残す丸瓦、隅切り瓦があるが、軒先瓦や隅切り瓦以外の道具瓦の出土は見
られない。一方、舘前地区から出土する瓦の大部分は、平瓦のタタキ目に斜格子・正格子・縄
タタキなどを持つものが主体をなし、先述した正倉域から出土する 状タタキ・雨垂タタキを
持つ平瓦は極めて客体的な存在である。正倉域から出土する丸瓦には凹面に小札状圧痕を残す
ものが採用されているのに対して、舘前地区から出土する丸瓦には小札状圧痕を残すものは全
くない（註９）。
　このように、官衙域と舘前地区から出土する瓦は、その瓦の種類ととに、瓦の内容・製作技
法の面からも、明らかに異なるものである。すなわち、舘前地区に建設された瓦葺きの建物は、
官衙域の建物とは異なる造瓦組織のもとで瓦の生産が行われていたものと考えられる。このこ
とは舘前地区の建物と官衙域と建物は異なる技術集団により造営が行われていたことを示し、
その背景には舘前地区の建物には官衙域とは異なる目的・機能が求められていたことを示して
いると想定される。
　次に、舘前地区に造営された施設の性格について検討してみよう。官衙もしくは官衙に関連
する遺跡において、多量の瓦を出土する地点は官衙域と考えるよりも寺院域と位置付けられる
場合が多い。例えば、白河郡では郡家である関和久遺跡（註 10）・関和久上町遺跡（註 11）と借宿
遺跡（註 12）、磐城郡家である根岸遺跡（註 13）と夏井廃寺跡（註 14）、岩瀬郡家の栄町遺跡（註 15）と
上人壇廃寺跡（註 16）、信夫郡家と推定されている北五老内遺跡（註 17）と腰浜廃寺跡（註 18）など
の諸例を見ても、郡家と考えられている遺跡よりも、寺院と考えられている遺跡のほうが、軒
丸瓦・軒平瓦等の多種多様な瓦が出土するとともに、多量の瓦が出土している。唯一白河郡家
正倉域では出土した軒瓦瓦・軒丸瓦とともに隅切瓦の存在から、総瓦葺の正倉建物が復元され
ているが、この例はむしろ特異な例と言って良い。いずれにしても、本地区は瓦葺きの堂宇で
構成される一画であったことには間違いなく、更に官衙建物とは異なる造営計画・建物構造を
持つ建物が建設されていることを指摘しておきたい。このような舘前地区に造営された建物と
それに伴う瓦群の位置付けは、今後の調査の進展を待って改めて論ずる必要があろうが、現段
階ではこの地区には郡家に関連した寺院が建立されていたと想定しておきたい。

第Ⅵ章　発見遺構
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舘前地区の年代　舘前地区の調査では確認遺構数が少なく、出土土器と確認遺構をもって年代的
な位置付けをおこなうことは困難な状況にあるが、出土した瓦は、舘前地区に建設された建物
に直接係わる可能性が高く、建物造営の一端を示すものと考えて良い。従って、ここでは出土
した瓦群の相対的な変遷をもって、舘前地区の年代について概ねの理解を示しておきたい。　
　出土瓦では第Ⅲ群とした瓦群が、多賀城軒丸瓦230・231と軒平瓦660に系譜が求められており、
年代的には 8 世紀第２四半期に位置付けられる（註 19）。すなわち、第Ⅲ群に先行する第Ⅱ瓦群
の下限が 8 世紀第２四半期に求められる。第Ⅱ瓦群の上限を示す明確な根拠は乏しいが、第Ⅰ
瓦群は同一瓦笵を２度改変させて、合計３時期分の軒丸瓦を生産していることや、第Ⅱ瓦群に
は５種類の瓦笵が確認されていることから、長期的な造瓦活動が行われていたと理解すること
ができる（註20）。従って、第Ⅰ瓦群の上限は７世紀末ないしはそれ以前に求め、下限を８世紀初頭、
これに後出する第Ⅱ瓦群は８世紀初頭から８世紀第２四半期の年代を想定しておきたい。
　第Ⅳ群とした有蕊弁蓮華文軒丸瓦は、これまでの瓦当文様を大きく変化させ、更に製作技法
の面でも前段階までの製作技法とは大きく異なる技法を有していることから、この瓦群の採用
にかかる本地区の造営にあたっては大きな画期があったものと推察される。この瓦の同系瓦は、
信夫郡腰浜廃寺跡、行方郡植松廃寺跡・宇多郡黒木田遺跡に分布しており、本遺跡第Ⅴ瓦群と
直接的な系譜関係にある植松廃寺跡出土例は年代的には 9 世紀初頭に位置づけがなされている
ことから（註 21）、第Ⅳ瓦群の年代は９世紀第２四半期頃とするのが妥当なところであろう。
註 １　 ここで示すⅤ群の瓦群とは、町池地区ならびに町地区から出土した素弁蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒平瓦を除い

たものを指しており、泉廃寺跡全体では大別６群の瓦群が存在している。
註 ２　 第Ⅱ瓦群に含めた花文軒丸瓦（植物文）は５種類の瓦笵が確認されているが、これらは瓦当文様の検討の結果、

花文軒丸瓦は２時期の変遷が辿れる。このうち古い時期のものは、花葉文軒丸瓦の最終段階の瓦当文様に通じる
特徴を保持している。従って、花葉文軒丸瓦と花文軒丸瓦の先後関係は前者が古く、後者が新しいと理解してい
る。藤木 海 2005「泉廃寺跡出土の植物文軒先瓦の変遷」『古代東国の考古学』大金宣亮氏追悼論文集

註 ３　藤木　海　2006「有蕊弁蓮華文鐙瓦の展開とその背景」『福島考古』第 47 号　福島県考古学会
註 ４　 佐川正敏 2000「陸奥国の平城宮式 6282 － 6721 の系譜と年代　－宮城県中新田城生遺跡と福島県双葉町郡山五

番遺跡・泉廃寺－」東北文化研究所紀要第 32 号　東北学院大学東北文化研究所
註 ５　 有蕊弁蓮華文軒丸瓦はⅠ類からⅢ類の３種に細分される。有蕊弁蓮華文軒丸瓦Ⅰ類・Ⅱ類の２種は従来まで三蕊

弁四葉花文軒丸瓦と呼ばれたものである。しかし、この２種類のほかに凸線で表現された花弁のなかに２本の蕊
を表現した花弁を６葉ないしは８葉を配したものがあることから（有蕊弁蓮華文軒丸瓦Ⅲ類）、従来までの三蕊
弁四葉花文軒丸瓦という名称では瓦群全体の呼称には整合しないことから、有蕊弁蓮華文軒丸瓦と呼ぶこととす
る。なお、有蕊弁蓮華文軒丸瓦Ⅲ類は瓦当文様の全体が判明していないことから、本文の記載では省略した。

註 ６　 辻　秀人 1992「第 3 章　浜通り地方の古瓦の系譜」『福島県浜通りの古瓦』竹島コレクション考古図録第 2 集 竹
島國基編・前掲３論文

註 ７　戸田有二 1984「入道 瓦窯跡」『考古学研究室発掘調査報告書』国士舘大学文学部考古学研究室
註 ８　 多賀城跡調査研究所 1982『多賀城跡』政庁跡本文編　宮城県文化財保護協会　仙台市教育委員会 2005『郡山遺

跡発掘調査報告書』－総括編（１）－
註 ９　藤木　海 2003「泉廃寺跡第 8 次調査」『原町市内遺跡発掘調査報告書』８原町市教育委員会
註 10　福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』
註 11　福島県教育委員会 1989『関和久上町遺跡』
註 12　白河市教育委員会 2006『借宿廃寺跡』
註 13　いわき市教育委員会 2004『根岸遺跡』
註 14　いわき市教育委員会 2006『夏井廃寺跡』
註 15　須賀川市教育委員会 2004『栄町遺跡』第 12 次調査現地説明会資料
註 16　須賀川市教育委員会 1981『上人壇廃寺跡』
註 17　渡辺一雄 1985「第６章 考察 第３章 福島県内の郡家跡と関連遺跡」『関和久遺跡』福島県教育委員会
註 18　伊藤信雄『腰浜廃寺跡』福島市史編纂委員会
註 19　前掲４
註 20　前掲２論文
註 21　前掲３論文
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第Ⅶ章　郡家の構造と変遷

　　　第１節　院の構造と変遷

　第Ⅵ章までにおいて、泉廃寺跡にかかる一連の調査を 6 地区に区分し、その調査成果と遺構
の変遷について検討を加えてきた。その結果、各地区を構成する建物は、事実報告で設定した
地区を越える形で展開することが判明したため、ここでは各地区を構成している遺構のうち、
同じ機能を持つと考えられた施設を抽出し、それらをひとつの「院」として位置付けたうえで、
その構造と変遷についてまとめておこう。

　第１項　正倉院の様相

　これまでの検討で、正倉院を構成したと考えられる正倉建物は、福島県史跡地区・寺家前北
方地区・町地区の 3 地区に分布している。福島県史跡指定地区 A・B 期、寺家前北方地区Ａ期、
町地区 A 期 1 群 c である。これらの正倉建物は、その造営方位ならびに区画施設の構造的変遷
を検討において、3 時期に区分することが可能である。

0 (S=1/3000) 100m
Fig.273　正倉院の遺構配置

第Ⅶ章　郡家の構造と変遷



－ 350 －

正倉院Ⅰ期　正倉院Ⅰ期とする遺構群は、寺家前北方地区で確認された総柱式掘立柱建物
SB1402・SB1403 の 2 棟と、町地区で確認された総柱式掘立柱建物 SB0201 の合計 3 棟の総柱建
物である。前者は寺家前北方地区 A 期として捉え、寺家前地区 A 期に併行する時期に位置付け
をした。後者は町地区 A 期 1 群 c として捉え、町地区では最も古い時期に建設された正倉建物
として位置付けをしている。すなわち、これらの建物は正倉院の中でも最も古い時期、つまり
創建段階に建設された正倉建物と見られる。
　このうち SB1402 と SB1403 の 2 棟の関係を見ると、建物は桁行 3 間×梁行 3 間の東西棟の総
柱式掘立柱建物であり、互いの桁行柱筋を揃えた形での建設が行われている。建物規模も、桁
行 8.1 ｍ×梁行 5.4 ｍとほぼ同一規格であること、そして建物主軸方位を真北から東に向かって
約 20°傾けるといった特徴も一致し、加えて SB1402 と SB1401 の棟間距離は建物の桁行規模と
同じであることから、これらは同一機能をもつ建物であり、更に同時性が高いと言って良いで
あろう。
　一方 SB0201 は、先述の 2 棟の総柱建物の建物主軸と直行する建物主軸をもつ総柱建物であ
る。建物の造営方位は真北から東に約 16°傾けており、SB1402 と SB1403 との主軸方位とは厳
密には一致していない。しかし、建物の主軸を東に大きく傾けるという特徴や、SB0201 の西側
柱筋を北側に向かって延ばすと SB1402 の西妻の位置と一致するという関係、そして SB0201 と
SB1402 の棟間距離が 75.6 ｍ、すなわち正倉建物の梁行規模の 14 倍を開けて建設されていると
いう相関関係が認められることから、SN0201 と SB1402・SB1403 は一連の造営計画のもとで建
設されたものと考えておきたい。
　この想定に基づいて、ここでは SB1402 と
SB1403 の２棟を正倉Ⅰ期北列、SB0201 を正
倉Ⅰ期南列として位置づけた場合、北列と南
列の間には、一定の広さをもった空閑地が確
保されていた可能性を指摘できる。また、こ
の時期の正倉院には、建物を囲繞する明確な
区画施設の存在は確認されていないことから、
周囲の施設と未分化な状態で正倉院が機能し
ていたと見られ、郡庁院に向かって開放され
た建物配置をとっていた可能性がある。

正倉院Ⅱ期　次段階の正倉院Ⅱ期は、建物を囲繞する明確な区画施設が成立し、後に続く正倉院
の基本的構造が確立する時期である。この時期の遺構には、福島県史跡地区 A 期が該当する。
正倉院Ⅱ期造営にかかる計画には、建物の主軸を真北に求め、それらを区画施設で囲繞するこ
とにある。
　区画施設は東西 137 ｍ×南北 97 ｍの第１区画南と、その北側にほぼ同規模と想定される第１
区画北の 2 つの区画を設定し、それらを南北に連ねて配置することで正倉院を構成していると
考えられる。この時期の区画施設のうち、南側の区画溝の内側には、掘立柱塀が併設すること

0 (S=1/2000) 50m

Fig.274　正倉院Ⅰ期の建物

X=183.20

X=183.25

Y
=104.4
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=104.4
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で溝と塀の 2 重の区画を創設して
おり、正倉院Ⅰ期に見られた開放
的な正倉院とは、明らかに異なっ
た様相であると指摘できる。
　正倉院Ⅱ期に含めた正倉建物
は、総柱式掘立柱建物と総柱式礎
石建物をもって造営が行われてい
る。総柱式掘立柱建物はこの時期
の主体的な建物として建設され、
正倉院Ⅰ期の建物構造・規模が継
承されている。新たに導入された
礎石建物は基礎地業に布地業が採
用された梁行 4 間の構造を備えて
おり、先の掘立柱建物よりも大型
の正倉建物であった可能性が高
い。すなわち、正倉院Ⅱ期には正
倉院Ⅰ期から続いて建設された小
型の総柱式掘立柱建物と、新たに
導入された大型の礎石建物がセッ
トで機能していたと想定される。
このうち、大型の礎石建物には、

都城建物に見られる円丘状盛土地業が採用されていることは、正倉建物建設にかかる技術導入、
造営集団の編成を考える上で注目される（註１）。
　更にこの時期には、上述した総柱式の建物とは異なる側柱式掘立柱建物の造営も開始されて
いる。一般的に正倉院内に建設された総柱建物と側柱建物は、その構造的な相違から、前者は
頴穀の永年貯蓄を目的とした倉、後者は出挙や官衙運営にかかる経費としての頴稲収納施設で
ある屋であったと考えられている（註２）。泉廃寺跡で確認された倉（総柱式建物）と屋は互いの
敷地を重複することなく建設が行われており、計画的な造営もしくは地区割りが行われていた
可能性がある。

正倉院Ⅲ期　正倉院Ⅲ期は、正倉院最終段階の時期である。正倉院Ⅱ期の段階で成立した区画
溝によって囲繞された正倉敷地は、南北 2 区画を分けていた中央の東西溝が埋め戻され、東西
137 ｍ×南北 196 ｍの大きく統一された正倉敷地を創設し、その内部に造営された礎石建物を
もって機能していると考えられる。福島県史跡地区 B 期がこれにあたる。
　正倉建物は、区画溝に西辺に沿うように直列配置をとる建物と、正倉敷地南部の中央付近に
建設された総柱建物建物、そして側柱式掘立柱建物で構成されている。前者の直列配置をとる
総柱建物は建物の主軸方位を南北に求め互いの棟間距離を 66 ｍ離す形で造営され、加えて当該

0 (S=1/2000) 80m
Fig.275　正倉院Ⅱ期の建物
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期の建物は、区画施設の長軸方
位と一致する建物方位をもって
建設されていた可能性がある。
しかし、建物列はその西側列を
確認しただけであり、東辺なら
びに北側が存在していたかは不
明である。
　正倉院Ⅲ期の正倉敷地南部に
は、前段階から継続する総柱式
礎石建物が建設されており、前
段階の正倉建物に見られた建物
構造の多様性が払拭されてい
る。なお、この時期にも側柱式
の掘立柱建物による「屋」と見
られる建物の造営が継続してい
る。

倉庫令との整合性　以上のような
整理によって、行方郡家正倉の
様相が把握されたことであろう。
次に、正倉院の具体的な構造に
ついて検討を進めていきたい。
　養老令『倉庫令』には「凡倉。皆於二高燥処一置之。側開二池渠。去レ倉五十丈内。不レ得レ置
二館舎一」とある。この倉庫令は、①正倉建物の配置場所、②防火施設の設置、③他の官舎群と
の位置関係の 3 項目について定めたものと考えられている（註３）。
　まずは、①の「皆於二高燥処一置之」の規定から見てみよう。この規定は、正倉建物は乾燥に
適した高所に構えることを定めたものである。根岸遺跡（註４）や三十三間堂遺跡（註５）などが
台地もしくは段丘上面に正倉建物を建設した例であり、この倉庫令の規定をある程度遵守して
造営された例と考えられている。一方、関和久遺跡（註６）や吉田南遺跡（註７）は、近接する範
囲に丘陵等の高所が得られる立地状況にあるにもかかわらず、低地に正倉を設けている例であ
る。特に関和久遺跡例は、河川等を介在させた物資運搬の機能が重要視されたために、低地部
分に正倉を配置していると評価されているように（註８）、郡家正倉の造営は倉庫令の規定をある
程度認めるように造営される例と、各郡の実情に合わせる形で造営が行われた例があったので
あろう。
　行方郡家正倉を見た場合、正倉の北側に標高 20 ｍ程度の低位丘陵が控えているにもかかわら
ず、正倉院各時期を通じて標高 5 ｍ程度の河岸段丘面に造営されている。つまり、高所に正倉
を造営することが十分に可能な地理的な好条件を備えているにもかかわらず、倉庫令の規定を

0 (S=1/2000) 80m

Fig.276　正倉院Ⅲ期の建物
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遵守せずに正倉の造営を実施していることになる。このような状態は、関和久遺跡例と同様に
行方郡家の南側には河川氾濫に伴う沖積地と河川が流れていた可能性が指摘されることから（註

９）、行方郡家正倉の配置はこれらの河川を媒体とした水上交通による利便性を求めたために、
段丘面でなおかつ低地に近い部分に正倉を配置した可能性がある。
　②の「側開二池渠。」は、正倉院の周囲には池や溝を設置することを定めたものである。「池」
は防火用に水を溜めた施設を、「渠」は溝を示していると考えられている（註 10）。武蔵国豊島郡
家とされる御殿前遺跡では、正倉区画溝とその内部に設置された箱状の施設と、それを連結す
る樋跡が確認されており、この箱状の施設が倉庫令規定に基づいた施設の可能性があると指摘
されている（註 11）。加えて、関和久遺跡や平沢官衙遺跡・梅曽遺跡など正倉を囲繞する大溝が「渠」
にあたると見られるが、発掘調査により確認された大溝の大部分は空堀であり、防火施設とし
ての機能よりも、正倉群を他の官舎から隔てて類焼を防いだり、正倉への出入りを規制するた
めの施設であったと考えられている（註 12）。
　では、本遺跡の場合も同様に理解されるのであろうか。この点について見てみよう。まず、
正倉敷地を囲繞する区画溝は、正倉院への立ち入りを制限する目的があったとされているが、
本遺跡の場合を見ても、区画溝は最大幅 4 ｍ・深さ 1.4 ｍを計測しており、上述したように正倉
への立ち入りを制限するという目的を果たしうる構造を保有している。加えて正倉院Ⅱ期には
区画溝の内側に掘立柱塀を設置することで堅固な正倉区画を造営している状況は、正倉区画溝
が正倉への立ち入りを制限する機能を有していたと想定するには充分な構造をもっている。つ
まり、このような明確な区画施設の存在は、郡家機能において正倉の管理が最も重要視されて
いたことの表れであろう。
　では、泉廃寺跡正倉を区画する大規模な溝は消火の機能を備えていなかったのであろうか。
この点について、正倉院区画溝における珪藻分析の結果をもとに考えてみよう。
　正倉院区画溝の珪藻分析では、区画溝からは沢湿地付着生種群を、種数・割合とも多く含む
流水不定性種が多産している。また、流水環境を指標する流水性種は少なく、真＋好止水性種
がこれよりも幾分多く産出している。つまり、当時の正倉区画溝の環境は、流水性は小さいも
のの、水が存在した環境であったと言える。また、好汚濁性種が少なく、広適応性種と好清水
性種が種数・割合とも多いことから、水質汚濁は進んでいなかった良好な状態であったと考え
られる。このような分析結果を見ると、行方郡家正倉を囲繞した区画溝は、流水性は少ないな
がらも水を湛えた環境にあったと言え、倉庫令による「渠」としての機能を十分に果たしうる
ものであったと考えられる。
　③の規定にみられる「去レ倉五十丈内。不レ得レ置二館舎一」は、倉庫域は他の官舎から五十丈
以上離して建設することを定めたものである。
　行方郡家正倉については、合計 3 時期区分がなされているが、そのうち正倉院Ⅰ期は郡庁院
から 30 ｍの地点で造営が行われ、正倉院Ⅱ期は郡庁院までは約 150 ｍ、館院までは約 100 ｍの
距離を離して建設が行われている。正倉院Ⅲ期においては、その全容は不明ではあるものの、
現在確認されている部分では正倉院Ⅱ期と同じ場所に建設が行われていると考えられることか
ら、他の官舎郡との位置関係は正倉院Ⅱ期と大差はないであろう。つまり、本遺跡の正倉院の
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造営は、倉庫令に見られる 50 丈以上離すという規定は、厳密には遵守された状況を看取するこ
とはできない。
　しかし、正倉が他の官舎群とは明らかに異なる別の一院を形成している例や地区分けされて
いる実態に反映されるように、正倉院の敷地は他の官舎群と区別された敷地を設けることが求
められていたものと考えられる。この視点で改めて郡家正倉と他の官舎との関係を見ると、本
遺跡の正倉敷地内には他の機能を持つ官舎が混在する形で造営されることはなく、創建段階か
ら廃絶段階まで一貫して正倉域として機能している。特に、正倉院Ⅱ期・Ⅲ期には明確な区画
施設を造り上げていることは、正倉域は郡家全体のなかで明確に地区分けが行われていたと考
えられる。すなわち、正倉の造営に際しては、他の官舎との位置関係においては十分な注意が
払われ、各官舎間の配置には一定の配慮が行われていたのであろう。
　以上のように、倉庫令にみられる規定と発掘調査で把握された行方郡家正倉との関係を見る
と、正倉院の造営には倉庫令の各規定と一致する面と、しない面があることが判明したことで
あろう。このような状況は正倉院の造営に際しては倉庫令に基づく規定に配慮しながらも、各
郡の実情にあわせて正倉の造営が行われていたものと評価したい。
正倉院の面積　次に行方郡家正倉の具体的な構造について、正倉院として確保された正倉域か
ら検討してみよう。行方郡家正倉については、各期の区画施設の全容が解明されていないため、
各時期の正倉域は不明であるが、正倉院Ⅰ期から正倉院Ⅲ期までの全時期を通じて建設された
正倉建物は、東西 300 ｍ×南北 300 ｍの総面積 90000㎡の範囲に展開している。加えて、正倉
建物が建設された範囲には、他の機能をもつ官舎の存在は認められないことから、郡家造営に
際しては、当初から正倉域としての敷地があらかじめ確保されていた可能性を指摘した。
　このうち、正倉敷地の全容が判明している正倉院Ⅱ期の第１区画南は、約 13300㎡の敷地を
確保している。正倉の敷地規模は、正倉を郡家内に集中して造営するものと、郡内に分散して
配置された場合などが想定されるので、郡家内における正倉域の面積の広狭には意味がないと
されているが、集中型正倉と見られる例では正倉域の面積が 10000 ～ 20000㎡程度の広い敷地
を占めているのが一般的であり、１郷あたりの面積割合が 1,400㎡～ 2,000㎡を目安にされてい
る傾向があることを見ると（註 13）、行方郡では、和名抄に記された６郷に（註 14）、正倉院区画溝
から出土した 8 世紀前半段階の郷里制木簡に記載された「嶋□郷」を加えて（註 15）、正倉院Ⅱ
期には７郷の存在が想定されている。この場合の正倉域の敷地面積は 9,800㎡～ 14,000㎡程度が
確保されていたことになり、この数値は発掘調査で確認された 8 世紀前半段階の正倉院Ⅱ期の
敷地面積 13300㎡と近い状況にあることは注目しておきたい（註 16）。
　行方郡家正倉院Ⅰ期・Ⅲ期については、正倉域が確定していないので、調査が進展した時点
で改めて論じる必要がある。
正倉建物の配置　次に、このような正倉敷地内に建設された建物の配置についてみてみよう。通
常の正倉群は、他の官舎群とは区別された正倉院を構成し、日秀西遺跡に見られるように、正
倉院の中央部に広い空閑地を設け、それらを囲むように北・南・西・東に倉庫を並べるという
ような一般的な特徴が認められ（註 17）、「和泉監正税帳」や「上野国交替実録帳」に見られるよ
うに正倉が縦・横に整然と並ぶ形で造営していたことが指摘されている（註 18）。
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　泉廃寺跡においても正倉院Ⅰ期では、正倉北側に東西に並列配置をとる建物列が造営され、
これに加えて南側に 75.6 ｍ離れた地点にも建物を造営することで、この時期の正倉院を構成し
ているものと考えられるが、このような建物の配置を見ると、正倉院Ⅰ期には正倉院北辺と南
辺のみに建物を並列するように配置させており、その間には広い空閑地が確保されていたもの
と見られる（註 19）が、正倉院Ⅱ期の正倉建物は、布掘り状の基礎地業や円丘状盛土地業をもつ
礎石建物と総柱式掘立柱建物が正倉院Ⅱ期の敷地のうち第 1 区画南とした範囲の中央付近に集
中して建設されており、正倉院Ⅰ期に見られたような空閑地を囲むような建物配置はうかがえ
ない（註 20）。更に正倉院Ⅲ期になると、正倉敷地は東西約 137 ｍ×南北 196 ｍの敷地を設け、
少なくとも正倉敷地の西辺に２棟の総柱建物が直列配置を取るように建設がなされているが、
この建物列の他に正倉院Ⅱ期段階と同じ位置にも、新たな礎石建物を加えた形で正倉院を構成
しており、正倉院Ⅱ期と同様に広場を囲うような建物配置は認められない（註 21）。
正倉建物の構成　次に、この正倉院を構成する建物構成について見てみよう。山中氏は正倉院を
構成する正倉建物を、以下の三類に大別している（註 22）。
A 類：すべて同じ平面形式・平面積をもつ同規格の倉庫群で構成されている一群。
Ｂ類： 小群を構成するすべてが同規格ではないが、隣り合う複数の倉庫に同規格のものが見ら

れる一群。
C 類：平面規模や柱間寸法あるいは用途が相互に異なる倉庫数棟で構成されている一群。
　　　 これらの類別のなかで、A 類に該当する例には小郡遺跡Ⅰ期の倉庫群、B 類には関和久

遺跡 SB01・02・03 の 3 棟、C 類には日秀西遺跡の各小群などが相当するとしている。
　行方郡家正倉院Ⅰ期では、正倉建物で構成される小群単位を捉えることはできていないもの
の、確認された 2 棟の正倉建物は同規模・同構造の建物であることから、同一機能をもった倉
庫と考えられ、先の分類の A 類に該当する可能性がある。
　正倉院Ⅱ期の建物は、やや大型の礎石建物 1 棟とそれより小型の掘立柱建物 2 棟で構成され
ている。このうち掘立柱建物は同規模・同構造を有しており、このセットをもって小群を構成
していた可能性がある。現段階で知られる建物を見る限りでは、上述の B 類に該当する可能性
がある。正倉院Ⅱ期を構成する建物には掘立柱建物と礎石建物が混在することから、これらの
建物は異なる造営集団により建設されたか、収納される租税税目が異なっていた可能性が高い
と考えている。また、正倉院Ⅱ期に建設された掘立柱建物は、正倉院Ⅰ期建物と同規模・構造
であることから、先行する正倉建物との間に強い継続性が認められる。つまり正倉院Ⅱ期の掘
立柱建物は正倉院Ⅰ期の建物を移築する形で建設された可能性もあり、この正倉建物にはⅠ期
の機能が踏襲されていた可能性も考慮しておく必要がある。正倉院Ⅲ期を構成する建物は、礎
石を失っているため詳細は分からないが、正倉院西辺に並ぶ２棟の礎石建物にかかる基礎地業
は、同規格に基づくものであった可能性がある。従って、上記分類によるｂ期に該当する可能
性がある。
　このように、行方郡家正倉の建物配置や空間構成、更には建物構造を見ると行方郡家正倉内
における個々の特徴は、正倉院Ⅰ期から正倉院Ⅱ期へ、正倉院Ⅱ期から正倉院Ⅲ期へと段階的
にも踏襲されていることが分かる。行方郡家正倉に見られる特徴は、全国の郡家正倉の特徴と
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類似する点が多い。このことは、田租が国家財政としてはあまり大きな比重を持たなかったに
も関わらず、中央政府が正倉に強い関心を示し、また国司がその造営に積極的に関わっていた
と指摘されるように（註 23）、正倉経営ならびに造営に際しては、ある程度国家による関与があっ
たものと考えられる。一方、正倉配置や個々の事象については、全国の郡家正倉において同様
のスタイルを持つものは認められず極めて多様な様相を示しているが、この各郡家正倉の多様
性については、正倉の造営・管理にはおいて地域差が存在していたことを示しており、その背
景には、家正倉における租税収納物の徴収状況、管理状況などの実務が、各郡間における事情
により多様であったのであろう。

註 １　国下多美樹 1992「基礎構造から見た古代都城の礎石建物」『長岡京古文化論叢』Ⅱ　
　 　　 国下多美樹氏は都城建物に採用される基礎工法は当時の造営集団が建物の立地条件や構造に応じて選択されてい

ると推定されること、都城の礎石建物では基礎構造が造営集団の技術系譜や個性を反映したものと理解されるこ
とを指摘している。

　 　　原町市教育委員会 2004『原町市内遺跡発掘調査報告書』８　
　 　　奈良文化財研究所 2003『古代の官衙遺跡　Ⅰ遺構編』
註 ２　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註 ３　前掲２
註 ４　いわき市教育委員会 2000『根岸遺跡』
註 ５　 宮城県教育委員会 1967『新産業都市指定地区埋蔵文化財緊急発掘調査等調査報告書』宮城県文化財調査報告書

第 13 集　宮城県教育委員会 1987 ～ 1989『亘理町三十三間堂遺跡ほか』宮城県文化財調査報告書 124・127・131
註 ６　福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』福島県文化財調査報告書第 153 集
註 ７　奈良大学考古学研究室 1977『吉田南遺跡　現地説明会パンフレット（第１次～第 3 次）』
註 ８　荒木　隆 2000『郡家の構造を中心として』第 26 回古代城柵官衙遺跡検討会資料　
　 　　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註 ９　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙

と交通』古代交通研究会
註 10　山中敏史 2004「Ⅶ－ 1　郡衙の諸施設」『古代の官衙遺跡　Ⅱ遺物・遺跡編』奈良文化財研究所
註 11　荒木志伸 1999「豊島郡衙正倉の推定防火施設について」『文化財研究紀要』第 12 集　東京都北区教育委員会
　　　東京都北区教育委員会 1988『御殿前遺跡（本文編）』北区埋蔵文化財調査報告第 4 集　
　　　東京都北区教育委員会 1994『御殿前遺跡Ⅳ　大蔵省印刷局滝野川工場地区』北句埋蔵文化財調査報告書第 13 集
　　　東京都北区教育委員会 2000『御殿前遺跡Ⅵ』北区埋蔵文化財調査報告第 27 集　
註 12　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註 12　前掲９
註 13　前掲 12
註 14　和名類聚抄には行方郡「真野」「真（ ）」「吉名」「多珂」「子鶴」「大江」の６郷が記されている。
註 15　 平川　南氏・三上喜孝氏・馬場　基氏からご教示をいただいた。藤木　海 2005「福島・泉廃寺跡（陸奥国行方郡衙）」

『木簡研究』第 27 号　原町市教育委員会『原町市内遺跡発掘調査報告書』９
註 16　前掲 12
註 17　前沢和之 1978「「上野国交替実録帳」郡衙項についての覚書」『群馬県史研究』７号
註 18　 正倉院Ⅱ期は南北に直列配置をとる２区画の存在が認められているが（第 1 区画北・第 1 区画南）、このうち明

らかに正倉建物と考えられる建物は第 1 区画南でしか確認されておらず、第 1 区画北には当該期の建物は見られ
ない。従って、正倉院Ⅱ期には第 1 区画南が明確な正倉域として機能しており、第 1 区画北はこれに付属的な敷
地であったと想定している。

註 19　 正倉院Ⅰ期の南部に建設された総柱式掘立柱建物は（SB0201）は、北辺に建設された２棟の総柱式掘立柱建物
が東西棟であるのに対して、東西棟の建物方位を持っており、また建物主軸方位も北辺建物とは厳密に一致する
状況にはない。しかし、建物主軸方位を大きく東に傾けるという特徴や SB0201 の西側柱列の位置が SB1402 の
西側柱列の位置と一致することなどの関係から、同時性が高いと判断した。

註 20　 正倉院Ⅱ期に位置付けられた建物が確認された調査区は、正倉敷地の南部中央付近にあるが、調査は正倉院Ⅱ期
ないしはⅢ期の区画施設の４辺部分までは行われていないため、その部分の建物の有無は不明である。

註 21　 正倉院Ⅱ期ならびにⅢ期に位置付けられた正倉建物は第 18 次調査区の調査で確認されたが、この調査区は当該
期の正倉院南部の中央付近に位置しているため、一般的な正倉院に見られるような北・南・西・東に並ぶ正倉建
物は未確認な状態にある。従って、現段階では正倉院の具体的な様相については、今後の調査の進展をもって改
めて論ずる必要がある。

註 22　前掲 11
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　第２項　郡庁院の様相（寺家前地区）

　郡庁院として取り扱う遺構群
は、寺家前地区に造営された建物
群を指す。
　これらの建物の構造ならびに変
遷については、第Ⅵ章第 2 節で詳
述しているため、ここでは再確認
の意味を含めて、郡庁院の様相を
概述しておこう。
　郡庁院が造営された寺家前地区
は、泉廃寺跡全体の中でも最も遺
構の重複が激しく、継続的に建物
が造営された地区であることが判
明している。
　これらの建物は、建物の重複関
係や建物主軸方位、正殿の建て替
えなどの状況から、大別 3 時期に
区分されることが判明している。
　以下、古い時期から郡庁院Ⅰ期～Ⅲ期と区分し、その概要について記述しておく。

郡庁院Ⅰ期の様相　郡庁院Ⅰ期は、寺家
前地区 A 期として位置付けられた建物
群をもって院が成立する時期である。区
画の中央やや北寄りには正殿となる東西
棟の建物 1 棟を置き、この正殿の 4 方向
には側柱式掘立柱建物 4 棟を配置してい
る。
　この東西、南北に配置された建物はい
ずれも掘立柱塀により連結された構造を
持っており、掘立柱建物と掘立柱塀によ
り正殿を囲繞する構造であったことが明
らかとなっている。
　これらの掘立柱建物と掘立柱塀により
形成された区画施設は、東西 42.9 ｍ×南
北 49.8 ｍの南北に長い区画をもち、一

0 (S=1/800) 20m

Fig.277　郡庁院の遺構配置

0 (S=1/1000) 20m
Fig.278　郡庁院Ⅰ期の建物
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般的な郡庁院としての規模を保持している。この時期の区画施設の主軸方位は N16°E を指すこ
と特徴としている。
　なお、正殿の北側と南側の建設された 2 棟の建物、つまり前殿と後殿建物は桁行 7 間×梁行
2 間の建物が採用されていることから、この建物の中央間が通路として機能していた可能性が
高く、門としての機能を兼ねた構造であったと思われる。

郡庁院Ⅱ期の様相　郡庁院Ⅱ期とする時期は、
郡庁院Ⅰ期で成立した基本的な建物配置なら
びに構造を踏襲しながらも、建物方位を真北
に変更して成立する時期である。
　区画の中央やや北側には、正殿となる東西
棟の側柱式掘立柱建物を配置し、この建物を
囲うように 4 棟の側柱式掘立柱建物が配置さ
れる。更に、この 4 棟の建物は掘立柱塀で連
結されている点は郡庁院Ⅰ期の構造と同様で
ある。
　院の中央やや北寄りに建設された正殿は、
前段階の正殿と比べた場合、建物の四辺に廂
を付設した四面廂付建物に変更がなされてお
り、建物格式が向上している。これに加えて、
正殿の前面から西側にかけた範囲には石敷の
広場が形成されており、郡庁院全体の格式自体も向上している点には注意が必要である。

郡庁院Ⅲ期の様相　郡庁院Ⅱ期からⅢ期への変遷は、前段階の変遷と比しても更に大きな改変が
行われる時期である。すなわち、郡庁院Ⅰ期・Ⅱ期を通じて大きな変更がなされなかった郡庁
院規模を、東西54.9ｍ×68.1ｍに拡張しているのである。更にその区画内部に建設される建物も、
配置や規模・構造の面で大きな変化が見られる。つまり、正殿は東西 5 間×南北 3 間という大
型の建物規模に変更され、柱の沈下を防ぐために筏状に並べた木材を礎板のように用いた特殊
な工法が採用されている。
　正殿の北側には、長舎構造の後殿１棟を配置し、その西側に脇殿を配置している。西脇殿は、
段階的な建て替えが進行しており、最終的には 2 回の建て替えが認められている。正殿の南側
には、郡庁院Ⅲ期の正門となる門が構えられるが、この門は八脚門となっている。

郡庁院の特徴　全国にある郡家遺跡で確認された郡庁遺構には、各郡で共通する建物配置や建物
構成が見られる例はなく、各郡で多様な形態を示していることが明らかとなっている（註１）。山
中氏は郡庁遺構のもつ特徴を８項目で指摘しているので、次に一般的に郡庁院の特徴が、行方

0 (S=1/1000) 20m
Fig.279　郡庁院Ⅱ期の建物
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郡家郡庁の各期の中でどのように捉えられるのかについて検討しよう。
　郡庁院のもつ特徴の第 1 の項目は、郡庁建物は建物数棟で構成されることである。上野国交
替実録帳をみても各郡の郡庁には複数建物が記載されており、郡庁院はこれらの複数の建物で
構成されていたことが判明している（註２）。行方郡家郡庁は大別３時期の変遷を辿るが、各時期
を通じて複数の建物で構成されていることで共通している。郡庁院Ⅰ・Ⅱ期では、正殿と前殿・
後殿・東西脇殿の 5 棟で構成され、前後殿と東西脇殿は掘立柱塀により連結されていた構造を
とる。郡庁院Ⅲ期も区画の中央やや奥に東西棟の正殿を配置し、その北側に後殿、西側に脇殿

0 (S=1/1000) 20m
Fig.280　郡庁院Ⅲ期の建物 期

期期
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を備えた構造が採用されている。
　第 2 点目は、郡庁の建物群は郡衙の官舎群の中で大型の部類に属することである。行方郡家
郡庁の建物の場合も、他の官舎の建物と比した場合、大型の建物で構成されていることが分かる。
すなわち、郡庁院Ⅰ期には正殿・前殿・後殿・東西脇殿の合計 5 棟で構成され、規模が確定も
しくは推定できる建物の敷地面積は前殿 76.8㎡・後殿 74.88㎡・東西脇殿各 86.58㎡となり、そ
の平均敷地面積は 73.71㎡となる。同様に郡庁院Ⅱ期は正殿 51.84㎡・前殿 79.38㎡・後殿 79.38
㎡・東西脇殿各 45.36㎡となり、その平均敷地面積は 60.26㎡、郡庁院Ⅲ期には正殿 175.5㎡・後
殿 181.2㎡・西脇殿 49.73㎡・60.48㎡・131.22㎡、東脇殿 42.12㎡・南門 30.24㎡となり、その平均
敷地面積は 95.78㎡となっている。これに対して隣接する正倉院で建物規模が明らかな正倉建物
は 9 棟あり、その平均規模は 78.85㎡を計測し、同様に西方官衙・舘院では 22 棟が確認されそ
の平均規模は 22.34㎡、南方官衙・運河施設では 15 棟の掘立柱建物を確認し、その平均規模は
59.75㎡となる。
　このように、行方郡家郡庁建物は他の官舎と比べた場合、相対的に大型の建物で構成されて
いたことが判明する。これに加えて、郡庁建物には一定の高い格式が求められている例が指摘
されているが、本郡庁院の場合も郡庁院Ⅱ期の正殿には四面廂付建物が採用されていることか
ら、郡庁建物には、一定の格式が求められていたという指摘とも一致する状況にある。
　第 3 点は、郡家正殿は交通路や地形による制約を受けた場合を除いて、東西棟で南面するの
を基本とすることである。行方郡家郡庁の正殿もまた、各期を通じて前殿もしくは南門に対置
する東西棟の建物が採用されていることから、南方を意識した建物配置を採用しており、上記
の指摘と矛盾しない。
　次は、正殿の前面（前殿がある場合には前殿の前面）には、建物の存在しない広場、前庭が
設けられていることである。常陸国風土記では「廳庭」と記載されたものも、これにあたる。
　本遺跡の場合も、郡庁院Ⅰ期とⅡ期の南門を兼ねた前殿と、正殿の前面に広い空間が確保さ
れており、前庭に相当する広場を設けている。このうち郡庁院Ⅱ期段階の前庭は、石敷をもっ
て整備が行われており、同時期の正殿とあわせて前庭の格式も向上している。すなわち、郡庁
正殿と前庭には不可分な関係があったと見られる。
　第 5 点としては、郡庁は必ずしも周囲を区画する塀や溝などを備えるわけではないが、建物
を連ねるように並べるなどして、他の官舎から区別される郡庁院ないしは郡庁域を形成してい
ることである。本遺跡の郡庁も、郡庁院Ⅰ・Ⅱ期には正殿を中心とした４方に長舎構造の建物
を配置し、これらの建物を掘立柱塀で連結することで、他の官舎群との明確な区別を図っている。
郡庁院Ⅲ期には、郡庁院Ⅱ期において前・後・東・西側の各建物を掘立柱塀で連結するという
構造は変更されるが、郡庁全体を囲繞する掘立柱塀による区画は継続して存在している。
　第 6 点目は、他と明確に区別される郡庁院の規模が判明している例では、正方形ないしは正
方形に近い長方形をとり、その規模は半町程というように近似した傾向を示している。本遺跡
の郡庁の平面形は、指摘されるように南北に長い長方形を示し、郡庁院Ⅰ期では東西 43.0 ｍ×
南北 49.8 ｍ、郡庁院Ⅱ期では東西 44.2 ｍ×南北 50.9 ｍ、郡庁院Ⅲ期にはやや規模が大きくなり、
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東西 44.2 ｍ×南北 52.7 ｍという規模を保持している。これらの計測値を見ると、郡庁院各期を
通じて、ほぼ半町を基準とした郡庁規模を確保していたと見られる。
　第７点目は、郡庁院一般的に非瓦葺建物であることである。行方郡家郡庁の調査では、郡庁
敷地においては瓦の出土は認められていないことから、行方郡家の郡庁建物としては非瓦葺建
物が採用されていたと考えて良い。
　最後の第 8 点目は郡庁院を構成する建物は掘立柱建物であるという傾向である。本遺跡にお
ける郡庁建物は、各期を通じて一貫して掘立柱建物が採用されており、上記の指摘と整合して
いる。
郡庁院の類型と変遷　以上のように、行方郡家郡庁は、全国の郡家郡庁の調査から導き出される
郡庁遺構の特徴を、良く備えた形で造営されていることを再確認した。全国の郡家郡庁遺構は、
先述したような特徴が見られる一方で、各郡の郡庁ごとに多様な構造を示し、山中氏はに各郡
の郡庁を、その建物配置等の特徴から合計Ⅶ類に分類している（註３）。
　これらの各類型の詳述は避けるが、行方郡家郡庁院Ⅰ期は長舎構造の建物をロの字型に配置
し、左右対称形を意識した構造を採用している。山中氏の分類の第Ⅰ類（ロの字型）に含まれ、
更にその細分類型である「ロの字型長舎連結型」に相当することになる。岡遺跡Ⅲ－１期（註４）・
嶋戸東遺跡前期建物（註５）などもこの類型に含まれる。郡庁院Ⅱ期も基本的には郡庁院Ⅰ期と
同じ構造を持つ。郡庁院Ⅲ期は正殿の北側に後殿を構え、東側の脇殿を欠く構造となっている。
この構造は、コの字型配置を基本としながらも、片方の脇殿を省略した左右非対称形とされる
Ⅴ類（コの字省略変形型）に相当する。名生舘官衙遺跡城内地区建物（註６）や大ノ瀬官衙遺跡（註

７）などがこの例に含まれる。このような変遷のなかで、長舎ないし長舎に準じた構造の脇殿を
伴う郡庁は、相対的に長舎構造の脇殿を伴わない郡庁に比べて古い時期の郡庁に多く認められ
るという指摘のとおり（註８）、行方郡家の郡庁院もまた、長舎を連結させた構造から長舎構造の
脇殿が省略された構造に変遷している。
　このような郡庁院の変遷過程のなかで注意をしておきたいのが、郡庁院Ⅱ期に後半に成立す
る官衙施設である。これは寺家前地区の時期区分で寺家前地区 Bb 期とされたものである。こ
の段階は四面廂をもつ正殿が造営されていることから、大別した郡庁院Ⅱ期になかで捉えられ
ているが、前段階まで四辺に設けられていた前殿・後殿・東西脇殿を欠いている。
　このような特徴は、郡庁院類型ではⅦ類に該当するもので、相対的には新しい段階の郡庁院
に見られる特徴である（註９）。類例としては東山官衙遺跡Ⅴ期（註 10）や三十三間堂遺跡Ⅴ期（註

11）がある。郡庁脇殿の消失は、脇殿などで執り行われた実務の一定部分が、分化独立した曹司
や郡庁の外側で行われるようになった可能性や、大型の正殿や前庭をより重要視した郡庁儀式
の構造的な変化が反映された可能性が指摘されている（註 12）。
　この指摘に基づけば、郡庁院Ⅱ期後半の正殿は、前段階の正殿との規模に大きな隔たりは認
められないことから、大型正殿が重要視された儀式の転換が図られたとは考えられず、むしろ
郡庁脇殿で執り行われるはずの実務が、郡庁以外の場所で担う必要性があったのであろう。こ
の事情の具体的な内容についてはなお検討が必要であるが、次項で後述する北方官衙Ⅰ期は、
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郡庁院Ⅱ期の造営と一体で成立した官衙施設と見られることから、北方官衙Ⅰ期の成立の背景
には、このような郡庁院における実務の変化が関係しているのかもしれない。

註 １　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註 ２　 上野国交替実録帳に記載された郡庁には３棟～４棟の建物が記載されている。福山敏男 1967「地方の官衙」『日

本の考古学Ⅶ　歴史時代下』河出書房
註 ３　山中敏史 2004「Ⅶ－Ⅲ　郡庁」『古代の官衙遺跡　Ⅱ遺物・遺構編』奈良文化財研究所
註 ４　栗東町教育委員会 1990『岡遺跡発掘調査報告書 1 次・２次・3 次』
註 ５　 千葉県教育委員会 1999『成東町嶋戸東遺跡第 2 次発掘調査報告書　平成 10 年度』　千葉県教育委員会 2000『成

東町嶋戸東遺跡第 3 次発掘調査報告書　平成 11 年度』千葉県教育委員会 2001『成東町・山武町嶋戸東遺跡第 4
次調査報告書　平成 12 年度』　千葉県文化財センター 2002『成東町・山武町嶋戸東遺跡第 5 次調査報告書』

註 ６　多賀城跡研究所 1981『名生舘遺跡Ⅰ　－玉造柵跡推定値－』多賀城関連遺跡発掘調査報告書第６冊
註 ７　 新吉富村教育委員会 1997『大野瀬官衙遺跡』新吉富村文化財調査報告書第 10 集　新吉富村教育委員会 2000『史

跡大野瀬官衙遺跡保存整備基本計画』
註 ８　前掲１・２
註 ９　前掲２
註 10　 多賀城跡調査研究所 1989『東山遺跡Ⅲ－加美郡衙推定地－』多賀城関連遺跡発掘調査報告書第 14 冊　多賀城跡

調査研究所 1993『東山遺跡Ⅶ－加美郡衙推定地－』多賀城関連遺跡発掘調査報告書第 18 冊
註 11　 宮城県教育委員会 1967『新産業都市指定地区埋蔵文化財緊急発掘調査等調査報告書』宮城県文化財調査報告書

第 13 集　宮城県教育委員会 1987 ～ 1989『亘理町三十三間堂遺跡ほか』宮城県文化財調査報告書 124・127・131
註 12　前掲１

　第３項　北方官衙の様相

　北方官衙として捉える官衙施設は、郡庁院
の北西部分に継続的に建設された建物群であ
る。この北方官衙を構成する建物が担った性
格や機能については、なお議論の余地がある
ものの、建物の造営に際しては郡庁建物との
相関関係が認められていることから、この地
区を郡庁院の実務を担当した一画と想定し、
これらを便宜的に北方官衙と呼称することで
他の官衙施設と区別して捉えた。
　北方官衙を構成するのは、寺家前北方地区
北方地区 B 期・C 期とされた建物主軸の異な
る 2 時期の建物群である。先行する寺家前北
方地区 B 期を北方官衙Ⅰ期、後出する寺家前北方地区 B 期を北方官衙Ⅱ期と呼ぶ。

北方官衙Ⅰ期　郡庁院Ⅱ期の建物との配置に相関関係が見られる寺家前北方地区 B 期を指す。こ
の時期の建物は、南北棟の建物 2 棟を並列に配置させることで、官衙施設を構成している。最
も西側にある SB1401 の両妻中心の柱位置を郡庁院Ⅱ期の西側掘立柱列に合わせ、更に SB1404
の西側柱列の位置を郡庁院Ⅱ期の後殿 SB1405 の西妻と同じ位置に求めているという関係が認

第３項　北方官衙の様相
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められることから、郡庁院Ⅱ期と一連の造営計画で建
設されたと考えられる。

北方官衙Ⅱ期　北方官衙Ⅱ期には寺家前北方地区 C 期を
指す。この時期の建物は建物主軸方位を東西に変更し、
ほぼ同じ敷地の中で継続的に建物造営を繰り返してい
る。しかし、この建物は他の建物との明確な相関関係
が乏しく、その性格・機能については明確ではない。

北方官衙の性格　先述したように、先行する北方官衙Ⅰ
期は郡庁院Ⅱ期の造営と一体の計画のもとで建設が行
われたと考えた。更に、前項では北方官衙Ⅰ期の成立
には、郡庁院Ⅱ期の主要官衙が改築される時期にあた
る寺家前地区 Bb 期の造営で成立した可能性を指摘し
た。
　つまり、北方官衙が機能を開始する時期の郡庁院に
は寺家前地区 Bb 期が該当し、この時期の郡庁は正殿と
区画施設だけが建設されるという状況にあることから、
この時期の郡庁院では建設された正殿だけでは郡庁実
務が機能しなかったという状況が想定され、北方官衙
Ⅰ期の官舎には郡庁実務を担うような機能が与えられていた可能性が高い。
　北方官衙Ⅰ期に後出する北方官衙Ⅱ期は、遺構の重複関係の検討から郡庁院Ⅲ期の造営と同
じ時期に建設されたと考えて間違いない。北方官衙と平行する時期の郡庁院Ⅲ期を構成する建
物は、従来までの長舎構造の建物構造を放棄し、独立した西脇殿と後殿を採用している。これ
らの建物は郡庁院Ⅰ期～Ⅱ期の前後殿や東西脇殿の建物規模と比すると縮小されており、また、
正殿以外の建物が 4 棟から 2 ～ 3 棟に削減されている。このような状態を見ると、郡庁院Ⅲ期
に伴う建物だけでは郡庁が機能し得なかった可能性があり、これを補完するために北方官衙Ⅱ
期を造営したものと理解したい。
　特に、北方官衙Ⅱ期とした側柱式掘立柱建物は段階的に 3 時期の変遷を辿ることが判明して
おり、郡庁院Ⅲ期における小区分と同じ回数だけ改変が行われていることも、郡庁院Ⅲ期と北
方官衙Ⅱ期の関係を示しているものと評価したい。
　このように見た場合、北方官衙Ⅱ期の造営も郡庁院の造営に関連して変遷をしていると見る
ことが可能となり、北方官衙はⅠ期・Ⅱ期の両時期を通じて、郡庁院との強い関連性をもって
機能したと考えられる。つまり、北方官衙は郡庁機能や、実務の変化に合わせて造営が行われ
た一画であり、郡庁院が担った実務の一部を執行した官舎群との評価を与えることとする。

Fig.282　北方官衙の変遷
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　第４項　南方官衙と運河施設の様相

　南方官衙ならびに運河施設と呼ぶ官衙施設は、正倉院と郡庁院に南面する町地区で確認され
た建物群を示す。
　このうち南方官衙は、運河状の溝の成立以前に建設された掘立柱建物で構成される官衙施設
であり、この時期の建物には建物主軸方位を東に傾けた町地区 A 期１群と、建物主軸方位を西
に傾けた町地区 A 期 2 群の 2 者が存在することを指摘した。この 2 者については、直接の重複
関係が認められていないため、先後関係を示すことはできていないが、町地区 A 期 1 群は郡庁
院Ⅰ期もしくは正倉院Ⅰ期に準じた建物主軸方位をとることから、町地区 A 期 2 群に先行する
時期として、南方官衙Ⅰ期と位置付けておく。町地区 A 期 2 群の時期的な位置付けは困難であ
るが、後述する運河溝に切られるという状況から、下限を運河溝掘削以前に求め、上限を町地
区 A 期 1 群までと考えている。ここでは、南方官衙Ⅱ期として、先行する南方官衙Ⅰ期と区分
を図る。
　運河施設は、南方官衙Ⅱ期に後出することが明らかな遺構群であり、この地区では最も新し
い時期に造営が行われた遺構群である。町地区 B 期が該当する。

南方官衙Ⅰ期　この時期の様相には不明な点が多いが、建物主軸を東に約 12°振る建物が所々に
建設される。互いの配置の面で明確な相関関係を保持しているものは少なく、唯一 SB0301 の
東妻の位置から SA0301 が北に向かって延びている状況が把握されているに過ぎない。
　重複関係ではこれらの建物に切られるものはなく、相対的には古い時期に位置付けられるこ
とは間違いないが、これらの建物の機能・性格は分からない。

0 (S=1/2500) 100m
Fig.283　南方官衙の運河施設
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0 (S=1/2500) 100m
Fig.284　南方官衙Ⅰ期

南方官衙Ⅱ期　この時期の建物は、建物主軸方位を西に傾けた町地区 A 期 2 群をもって設定す
る造営時期である。南方官衙Ⅰ期と同様に、明確な計画的をもった建物造営は認められず、そ
の詳細は不明である。重複関係では、後出する運河施設、もしくは運河溝の掘削を契機として
建設される建物よりも古いことが確認されていることから、運河施設以前に位置付けられるが、
その上限については確定できず、加えてこの時期の建物群の性格についても不明である。
運河施設　運河施設とする時期は、町地区において明確な官衙施設の造営が開始される町地区 B
期を指す。南方官衙Ⅱ期以降に開始される運河溝の掘削と、その東西の広場に計画的な建物造
営が行われる。運河溝は旧河川の方向から正倉院に向かって開削され、その西岸に中心殿舎と
なる大型の側柱式掘立柱建物 SB0723 を建設する。その他の建物は、SB0723 を基点に合計 8 棟
の南北棟の建物が計画的に配置される。その中には倉庫建物 1 棟を含んでいる。

0 (S=1/2500) 100m
Fig.285　南方官衙Ⅱ期
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0 (S=1/2500) 100m
Fig.286　運河施設

南方官衙の機能　南方官衙とした建物は、建物主軸を東に傾けたⅠ期と、西に傾けたⅡ期の 2
時期区分をした。このうち南方官衙Ⅰ期としたものは、郡庁院Ⅰ期や正倉院Ⅰ期に近い建物主
軸を持っていることから、これらの時期に造営が行われた官舎として考えたが、明確な計画性
が見られないことから、その性格については保留しておきたい。この中で、最も東側にある
SB0301 と SA0301 は、互いの相関関係が強い施設である。この遺構の状況を見ると、この付近
に郡庁院とは異なる区画施設を伴う官舎が存在していると見ることも可能であり、今後の調査
には注意を払っておきたい。
　南方官衙Ⅱ期としたものは、建物を分散して建設しており、明確な機能設定ができない状況
にある。郡庁院・正倉院ともに類似する建物は認められず、その性格は分からない。

運河施設　運河施設として設定したのは町地区 B 期とした遺構群である。これらの遺構群は旧
河川方向から正倉院に向かって開削された大溝と、その両岸に掘立柱建物で明確な官舎群を形
成している。大溝から出土したクリ材は、郡家建物の柱材と一致するという共通点から、物資
運搬ならびに木材貯蓄等の機能を有した「運河」として評価した。
　運河施設が確認されている関和久遺跡の例を見ると、関和久遺跡の運河溝は主要河川もしく
はその支流を郡家正倉北辺溝として正倉内に呼び込んでおり（註１）、正倉と運河の関係が明らか
とされている。つまり、運河と正倉の間には密接な関係があったと考えられ、郡内各地から郡
家に集められる租税類の一部は、このような水上交通を介在して郡家に運搬されていた可能性
が高いであろう。
　水上交通と官衙の関係を示す例としては、延喜式のなかに諸国から寄せられた物資が、都の
郊外にあった大津・宇治津・大井津・与等津などで陸揚げされて、車などを用いて都に運搬さ
れたことが記載されている（註２）。これらの諸例に加えて、陸奥国石城郡内にある荒田目条里遺
跡からは、石城郡司が配下の立屋津長に対して、客料のために人を召喚することを命じた郡符
木簡が出土しており、郡家と水上交通に関連した施設の関係を示唆する資料として興味深い（註

３）。このような例を見ると、郡家経営に際しては津と呼ばれる施設がもつ水上機能は不可欠で
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あり、これらの水上交通と郡家を結ぶ目的で運河が設けられた可能性は高いと見られる。
　この運河遺構の両岸には、多数の掘立柱建物が建設されている。これらの建物には高い計画
性が認められており、これらの建物を持って院を構成していたと考えても問題はないであろう。
ただし、溝を境に西側の建物群と東側の建物群には、異なった特徴が見られる。それは、大溝
の西側に建設された建物群は、中心建物となる大型建物に規定された高度な造営計画がうかが
えるのに対して、大溝の東側に造営された建物には、それぞれの建物間に見られる相関関係が
乏しく、建物も東西棟や南北棟が混在する状況にあることである。
　このように見た場合、本地区の建物の主体となるのは西側に建設された官舎群であって、東
側の建物は西側建物を補完するような機能が与えられていた可能性が想定される。
　西方に造営された官舎の特徴は、並列・直列配置をとることにある。このような建物配置を
とる例としては、吉野ヶ里遺跡志波屋三之坪遺跡乙地区（註４）や関和久遺跡仲宿古寺地区（註５）・
御子ヶ谷遺跡（註６）・那須官衙遺跡（註７）などがある。志波屋三ノ坪遺跡乙地区や那須官衙例
は、規則的に直列配置と並列配置をとる建物で構成されており、本遺跡の西方官舎の様相と類
似する官舎とみられる。関和久遺跡仲宿古寺地区・那須官衙遺跡例などは、「館」としての機能
が想定されており（註８）、行方郡家の運河施設を構成する建物群のうち、西側の建物は「館」と
見られる特徴を含んでいることになる。ただし、吉田南遺跡（註９）や御子ヶ谷遺跡などの館は、
床束や間仕切りを伴う主屋や廂付建物が認められ、更に塀による区画施設や井戸を伴う厨家と
見られる一角が接して造営されていることから（註 10）、行方郡家運河施設にある西側官舎群は、
明確な館として機能したと考えるよりも、運河を介在して郡家に集まる人々の宿泊施設として
の機能を含む施設であったと考えておきたい（註 11）。つまり、本地区は運河溝を用いた物資搬入・
集積等の機能を主としながらも、宿泊機能を備えたような施設として位置付けておきたい。

註 １　 福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』　荒木　隆「郡家の構造を中心として」『第 26 回古代城柵官衙遺跡検討会
資料』

註 ２　 文献資料に見られる水上交通を示す例としては、『延喜式』主計上「諸国調庸中男作物」条に「越中国　行程上
十七日　下九日　海路廿七日」とあり。越中国から都までの税物輸送について陸路と海路の二つの行程が規定さ
れていたことや、延喜式兵部省「諸国駅伝馬」条には駅馬や伝馬とともに船が交通手段の一翼をのなっていたこと、
民部下には「凡山陽　南海道　西海道等府国　新任官人赴任者　皆取海路」と記されている。　根津明義 2005

「古代における物資輸送の一形態－主に内陸における船着場遺構への認識をめぐって－」『古代の地域社会と交流』
岩田書院

註 ３　いわき市教育委員会 2001『荒田目条理遺跡』
註 ４　佐賀県教育委員会 1992『吉野ヶ里－神崎工業団地計画に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書－』
註 ５　福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』
註 ６　 藤枝市教育委員会 1981『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財調査報告Ⅲ　奈良・平安時代編　志太郡衙跡（御子ヶ

谷遺跡・秋合遺跡）』
註 ７　 （財）栃木県文化振興事業団 1994『那須官衙関連遺跡Ⅰ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 141 集　（財）栃木県文

化振興事業団 2000『那須官衙関連遺跡Ⅱ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 235 集　（財）とちぎ生涯学習文化財団
埋蔵文化財センター 2001『那須官衙関連遺跡Ⅶ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 249 集

註 ８　山中敏史 2004「Ⅶ－ 8　舘・厨家」『古代の官衙遺跡　Ⅱ遺物・遺構編』奈良文化財研究所
註 ９　奈良大学考古学研究室 1977『吉田南遺跡　現地説明会パンフレット』
註 10　前掲８
註 11　 泉廃寺跡にかかる交通関連施設について検討した藤木氏は、古代の津が物資の搬入や集積に用いられていたこと

や、部内巡行国司等が津に宿泊していたことがあったことを指摘し、本地区の西方建物群には水上交通を利用し
た国司や行使官人の往来に対する宿泊機能を与えている。藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連
施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙と交通』古代交通研究会
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　第５項　舘院と西方官衙の様相

　官衙の西端には、竪穴遺構・竪穴住居と掘立柱建物を主体とするブロックが段階的に造営さ
れる。これらの建物は、その重複関係や建物配置の検討から、大別Ⅲ時期の変遷を辿ると想定
した。
　このうち、重複関係の整理で他の遺構を切ることのない遺構を一括して町池地区 A 期として
捉えた。町池地区 A 期として捉えられた遺構は、更に竪穴遺構を主体とする町池地区 A 期 1 群、
定型的な竪穴住居による町池地区A期2群、掘立柱建物による町池地区A期3・4群に区分された。

0 (S=1/900) 40m

Fig.287　西方官衙と館院の遺構配置
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　以下では、最も古い時期の町池地区 A 期１群を西方官衙Ⅰ期、8 世紀の竪穴住居が造営され
る時期を西方官衙Ⅱ期、そして下限が後に成立する舘院Ⅰ期に切られる町池地区Ａ期 3・4 群を
西方官衙Ⅰ・Ⅱ期併行期とする。加えて、町池地区で本格的な官衙の造営が始まる町池地区 B 期、
その施設が改修される町池地区 C 期をそれぞれ、舘院Ⅰ期・舘院Ⅱ期として位置付けをする。

西方官衙Ⅰ期　町池地区 A 期１群は、明確な官衙施設としての位置付けが困難な遺構群である。
定型的な竪穴住居としての構造をもたず、7 世紀後半段階の須恵器を伴う。官衙全体では相対
的に早い時期に造営された遺構であることは間違いない。

西方官衙Ⅱ期　西方官衙Ⅰ期に後出する遺構群が、丘陵裾部に建設された竪穴住居群を指す町池
地区 A 期 2 群である。この時期に造営された竪穴住居はカマドや主柱穴を伴う典型的な住居形
態を示し、西方官衙Ⅰ期とした遺構群とは異なる特徴を持つ。住居は 8 世紀前半段階の遺物を
伴うことから、西方官衙Ⅰ期に後出する時期と見て差し支えない。従って、ここでは便宜的に
西方官衙Ⅱ期として西方官
衙Ⅰ期との時間差を示して
おきたい。

西方官衙Ⅰ・Ⅱ期併行期　町
池地区 A 期の遺構のなかで、
その位置付けが困難な遺構
群には町地区 A 期３群・4
群とした掘立柱建物がある。
これらの建物は、後出する
と考えられる溝跡との重複
が確認されており、その下
限は後述する館院Ⅰ期まで
とされるが、上限を決定す
る知見は得られていない。
つまり、その造営時期は西
方官衙Ⅰ期から、後出する
館院Ⅰ期までとの時間幅の
なかで捉えざるを得ず、町
池地区 A 期 3・4 群は、西方
官衙Ⅰ期まで遡る可能性も
十分に想定される。従って、
先に述べた西方官衙Ⅰ期・

0 (S=1/1000) 40m

Fig.288　西方官衙Ⅰ期・Ⅱ期の建物
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Ⅱ期と区別して示しておきたい。

舘院Ⅰ期　西方官衙Ⅱ期に後出する建物群は、八脚門を備えた区画施設と、その内部に造営さ
れた側柱式の掘立柱建物で構成される町池地区 B 期が該当する。
　院の南側と東側の一部を掘立柱塀により区画し、南辺に八脚門を構えることで建物の囲繞を
完成するが、区画施設の西側と北側、そして東側の北半分には掘立柱塀を廻さず、開放的な空
閑を構成する。本地区に造営された建物群は、南方からの視覚を強く意識した建物配置をとっ
ている。

0 (S=1/1000) 40m
Fig.289　館院Ⅰ期の建物
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　区画内部の構造を見ると、区画西側には南北棟の建物 4 棟を直列配置し、区画の北側には東
西棟の建物を配置することで、全体的にはＬ字型の施設構造を作り上げている。ただし、これ
らの建物間には一定の相関関係は認められるものの、郡庁院や正倉院よりはその建物の継続性
が希薄であることが特徴である。区画の中心となる建物には、床束をもった床張りの掘立柱建
物が建設されている。また、掘立柱建物に加えて竪穴住居を造営している可能性があり、宿泊
や給食に関わる機能が与えられた一画であったと見られる。
　これらの建物・区画施設の西側には、継続的に溝を掘削する部分がある。官衙西限としての
意識が強く働いていたとともに、ここに道路を開削していた可能性もあり、交通施設に併設さ
れた施設であったと推測される。

館院Ⅱ期　舘院Ⅰ期は小さな改修が行わ
れ、舘院Ⅱ期が造営される。これには町
池地区 C 期が該当する。八脚門と中心建
物、その東西後方の 2 棟を建て替えてお
り、この地区の機能はこの時期まで継続
されていた可能性が高い。この段階にも
交通施設は存続していた可能性もある。

西方官衙の性格　西方官衙とした一群は、
竪穴遺構もしくは竪穴住居跡により構成
される。郡家内や郡家周辺において竪穴
住居を主体とする施設には、徭丁の働く
工房・郡家造営工事に伴う飯場小屋、郡
家における労役に服する徭丁の宿舎など
が想定される（註１）。また、小郡遺跡の
ように軍団配備がなされた郡家の場合、
兵器庫・兵糧庫とともに、兵士らの兵舎
が設けられていた可能性も指摘されてい
る（註２）。
　西方官衙は竪穴遺構による西方官衙Ⅰ
期と、竪穴住居を指す西方官衙Ⅱ期に 2
区分した。いずれも、掘立柱建物を含ん
でいない。
　このうち西方官衙Ⅰ期の竪穴遺構は、
竪穴住居のようにカマドのような居住に
関連する施設が見られないことから、こ

0 (S=1/1000) 40m

Fig.290　館院Ⅱ期の建物
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の竪穴遺構に居住としての機能を求めることは難しい。つまり、郡家労役に服する徭丁の宿舎や、
兵舎等の性格を与えることはできず、兵器庫や兵糧庫・工房施設、もしくは郡家造営工事に伴
う飯場小屋の可能性が考えられる。ただし、兵器庫や工房施設としての機能を示唆するような
出土遺物は認められていないため、郡家造営にかかる飯場小屋と考えるのが妥当であると考え
ておきたい。
　ところで、西方官衙Ⅱ期の竪穴住居跡は、先述した西方官衙Ⅰ期の施設とは異なり、定型的
な居住形態を示す遺構である。しかも、住居からは８世紀前半の や杯などが出土しているこ
とから、居住もしくは宿泊としての機能を十分に果たしうる特徴を保持している。すなわち、
西方官衙Ⅱ期の性格としては、徭丁宿舎もしくは軍団兵士の兵舎等の性格を考えておく必要が
ある。
　時期的な位置付けができなかった掘立柱建物を、最終的には西方官衙Ⅰ・Ⅱ期併行期として
取り扱った。掘立柱建物で構成されるこの一群は、建物構造が後出する官衙施設と比して小型
な様相を示している。現在では、これらの遺構の性格・機能については不明とせざるを得ないが、
館院の造営に関連した施設や、舘院の前身施設の可能性も想定される。なお詳細な検討が必要
である。
館院の様相と意義　上野国交替実録帳に記載された上野国諸郡には、「郡庁」「正倉」「舘」「厨家」
などの諸施設が見られることから「舘」は、郡庁や正倉とは明確に区別される形で位置付けら
れていたことが判明する。その舘は「宿屋」「向屋」「副屋」「厨」「 」等と記載されるように
複数の建物で構成していたと考えられる（註３）。実録帳に見られる館の姿は、非常に画一性の高
い姿で記載されているにもかかわらず（註４）、実際の発掘調査を経て認識された舘には、各郡で
多様性が認められており、実録帳に見られるような画一的な様相は認められない。このような
状況が、郡家舘を認識することを困難としている。
　これまでの郡家遺跡の調査において、「舘」と考えうる遺構を検出した例としては、関和久遺
跡仲宿古寺地区（註５）・那須官衙遺跡（註６）・御子ヶ谷遺跡（註７）・吉田南遺跡（註８）・吉野ヶ里
遺跡志波屋三ノ坪乙地区（註９）などがある。
　行方郡家舘の様相を、これらの諸例と比較して検討してみよう。舘を構成する建物群は、溝
や塀による区画施設をもって周囲の施設と区別される特徴がある。その内部に建設された建物
は、間仕切りをもつものや、廂を持つものなどが認められることから、舘を構成する建物には
一定の格式が求められていた可能性が高い。このような高い格式が求められた建物は、吉田南
遺跡・那須官衙遺跡・御子ヶ谷遺跡などにあり、主要建物は掘立柱塀により囲繞される場合も
ある（註 10）。
　本遺跡の場合を見ると、院の南側と東側は掘立柱塀で区画し、西側を大溝で区画をしている
ことから、周囲の官舎群とは区別する造営意図が働いていることは間違いない。区画内部に建
設された建物には、廂付建物のような高い格式を備えた建物は認められないが、院の南門には
八脚門が採用されていることから、院全体には一定の格式が求められていた可能性は十分にあ
る。更に、八脚門に正対する位置にある建物には低床貼の建物が採用されており、これは宿泊
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機能を備えた建物であった可能性が高い。この建物の東側には、竪穴住居１軒が造営されてい
る。竪穴住居からは、土師器 や平瓦など 8 世紀前半の遺物が出土しており、饗給等の機能を
果していた可能性もある。このように、本地区に造営された官衙施設を、相対的に見た場合「館」
と認めうる条件を十分に保持していると考えられる。
　先にあげた舘と認定された官舎を伴う郡家遺跡の調査では、舘は井戸を伴う厨家とみられる
施設に隣接する場合が多い。吉野ヶ里遺跡志波屋三ノ坪乙地区・吉田南遺跡や御子ヶ谷遺跡の
例である。関和久遺跡の「水院」と墨書された土器も、舘が給食もしくは井戸等の水に関連し
た施設との密接な関係を示唆する例と指摘されている（註 11）。
　しかし、行方郡家舘からは、多量の土器が出土するにも関わらず、井戸や給食に係る明確な
施設を確認することができていない点は、先の諸例に見られる館の様相とは大きく異なる点で
ある。では、本地区の施設が館として位置付けることは無理があるのだろうか。この点について、
隣接する広畑遺跡の調査成果を加えて検討をしてみよう。
　広畑遺跡は、本遺跡の南側 300 ｍの地点に位置する 8 世紀から 9 世紀頃の遺跡である。これ
までに本格的な調査が進展していないため、遺跡の詳細な性格には不明な点が多いものの、第
2 次調査では 5 軒の竪穴住居などが確認され、第 3 次調査では、東西に並列配置をとる掘立柱
建物４棟と、それよりも新しい溝から多量の墨書土器が出土している（註 12）。これらの墨書土
器の中には、厨や寺のように郡家の施設を示すものが含まれており、行方郡家と関係をもつ可
能性は高いであろう。
　郡家厨家は、郡家全体の諸施設に関わる食事供給や、食膳に饗すべき食料品・食器の調達・
管理を掌る曹司とされる（註 13）。その遺構例としては神野向遺跡の郡庁院東方地区や、吉田
南遺跡の東北部建物群などがあり、これらの調査によれば、厨家は郡庁や館に比べて、相対的
に小型の掘立柱建物群で構成される傾向があり、神野向遺跡では竪穴住居構造の施設を伴う場
合があったと考えられている（註 14）。
　このような状況は、広畑遺跡にみられる様相と共通する点が多く、広畑遺跡が行方郡家にか
かる厨家機能を保持していた可能性は十分にある。この想定に従えば、行方郡家においては館
と見られる施設と厨家とみられる施設が南北に直列配置を取ることになり、行方郡家舘に接す
るような厨家が見られないと指摘した問題を解決することができる。
土壌硬化面と道路遺構　行方郡家の西側に設けられた西方官衙と館院の西側には、道路が開削さ
れていた可能性を指摘した。次にこの道路状遺構について考えてみよう。
　確認された遺構は、南北方向に延びる多数の溝と、その溝に接する平坦面上に見られた土壌
硬化面である。溝は幾重にも重複しており、掘り直しを受けていることから、ある程度の期間
継続して維持された溝であったと考えられる。また、この溝は本地区の西側区画を担っていた
と考えられることや、八脚門の位置が南北溝と東辺掘立柱の中心にあることなどの状況を見る
と、この地区の区画施設ならびに院の造営計画にはこの南北溝が組み込まれ、この位置がひと
つの基点になっていた可能性がある。　
　溝の西側に接する土壌硬化面は、地山に酸化したマンガンが沈着した状態にあり、その平坦
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面の一部は土坑状に窪み、その内部には硬く締まった砂質土が薄い層で堆積していた（註 15）。こ
れらの遺構の調査では、ロクロ成形段階の土師器が出土していないことから、この地区の官衙
施設の造営は 8 世紀前半に行われ、8 世紀後半段階にロクロ土師器が一般化するまでには、そ
の機能を停止していたものと考えられる。
　これらの溝と土壌硬化面は、北側丘陵の裾部から舘院南側までの約 125 ｍ分が確認されてい
る。藤木氏は付近の古い公図に見られる小字境の位置が、発掘調査で確認された溝に沿うよう
に延びている様子が認められることを指摘している。特に、丘陵に到達する部分の溝の形状が
くの字に屈曲する様子までもが小字境から読み取ることができることは、南北溝の位置と小字
境には何らかの相関関係が存在していたと想起している。また、この小字境が延びている距離
は南北約 400 ｍにも広がる状況にあることから、行方郡家西方にある官衙施設の範囲を遥かに
超えた範囲まで展開すること、加えて北側の低位丘陵に到達する部分では低位丘陵が谷状に途
切れる部分に向かって延び、この谷を抜けると当該期の鉄生産の拠点である金沢製鉄遺跡に向
かって延びるという状況がうかがえると述べている（註 16）。一方、この小字境と溝の関係を南側
に延長した先には行方郡家厨家と推定した広畑遺跡が位置するという条件の中にあるのである。
　このように、本地区で認められた溝と土壌硬化面は、同じ地点にある小字境との有機的な関
連の中に位置付けることが可能であり、それらが地区を縦断する形で道路状に延びていること
が再確認され、このような状況から本地区で確認した幾重にも重複して掘削された溝を道路側
溝、土壌硬化面を路面通過に伴う踏み締まりによるものと積極的な評価をおこなったのである。
　しかし、確認した様相だけでは、道路は片側側溝となりこれまで確認されているような両側
溝の道路として復元することは困難なこと、路面幅の確定ができないこと、土壌硬化面はその
一部を認めただけであり、道路側溝との明確な相関関係が乏しいことなど、今後解決しなけれ
ばならない課題は多い。ただし、今後の陸奥国南部の海道諸郡の調査・研究においては、これ
らの交通システムを考慮した検討は不可欠と考えるので、今回は敢えて道路遺構として評価し
たうえで、検討を進めることとする。
　金沢製鉄遺跡を構成する遺跡のひとつである大船 A 遺跡からは、製鉄創業の管理ブロック
と考えられる掘立柱建物群が確認されている。この建物群は 8 世紀前半に成立したと考えられ、
その後 8 世紀中葉には経営が最も活性化し、9 世紀前半には機能を停止していることが判明し
ている。飯村氏は、金沢製鉄遺跡から出土する「今」の刻書土器が、多賀城跡や山王遺跡から
も出土することに注目し、金沢製鉄遺跡が律令国家の東北経営を支えるような官営工房であっ
たと評価し（註 17）、文献資料の検討では国衙工房に従事する工匠の食糧は郡稲をもって充てて
いた可能性が示唆されている（註 18）。すなわち、大船 A 遺跡を始めとする金沢製鉄遺跡で製
鉄に従事する人々の食糧は、行方郡家の郡稲をもって賄われていたと考えることも可能であろ
う。つまり「郡家厨家」が、饗給・給食・備品管理としての機能を担う以上、これらの製鉄遺
跡にかかる給食は、行方郡家厨家が関与していた可能性が高いと考えられている（註 19）。そし
て、郡家厨家の給食範囲は郡家内に留まらず、かなり広範囲の公的機関に対しての給食を司っ
ていたことが知られており（註 20）、大船 A 遺跡の官衙ブロックから出土した「 酒杯」と墨
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書された土器も、行方郡家厨家の備品が製鉄運営のために行方郡厨家から大船 A 遺跡に運ば
れた可能性が示唆され、行方郡家から国営工房への食糧提供の一端を示している可能性が高い。
このような郡家・郡家厨家と国営工房の関係を見た場合、各施設は道路状遺構と想定した遺構
の延長線上に配列しているということが看取される。すなわち、行方郡家の周辺に設けられた
各施設は、行方郡家西側の道路状遺構による交通ネットワークの中に組み込まれた形で、造営・
建設されたのではなかろうか。
　この理解に基づき確認された溝と土壌硬化面を道路遺構と考えた場合、この道路遺構にはど
のような意味があったのであろうか。次にこの点について考えてみたい。
　古代の道路施設には、駅制に基づく駅路と伝馬制に基づく伝路の 2 種類が存在していたこと
は周知のとおりである。続日本紀養老二年五月「割二陸奥国之石城・標葉・行方・宇太・亘理、
常陸国之菊多六郷一、置二石城国一。」の石城国設置にともなって（註 21）、その翌年の養老三年七
月条の「石城国始置二駅家一十処一。」の記述が示すように、石城国内の海道諸郡に駅路十駅が設
置されている（註 22）。
　この海道十駅が、常陸国府まで設けられた駅路を石城国府まで延伸したことを示し、更に陸
奥国府に向かって海道十駅を設置していることは、陸奥国内における緊急事態に際に、石城国
へ速やかに情報伝達する必要があったためと考えられる。石城国を始点する海道十駅がおかれ
た地域は、現在の福島県浜通り地方から宮城県南部にかけた地域に設置された郡に相当する。
つまり太平洋の海岸線に沿うように南北方向に縦列する郡家の中を縦貫する駅路伝路等の交通
施設もまた、基本的には海道諸郡を通過するように南北方位で設けられたと考えられ、海道十
駅は現在の福島県浜通り地方の石城郡を基点に、陸奥国府多賀城に向かって北進し、東山道が
阿武隈川に到達する付近に設けられた玉前駅に接続すると考えられる（註 23）。
　 牧令順置駅条では、駅家は三十里ごとに１駅を置くことを定めているので、菊田～亘理間
は 160k ｍ（三百里）あることから、海道十駅の設置は 牧令の規定に基づいて駅家の設置が行
われていると考えて良い。更に、大槻如電氏の研究によれば、大槻氏は海道地方の駅家を、菊
多関から広野→楢葉→標葉→多珂→真野→仲村→坂本→亘理→逢隈関を経て玉前関に至ると想
定している。
　海道に設置された海道伝路についての予察を行っている鈴木啓氏の指摘では、養老三年の海
道十駅の設置は、海道諸郡のように各郡が南北に帯状に配される場合、駅路と伝路の位置にそ
れ程の開きはなく、海道十駅の新設は、多くの区間で既設伝路と重ね、駅家も郡家の置かれた
郷に設置されたものと指摘している（註 24）。つまり、海道十駅が設けられた駅路は、従前まで
伝路として機能していたものを、駅路として格上げをすることで「海道十駅の設置」に備えた
と考えられる。郡家と金沢製鉄遺跡を繋ぐような交通施設としての伝路を駅路として再整備を
図ったとすれば、行方郡家と金沢製鉄遺跡を連絡していた道路が、後に駅路として再整備され
たと理解することが可能となる。
　律令国家の東北経営においては、9 世紀前半までに陸上交通が担った機能が相対的に低下し
ていたと見られる（註 25）。この時期と期を同じくして、先に述べた大船迫 A 遺跡の東にある船
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沢地区では 9 世紀前半の竪穴住居による施設が見つかっている。この地区は遺構の示す年代や
地名、地形等の諸条件から、水上交通にかかる「津」が存在していた可能性が指摘されており（註

26）、郡家内における交通施設は、郡家と製鉄遺跡において、同時期に陸路交通から水上交通へ
の転換が図られた可能性があることには注目しておく必要がある。この郡内の交通施設が大き
く転換する時期は、金沢製鉄遺跡群では、踏みフイゴ付の長方形箱型炉の導入を契機とし、鉄
の生産量が最も多くなる時期にあたり、郡家・製鉄ともに連動するような大きな変換期であっ
たと考えられる。
　ただし、荒田目条里遺跡から出土した 9 世紀の木簡に「 伝子」や、馬の購入を示すと見ら
れる木簡が出土していることは、海道十駅の設置の契機となった石城国が神亀元年（724）まで
に再び陸奥国に併合された後も、駅路・伝路として機能していた可能性を示唆する資料として
重要である（註 27）。
　このような 9 世紀前半における陸上交通が機能低下する背景について、藤木氏は陸上交通に
変わる新たな交通ネットワークが確立したものと推測している。氏は行方郡において郡家舘の
経営が終了する時期は、8 世紀後半頃であるが、行方郡家舘ではこの時期を境に明確な建物の
造営は行われなくなり、陸路交通施設の機能も停止もしくは衰退していた可能性があると指摘
している。つまり、この舘院・交通施設が機能停止と入れ替わるように、8 世紀末から 9 世紀
前半に、正倉院に南面する場所に運河施設の造営が開始されると考えられ、この運河施設には、
物資運搬・貯蓄とともに、舘としての機能を備えたと見られる建物の建設も認められることから、
郡家の主要交通が河川交通を主としたものに転換した可能性は十分にある。このような様相は、
松原弘宣氏が海上交通における国家制度が確立するのは９世紀初頭の弘仁式以降である（註 28）。
と指摘するように、行方郡家におけると水上・海上交通の成立は 9 世紀前半に開始されたと考
えられ、郡家と周辺施設を繋ぐ交通ネットワークの一端と機能変換を示している可能性がある。
これまでの陸奥国（石城国）海道諸郡をつなぐ郡家遺跡の調査では、明らかな陸上交通施設の
存在は確認されず、その具体的な位置・構造の解明はできない状況にある。行方郡家で見られ
た道路状の施設も、非常に断片的な状況を把握したに過ぎず、今後の調査の進展、ならびに駅制・
伝馬制との関わりのなかで再評価する必要がある。

註 １　山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房
註 ２　 多賀城跡では、兵士の宿舎として位置付けられる竪穴住居群がある。宮城県教育委員会 1972『宮城県多賀城跡

調査研究所年報　1971
註 ３　 竹内理三 1951「郡衙の構造」『史淵』50 輯　前沢和之 1978「「上野国交替実録帳」郡衙項についての覚書」『群

馬県史研究』７号
註 ４　 前沢氏は上野国交替実録帳は国司交代に関連して作成された文書の素案であり、郡衙項の記載は無実や破損した

施設を列挙した内容であり、群単位で作成された内容を一定の書式に従って作成したものであることを明らかと
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註 ５　福島県教育委員会 1985『関和久遺跡』
註 ６　 （財）栃木県文化振興事業団 1994『那須官衙関連遺跡Ⅰ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 141 集　（財）栃木県文

化振興事業団 2000『那須官衙関連遺跡Ⅱ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 235 集　（財）とちぎ生涯学習文化財団
埋蔵文化財センター 2001『那須官衙関連遺跡Ⅶ』栃木県埋蔵文化財調査報告第 249 集

註 ７　 藤枝市教育委員会 1981『日本住宅公団藤枝地区埋蔵文化財調査報告Ⅲ　奈良・平安時代編　志太郡衙跡（御子ヶ
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谷遺跡・秋合遺跡）』
註 ８　奈良大学考古学研究室 1977『吉田南遺跡　現地説明会パンフレット』
註 ９　佐賀県教育委員会 1992『吉野ヶ里－神崎工業団地計画に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書－』
註 10　山中敏史 2004「Ⅶ－ 8　舘・厨家」『古代の官衙遺跡　Ⅱ遺物・遺構編』奈良文化財研究所
註 11　前掲５
註 12　原町市教育委員会 2000「広畑遺跡」『県営高平地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告書』Ⅰ
註 13　前掲１
註 14　山中敏史 2004「Ⅶ－ 8　舘・厨家」『古代の官衙遺跡　Ⅱ遺物・遺構編』奈良文化財研究所
註 15　原町市教育委員会 2005「泉廃寺跡第 23 次調査」『原町市内遺跡発掘調査報告書』10
註 16　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 回大会資料集　官衙

と交通』古代交通研究会
註 17　飯村　均 2005『律令国家の対蝦夷政策・相馬の製鉄遺跡群』シリーズ「遺跡を学ぶ」021　新泉社
　　　福島県教育委員会 1991 ～ 1998『原町火力発電所関連遺跡調査報告』Ⅰ～Ⅸ
註 18　櫛木謙周 1996『日本古代労働力編成の研究』塙書房
註 19　前掲 16
註 20　 山中敏史氏は御子ヶ谷遺跡から出土した「益厨」や郡遺跡出土の「安厨」の墨書土器は、益頭郡・安部郡の厨が

それぞれ隣の郡衙で求職活動に当たることがあったことを示していると述べ、また下野国府跡から出土した寒川
厨・塩屋の墨書土器は国庁での饗宴などに際して寒川郡や塩屋郡の栗谷が関与していたことを示していると述べ
ている。

註 21　 養老２年に新設された石城国は、程なく陸奥国に再併合されている。資料では、少なくとも続日本紀神亀五年に、
石城国と同時に新設された石背国に属した白河郡の軍団が、陸奥国所属として記載されているので、この時期ま
でに石城・石背両国が再び陸奥国に編入されたと見られる。

註 22　駅路に伴う駅家郷名は、『和名抄』「延喜式」には記載されておらずその位置・馬匹数も不明である。
註 23　今泉隆雄 2005「付章　古代国家と郡山遺跡」『郡山遺跡発掘調査報告書　－総括編（１）－』仙台市教育委員会
註 24　鈴木　啓 1996「陸奥国海道伝路の予察」『論集しのぶ考古』
註 25　前掲 16
註 26　前掲 17
註 27　原町市『原町市史』第 4 巻資料編Ⅱ古代・中世
註 28　松原弘宣 1991『日本古代水上交通史の研究』吉川弘文館
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　第６項　寺院の様相

　寺院とする舘前地区では、確実に寺院に関連する遺構は未発見であるため、遺構の重複関係
や配置等の検討に基づいた遺構期区分はできていないが、舘前地区の変遷を出土瓦を用いた時
期変遷を提示し、今後の理解に繋げたい。また、出土遺物にかかる報告ならびに検討は、別稿
において改めて報告する用意があるので、ここでは詳述は控え、その概要について記載してお
きたい。

寺院Ⅰ期　花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦による創建段階の瓦が登場する時期である。この組み
合わせをもつ瓦の出土量が多く、年代的には 7 世紀第 4 四半期まで遡る可能性がある。
寺院Ⅱ期　花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦が用いられる時期である。軒平瓦の製作に半包み込み技
法が導入される。軒丸瓦・軒平瓦は、寺院Ⅰ期の軒丸瓦の文様構成を継承しながらも、それを
軒丸瓦・軒平瓦に分割して、新たなセット関係を成立させている。数種の瓦笵があることから、
複数の堂宇が建設された可能性もある。先行する花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦が 7 世紀後半に
位置付けられることから、それに後出する花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦・均整唐草文軒平瓦は、8
世紀初頭の年代を与えることが可能であろう。
寺院Ⅲ期　新たに包み込み技法を採用した偏行唐草文軒平瓦が創出され、単弁細弁蓮華文軒丸
瓦がそれに伴う。軒丸瓦・軒平瓦ともに多賀城出土瓦に系譜が求められ、国府の影響が看取さ
れる時期である。8 世紀第 2 四半期の年代が与えられる。
寺院Ⅳ期　これまでの文様構成や製作技法を一新した第Ⅳ瓦群、すなわち有蕊弁蓮華文軒丸瓦
が創出される時期。瓦当と丸瓦部の接合技法は嵌め込み式が採用されており、これまでとは明
らかに異なる技術系譜をもつ一群である。これに伴う軒平瓦は確認されていない。年代的には
9 世紀第２四半期に位置付けられる。
寺院の建立とその変遷　本地区に造営されたと想定した寺院は、寺院伽藍を示唆するような遺構
を確認することができず、その詳細は今後の研究に拠るところが多い。つまり、本地区にある
遺構や出土瓦をもって寺院としての位置付けも含めて、多くの課題が提示されていることは事
実である。ここでは出土瓦を概観することで、本地区の施設の変遷の一端を整理しておこう。
　まず、本地区の瓦郡の変遷のなかで、最も古く位置付けられたものには、花葉文軒丸瓦と重
弧文軒平瓦のセットがある。このうち花葉文軒丸瓦とされる瓦当文様は陸奥国内のみならず、
日本国内を管見しても、その類例を求めることはできず、特徴的かつ極めて独創的な文様を創
出している。
　陸奥国南部における官衙・寺院創建にかかる軒丸瓦の瓦当文様には、2 つの系譜があること
が知られている（註１）。すなわち、いわゆる国府系と呼ばれる重弁蓮華文軒丸瓦を主体とする瓦
群と、関東地方に祖形が見られる複弁八葉蓮華文軒丸瓦を主体とする一群である。前者は陸奥
国府の造営に際して新たに創出された瓦群であり、後者は陸奥国南部で 7 世紀末から 8 世紀初
頭の評家の造営に導入された工人集団によって創出された瓦群と考えられている。つまり、複
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弁八葉蓮華文軒丸瓦ならびにその系譜上に位置付けられる瓦群を製作した瓦工組織は、陸奥国
南部の評家造営に際して、造営主体である律令国家が建設に必要な様々な技術者を組織し、そ
れらを総合的に指揮監督して建設事業を遂行したと指摘されている（註２）。従って、この時期の
郡家ならびに寺院の造営に際しては、律令国家が北関東地方の技術者集団を再編成することで、
陸奥国内の造衙ならびに造寺にあったったものと考えられる。
　このような陸奥国内における造寺・造瓦のあり方の中で行方郡家関連寺院創建瓦の存在は、
陸奥国府や関東地方に分布する複弁蓮華文軒丸瓦の影響を全く受けずに展開しているという事
実は、やはり異質なものと言わざるを得ない。この瓦群の創出ならびに造寺の背景については、
なお分析・検討を必要としているが、国造本紀では行方地方に国造の存在が示されておらず、
宇多国造もしくは標葉国造の領域が分割されて新設された郡家と考えられることが、その背景
にあるのかも知れない。しかし、花葉文軒丸瓦と重弧文軒丸瓦は、後に登場する花文軒丸瓦と
木葉文軒平瓦のセット、そして単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦のセットの年代観か
ら、その上限は少なくとも 7 世紀末までは遡るとみられる。すなわち、泉廃寺跡に関連する寺
院の創建は郡家創設段階と同時期に行われた可能性が高いことになり、郡家の創建と寺院の建
立は一体の事業として実施されたものと見られ、官衙と寺院には密接な関係があったのであろ
う。
　泉廃寺跡創建にかかる花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦に後出する花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦が
成立する時期は、瓦群創出に向けた新たな変化が見られる時期である。この花文軒平瓦と木葉
文軒平瓦にみられる瓦当文様は、花葉文軒丸瓦の文様を花文と葉文に分割したような瓦当文様
を採用していることか明らかなように（註３）、花葉文軒丸瓦との間に強い継続性が認められる。
これらの瓦群の製作に際しては創建段階の瓦群が採用された堂宇の建設につぐ、新たな堂宇の
建設に関わる瓦群の可能性がある。この花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦が用いられた堂宇の建設時
期は、後述する単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦が成立する 8 世紀初頭から第２四半
期までの間であったと考えられる。また、木葉文軒平瓦は標葉郡家とされる郡山五番遺跡から
も出土しており、この時期を境として、行方郡と標葉郡というように郡を越えた形で瓦が供給
され始めており、この時期に広域な造瓦組織が編成された可能性がある。
　単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒丸瓦は、花文軒丸瓦と木葉文軒平瓦に後出する瓦群で
ある。単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦に影響を与えた多賀城 230・231 － 660 は、平
城宮 6282 － 6721 を模倣しており（註４）8 世紀第 2 四半期の年代観が示されている（註５）。多賀
城 230・231 － 660 を生産した色麻町日の出窯跡では多賀城 230・231 － 660 がセットで出土し
ているが、このセット関係を崩さずに出土しているのは、いわゆる天平五柵のひとつに数えら
れる色麻柵に比定される城生遺跡だけであり、多賀城跡には創建末の補修瓦として軒平瓦 660
のみが供給され、多賀城廃寺跡には 230 と 231 が組み合わせを崩して供給されている（註６）。
城生遺跡は天平九年に計画された陸奥国から出羽国への道路開削事業の際に、陸奥国の基点と
して重要な役割を果したと考えられており（註７）、行方郡から出土する単弁細弁蓮華文軒丸瓦と
偏行唐草文文軒平瓦は、多賀城 230・231 － 660 のセット関係を崩さない形で供給された城生遺
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第６項　寺院の様相

Fig.291　寺院所用瓦の相関関係
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跡の瓦を模倣していると考えられることから、陸奥－出羽柵間道路建設事業に対して標葉や行
方両郡が重要な役割を担ったと指摘されている（註８）。
　この瓦群において特に注意を要するのが、佐川氏が指摘するように軒平瓦の製作技法に包み
込み技法が採用されている点である。陸奥国内において包み込み技法が用いられているは行方
郡家と標葉郡家に比定される郡山五番遺跡のみであり（註９）、日本最北に分布する包み込み技法
の例となる。包み込み技法が東国で用いられるようになるのは下総国分二寺創建とされている
ことから、単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦は、下総国を中心に活動していた技術者
が関わっていたのであろう。
　このような瓦のあり方をみると、本時期の造寺に当たっては軒平瓦の製作技法に包み込み技
法を持った新たな瓦工編成が行われ、行方・標葉両郡にのみで使用される造瓦体制が確立した
可能性がある。
　最終段階の造営に用いられた瓦群には、有蕊弁蓮華文軒丸瓦がある。この段階の瓦には、こ
れまでの瓦群に見られたように国府多賀城の影響が全く看取することはできない瓦群が採用さ
れており、これまでの瓦群の様相が一新されている。軒丸瓦の製作技法には腰浜 C 技法（註 10）

が採用され、瓦当文様は信夫郡腰浜廃寺跡や宇多郡黒木田遺跡との共通性が指摘される。この
瓦に類似する瓦当文様や製作技法をもつ瓦は、郡家やそれに伴う寺院以外にも採用されている。
つまりこの瓦群は、地域の有力氏族による氏寺と見られる植松廃寺跡や横手廃寺跡などに採用
されていることから、この時期の郡家寺院の造営には、地域の有力氏族が何らかの形で関わっ
ていた可能性がある。

註 １　辻　秀人 1988「陸奥の古瓦」福島県立博物館企画展示図録　
註 ２　辻　秀人 1992「陸奥の古瓦の系譜」『福島県立博物館紀要』第６号
註 ３　藤木 海 2005「泉廃寺跡出土の植物文の植物文軒先瓦の変遷」『古代東国の考古学』大金宣亮氏追悼論文集
註 ４　山崎信二 1994『平城宮・京と同笵の軒瓦および平城宮式軒瓦に関する基礎的考察』
註 ５　多賀城跡調査研究所 1982『多賀城跡』政庁跡本文編　宮城県文化財保護協会多賀城跡調査研究所
註 ６　古川一明 1994『日の出山窯跡郡　－詳細分布調査と C 地点西部の発掘調査－』宮城県色麻町教育委員会
註 ７　前掲５
註 ８　 菅原祥夫 1996「陸奥国府系瓦における造瓦組織の再編過程（１）－黄金山産金遺跡の所用瓦に対する再評価を

中心として－」『論集しのぶ考古』
註 ９　渡辺一雄他 1980『郡山五番遺跡』Ⅲ　双葉町教育委員会
註 10　辻秀人 1984「陸奥南部の造瓦技法　－腰浜遺跡・関和久遺跡出土瓦の検討－」『大平台史窓』第３号
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　　　第２節　郡家の構造と変遷

　ここまでに泉廃寺跡の 6 地区を、地区別に検討し「正倉院」「郡庁院」「北方官衙」「南方官衙」「西
方官衙」「舘院」「運河施設」「寺院」の 8 つの施設に区分し、その変遷と性格について検討を加
えてきた。ここでは、それぞれの各院の対応関係とその消長を整理することで、行方郡家全体
の変遷過程を把握するとを目的とする。

　第１項　郡家創設以前の状況

　行方郡家を構成する各院は、7 世紀末段階の創建官衙登場以降、一貫して郡家としての活動
が継続されるが、この施設は 8 世紀前半段階に大きな改変を受け行方郡家Ⅱ期が成立する。こ
の時期の施設は、行方郡家全体を通じて最も機能的で高い格式を備えた構造になっている。８
世紀後半には 2 度目改変が実施され、行方郡家Ⅲ期が成立する。この行方郡家Ⅲ期は小さな改
変を受けながらも 9 世紀全体を通じて維持され、少なくとも 10 世紀前半までには廃絶を迎えて
いる。
　この施設構造の改変は行方郡家内にとどまるものではなく、行方郡全体のなかで捉えられる
大きな変革、すなわち画期であると考えられる。このような行方郡全体で見られる画期はどの
ような内容であったのか。次にこの点について検討してみたい。

郡家創設以前の様相　ま
ずは、郡家が造営され
る以前の様相を概観す
るが、ここでは行方郡
家創設にかかる特異性
を把握するために、宇
多・標葉の両地区の状
況も加えて概述する。

宇多川流域　律令制下
における宇田川流域は
陸奥国宇多郡に編成さ
れた地域であり、宇多
郡家には宇多川南岸の
沖積地にある黒木田遺
跡があてられている。
この宇多川流域には、

0 (1/100000) 2.0 ㎞

第１項　郡家創設以前の状況

Fig.292　宇多川流域の遺跡分布
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丸塚古墳や高松古墳群など
の古墳と、福 横穴などに
代表される横穴墓が確認さ
れている。
　宇多郡家に最も近い距離
にある丸塚古墳は、円筒埴
輪や人物埴輪・馬形埴輪を
伴う 5 世紀末から 6 世紀初
頭に築造された古墳と考え
られている。古墳の詳細は
不明であるが前方後円墳で
あった可能性もある（註１）。高松古墳群は、宇多川南岸の河岸段丘上にある古墳群であり、こ
れまでに円筒埴輪や人物埴輪・玉類とともに青銅製椀が出土していることから、5 世紀末から 7
世紀頃にかけて継続的に墳墓造営が行われたと考えられ、宇多川流域の有力首長に関係する古
墳群の可能性が高い（註２）。
　宇多川流域でも古墳時代終末期になると横穴の造営が盛んになる。これらの横穴のうち双龍
文環頭太刀柄頭が出土した福 横穴は郡家から 3km の地点にあり、7 世紀初頭の有力氏族の墓
域である可能性が高い（註３）。これに加えて福 横穴から出土する須恵器は、善光寺窯の製品で
あることが知られている。善光寺窯は宇多川の北を流れる地蔵川沿いにある 7 世紀前葉から 9
世紀まで創業される須恵器窯で、このうち 2A 号窯では須恵器焼台として宇多郡家の平瓦が用
いられていることが確認されていることから（註４）、宇多郡家造営に関連する窯跡の可能性が高
く福 横穴と宇多郡家との関わりで創業されたと考えられる（註５）。更に、善光寺窯は 6 世紀後
半の高田古墳群の墓域と重複する形で築窯が行われていることには注意が必要である。
　このような状況は、古墳時代から続く古墳を築く伝統的な氏族と、郡家の造営に直接的に関
与し横穴を墓制とする氏族の 2 者が存在していると指摘される。

新田川流域　行方郡家のある新田川流域には、桜井古墳群・北山古墳群・北山横穴墓群・大磯古
墳群などがある。このうち桜井古墳群では前期古墳と後期の群集墳が確認されている。桜井古
墳群の後期群集墳は 6 世紀前半段階と見られ、木棺直葬する小型の前方後円墳１基と 15 基前後
の円墳で構成されている（註６）。このように、桜井古墳群では古墳時代中葉を境に古墳の造営が
衰退もしくは停止しているものと見られる。なお、桜井古墳群では横穴式石室を採用しないま
ま衰退を迎えている。行方郡家と距離的に近い大磯古墳群は、新田川流域では唯一の横穴式石
室を採用した可能性のある古墳であるが（註７）、小規模な円墳で構成される群集墳であることか
ら、明確な首長の存在はうかがえない。
　このように見ると、新田川流域における古墳の大部分は 6 世紀後半を迎える前には墳墓の造
営が衰退し始め、後の郡家造営に直接関係すると考えられるような古墳時代終末の有力首長の
存在はうかがうことはできない。
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真野川流域　新田川の北岸にある真野川は、明確な有力氏族の存在が看取される地域である。横
手古墳群は、前方後円墳と円墳で構成された古墳群である。古墳群の中には当地方では出土例
の少ない円筒埴輪を出土する古墳も確認されており、古墳群の初現は 5 世紀代まで遡る可能性
が高い。前方後円墳を採用した横手古墳群 A 地区１号墳は、主体部に切石積の横穴式石室を採
用した 6 世紀末から 7 世紀初頭の有力首長の墳墓と見られる（註８）。
　真野川にある真野古墳群は、前方後円墳 2 基と 100 基の円墳が確認されている。古墳群のな
かには石製模造品や円筒埴輪を伴うものもあることから、古墳の初現は 5 世紀を中心とする時
期に造営が行われたと考えられる。古墳群の主体となる 2 基の前方後円墳は、横穴式石室を模
倣したような特異な埋葬施設を有する。A 地区 24 号墳の埋葬施設からは金銅製双魚佩金具が出
土しており、真野川流域における有力首長であると見て間違いない（註９）。しかも、この首長系
譜は真野古墳群 A 地区 20 号墳の被葬者を加えて 2 代にわたる首長系譜が辿れることには注意
をしておきたい。このほか、真野川流域は多数の横穴墓が造営されることで知られている。そ
の代表的な大窪横穴は 100 基を越える横穴で構成される大規模な横穴墓である（註 10）。

太田川流域　新田川の南を流れる太田川では、古墳の調査が進展していないため詳述は困難で
あるが、主軸長 39 ｍを計測する前方後円墳である与太郎内古墳群は太田川中流域の有力首長墓
の可能性がある。発掘調査では埋葬施設が見つからず古墳の詳細は不明であるが、古墳時代終
末頃と思われる土器片が少量出土している。この土器と古墳群の関係については不確定な部分
が多いが、この土器片が古墳群に伴うものとすれば、古墳時代終末期の大型前方後円墳となり、
この古墳群の持つ意味は大きい（註 11）。与太郎内古墳群の西側 500 ｍの地点には、主軸長 25 ｍ

0 (S=1/600) 20m
Fig.294　与太郎内古墳群
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を計測する前方後円墳の上太田前田古墳群がある。発掘調査は行われていないが中期古墳の可
能性がある。
　与太郎内古墳群の北西側に展開する丘陵上には、羽山横穴墓群がある。羽山横穴 1 号墳は玄
室内部に装飾を伴う横穴墓である。玄室から出土した副葬品には金銅装太刀１・鉄製直刀１・
鉄製馬具１式・ガラス製小玉などがあり、極めて豊富な副葬品が確認されている。横穴墓自体
の年代的な位置付けは困難であるが、出土品から造営時期は 6 世紀末から 7 世紀初頭と見るの
が妥当なところであろう（註 12）。このように、太田川流域における墳墓の分布を見ると、与太
郎内古墳群と羽山横穴の被葬者が、この流域の有力首長と見られる。

前田川流域　前田川流域は、陸奥国標葉郡に編成された地域である。前田川南岸にある台地上
面に標葉郡家と考えられる郡山五番遺跡とと
もに、多くの古墳が築かれている。郡家から
2Km 程東にある沼ノ沢古墳群は、横穴式石室
を採用した古墳時代終末期の築造である。古
墳群を構成する古墳は前方後円墳１と 15 基の
円墳が所在していたと言われている。
　このうち１号墳からは琥珀製棗玉 6、ガラス
製玉類 38、鉄片 3、5 号墳の玄室からは丸玉・
小玉・切子玉・管玉・硬玉製勾玉・メノウ製勾玉・
碧玉製勾玉などの豊富な玉類と、鉛製環・青
銅製耳環、銀製耳環・直刀 3 などが出土し、7
号墳からは人骨・直刀 4・金銅製責金具 3・鉄
鏃 20・金銅製釧・台付須恵器椀が出土している。
3 号墳からは倒卵形七窓鉄鍔、無窓鉄鍔、鉄鏃
10、両頭鋲金具・直刀・金銅製耳環 2 などと
ともに、勾玉 10（メノウ・蛇紋岩）・琥珀製勾
玉・鉛製小玉・水晶製切子玉 7、管玉 3・琥珀
製棗玉 5・土製丸玉１・貝製玉 3・水晶製丸玉 2・
ガラス製小玉 10 数点の豊富な玉類をともなっており、周囲にある古墳群と比較しても、明らか
に一線を画した豊かな副葬品をもつ古墳群である（註 13）。つまり、沼ノ沢古墳群を造営した一
族は、古墳時代終末期における前田川流域の有力首長の系譜に位置付けられるとみて問題ない。
　郡家から 2k ｍ程離れた地点には清戸迫横穴群がある。横穴群の総数は数百基を超えるものと
見られ、東北地方を代表する横穴群である。このうち 76 号墳は玄室奥壁には人物・馬・渦巻文
による絵画が描かれた装飾横穴であることで知られている。加えて８号墳からは頭椎太刀や直
刀変・鉄鏃・挂甲片・鉄 ・勾玉などが出土しており、これらも有力氏族の墳墓であると見ら
れる（註 14）。
　このように、古墳時代の墳墓の分布状況から見る旧来氏族は、真野川流域にある横手古墳群

Fig.295　沼ノ沢古墳群
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と真野古墳群と、南側にある太田川流域の
与太郎内古墳群と羽山横穴、宇多川流域の
高松古墳群と福迫横穴、標葉郡家が造営さ
れる前田川流域には沼ノ沢古墳群と清戸
横穴の存在から、これらの古墳に埋葬され
た被葬者が各河川を代表する首長として認
めてよいであろう。一方、行方郡家が造営
される新田川流域では、有力な古墳の造営
は 6 世紀前半には終了しており、古墳時代
終末における有力氏族の存在は認められな
い。つまり、古墳時代終末期における新田
川流域は、相対的に真野川・太田川・前田
川と比して旧来氏族の影響が少ない地域で
あったと考えられる。

註 １　 福島県『福島県史１』原始・古代・中世／福島
県立博物館 1988『東国のはにわ』／辻　秀人
2003『ふくしまの古墳時代』歴史春秋出版株式
会社／福島県立博物館 1992『図説福島の古墳』

註 ２　 相馬高校郷土クラブ 1951『福島県相馬郡八幡村
高松古墳群１号墳調査報告書』／福島県『福島
県史１』原始・古代・中世

註 ３　 前掲２／相馬市教育委員会・相馬高校郷土クラ
ブ 1978『福 横穴群Ⅰ』

註 ４　 福島県教育委員会 1989「善光寺遺跡第２次調査」
『国道 113 号バイパス遺跡調査報告』Ⅴ

註 ５　前掲４
註 ６　 原町市教育委員会 2002『高見町 A 遺跡第 7 次

調査』
註 ７　 前掲２／西徹雄 1973「大磯古墳群」『福島県考古学年報』２／原町市史
註 ８　 鹿島町 2000『鹿島町史』第３巻　原始・古代・中世資料／鹿島町教育委員会 1960『横手古墳群第１号分調査報告書』
註 ９　 八代義定 1930「福島県における古墳分布の状態」『福島県史蹟名勝天然記念物調査報告第五』／小此木忠七郎

1924「昨年発掘されたる福島県下の古墳」『人類学雑誌』第 19 巻第 3 号／藤田亮策 1950「真野古墳群調査概報」『史
学』第 23 巻３号／清水潤三 1963「福島県相馬郡真野古墳群」『日本考古学年報』10 ／清水潤三 1966「福島県相
馬郡真野古墳群」『日本考古学年報』14 ／福島県 1964『福島県史』第６巻考古資料／穴沢和光・馬目順一 1972

「福島県真野寺内 20 号墳に関する考察」『考古学研究』第 19 巻１号／西　徹雄 1975『真野古墳群確認調査報告書』
鹿島町教育委員会

註 10　 鹿島町 2000『鹿島町史』第３巻　原始・古代・中世資料／梅宮茂 1963「第 2 章大窪横穴古墳群」『国道六号線改
修工事地内遺跡福島県東部地区遺跡発掘調査報告書』福島県教育委員会

註 11　原町市教育委員会・東北学院大学辻ゼミナール 2006『与太郎内古墳群』
註 12　渡辺一雄 1995『羽山装飾横穴発掘調査概報』原町市教育委員会
註 13　 双葉高校史学部 1967「沼ノ沢 1 号墳特集」『双葉史学』12 号／双葉高校史学部 1970「沼ノ沢 5 号墳特集」『双葉

史学』13 号／渡辺一雄他 1974『沼ノ沢古墳群発掘調査報告』双葉町教育委員会／双葉高校史学部編「沼ノ沢古
墳における発掘の成果」『双葉史学』15 号／渡辺一雄 1982「沼ノ沢 3 号古墳」『福島県考古学年報（11）／渡辺
一雄他 1982『沼ノ沢 3 号古墳調査報告』双葉町教育委員会／福島県双葉町 1984『双葉町史』第 2 巻　原始・古代・
中世資料

註 14　 福島県 1969『福島県史』１／西徹雄 1985『清戸 横穴墓群』双葉町教育委員会／福島県双葉町 1984『双葉町史』
第 2 巻　原始・古代・中世資料

Fig.296　沼ノ沢古墳群出土遺物と清戸 横穴
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　第２項　行方郡家Ⅰ期の様相

　行方郡家Ⅰ期とする時期は、泉廃寺跡創建にかかわる官衙施設の建設が開始される時期であ
る。これまでの各院の検討において、最も古い時期に位置付けがなされた施設には、正倉院Ⅰ期・
郡庁院Ⅰ期、北方官衙Ⅰ期、西方官衙Ⅰ期・運河施設Ⅰ期・館院Ⅰ期・南方官衙Ⅰ期・寺院Ⅰ期・
の７施設があるが、これらの施設のうち運河施設Ⅰ期は南方官衙Ⅰ期に後出し、館院Ⅰ期も西
方官衙Ⅰ期に後出することが判明していることから、この２者は相対的に新しい時期の官衙施
設と理解され、創建段階に後出する時期の施設と位置付けて良いことになる。北方官衙Ⅰ期と
した施設は、その造営と郡庁院Ⅱ期と造営の間で明確な相関関係が認められたことから、これ
も郡庁院Ⅱ期に並行する時期に成立した官衙施設と位置付けて良い。南方官衙Ⅰ期は確実な時
期比定ができていない一群であるが、建物方位の向きが郡庁院Ⅰ期に類似する状況から、相対
的には古い時期に位置付けられる可能性が高い施設である。寺院については、明確な寺院遺構
が未確認な現段階では位置づけが困難であるが、寺院創建瓦と考えられる花葉文軒丸瓦と重弧
文軒丸瓦のセットが 7 世紀末まで遡る可能性が高いことから、寺院の創建も行方郡家Ⅰ期のな
かで実施され、段階的に寺院Ⅱ期の造営が進んだと考えて良いであろう。
　このように見ると、各施設で古い時期に建設がなされたと考えうる施設には、正倉院Ⅰ期・
郡庁院Ⅰ期・西方官衙Ⅰ期・南方官衙Ⅰ期・寺院Ⅰ期の５施設が想定されることになるが、正
倉院・郡庁院・南方官衙の諸施設は、建物主軸方位を真北から東に傾けた造営計画をもってい
る点が共通する。
　行方郡家Ⅰ期の年代を示す根拠としては、郡庁院Ⅰ期西脇殿の柱掘方から出土した須恵器平
瓶が７世紀後半に位置付けられる可能性が高いこと、西方官衙Ⅰ期を構成する竪穴状遺構から
7 世紀後半の遺物が出土すること、寺院Ⅰ期の創建軒瓦である花葉文軒丸瓦と重弧文軒平瓦の
セットが 7 世紀末まで遡る可能性があること、正倉院Ⅱ期の上限が 8 世紀前半に位置付けられ
たことから正倉院Ⅰ期の下限は 8 世紀前半以前であることから、各施設の中で古い時期に位置
付けられた施設は、総じて 7 世紀末から 8 世紀初頭までの間で造営が開始されたことになる。
行方評家としての施設　一般的に郡家（評家）の成立は、大化５年（649）の孝徳朝期における

「天下立評」の記事を全面的に認め、この時期に全国レベルの立評が行われたと考える立場と、
孝徳朝期における評制の施行は部分的なもので、その後に段階的に立評が行われたと考える立
場がある（註１）。これまでの官衙遺跡の調査例を見ると、仙台郡山遺跡Ⅰ期官衙（註２）や御殿前
遺跡（註３）のように７世紀中葉まで遡る可能性のある初期評衙（註４）を除いた郡家の大部分は、
７世紀末から８世紀初頭頃を中心とした時期に造営が開始されたと見られる例が多い（註５）。７
世紀末から 8 世紀初頭という時期に全国レベルで官衙の創設が増加する背景については、山中
氏が「各郡衙遺跡の初現時期には多少の先後があるが、7 世紀末頃に官衙施設が創設されたと
見られる郡家遺跡が占める。この官衙施設の初現が評制の成立に関わるものとすれば、飛鳥浄
御原令施行を契機として、評制が全国的に施行されたと解することができる。（註６）」と述べて
いるように、7 世紀末から 8 世紀初頭にかけた時期に造営が開始されたと考えられる行方郡家
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Ⅰ期の施設もまた飛鳥浄御原令を契機として設置された評家の例と理解してよい。
　評制段階に造営が開始された行方郡家Ⅰ期の郡庁院・正倉院・寺院・西方官衙等の諸施設の
うち、郡庁院は正殿を囲むように前殿・後殿・西脇殿・東脇殿を置き、それを掘立柱塀で連結
する構造をとっている。このような郡庁院の構造は後出する郡庁院Ⅱ期に強く継承されている
ことから、郡家創建段階で既に後の郡庁構造につながる基本的な構造が完成していたと言える。
正倉院では総柱式掘立柱建物を計画的に建設していることが明らかとなっているが、その具体
的な構造の把握にはまだ時間が必要である。しかし、この時期の正倉建物は敷地の北側に並列
配置をとる倉庫を少なくとも２棟を配置し、それに対面する位置にも総柱式掘立柱建物による
倉庫を建設していると見られ、更にこの時期の正倉院には正倉建物を囲繞する明確な区画施設
は見当たらないことから、全体的に開放的な正倉院として造営が行われた可能性が高い。この
ように、行方郡家Ⅰ期には、主要官衙である郡庁・正倉を中心として行方評家の造営が開始さ
れたと見られる。
評家の設置　陸奥国海道諸郡の郡家は、石城郡家や標葉郡家などにように地域主要河川が太平
洋に到達する地点や、亘理郡家や宇多郡家のように主要河川沿いのやや内陸に入った地点に分
布する傾向が指摘されている。このような郡家の立地にみられる地理的な条件は、東山道沿い
の白河郡家や岩瀬郡家、安積郡家・信夫郡家の例を見ても、郡家所在地ないし郡家推定地は阿
武隈川沿いやその支流が本流に合流する付近に位置している傾向にあることは、既に荒木氏が
指摘しているとおりであり（註７）、郡家の造営は河川等による水上交通の利便が良いという地理
的条件が重要視される形で実施されたと考えて良いであろう。行方郡家の立地を見ても同様で、
郡家は新田川が太平洋に注ぐ河口北岸に発達した河岸段丘面にのるという地理的環境にあり、
この場所が河川交通・海上交通の結節点という交通の要衝であるとことが、本郡家造営の条件
として求められていたと考えて間違いないであろう。
　このように、行方郡家の創建施設は、水上交通の利便が図られるという地理的条件を求め、
創建段階から完成された形で郡家の造営が開始されていることが確認された。一般的に郡家の
造営は、先述したような孝徳朝期における「天下立評」や、「常陸国風土記」に見られる立評記
事が示すように、古墳時代から続く旧来氏族の領域、すなわち国造領域を基本に立評が行われ
たと考えられている（註８）。しかし国造本紀には行方地域には国造の存在が記されていない。従っ
て、行方建評に際しては北にある宇多国造もしくは南にある標葉国造の領域を分割する形で実
施された可能性が高いと考えられている（註９）。これに加えて、前述したように行方郡家のある
新田川流域では、古墳時代から続く伝統的な旧氏族の存在を示すような墳墓は認めがたい状況
にあることや（註 10）、郡家敷地ならびにその周辺地においても 7 世紀末頃に成立する行方郡家
Ⅰ期に先行する時期の遺構は今のところ確認されないことを考慮すると、行方郡家Ⅰ期の造営
は旧来の地域首長勢力下にあった居宅や前身施設を継承する形で実施されたと見ることはでき
ない。つまり、行方評家の設置は石城郡家にみられるような、その地における旧来氏族の影響
下で郡家の造営が開始されたような本拠地型郡衙（註 11）とは異なり、旧来首長の勢力とは離れ
て郡家の造営が行われた、いわゆる非本拠地型郡衙の郡家の形と評価して良いであろう。
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　非本拠地型郡衙には、①在地有力氏族の首長が「立郡之人」となって評督・大領に任用されたが、
旧来の本拠地を離れて評衙・郡衙を造営した場合と、②立評（郡）時期に勢力を伸張した新興
氏族の首長または外来勢力の首長が評督・大領の地位を得、在地の旧勢力の本拠地を避けて評衙・
郡衙を創設した場合があると考えられているが（註 12）、行方郡家における建評のあり方を見ると、
Ａ：行方評の領域が宇多国造もしくは標葉国造の領域を分割して設定されたと見られること、Ｂ：
新田川を勢力下に置くような旧来氏族の存在は捉えられないことなどの様相から、②で指摘さ
れるような外来勢力からの首長が旧来勢力の本拠地を避ける形で建評にあたった「非本拠地型
の郡衙」であったと考えられる。

　第３項　行方郡家Ⅱ期の様相

　行方郡家Ⅰ期に完成した行方郡家Ⅰ期の創建施設に後出して造営が行われた施設には、正倉
院Ⅱ期・郡庁院Ⅱ期・北方官衙Ⅰ期・西方官衙Ⅱ期・館院Ⅰ期・南方官衙Ⅱ期・寺院Ⅲ期とし
た施設がある。これらは行方郡家Ⅰ期の施設の造営計画の変更や施設の建て替えに伴い成立し
た施設である。
　正倉院では、前段階に区画施設を持たず東に傾く院の配置をとる正倉建物が造営された地点
から西方約 100 ｍの地点に正倉院を移動させ、そこに真北方位をとる区画溝により囲繞された
正倉建物を造営している。郡庁院は先行するⅠ期に見られた東に傾くという郡庁院の主軸方位
を放棄し主軸方位を真北に揃える形で改変が進行しているが、郡庁院の場所や各建物の配置に
ついては大きな変更がなされていない。北方官衙Ⅰ期は郡庁院Ⅱ期との関連性が認められる施
設であることから、郡庁院の造営と一体の計画をもって新たに造営された施設と考えられる。
郡家西端にある西方官衙Ⅱ期と館院Ⅰ期の関係を見ると、西方官衙Ⅱ期は舘院Ⅰ期に切られて
いるため、西方官衙Ⅱ期 → 舘院Ⅰ期となり、更に舘院Ⅱ期は舘院Ⅰ期の建て替えによる施設群
であることから舘院Ⅰ期 → 舘院Ⅱ期の変遷が想定されることとなる。つまり、全体的には西方
官衙Ⅱ期 → 舘院Ⅰ期 → 舘院Ⅱ期の順で造営が進んだものと整理される。寺院ではⅢ期になっ
て登場する単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦のセットが、陸奥国府多賀城の影響を受
ける形で成立していることから、この時期に寺院伽藍の大きな改変が進んだものと考えられる。
このように見ると、行方郡家Ⅱ期には各施設の主軸方位を真北に求めるという一貫した造営計
画を持って郡家全体を大きく改変する時期と言える。この時期をもって行方郡家Ⅱ期の成立を
認めておこう。
　行方郡家Ⅱ期の造営年代であるが、正倉院の区画溝から出土した郷里制段階の木簡から 8 世
紀第 1 四半期から第２四半期には成立していたことが確実である。従って、この正倉院Ⅱ期の
造営時期と一連の造営計画によって成立したと認められる諸施設についても、8 世紀前半段階
の年代を与えて良いであろう。更に付け加えれば、西方官衙Ⅰ期ならびに舘院Ⅰ・Ⅱ期の諸施
設は互いが重複したり、建て替えが進行していることから、先後関係にあった施設であること
は間違いない。しかしこれらの施設ならびに周辺からは、ロクロを用いて成形された土師器は
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出土せず、出土遺物の大部分が非ロクロ成形による土師器であるという特徴がある。従って西
方官衙ならびに舘院の造営は 8 世紀後半まで下ることはありえず、8 世紀前半のなかで収まる
ものと理解しておきたい。寺院で採用された単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦の年代
観も行方郡家Ⅱ期の年代を考える上では重要である。すなわち、この単弁細弁蓮華文軒丸瓦と
偏行唐草文軒平瓦の祖形は、陸奥国府多賀城の創建期末の瓦多賀城 230・231 － 660 を生産した
日の出山窯跡の製品であることが判明している。この多賀城 230・231 － 660 は天平九年頃の年
代が与えられる平城宮 6282 － 6721 を模倣していることから、行方郡家Ⅱ期の寺院に採用され
た単弁細弁蓮華文軒丸瓦と偏行唐草文軒平瓦の年代は、天平九年以降の 8 世紀第 2 四半期を中
心とする時期と考えて良い（註 13）。
　このように、行方郡家Ⅱ期に伴うと考えられる諸施設は、おおむね 8 世紀第１四半期から第
２四半期のなかで造営が開始されたものと考えられることになるが、行方郡家Ⅱ期の正倉院区
画溝は人為的に埋め戻されていることが確認されている。この人為的埋土の上層には炭化米が
含まれており、この炭化米は続日本紀宝亀五年七月条の行方郡家正倉火災の記事が示すもので
あれば、行方郡家Ⅱ期の区画溝は宝亀五年（774）年には埋め戻されていたものと考えられ、行
方郡家Ⅱ期の下限をこの 8 世紀後半とすることができる。
整備された郡家の姿　8 世紀前半に成立した行方郡家Ⅱ期の大きな特徴のひとつに、行方郡家Ⅰ
期に造営された施設の指標とされた東に偏する造営原理を放棄し、真北方位の建物を造営する
ことにある。この建物主軸の変更は官衙を構成する主要施設の大部分で行われており、結果的
には郡家全体の造営計画を変更するといった大規模な造営に発展することになる。
　このような行方郡家Ⅱ期に造営された官衙施設の特徴としては、以下の４点をあげることが
できる。
①　建物主軸を真北に求めている。
②　郡庁院の格式が向上している。
③　正倉院の区画施設が成立し、正倉の管理体制が確立している。
④　郡家西側に道路が通過し、郡家館・郡家厨家が併設される。
郡庁院の格式　行方郡家Ⅱ期の郡庁院は、敷地中央のやや北寄
りに東西棟の正殿を置き、その北側・南側・西側・東側に長舎
構造の建物を置くことで正殿を中心とした官舎を創設している。
正殿の周囲に配置された建物はすべて掘立柱塀によって連結さ
れ、他の官舎と郡庁院が明確に区別されるといった構造となっ
ている。このような構造は行方郡家Ⅰ期の郡庁構造を酷似して
おり、その点では行方郡家Ⅰ期との強い継続性が認められる。
しかし、主要建物のうち正殿が無廂の建物から四面廂付の建物
に変更され、これに加えて正殿の全面にある前庭部分が石敷で
整備されている点が大きな相違点として指摘される。これまで
の郡家遺跡の調査において、郡庁前庭に石敷きを付設した例は Fig.299　正倉院出土木簡
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なく、その意味では行方郡家Ⅱ
期の郡庁院の構造は特異な例と
言える。
　郡家の郡庁院は、郡司告朔な
ど国衙に上申する政務報告や徴
税等の実務事務、都城朝堂院や
各国の国庁で催されていた元日
朝賀などの儀式や饗宴を、縮小・
省略する形で執り行う場であっ
たと考えられている（註14）。当然、
行方郡家でも郡庁院の正殿と前
庭という施設を用いてこれらの
儀式・饗宴などが催されていた
と考えて良い。つまり、行方郡
家Ⅰ期とⅡ期の郡庁院は、その
建物配置に見られる基本的な構
造的を変更せずに建て替えが行
われていることから、郡庁院Ⅰ
期とⅡ期に求められた実務・儀
式等の内容が大きく異なるもの
ではなかったのであろう。しか
し、行方郡家Ⅱ期の郡庁施設に
は前段階と比べて高い格式が求められている背景には、この時期の郡庁院で挙行される儀式・
饗宴自体の行為が重要視され、それを執行する郡庁院にも、それに相応しい格式が求められた
と理解しておきたい。
正倉院の整備　行方郡家Ⅰ期に造営された正倉院は明確な区画施設を伴わず、東に大きく傾いた
造営計画を保持していたが、行方郡家Ⅱ期に造営された正倉院は真北方位の大規模な溝を巡ら
すことで正倉敷地を区画し、その内部に総柱式掘立柱建物と総柱式礎石建物、そしてこれらの
総柱式建物に側柱式掘立柱建物を加える形で正倉院の造営を行っている。この行方郡家Ⅱ期の
正倉院は、前段階の正倉敷地から西側約 100 ｍの地点に移動させている点で、郡庁院に見られ
たような強い継続性はうかがえず、新たな正倉院の造営に着手したという点で大きな改変の時
期であったと思われる。
　この時期の正倉建物は、先述したように総柱式掘立柱建物と総柱式礎石建物を主たる倉庫建
物として建設している。前者の総柱式掘立柱建物は、行方郡家Ⅰ期の正倉建物と同規模・同構
造であることから、この建物を移築する形で建設された可能性が高い。後者は新たに導入され
た礎石式という建物構造であり、その基礎地業に布地業が採用されたり、円丘状盛土地業が採

Fig.300　周辺遺跡と関連施設
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用されるというように、多様な建築工法が用いられていることが判明している。特に後者の円
丘状盛土地業は、先に藤木が指摘したように平城京や恭仁京・長岡京といった都城の礎石建物
に多く採用された基礎地業である（註 15）。近年では関東地方の官衙遺跡でも円丘状盛土地業を
有する正倉建物が建設されていたことが判明しているが、今のところ陸奥国内ではこのような
基礎地業を有する正倉建物が確認された例はない。従って、行方郡家Ⅱ期の正倉建物の建設に
あたっては、関東地方の正倉建設や都城の建物建設にかかる技術を有する技術者集団が編成さ
れる形で関与したものと考えられ、郡家正倉建設の実態を示すという点で重要である。
　さて、行方郡家Ⅱ期の正倉院には掘立柱式と礎石立ちという構造の異なる２種類の総柱式建
物が建設されている。いずれの倉庫建物も総柱式という建物構造を保持している点から、田租
の貯積に適した高床倉庫であったと見て間違いないが、次にこのような異なる構造の倉庫建物
が一連の造営計画をもって建設されている点に注目してみたい。
　正倉院を構成する倉庫建物に見られる規模・構造の相違にはいくつかの背景が想定される。
山中氏は、①正倉建物に収納される稲の形態や税目の違いが反映している場合、②各倉庫の造
営分担の相違が反映している場合、③各倉庫の造営時期の違いが反映している場合を挙げてい
る（註 16）。行方郡家Ⅱ期に建設された総柱建物には総柱式掘立柱建物と総柱式礎石建物といっ
た構造の相違と共に、礎石建物自体にも多様な基礎構造が見られることから、これらの倉庫建
物の建設に際しては造営技術、すなわち造営分担が反映している可能性がある。そして、掘立
柱建物は先行する行方郡家Ⅰ期正倉に採用された建築様式であること、掘立柱建物と礎石建物
の新旧関係は相対的に前者が古く、後者が新しいという関係にあることから、この相違は建設
時期に先後関係が反映している可能性も考慮しておかなければならない。一方、先行する行方
郡家Ⅰ期の時期には礎石建物は存在せず、一貫して掘立柱の倉庫が建設されていることから、
行方郡家Ⅰ期には穀稲・頴稲ともに総柱式掘立柱建物に収納されていたと考えて良い。行方郡
家Ⅱ期の掘立柱の倉庫建物は、このⅠ期段階の倉庫建物と同規模・同構造であるというように
共通点が多く、この時期の建物を移築する形で建設された可能性が想定されることは、行方郡
家Ⅱ期の正倉院に建設された掘立柱建物は穀稲・頴稲の両者を収納しうる構造であった可能性
が高い。従って、現段階では本時期に建設された掘立柱式と礎石立ちという構造の異なる正倉
建物に、収納された税目ならびに収納形態の相違を想定することは難しい。このように見ると、
行方郡家Ⅱ期に建設された構造の違う２種類の正倉建物は、それぞれの倉庫建物造営の時期差
と、それにかかる技術差が反映している可能性が高いと見ておきたい。しかし一般的に、礎石
建物は掘立柱建物よりも耐用年数が高く永年貯積を建前とした不動穀の収納・保管施設として
適した構造であると言われる（註 17）。その点では、掘立柱式建物にやや後出すると考えられる
礎石建物が建設される時期には、穀稲や頴稲、そして不動穀・動用穀というような稲の収納形
態や税目により、倉庫の構造を使い分けるようになっていた可能性も充分にある。この点につ
いては、今後の調査の進展と自然化学分析等の成果を踏まえて、なお検討する必要がある。
　さて、正倉院Ⅱ期にはこれらの総柱建物以外にも側柱式掘立建物の造営も確認されているが、
正倉院内に建設された側柱式掘立柱建物には、正倉院管理・運営等の実務を担った管理棟や、
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倉の代わる頴稲収納施設としての「屋」と考えられている（註 18）。前者の場合、倉庫建物と並
んで建設されるという計画が見られたり、廂付建物が採用されているというように一定の格式
が求められていた可能性がある。後者は出挙や官衙運営経費などとして利用される頴稲を収納
し、これは出納頻度が高く新稲とも入れ替わるものであることから、その保管状況よりも出納
の便の良い側柱式掘立柱建物が採用されていたと考えられている（註 19）。行方郡家Ⅱ期正倉院
に建設された側柱式掘立柱建物は、倉庫建物の建設に組み込まれたような配置を取らないこと
や、格式が求められた構造を示していないことなどから正倉実務・管理を担ったと考えるよりも、
頴稲収納施設とされる「屋」と考えたほうが自然であろう。
　このように行方郡家Ⅱ期の正倉院は、不動穀ないし動用穀、そして出挙や官衙運営経費とさ
れる頴稲というように、収納される田祖の形態や利用目的によって総柱式礎石建物・掘立建物、
側柱式掘立柱建物を造り分けて建設していることが明らかとなった。このような様相は、総柱
式掘立柱建物のみが建設された行方郡家Ⅰ期正倉とは明らかに異なった様相であると指摘して
おきたい。
　更に、正倉区画溝から出土した木簡には「Ⅴ□一石□□十一日」との墨書が確認されているが、

「一石」は脱穀された状態の穀物を示す単位であることから（註 20）、この時期の正倉院では郡内
から徴収された租税を管理する事務が執り行われていたことを示している。つまり、行方郡家
Ⅱ期の正倉においては、遺構ならびに出土遺物の両面から、郡家の主たる機能である租税徴収
事務が実施され、その管理体制が確立していたことがうかがえる。このような様相もまた、他
の施設と未分化な状態で造営が行われた行方郡家Ⅰ期正倉とは明らかに異なり、より整備され
た郡家正倉としての評価を与えて良いであろう。
　最後に、正倉敷地を画する区画施設について触れておこう。行方郡家Ⅱ期の正倉院は、大規
模な区画溝によって囲繞された敷地が南北に直列する形で配置されているが、南部にある区画
内部には正倉建物が建設され確実に正倉院として機能していたと考えて良い。しかし北部に展
開する敷地内部では正倉建物が確認されていない。この北側にある区画が有していた機能につ
いては、現段階では不明とせざるを得ないが、この二つの区画は一連の区画溝で囲繞されてい
ることから、何らかの関係があったのであろう。
　さて、南部に造営された正倉区画には溝の内側に掘立柱塀を設置し、区画溝と掘立柱塀によ
る２重の区画施設を完成させている。このような正倉区画のあり方は、管見した限り鳥取県久
米官衙で見られるだけであり（註 21）、特異な構造と言える。このような区画溝と掘立柱塀によ
る区画施設の成立については今後の類例の増加と検討を待ちたいが、少なくともこの時期の正
倉院が他の官舎と明確に区画され、更に正倉院内に容易に立ち入ることができなくなっている
様相から、郡家正倉における管理体制の強化が図られたことは間違いないであろう。
舘と道路施設の整備　第Ⅵ章第４節、第Ⅶ節１節第５項で述べたように郡家の西側には道路が通
過していた可能性があること、この道路には舘と見られる施設や厨と見られる施設が近接して
造営された可能性があること、そして道路・舘・厨の諸施設の成立時期は、郡庁院・正倉院が
改変される行方郡家Ⅱ期の整備にともなって成立した可能性があることを指摘した。これらの
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道路を中心とした交通施設に関連する施設の存在は、古代律令国家の地方支配のあり方や、地
域社会を考える上では重要な意味をもつことから、ここではこれらの交通関連施設について述
べておきたい。
　行方郡家の西端で確認された道路状の遺構は、第Ⅵ章第４節で述べたように古い字境の位置
と一致し、更に郡家の北側に展開する低位丘陵の谷部を通過することで低位丘陵を抜け、同時
時期の製鉄遺跡である金沢製鉄遺跡に向かっている様子がうかがえた（註 22）。この金沢製鉄遺
跡では７世紀第３四半期頃に開始される須恵器の生産を皮切りに、９世紀末までの間大規模な
鉄の生産を行っていることが確認されており、宇多郡にある武井地区製鉄遺跡群と合わせて、
律令国家の東北支配にかかる鉄を生産していたという評価が定着しつつある（註 23）。この製鉄
作業の直接的な掌握は陸奥国府が担っていたのであろうが、金沢製鉄遺跡からは行方郡家正倉
所用の平瓦が出土していることや、郡家西側を通過する道路状の遺構がこの金沢製鉄遺跡に向
かって開削されていること、文献資料の成果では国衙工房に上番する工匠には郡稲から食料を
支給されていたと考えることが示唆されることなど（註 24）を考え合わせると、この製鉄遺跡の
運営には行方郡家が一定の役割を担っていた可能性がある。
　行方郡家と金沢製鉄遺跡の間で有機的な関係が存在していたからには、この両者を連絡する
交通施設が整備されていたはずである。行方郡家Ⅱ期の西端で確認された道路状遺構が、この
国営工房としての金沢製鉄遺跡と行方郡家を連絡する道路であったと想定したのである。
　では、この古代の郡家と鉄生産工房を繋ぐ道路が、古代駅伝制に伴う交通施設であったので
あろうか。次にこの点について考えてみよう。
　続日本紀養老三年七月二十一日条には「石城国始置二駅家一十処一。」と記されているが、こ
の記事は前年の続日本紀養老二年五月二日条に記された「割二陸奥国石城・標葉・行方・宇多・
亘理、常陸国之菊田六郡一、置二石城国一。」の記事が示すように陸奥国・常陸国の一部を割いて
新設された石城国の成立を直接の契機として陸奥国との直結道路としての駅路が設置されたこ
とを示している（註 25）。この海道十駅が通過する海道諸郡はいずれも海岸線に沿って直列配置
をとっているため、養老三年に設置された駅路も海道諸郡を縦断するように通過していたと考
えられ、当然行方郡内も通過していたと考えられる。
　周知のとおり古代の交通システムである駅伝制は駅馬制と伝馬制に分ける形で捉えられてい
るが、前者は王権直属の交通制度であり「有事急速」という言葉に象徴されるような有事の際
の高速連絡・移動を目的とし、後者は国造の交通機能を継承した「郡の交通機能」であり、都
鄙間の使者の往来を支えたもの、すなわち各国と郡を連絡する目的があったと考えられている（註

26）。
　金沢製鉄遺跡を構成する遺跡のひとつである大船 遺跡からは、８世紀中葉を最盛期とする
８世紀前葉から９世紀前葉の間機能する、掘立柱建物・竪穴住居で構成される官衙ブロックが
確認され、更に「 酒杯」と墨書された土師器杯が出土していることを見ると（註 27）、金沢製
鉄遺跡が駅馬制の中に組み込まれていた可能性は高い。
　陸奥国海道伝路について検討を加えた鈴木 啓氏が、「海道諸郡の様に、郡が南北に帯状に配

第３項　行方郡家Ⅱ期の様相
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される場合、駅路と伝路の位置にそれ程の開きはなく、養老三年海道 10 駅新設の際は、多くの
区間で既設の伝路と重ね、駅家も郡家の置かれた郷に設置された」と指摘し、更に「海道駅路
は菊多 のある既設の道路に駅家を設置したという意味で、新たな道路の開削ではない」と述
べているように（註 28）、金沢製鉄遺跡と行方郡家を繋ぐ連絡通路としての伝路がある時期には
駅制に伴う駅路として利用されていたと考えておきたい。
　つまり、養老三年の海道十駅設置の記事が示す駅路は、これまでの海道諸郡を繋いでいた伝
路を再整備ないしは格上げする形で短期間のうちに陸奥国府と石城国府を連絡する駅路の整備
を図ったものと考えられ、先述した行方郡家と金沢製鉄遺跡を繋いでいた交通施設が、後に駅
路に格上げされる伝路であったと考えておきたい。
　続日本紀と日本後紀では、延暦十一年（805）（続紀）と弘仁二年（811）（後記）に、海道十
駅と伝馬が相次いで廃止されたことが記載されているが、この記事では養老三年に設けられた
駅路は、弘仁二年 (811) に海道十駅が廃止されるまでの 92 年間機能していたことが判明する（註

29）。海道十駅が廃止された弘仁二年は、陸奥国三八年戦争と言われる律令国家と蝦夷の争いが
一応の終焉を見た時期でもある。つまり、陸奥国における緊張状態の緩和と陸路交通の廃止が
同じ時期に行われていることは、海道を縦貫する駅路が律令国家の東北経営において重要な役
割を担っていたものと想定される。
　これらの施設は、後述するように 8 世紀後半頃には機能を停止し、8 世紀末から 9 世紀初頭
には運河を主体とする水上交通に変わっている。つまり、この時期には陸路交通としての駅路・
伝路は郡家内を通過せずに、その位置を変えていた可能性もある。
　このように、行方郡家Ⅱ期の西端で確認された道路状の遺構は、周辺にある生産遺跡や出土
遺物から古代駅伝制に関連した交通施設の可能性が示唆された。これらの駅伝制にかかる伝路
は国内を巡行する国司や伝馬を利用して郡内を往来する公的な使者・旅行者に利用されたと考
えられ、郡家にはこれらの国司や公的使者の宿泊施設としての舘が存在していたと考えられて
いる（註 30）。つまり、行方郡家においても郡内を縦走する駅路ないし伝路の存在がうかがえる
ことから、行方郡内にも舘が置かれていたと考えてよい。
　行方郡家Ⅱ期でも、先述した道路に併置されるように造営された官衙施設がある。この官衙
施設は格式をもつ八脚門を付設した区画施設が成立し、その内部に宿泊機能を兼ね備えた建物
を含むというように、郡家舘としての位置づけがなされた施設である。つまり伝路を介在して
部内巡視等をおこなう国司や、公的使者の宿泊提供施設として郡家舘としての機能を与えるこ
とが可能と考える。つまり、交通施設と郡家舘は密接な関係で機能していた官衙施設として評
価しておきたい。
　このように、行方郡家では郡家の具体的な様相とそれを取り巻く様相が徐々に明らかとなっ
てきた。その結果、郡家の改変は８世紀前半のうちに行われ、この改変に伴い郡庁院・正倉院・
舘院・寺院・交通施設というような郡家を取り巻く様相の整備が実施された、郡家の機能充実
が図られたことが判明した。8 世紀前半という時期は、大宝律令の施行（701）・平城京遷都（710）
という国家政策とともに、陸奥国と常陸国から新たに石城国が分国（718）され、更に陸奥国府
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多賀城が創建される（720年代）というように、古代律令国家の東北経営が強化される時期である。
この時期に行方郡内に国間を繋ぐ駅路の設置や、多賀城創建瓦に系譜を求められる単弁細弁蓮
華文軒丸瓦や偏行唐草文軒平瓦が寺院で採用されるというように、行方郡家と国府の関係が明
確となる時期でもある。8 世紀代に見られた郡家の変化は、このような国家政策のあり方に対
応する形で進められた可能性が高い。

　第４項　行方郡家Ⅲ期の様相

　行方郡家Ⅲ期は、建物ならびに各院の構造を大きく改変する時期である。正倉院Ⅲ期・郡庁
院Ⅲ期・寺院Ⅳ期・運河施設などがこの時期に位置付けられる。
　この時期に新設された施設や改変が加えられた施設は、その大部分が建物の造営方位を真北
に求めている点で行方郡家Ⅱ期と大きく変わるところはない。しかし、この時期に整備された
施設は、その建物規模や構造に大きな変更が認められる。特に、郡庁院ならびに正倉院ではそ
の変化が顕著である。行方郡家Ⅱ期段階で成立した舘院では、積極的な施設の造営は窺えず、
この時期を待たずに機能停止を迎えたものと考えられる。郡庁院・正倉院に南面する町地区では、
舘院の廃絶時期と前後する時期に、運河溝の掘削と多数の掘立柱建物の建設が進められ、新た
な院が登場する。寺院では新たに有蕊弁蓮華文軒丸瓦を用いた堂宇の建設が進められたと考え
られる。この時期を行方郡家Ⅲ期と呼ぶこととする。
　行方郡家Ⅲ期の年代であるが、行方郡家Ⅱ期の下限が続日本紀に見られる行方正倉火災の記
事と周囲で出土する焼米の状況から、正倉院Ⅲ期の上限は 8 世紀第 3 四半期まで遡らせること
となり、本段階の上限は 8 世紀後半となる。しかし本時期に建設がなされた正倉建物 SB1801
の基壇積土の中からは 9 世紀前半に位置付けられるロクロ土師器が出土していることから、建
物の本格的な造営は 9 世紀前半であったと考えられる。この行方郡家Ⅲ期の官衙施設の廃絶の
時期については、郡家の廃絶を示唆する遺構の調査は進んでいないため、その位置付けは困難
な状況にあるが、郡庁院や正倉院からは 10 世紀前半の遺物が出土することから、この時期には
廃絶していたものと考えられる。
郡家構造の改変　行方郡家Ⅲ期は郡庁・正倉ともに、その敷地を拡大することを大きな特徴とす
る。加えて各院の建物も大型化する傾向にあり、その意味でも他の時期の建物とは一線を画す
る郡家を造り上げている。このような建物構造の大型化は郡家全体の変化として捉えることが
できるが、特に郡庁建物において顕著に見られる。
　郡庁建物自体に注目した場合、郡庁敷地は東西 55.5 ｍ×南北 67.6 ｍの規模に拡張され、正殿
建物も東西 19.5 ｍ（5 間）×南北 9 ｍ（3 間）の建物に大型化している。一方、西側脇殿は小型
化ないしは分立化が進み東側脇殿は失われている。後殿は長舎構造の長大な建物を建設し、前
殿は失われ、南門は単独で建設された八脚門となっている。これらの建物で構成される郡庁は、
郡庁敷地を拡大するとともに、左右非対称の平面プランを実現している。このような郡庁脇殿
や前殿が消失する背景には、これらの建物が担っていた実務機能が郡庁建物以外の曹司で執り

第４項　行方郡家Ⅲ期の様相
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行なわれたと考えられ、郡庁建物が担った実務の変化が郡庁平面プランの変更に表出している
ものと考えられる（註 31）。しかし正殿の大型化が進み、その前面にある前庭もこれまでと変わ
らず確保されているという状況を見ると、郡庁院が担った役割のひとつである、郡庁儀式・饗
宴等の行為は、これまでと変わらず郡庁正殿と前庭を舞台としで執り行われていたと考えられ
る。
　このように、郡庁院では郡庁が担った実務事務と儀式・饗宴という機能のうち、前者の郡庁
実務事務の形態は変化したことともなって、その役割を北方官衙に建物を建設することで対応
し、後者の郡庁儀式自体は正殿・前庭が以前と変わらない構造で存続していることから、その
内容は大きく異なることなく執り行われたものと考えられる。つまり、この時期の郡庁院は実
務事務という側面よりも儀式・饗宴の場としての機能が重要視され、それらの機能変化に対応
する形で郡庁構造が変更されたのではなかろうか。
正倉構造の改変　一般的に、正倉院は直列ないしは並列配置をとる正倉建物が整然とならんだ形
で形成される傾向が強いとされる（註 32）。このような正倉に見られる特徴は、律令政府が郡庁
院などの制度上の実務執行機関よりも、地域支配を完遂するための財政的基盤となる収奪機関
としての正倉に最大の関心を払っていたことの現れであると指摘されるように（註 33）、国家権
力の正倉に対する強い関与が多くの郡で共通した正倉の配置形態を 8 ～ 9 世紀にかけて維持さ
せた最大の要因であると考えられている。つまり、各郡の枠組みを越えた形で共有される正倉
の画一的な様相は、正倉における租税の管理が国家関与のもとで体系的に行われていたことを
示していると理解することが可能となる。
　しかし、一方で 8 世紀末から 9 世紀初めの那須官衙遺跡や中村遺跡正倉においては、整然と
した建物配置が乱れ始める例が見られるようになる（註 34）。特に、10 世紀に成立する郡山台遺
跡の正倉は、郡家における正倉院の位置づけが変化していることを示す好例である。郡山台遺
跡の正倉は地形の制約を大きく受けることにより、一般的な正倉に見られるような画一的な構
造を示さず、「奈良時代から継続している郡衙と地方豪族の努力による地域開発に伴って平安前
期に分置新設された郡衙の、基本的な構造上の相違であり、その背景は中央政府支配力と密着
した律令制的中央様式から、在地郡司層の支配力の自立化による地域様式への変容」と鈴木が
指摘するように（註 35）、10 世紀前後の郡家は律令政府に関与された画一的な正倉から、地域の
実情に合った正倉への構造的変化が始まる時期と考えられる。このような変化の萌芽は那須官
衙遺跡例にみられるように、8 世紀末から 9 世紀初めに認められる（註 36）。
　この時期にあたる行方郡家Ⅲ期の正倉院は、正倉区画を東西 137 ｍ×南北 196 ｍの大区画に
変更し、その区画内部には総地業による礎石建物を正倉西側に直列配置させるというような新
たな正倉の姿を体現しており、これまでの正倉建物の配置とは異なった計画をもって倉庫の造
営されていることになる。詳細は今後の調査の進展により倉庫建物の確認例の増加に拠りたい
が、正倉院西辺に添うように直列配置をとる正倉建物の存在は、関和久遺跡や御殿前遺跡の正
倉院に見られるような画一的な形で倉庫建物が建設されていた可能性を想定させる。この想定
に基づく行方郡家Ⅲ期の正倉院は、正倉が担う租税徴収・保管施設としての正倉機能がⅡ期正
倉院と比して大きく異なるものではなく、8 世紀末から 9 世紀にかけた時期にもこれまでと変
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わらない形で租税徴収・保管事務が執り行われたことを示しているものと考えられ、この点は
行方郡家の特徴のひとつであるのかもしれない。
運河施設の成立　行方郡家Ⅲ期の大きな特徴に、郡庁院・正倉院に南面する位置に運河施設と関
連施設の成立がある。これらの諸施設は行方郡家Ⅱ期の段階で成立した駅路・伝路という陸上
交通が、河川・海上を主体とした水上交通への変換が図られたものと想定した。つまり、行方
郡家Ⅱ期で郡家舘とそれに併設された道路は 8 世紀後半以前までにはその機能停止するが、行
方郡家Ⅲ期に成立した運河施設と周辺建物は、これらの機能を継承するものとして成立したと
評価し、運河やその周囲に建設された建物は郡家経営に際して必要な物資の搬入や資材の貯蓄・
管理とともに、人員の移動などの機能をもった新たな交通施設として郡家のなかの大きな役割
を果たしたと見られる。
　これまで見てきたように、8 世紀末から 9 世紀初頭の画期は、行方郡家Ⅱ期に成立した郡家
構造を大きく転換させる時期であることが確認された。この画期は、郡庁敷地の拡張や正倉構
造の高質化、そして新たな水上交通の成立など行方郡家の地域支配機能が一段と充実した様相
を示している。加えて、この時期は宇多郡・行方郡を代表する製鉄活動に代表され生産活動が、
海岸付近から郡内の内陸部各地までに拡散する傾向が見られ、郡内における生産活動が活発化
する時期であると指摘される。従って、この時期の郡家を取り巻く環境は、これらの諸活動と
社会構造、そして郡家を支える社会構造が大きく変質していた可能性があり、このような社会
構造の変化が郡家の拡張などの改変に繋がる背景にあるものと見られる。

　第５項　郡家廃絶以降の様相

　行方郡家Ⅲ期以降は、これまでのような郡家建物の積極的な造営が行われなくなる時期であ
る。郡家の衰退・消滅する廃絶期と言っても良い。現在のところ、先述した行方郡家Ⅲ期建物
より後出する遺構の調査は進んでいないため、行方郡家Ⅲ期の下限を示すことが困難な状況に
あることは変わりないが、これまでの調査では、この郡家廃絶の一端を示すような知見が認め
られていることから、この点を記載して廃絶期についてまとめておこう。
行方郡家Ⅲ期の廃絶　発掘調査で確認された個々の建物を仔細に観察すると、行方郡家Ⅰ期・Ⅱ
期に位置付けられた建物は、建て替えのたびに柱を抜き取り新たな建物を造営している。しかし、
行方郡家Ⅲ期に位置付けられた建物はいずれも柱根を遺存しているものが多い。従って、行方
郡家Ⅲ期の建物は構築部材を撤去せずに廃棄されていることになる。
　郡庁院が造営されていた付近では、郡庁院Ⅲ期以後に鉄滓や赤焼土器の出土が顕著になる。
このような鉄滓や赤焼土器が出土するというような様相は、郡家存続間の郡庁院では見られな
かった様相である。つまり、行方郡家Ⅲ期以降の郡庁院は小鍛冶と思われる小規模な生産活動
の場として利用されていたことを示しており、この時期には郡家中枢たる郡庁院としての機能
は完全に停止していたものと考えて良いであろう。更に郡庁院周辺からは、多量の赤焼土器の
出土も認められている。これらの赤焼土器は遺構に伴う形で出土したものはないが、郡庁院前
庭付近やその周辺から散在するような状態で出土する傾向にある。これらの赤焼土器が消費さ
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れる具体的な内容は不明であるが、いずれにしても赤焼土器を大量に消費するような行為が行
われていたことは明らかであり、この時期には行方郡家郡庁院は郡家中枢としての機能を停止
していたと見られ、郡家廃絶の時期とその様相の一端を示すものと考えられる。
　正倉院では行方郡家Ⅲ期が終焉する頃には、正倉院区画溝がほぼ埋没している状態にあり、
郡家象徴としての維持・管理が実質的に行われていなかったと考えられる。正倉院区画溝の最
終堆積層付近からは、郡庁院同様に 10 世紀後半の赤焼土器が出土しており、この土器の示す時
期には正倉院の区画溝としての機能は完全に失われており、郡庁院とほぼ同じ時期に機能停止
していたと見てよい。
註 １　 磯貝正義 1978『郡寺及び采女制度の研究』吉川弘文館　薗田香融 1971「国衙と土豪との政治関係」『古代の日本』

角川書店　今泉隆雄 1972「八世紀郡領の任用と出自」『史学雑誌』81 編 12 号　吉田晶 1973『日本古代国家成立
史論』東京大学出版会　鎌田元一 1977「評の成立と国造」『日本史研究』176 号　篠川賢 1980「律令制成立期の
地方支配」『日本古代史論考』吉川弘文館　井上光貞 1964「大化改新の詔の研究」『史学雑誌』73 編－１・２号
　関口裕子 1973「『大化改新』批判による律令制成立過程の再構成（下）」『日本史研究』133 号　山尾幸久 1977『日
本国家の形成』岩波書店

註 ２　仙台市教育委員会 2005『郡山遺跡発掘調査報告書－総括編（１）－』
註 ３　 東京都北区教育委員会 1988『御殿前遺跡（本文編）』北区埋蔵文化財調査報告第 4 集　東京都北区教育委員会

1994『御殿前遺跡Ⅳ　大蔵省印刷局滝野川工場地区』　東京都北区教育委員会 2000『御殿前遺跡Ⅵ』北区埋蔵文
化財調査報告第 27 集　

註 ４　 ここでは大宝令制定以前の 7 世紀末の評制下の官衙施設を評家と呼び、その官衙の初現期が 7 世紀第 3 四半期ま
たはそれ以前に遡る可能性が指摘されるものを初期評家と呼ぶ。後掲註５参照

註 ５　 山中敏史 1994『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房　ただし、郡家遺跡における初現期については、遺構の時期
決定の根拠となる遺物の年代観が研究者・地域によって異なること、図示した時期の遺物は出土しているがその
時期と推定しうる以降は未検出・未確認という例があること、遺構の重複関係によって最初の施設が造営された
ことは推定されるが出土遺物による年代的な裏づけができていないことなどのように不確定様相を含む場合があ
るが、これらの点を考慮しても、郡家遺跡の初現期は 7 世紀台 4 四半期から八世紀第 1 四半期の間に集中する傾
向にあると指摘している。

註 ６　 前掲５　続日本紀文武二年三月条に見える「任二諸国郡司一。因詔二諸国司等一銓二擬郡司一。勿レ有二偏党一
郡司居レ任。必須レ如レ法。自レ今以後不二違越一。」の記事から、全国的な評制の普及は文武朝に達成された
可能性が高い。

註 ７　荒木隆 2000「郡家の構造を中心として」『第 26 回古代城柵官衙遺跡検討会資料』
註 ８　今泉隆雄 1992「７律令国家とエミシ」『⑨東北・北海道』新版古代の日本　角川書店
註 ９　今泉隆雄 2005「付章　古代陸奥国と郡山遺跡」『郡山遺跡発掘調査報告書－総括権（１）－』仙台市教育委員会
註 10　第Ⅶ章第２節第 1 項参照
註 11　 前掲５　郡域内において伝統的に優勢な力を持ち、代表者としての地位を占めてきた有力氏族の本拠地に造営さ

れたもので、郡内の他所に比べて相対的に規模のおきな古墳が集中する地区に立地する本拠地型郡衙遺跡 A 類
と有力氏族が郡内の代表的氏族としての地位や勢力を必ずしも伝統的に保持していたのではなく、他地域に本拠
をもつ有力氏族との競合関係にあり、郡内に認められる主要墳墓や集落跡の集中地数箇所の内のひとつに立地し
ている本拠地型郡家遺跡Ｂ類がある。

註 12　 前掲５　非本拠地方郡衙とは郡域内における 6 世紀以前からの主要古墳や集落跡の集中地区から離れて立地する
点を主な指標とする。

註 13　 佐川正敏 2000「陸奥国の平城宮式 6282 － 6721 の系譜と年代　－宮城県中新田城生遺跡と福島県双葉町郡山五
番遺跡・泉廃寺－」東北文化研究所紀要 32 号　東北学院大学東北文化研究所

註 14　 前掲５　山中氏は、7 つの項目を挙げて郡庁は政務の場であったばかりでなく、国庁と同様に儀式や饗宴の行わ
れたところであったと考えている。また国庁がまだ整備されていない八世紀初頭までは、任国に赴任した郡司は、
国内支配の拠点邸菜位置を占める郡衙などに駐在している場合が多かったと想定し、正殿隔絶型をとる郡庁は国
司の在任期間中、中央政府側からも儀式や饗宴の場としての国庁の役割をも兼ねることが期待されていたと推測
している。

註 15　第Ⅵ章第１節参照　原町市教育委員会 2003「泉廃寺跡第 8 次調査」『原町市内遺跡発掘調査報告書』８
註 16　 前掲５　倉庫配列方式すなわち頴穀収納保管方式に見られる多様性は、正倉の造営や管理に地域差が存在したこ

とを物語るものである。そこからは、田祖や出挙稲の徴収・収納・管理の方式が各郡必ずしも一様ではなかった
ことがうかがえると述べている。

註 17　山中敏史 2004「Ⅶ－４　正倉の建築構造」『古代の官衙遺跡』Ⅱ遺物・遺跡編　奈良文化財研究
註 18　 前掲５　正倉地区建物遺構に見られる傾向は、正税帳に見られる「正倉」の倉と屋によく対応しており、総柱建

物は「倉」あるいは「某倉」、側柱建物は「屋」あるいは「某屋」として表記されていたことが明らかである。
すなわち、正倉地区の側柱建物には、土間ないし低床構造をとる物資収納施設である「屋」に相当する建物が多
かったと考えて良いと述べている。
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註 19　 前掲５　屋が頴倉の代用的な施設として利用され背景としては、天平期の諸国正税帳から屋に収納された穀物の
ほとんどが頴稲であることが知られ、この頴稲は永年貯蔵されるものではなく出挙本稲や地方官衙経費などとし
て頻繁に支出されるものであることから、倉内の収納稲は出挙の返済により新稲に更新されるものであったこと
から、高床式の建物でなくとも湿気による腐食や損耗の心配が比較的少なかったことや、数多い出納作業に便利
な施設の利用が図られたと考えられている。

註 20　 藤木海 2005「福島・泉廃寺跡（陸奥国行方郡衙９）『木簡研究』第 27 号　原町市教育委員会 2004『原町市内遺
跡発掘調査報告書』９

註 21　松山市教育委員会 1997『松山市埋蔵文化財年報』Ⅸ　平成 8 年度
註 22　 藤木　海 2006「福島県南相馬市泉廃寺跡の交通関連施設について」『古代交通研究会第 13 大会資料』官衙と交

通　古代交通研究会
註 23　飯村　均 2005『律令国家の対蝦夷・相馬の製鉄遺跡群』シリーズ「遺跡を学ぶ」021 新泉社
註 24　櫛木謙周 1996『日本古代労働力編成の研究』塙書房　
註 25　原町市 2003『原町市史』第 4 巻　資料編Ⅱ　古代・中世　前掲９　
註 26　馬場　基 2004「駅伝制と地方支配」『駅家と在地社会』奈良文化財研究所
註 27　福島県教育委員会 1991 ～ 1998『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅰ～Ⅸ』
註 28　鈴木啓 1996「陸奥国海道伝路の予察」『論集しのぶ考古』論集しのぶ考古刊行会・前掲 25
註 29　前掲 28
註 30　 前掲５　吉田晶氏は舘が郡司居住の場の可能性を認めつつも、郡司の行政的機能を果たす役割をもち、外国使節

や国司など公的な使者の宿泊所とし、また舘に置かれた は 牧令に言う伝馬の 家であった可能性が高いとし、
舘と伝馬正の密接な関係を指摘している。原秀三郎氏は実録帳に見える舘は朝野群載所載の国務条々事にいう駅
舘であり、古くは駅舘舎と呼ばれたものであり郡司官舎とは考えがたいとして、郡衙の舘が交通施設としての正
確を持つことを指摘している。

註 31　 前掲５　八世紀後半以降に品字型の郡庁スタイルや、ロの字省略型の郡庁スタイルが顕著になる廃兵には、郡庁
での政務や儀式スタイルが、郡ごとの政治的経済的諸条件に対応して変化したことに起因すると考えられ、その
背景としては郡庁で行われていた執務の一部が郡庁外でなされるようになり執務場所が分化したこと、前庭を囲
んでの儀式・饗宴への参列者が限定されるようになり、座（庁座）の設けられる脇殿などが縮小したこと、郡庁
が舘あるいは郡領の居宅的性格を帯びるようになり儀式や政務の場としての機能が薄れたこと、郡領の在地にお
ける政治的地位や中央政府との政治的関係が変化し旧来のスタイルを必要としなくなったか維持できない自体に
至ったことなどが想定されている。

註 32　 前掲５　正倉は律令国家の支配力や徴税力を民衆に対して誇示するための施設であり、一般集落には見られない
中型・大型の倉を主体的に建設し、それらを直列配置とるように整然とした配置形態をとっていたと指摘されて
いる。

註 33　 前掲５　正倉に収納される田租が国家財政のなかではあまり大きな比重を持たないにも関わらず、前掲註 32 で
指摘されるように正倉は律令政府の地域支配の正当性や支配力等を誇示するための施設というようなイデオロ
ギー的な効果を重視したために、中央政府が郡家正倉に強い関心を示したものと考えられている。

註 34　 前掲５　このような正倉建物の計画性の消失は、正倉の計画的な配置形態自体に表現されていた国家権力の象徴
性が徐々に喪失し始めていたことを示すと見られており、この時期に律令政府の地域支配のあり方が実質的に変
質していた可能性があることが指摘されている。

註 35　鈴木啓 1986「南奥の郡倉」『福島の研究』１地質・考古篇　清文堂
註 36　山中敏史 2004『古代の官衙遺跡』奈良文化財研究所

　　　第３節　総　　　括

　平成 6 年度のほ場整備事業に端を発した発掘調査は、平成 12 年度から平成 17 年度までの範
囲内容確認調査を経て、泉廃寺跡が古代律令期における陸奥国行方郡を統治した地方行政機構
である行方郡家跡であることを明らかとした。これらの調査によって解明された行方郡家の全
容は、考古学のみならず文献史学・古代史学などからも高い評価を得るところであろう。
　調査により明らかとなった事実については、第Ⅵ章までで報告・解説し、更にこれらの遺構
が示す意義については第Ⅶ章で述べたとおりである。このなかで、行方郡家の具体的な構造な
らびに変遷が把握・解明されたことは、第一の成果として特筆しておきたい。
　以下では、泉廃寺跡すなわち行方郡家の調査により明らかとなった様相を概述して、これま
での発掘調査のまとめとするとともに、今後の課題と展望を述べて、本報告の総括としたい。
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　第１項　調査のまとめ

　これまでの発掘調査により、泉廃寺跡は古代律令制下における陸奥国行方郡を支配した行方
郡家跡であることが明らかとなった。
　郡家は阿武隈高地から東の太平洋に向かって延びる低位丘陵を背後に控え、前面には新田川
と河川により形成された沖積平野が広がる河岸段丘面に造営が行われており、太平洋まで 300
ｍの距離にある新田川河口域にある。
　郡家に関連する遺構は、河岸段丘の上面から沖積地にかけた範囲、東西約 1Km ×南北 800 ｍ
に展開しており、極めて良好な遺存状態を示している。これらの遺構群は官衙としての特徴を
良く備えており、複数の官舎すなわち院を構成していることが判明した。郡家を構成する院と
しては、正倉・郡庁・館・運河・その他の曹司、そして寺院が認められ、それぞれが有機的に
関係しながら郡家を支えていたと見られる。
　最も西側には館院と道路があり、館院の南側には厨家が存在している可能性もある。舘院は
部内を巡視する国司等の上級役人の宿泊機能を備えた施設である。宿屋や 屋に比定される施
設が確認されており、上級役人等の宿泊に十分に対応できる構造を有している。
　この官舎の西側に接する地点には南北に延びる道路状遺構が確認された。陸奥国において駅
路ないしは伝路の可能性がある交通施設が確認された例はまだ少なく、加えて海道が通過する
諸郡において道路が確認された例はまだなく、この遺構のもつ意義は大きい。
　館院の東側には総柱建物を主体的に建設した官舎がある。この官舎はある時期には区画溝に
よって厳重に区画されている。この溝からは租税徴収に関わる木簡が出土したことにより、こ
の区画溝に囲繞された敷地が、租税徴収ならびに収納に関する機能を有していた正倉院である
ことが判明した。
　正倉院の東側に隣接地には、郡庁の造営が行われている。郡庁は 4 棟の主要建物を掘立柱塀
により連結し、その内部に正殿となる正殿と儀式・饗宴の場となる前庭を設けている。
　正倉と郡庁に南側と北側には、各種の曹司が建設されている。郡庁北側に造営された北方官
衙はある時期の郡庁機能を担った実務機関であり、郡庁・正倉の南側に開削された 9 世紀代の
運河施設とその周囲の官舎の存在は、行方郡家の大きな特徴のひとつである。
　郡庁の東側 200 ｍの地点には多量の瓦を出土する地点がある。寺院推定地である。寺院建物
の具体的な内容はまだ分からないが、各種の瓦塼類が出土し加えて軒平瓦には朱が付着したも
のの見られることから、この地区には塼積基壇上に丹塗柱を立てた総瓦葺建物が存在していた
蓋然性が高い。このような構造の建物は、先述した官衙建物とは明らかに異なる特徴であり、
この部分に寺院が存在していたと考える根拠である。
　このような内容をもつ行方郡家は、7 世紀末に創建が開始される。郡家の創建は、河川が太
平洋に達する交通の要衝地に加えて、旧来氏族の影響の少ないエリアを郡家造営の適地として
造営を開始したものと考えられる。創建段階には正倉・郡庁・寺院に３施設の造営が行われ、
この時期の施設は寺院を除いて真北から東に約 16°傾けた造営計画を持っている。寺院は官衙
エリアとは明らかに異なった瓦を用いていることから、官衙施設とは異なった造営計画を保持
していた可能性もある。
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　創建施設が改修される時期は、行方郡をはじめとした陸奥国・常陸国の６郷が陸奥国から石
城国に編成された 8 世紀前半である。この時期は郡家を構成する建物ないしは官舎の主軸方位
を真北に求めた造営が行われる。郡庁では四面廂付建物を正殿とし、石敷整備による前庭を造
営している。正倉は区画溝を成立させ体系的な租税管理が実施されている。この時期には道路
施設の造営とそれに併設するように郡家舘と郡家厨家が造営された可能性がある。
　最終段階の郡家は、8 世紀末から 9 世紀初頭に成立する。郡家を構成する各官舎が敷地・建
物規模ともに大型化を進める。正倉院では統一された正倉建物を計画的に建設し、これまで以
上に硬質化された正倉構造を実現している。郡庁では脇殿や前殿が失われ、郡庁建物にかわる
官舎が成立しており郡庁実務の形態が変容していた可能性がある。前段階に成立した道路は既
に機能停止しており、この時期に新たな水上交通網と関連する官舎が成立している。
　7 世紀末から 9 世紀にかけて存続していた行方郡家は 10 世紀前半のうちに廃絶を迎える。こ
の時期には、郡庁を中心とした郡家エリアにおいて、大量の赤焼土器が消費・廃棄され、加え
て小鍛冶等の小規模な生産活動が行われている。つまり、この時期の郡家は地方支配の拠点と
しての機能は既に失われていたものと考えられる。
　このような郡家の内容をまとめると、以下のとおりとなる。
地理的条件
１　泉廃寺跡は福島県浜通り地方のほぼ中央に位置する南相馬市に所在する。
２　遺跡は阿武隈高地から太平洋に向かって流れる新田川の河口付近に位置する。
３　 遺跡は新田川の浸食作用によって形成された河岸段丘の縁辺から沖積地にかけた範囲に造

営される。
４　遺跡は、北側に標高 20 ｍの低位丘陵を背負い、南側には新田川と沖積平野が広がる。
５　遺跡の範囲は、東西約 1km、南北約 800 ｍに及ぶ。
遺跡の内容
１　泉廃寺跡は、古代律令制における陸奥国行方郡を支配した郡家、「行方郡家」である。
２　創建段階の施設は 7 世紀末から 8 世紀初頭の時期に造営が行われる。
３　創建施設は 8 世紀前半に改変を受け、行方郡家Ⅱ期官衙が成立する。
４　 行方郡家Ⅲ期は 8 世紀後半に成立し、10 世紀前半までには機能を停止し、郡家は廃絶を迎

かえる。
５　 確認された郡家施設には、正倉・郡庁・舘・運河・道路・曹司があり、周辺には寺院・厨

家も存在していた可能性が高い。
６　行方郡家Ⅰ期　建物主軸方位を N16°E を指す時期。7 世紀末～ 8 世紀前半
　・正倉建物は総柱式掘立柱建物で構成され、区画施設を伴わない形態をとる。
　・ 郡庁は、掘立柱塀により囲繞され、前殿・後殿・東脇殿・西脇殿を配置し、その中央やや

北寄に正殿を構える。郡庁敷地は東西 42.9 ｍ、南北 49.8 ｍを確保する。
７　行方郡家Ⅱ期　建物主軸方位を真北に求める時期。8 世紀前半～ 8 世紀後半
　・正倉建物には新たな礎石建物の導入が始まり、建物を囲繞する区画施設が成立する。
　・郡庁建物のうち正殿は四面廂付建物が採用され、前庭部は玉石敷によって整備される。
　・郡家西端に道路が開削され、これに接するように舘が整備される。
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８　行方郡家Ⅲ期　郡家施設の拡張が行われる時期　８世紀末～ 10 世紀前半
　・ 正倉院が東西 137 ｍ、南北 196 ｍの規模になり、主体的に建設された礎石建物と側柱式の

掘立柱建物による屋で構成される。
　・ 郡庁院は東西 54.9 ｍ、南北 68.1 ｍの規模に拡張される。東脇殿と前殿は失われ、後殿・西

脇殿は独立した建物で建設される。
　・ 郡家の南側には、新田川の旧河道から郡家内に延びる運河が開削され、その周囲に官衙施

設が登場する。
　・ 道路とそれに併設される舘は、前段階で姿を消し、運河施設とその周囲に造営された官衙が、

交通施設と舘の機能を継承した可能性がある。

　第２項　今後の課題と展望

　ここまで過去約 10 年間にわたる泉廃寺跡の調査成果をまとめ、泉廃寺跡の遺構について解説
を加えてきた。これらの調査成果は泉廃寺跡、すなわち行方郡家の具体的な様相を明らかとし
たに留まらず、東北地方の古代史の解明において重要な意味をもつことは間違いない。しかし、
これらの調査による泉廃寺跡の姿は、泉廃寺跡全体の調査によって得られたわけではなく、部
分的な調査よって得られた知見を積み重ねたものであるため、本書で示した行方郡家の姿は今
後の発掘調査によって、更に書き直される可能性は十分に残されている。ここでは、今後の調
査研究の進展に際して留意しておきたい点と、今後の展望を述べて本報告のまとめとしたい。

正　倉　院　正倉院は現在福島県史跡指定を受け、保存が確定している。これまでの調査では、
正倉院の西側部分の様相が明らかとなりつつあるが、この正倉院から郡庁院までの地点につい
ては、現在でも未調査の部分が残されており、この部分の解明は必須である。
　特に郡庁院西側に接する地点には、創建段階の正倉建物と見られる３棟の掘立柱式総柱建物
が建設されているが、この創建時期の正倉の様相についてはほとんど解明がなされていない。
加えて、現在礎石を伴う建設した時期の正倉域として捉えた区画溝は、東西 137 ｍ×南北 196
ｍの範囲に展開し一応の区画を完成させていると見られるが、現地や昭和 30 年の礎石・根石の
分布調査では、礎石や根石等はこの正倉区画の外側に広く分布する状況にある。従って、礎石
建物が導入される行方郡家Ⅱ期ないしはⅢ期の正倉は、現在把握されている範囲よりも広範囲
に及んでいた可能性がある。いずれにしても、現在の正倉域を外れる位置にある礎石等が、本
地区の正倉建物の存在を直接示すものであるのかについても確認する必要があり、この部分の
調査が進展すれば、これまで述べてきた正倉院とは異なる新たな正倉院の姿が浮かび上がって
くる可能性は充分にありこの点は今後の調査の進展に大いに期待したいところである。
　正倉院の南側には新田川から延びる運河の存在が認められている。この運河は直線的に正倉
内部へ向かって北進しており、正倉の運営と密接に関わる施設の可能性もある。この運河と正
倉の関係を確認することができれば、正倉機能と租税収納のあり方、そして租税運搬の様相が
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明らかとなる可能性があり、今後確認しておきたい点である。
郡　庁　院　郡庁院は郡庁敷地の大部分が調査され、全国の郡家遺跡の視点から見ても非常に有
効な調査成果が得られている。この中で、郡庁の構造について確認しておきたいところがある。
　第一に郡庁院Ⅲ期の東脇殿の解明がある。郡庁院Ⅲ期の東脇殿が位置する地点には市道や水
田の境界が通過する条件にあり、調査が進んでいないという状況にあることから、郡庁院Ⅲ期
の東側脇殿の存否を確実にすることができていない。つまり、現段階の郡庁院Ⅲ期の平面形は、
左右非対称の形に復元がなされているが、この点についてはなお調査をふまえて決定したいと
ころである。また、郡庁院Ⅱ期の前庭には石敷により整備が行われているが、この石敷前庭に
ついてもその範囲ならびに構造の解明がなされていない。郡家郡庁の前庭広場が石敷きによっ
て整備されている例は、他では見ることができないことから、これらの存在と具体的な構造解
明は、ぜひ試みておきたい。
　更に、郡庁院は創建段階から最終段階まで、郡庁の位置を変えることなく継続的に施設の造
営を行っている。すなわち、遺構の重複関係による時間時期を求めることが可能な地区であっ
た。今回提示した郡庁変遷はこれらの重複関係に基づくものであったが、これらの遺構の断ち
割りは基本的には実施していないため、出土遺物に基づいた時期比定はできていない状況にあ
る。したがって、今後の調査では各時期の施設を切る土坑などの調査により、各時期の施設の
上限・下限を出土遺物の年代観に基づいた整理が不可欠であると考える。
舘と道路遺構　舘と道路遺構は郡家の西端に建設がなされた。舘はその全容が確認されたものの、
その個別の建物の対応関係の把握が困難な状況にあった。それは、舘院を構成する建物の造営
が西側を通過する道路の構造に影響されていた可能性があることから、建物の造営・配置の計
画性から同時性の認定が困難な状況にあったのである。従って、これらの建物の同時性の認定
は柱掘方や柱抜き取り痕跡から出土する遺物や、柱掘方埋土等の特徴から時期比定を試みる必
要がある。
　道路とした遺構は、調査した範囲では明確な路面や道路側溝などを把握することができず、
遺構自体をもって確実に道路と断定できる状況で捉えることはできなかった。今後は道路が通
過すると想定される範囲の確認作業は不可欠なものと考えている。この問題は、本官衙施設を
館と認定できるか、または郡家厨家の存否、そして海道諸郡における駅路・伝路の構造解明な
どのように多くの問題を含んでおり、今後の調査に課せられた課題の解明は、今後の郡家研究
においては大きな意味をもつと考えられる。
南方官衙と運河施設　これらの施設は調査終了とともに失われてしまったが、結果的には泉廃寺
跡の交通やそれに関連する郡家施設を知る上で重要な地点であり、これらの施設を残すことが
できなかったことは、反省すべき点である。さて、運河とその周辺に展開する建物は失われて
しまったが、郡庁院の南側から東側にかけた範囲の遺構は残されている可能性が高い。特に、
南方官衙Ⅰ期と呼んだ遺構の中には掘立柱建物と掘立柱塀が認められており、これらは郡庁と
は異なる施設であった可能性もある。この部分の施設の状況が具体的になれば、郡家構造の理
解が更に進むであろう。　
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寺　　　院　寺院と考えられる施設は郡家東端に建立がなされたと推定している。この付近の調
査では、寺院建物と考えられる遺構は認められていないため、その具体的な様相は不明であるが、
瓦を廃棄した土坑や周辺の堆積土からは多量の瓦が出土していることから、総瓦葺建物が建設
されていたと考えて間違いない。今後は、これらの瓦を葺いた寺院建物の存在を確認し、郡家
と寺院の関係を追及する必要がある。

　このような郡家施設の個別の課題とともに、行方郡・郡家の位置付けについても多くの課題
がある。
　例えば、泉廃寺跡の発掘調査が進み行方郡家の基本的な構造変遷は把握され、郡家や官衙研
究において大きな意味を持つ結果となった。しかし、郡家を取り巻く集落・生産などに関わる
遺跡の調査は進展しているとは言いがたい。地域支配を遂行する郡家を考えるうえでは、郡家
が地域社会のなかでどのような位置付けがなされており、当時の社会においてどれだけの影響
を与えていたのかを検討する必要がある。つまり、集落・生産活動などの当時の社会総体とし
て郡家を評価する必要があると考える。このような視点に立って、改めて行方郡家を見た場合、
郡家の新たな一面が浮びあがる可能性があり、総合的な郡家の評価がなされるであろう。
　更に行方郡は、旧来氏族となる国造が存在しない地域でありながら、律令施行の早い段階に
建評がなされた地域である。加えて行方郡には軍団が置かれ、大規模な鉄生産が行われるなど、
他の郡には見られない特徴を持っている。これらは郡独自の活動で遂行されるものではなく、
陸奥国・律令国家の影響を受けるものであったはずである。つまり行方郡は、律令国家もしく
は陸奥国において重要な役割をもって建評がなされたものと考えられ、このような視点からの
行方郡、郡家を評価する必要がある。
　上記したような項目は、行方郡家が抱える問題点のごく一部であり、今後検討を要する事柄
は更に多くあることは事実である。今後、これらの問題意識のもとに、継続的な調査と検討を
必要としている。

　第３項　保存・活用の展望

　泉廃寺跡については、幕末に編纂された奥州中村藩の地誌である「奥相志」にも、建物礎石
の存在や焼米が出土することが記されているように、この地に刻まれた先人の痕跡については
古くから注目されてきた。当然、奥相志が編纂された当時は、これらの礎石や瓦、そして焼米
の存在が、行方郡家に関わるものというような認識はなく、古くにこの地を支配した長者の舘
であると伝えられてきただけであった。今日の泉廃寺跡は福島県史跡の指定を受け将来にわた
る保存が決定されたが、現在の泉廃寺跡を取り巻く環境に至る間には、考古学や歴史学の研究
者や、それらの人を支えた地域の人々の大きな努力があることを忘れてはいけない。特に泉廃
寺跡の周辺の方々の苦労は計り知れないものがあったことであろう。
　泉廃寺跡の保存はこれらの人々も多くの苦労のもとに成り立っていることを、まずは認識す
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る必要がある。そして泉廃寺跡周辺の住民の方々の遺跡保存に対する理解には、ただ感謝する
次第である。
　近年、泉廃寺跡周辺では水田区画整備事業が計画され、約 10 年にもわたる泉廃寺跡の発掘調
査が実施された。その結果、泉廃寺跡は古代律令制における地方行政機構とされた行方郡家で
あることが判明し、これまで考えられてきた泉廃寺跡の姿を大きく書き直すような発見が相次
いだ。特に、本遺跡からは郡家を構成する正倉・郡庁・舘・寺院とともに道路・運河・各種曹
司などのような、郡家を構成する具体的な施設が把握された。このように、郡家を構成する正倉・
郡庁・舘・寺院・道路が確認された例は全国の郡家遺跡の調査全体を見渡しても、ほとんどな
いと言って良い。つまり、泉廃寺跡の調査成果は全国の官衙研究のみならず、古代史・文献史学、
そして地域史を知る上でも極めて重要な遺跡であるとの評価を与えても、過大評価ではないで
あろう。
　このように評価される行方郡家は、明らかにこの地域に根ざした文化財であり、地域に生き
る人々の誇りとなるものと信じている。そして、これらの貴重な歴史遺産を将来にわたって適
切に保存し後世に伝えていくことは、先人の苦労・努力に報いることになると同時に、現代を
生きる我々に求められた責務であるはずである。そして泉廃寺跡として残されてきた行方郡家
を将来にわたって確実に残こし、その重要性を後世に伝えていく義務があることを認識してお
きたい。そのためには泉廃寺跡全域が永遠に保存されるとともに、行方郡家を支えた生産・集
落などの関連する遺産を含めた総合的な保存施策が講じられることが望まれ、またこれらの文
化遺産が適切な形で整備されることにより、広く知られることともに、先人が残した貴重な文
化財が、これからを生きる我々の進む道を示すものとなることを期待したい。
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付章　自然科学分析

　　　Ⅰ．年代測定

　１．炭化米年代測定

（１）第22次調査地点

出土遺構の概要　本試料は、正倉院の区画溝の調査を行った第 22 次調査で出土した炭化米であ
る。これらの炭化米を出土した遺構は、正倉院Ⅱ期の正倉建物を囲繞する区画溝とされるもので、
北区と南区を分かつ中央溝の東側の交点にあたる部分である。

分析試料　年代測定に用いた試料は、「SD2201 ～ 2203 の C － C´ セクション　2c 層」から検
出された炭化米である。破片など形の悪い物を中心に 10 粒程度 (0.1g 以下 ) を分析に用いた。

分析の方法　試料の分析を開始するに当たって、まずピンセット、超音波洗浄などにより表面の
不純物を除去した。その後に HCℓにより炭酸塩等酸可溶成分を除去し、NaOH により腐植酸等
アルカリ可溶成分の除去を行った。次に HCℓによりアルカリ処理時に生成した炭酸塩等酸可溶
成分の除去を行う（酸・アルカリ・酸処理）。これらの作業により不純物を除去した試料を、バ
イコール管に入れ、1g の酸化銅（Ⅱ）と銀箔（硫化物を除去するため）を加えて、管内を真空
にして封じきり、500℃（30 分）850℃（2 時間）で加熱し、液体窒素と液体窒素＋エタノール
の温度差を利用し、真空ラインにて CO2 を精製する。これに真空ラインにてバイコール管に精
製した CO2 と鉄・水素を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを 650℃で 10 時間以
上加熱し、グラファイトを生成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径 1 ｍｍ
の孔にプレスして、タンデム加速器のイオン源に装着し測定する。
　測定機器は、3MV 小型タンデム加速器をベースとした 14C － AMS 専用装置（NEC Pelletron
　9SDH － 2）を使用する。AMS 測定時に、標準試料である米国国立標準局（NIST）から提供
されるシュウ酸 (HOX －Ⅱ ) とバックグラウンド試料の測定も行う。また測定中同時に 13C/12C
の測定も行うため、この値を用いてδ 13C を算出する。放射性炭素の半減期は LIBBY の半減
期 5568 年を使用する。測定年代は 1950 年を基点とした年代（BP）であり、誤差は標準偏差

（One Sigma；68%）に相当する年代である。暦年較正は、RADIOCARBON CALIBRATION 
PROGRAM CALIBREV5.02（Copyright 1986 － 2005 Ｍ Stuiver and PJ Reimer）を用い、誤差
として標準偏差（One Sigma）を用いる。
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分　析　結　果　同位体効果による補正を行った測定結果を Tab. ８に示す。炭化米の年代値は炭
化米の年代 1140 ± 40BP を示す。暦年較正とは、大気中の 14C 濃度が一定で半減期が 5568 年と
して算出された年代値に対し、過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の 14C 濃度の
変動、及び半減期の違い（14C の半減期 5730 ± 40 年）を較正することである。暦年較正に関し
ては、本来 10 年単位で表すのが通例であるが、将来的に暦年較正プログラムや暦年較正曲線の
改正があった場合の再計算、再検討に対応するため、1 年単位で表している。暦年校正は、測
定誤差σ、2 σ双方の値を計算する。σは統計的に真の値が 68%の確率で存在する範囲、2 σ
は真の値が 95%の確率で存在する範囲である。また、表中の相対比とは、σ、2 σの範囲をそ
れぞれ 1 とした場合、その範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。測定
誤差をσとして計算させた場合は、caℓ AD881 － 971、2 σの場合は、caℓ AD781 － 986 である。

試　料　名 種　類 補正年代BP δ 13C（‰） 測定年代BP Code.No
C － Ć ２c 層 炭化米 1140 ± 40 － 22.77 ± 0.70 1100 ± 30 IAAA － 51465

　１）年代値の算出には、Libby の半減期 5568 年を使用
　２）BP 年代値は、1950 年を基点として何年前であるかを示す。
　３）付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の 68％が入る範囲）を年代値に換算した値
Tab.7　炭化物測定結果

試料名 補正年代（BP） 暦年較正年代（caℓ） 総対比 Code　№

C － C' 2 ｃ層 1136 ±
σ Caℓ AD 881 － Caℓ AD 972 Caℓ BP 1069 － 978 1.000

2σ
Caℓ AD 781 － Caℓ AD 790 Caℓ BP 1169 － 1160 0.025 IAAA － 51465
Caℓ AD 807 － Caℓ AD 986 Caℓ BP 1143 － 964 0.975

　１） 計算には、RADIOCARBON　CALIBRATION PROGURAM CALIB REV5.01（Copyright 1986 － 2005　M　
Stuiver　and PJ Reimer）を使用。

　２）計算には、表に示したまるめる前の値を使用している。
　３） 1 桁目を丸めるのが慣例だが、暦年較正曲線や暦年較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやす

いように 1 桁目を丸めていない。
　４）統計的に真の値が入る確立は、σは 68％　２σは 95％である
　５）相対費は、σ、２σのそれぞれを１とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。
Tab.8　炭化物測定結果（同位体効果による補正後）

考　　　　　察　検出された炭化米の年代値は、8 ～ 10 世紀頃を示し、平安時代頃を示す。

（２）第16次調査地点

出土遺構の概要　この分析で使用する炭化米は、16 － B 区で確認した性格不明の掘り込みに堆
積していたものである。この遺構は正倉院Ⅱ期の北区内に位置する方形の浅い掘り込みを持つ
遺構である。遺構内部には灰白色の粘土層が堆積し、その粘土層の上面から粘土に挟まれた状
態で出土した。この遺構からは、少量の須恵器片が出土しているが、遺構の性格・年代を決定
することはできていない。

分　析　試　料　16 － B 区にある性格不明遺構から出土した炭化米２点を分析した。
分　析　方　法　放射性炭素年代測定の手順は、以下のとおりである。まず、試料に二次的に

Ⅰ．年代測定
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混入した有機物を取り除くために、蒸留水中で細かく粉砕後、超音波および煮沸により洗浄し、
塩酸（HCℓ）により炭酸塩を除去後、水酸化ナトリウム（NaOH）により二次的に混入した有
機酸の除去を行った。この試料を再び塩酸（HCℓ）で洗浄し、アルカリによって中和する。そ
の後に定温乾燥機内で、80℃で乾燥させるという前処理を行った。
　前処理後、試料中の炭素を燃焼して二酸化炭素に変え、これを真空ライン内で液体窒素、ド
ライアイス、メタノール、ｎ－ペンタンを用いて精製し、高純度の二酸化炭素を回収した。こ
うして得られた二酸化炭素を鉄触媒による水素還元法でグラファイト粉末とし、アルミニウム
製のターゲットホルダーに入れてプレス機で圧入しグラファイトターゲットを作製した。これ
らのターゲットをタンデトロン加速器質量分析計のイオン源にセットして測定を行った。測定
試料と方法を Tab.9 にまとめた。

試料名 　遺構名等  種　類 前処理・調整 測　定　法
 №１ 　SX1601-A 炭化米 酸 - アルカリ - 酸洗浄 A　M　S
 №２ 　AX1601-A 炭化米 酸 - アルカリ - 酸洗浄 A　M　S

　※ AMS（Accelerator Ｍ ass Spectro ｍ etry）は加速器質量分析法
Tab.9　測定資料及び処理

分　析　結　果　¹⁴C 年代測定値は試料の ¹⁴C/¹²C 比から、単純に現在（AD1950 年）から何年
前かを計算した値である。¹⁴C の半減期は国際的慣例により Libby の 5568 年を使用した（実際
の半減期は 5730 年）。δ ¹³C 測定値は、試料の測定 ¹⁴C/¹²C 比を補正するための炭素安定同位
体比（¹³C/¹²C）である。この値は標準物質（PDB）の同位体比からの千分偏差（‰）で表す。
補正 ¹⁴C 年代値は、δ ¹³C 測定値から試料の炭素の同位体分別を知り、¹⁴C/¹²C の測定値に補正
値を加えた上で算出した年代である。試料のδ ¹³C 値を－ 25(‰ ) に標準化することによって得
られる。
　暦年代 Calendar Age は、¹⁴C 年代測定値を実際の年代値（暦年代）に近づけるには、過去の
宇宙線強度の変動などによる大気中 ¹⁴C 濃度の変動および ¹⁴C の半減期の違いを較正する必要
がある。暦年較正には、年代既知の樹木年輪の ¹⁴C の詳細な測定値およびサンゴの U/Th（ウ
ラン / トリウム）年代と ¹⁴C 年代の比較により作成された較正曲線を使用した。最新の較正曲
線である IntCaℓ 04 では BC24050 年までの換算が可能である（樹木年輪データは BC10450 年
まで）。暦年代の交点とは、補正¹⁴C年代値と較正曲線との交点の暦年代値を意味する。１σ（68％
確率）と２σ（95％確率）は、補正 ¹⁴C 年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅を
示す。従って、複数の交点や複数の１σ・２σ値が表記される場合もある。

考　　　　　察　泉廃寺跡で出土した炭化米 2 点について加速器質量分析法（AMS）による放
射性炭素年代測定を行った結果、試料１では 1270 ± 40 年 BP（2 σの暦年代で AD660 ～ 870 年）、
試料 2 では 1200 ± 40 年 BP（同 AD690 ～ 900 年、AD920 ～ 950 年）の年代値が得られた。

付章　自然科学分析
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　２．柱材の年代測定

（１）郡庁院出土柱材

出土遺構の概要　分析に使用した試料は、郡庁院Ⅱ期の中心殿舎となる SB1710 の廂柱、郡庁
院Ⅱ－ a 期の西脇殿となる SB1408 の柱掘方出土の柱根、郡庁院Ⅲ期の正殿に位置付けられた
SB1712 出土の礎板、郡庁院Ⅰ期の西脇殿を構成する SB1401 の柱材の４遺構である。

分　析　試　料　今回の分析には、郡庁院Ⅱ期の建物跡を中心と 4 遺構から出土した木材 5 点（試
料 1・２・3・5・6）を対象にした。
試 料 1：SB1710（北廂東第３柱出土柱根）　試料 1 は郡庁院Ⅱ期の正殿とされる SB1710 の、廂

部分の柱掘方から出土した柱根の切片 1 点である。郡庁院Ⅱ期の正殿には建て替えが認めら
れることから、郡庁院Ⅱ期は 2 時期に細分され、古い方が郡庁院Ⅱ－ a 期、新しい方が郡庁
院Ⅱ－ b 期とされる。試料 1 の年代は郡庁院Ⅱ－ b 期の上限と考えられているが、郡庁院Ⅱ
－ a 期の柱を再利用した可能性もある。
試 料 2：SB1710（北西隅柱柱抜き取り痕跡出土桃種実）　試料 2 は郡庁院Ⅱ期の正殿とされる

SB1710 の柱掘方から採取された。柱掘方の柱は完全に抜き取られており、試料は抜き取り痕
に堆積した土層から出土した種実遺体 1 点である。試料 2 の年代は、郡庁院Ⅱ－ b 期の下限
と考えられている。

試 料 3：SB1408（西側柱列北第２柱柱根）　試料 3 は郡庁院Ⅱ－ a 期とされる西脇殿に相当す
る建物跡の柱掘方から出土した、柱根の切片 1 点である。なお柱根は表面が加工されており、
木材の外皮がどの程度削られているかは不明である。試料は加工されている柱根の表面から
採取された。試料 3 の年代は、郡庁院Ⅱ－ a 期の上限と考えられている。
試 料 5：SB1712（北側柱列西第４柱・b 期礎板№ 7）　試料 5 は、郡庁院Ⅲ期の正殿で新しい時

期である柱掘方から出土した礎板である。郡庁院Ⅲ期正殿の柱掘方では、丸太材を筏状に敷
き並べた礎板が出土している。礎板は樹木の枝を掃ってそのまま利用したものや、割り裂い
たものが確認されている。試料は樹木の幹をそのまま利用するタイプの礎板の表皮、あるい
は表皮に近い部分と思われる部位から採取された。試料 5 の年代は、Ⅲ－ b 期の上限と考え
られている。
試 料 6：SB1401（西側柱列北第５柱柱掘方柱根）　試料 6 は郡庁院Ⅰ期の西脇殿の柱根から採取

された木片 1 点である。柱根には加工の痕跡が顕著に確認されている

分　析　方　法　年代測定は、株式会社加速器分析研究所の協力を得て､加速器質量分析法（AMS
法）で行った。なお、σ ¹³C の値は加速器を用いて試料炭素の ¹³C 濃度（¹³C ／ ¹²C）を測定し、
標準試料 PDB（白亜紀のベレムナイト類の化石）の測定値を基準として、それからのずれを計
算し、千分偏差（‰；パーミル）で表したものである。今回の試料の補正年代は、この値に基
づいて補正をした年代である。

Ⅰ．年代測定
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分　析　結　果　結果をTab.10に示す。試料の測定年代値（補正年代値）は、試料1が約1310年前、
試料 2 が約 1270 年前、試料 3 が約 1370 年前、試料 5 が約 1230 年前、試料６が約 1440 年前の
値を示す。

№ 試　料　名 補正年代BP δ 13C（‰） 測定年代BP Code　№
試料１ SB1710　北廂東第３柱出土柱根 1310　30 － 28.04　0.99 1340　30 IAAA － 10628
試料２ SB1710　北西隅柱柱抜き取り穴出土桃種実 1270　30 － 28.06　1.16 1290　30 IAAA － 10629
試料３ SB1406　西側柱列比第２柱 1370　30 － 27.55　1.26 1390　30 IAAA － 10630
試料５ SB1712b 期　西側柱列西第４柱出土礎板 1230　30 － 30.66　0.99 1280　30 IAAA － 10631
試料６ SB1401　西側柱列北第５柱柱根 1440　30 － 27.70　1.03 1460　30 IAAA － 10632

　１）年代値の算出には、Libby の半減期 5568 年を使用
　２）BP 年代値は、1950 年を基点として何年前であるかを示す。
　３）付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の 68％が入る範囲）を年代値に換算した値）
Tab.10　柱材年代測定結果

考　　　　　察　測定試料は、柱根など建物跡と直接関連する可能性の高いものが大部分である。
試料が採取された掘立柱建物跡は、7 世紀後半～ 9 世紀後半の間で、郡庁院Ⅰ期～Ⅲ期の時期
区分が設定されている。試料 6 が郡庁院Ⅰ期とされる SB1401 の柱掘方出土柱根、試料 3 が郡
庁院Ⅱ－ a 期上限とされる SB1408 の柱掘方出土柱根、試料１が郡庁院Ⅱ－ b 期の上限とされ
る SB1710 の柱掘方出土柱根、試料 2 が郡庁院Ⅱ－ b 期の下限とされる SB1710 の柱掘方埋土出
土種実、試料 5 が郡庁院Ⅲ－ b 期上限とされる SB1712 の柱掘方出土の礎板から採取されている。
　試料の測定年代（補正年代）は、6 世紀～ 8 世紀頃の値の範囲に含まれる。ところで、この
ような放射性炭素年代は、測定法自体が持つ誤差や、測定の前提条件であらゆる大気中の ¹⁴C
の濃度が過去において一定ではなかったことなどから、年輪などから測定されたいわゆる暦年
代とは一致しない。これらのことから、年輪年代による暦年代既知の年輪についての放射性炭
素年代測定を実施することで、暦年代と放射性炭素年代（補正年代値）を両軸とする補正曲線
が作られている（中村，2000；Stuiver，Ｍ .et al，1998）。
　今回測定された年代値（補正年代値）では、各試料の暦年代は、郡庁院Ⅰ期とされる試料 6
が 7 世紀前半頃、郡庁院Ⅱ－ a 期上限とされる試料 3 が 7 世紀中頃、郡庁院Ⅱ－ b 期上限とさ
れる試料１が７世紀前半頃、郡庁院Ⅱ－ b 期下限とされる試料 2 が 8 世紀～ 8 世紀前半頃、郡
庁院Ⅲ－ b 期上限とされる試料５が８世紀後半頃の値を示す。
　この結果は，発掘調査所見による時期区分と概ね調和的である。ただし、今回の測定点数は、
SB1710 以外の遺構では各 1 点であるため、得られた年代値についてより詳細な検証を行うため
には、同一遺構内でより多くの分析調査を実施するとともに、試料の出土状況や由来、共伴遺
物など考古学的所見と総合評価することが望まれている。

付章　自然科学分析
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　　　Ⅱ．土壌分析

　１．珪藻分析

（１）第22次調査（正倉院区画溝）

出土遺構の概要　サンプル土層を採取した遺構は、第 22 次調査で調査した正倉院区画溝 SD2201
～ SD2203 である。この溝は、正倉院Ⅱ期の中央部分に掘削された東西溝であり、正倉院の北
区画と南区画を分けることになる溝である。また、試料を得た部分はこの東西溝と東辺となる
南北溝の交点となる付近にある。

分　析　試　料　珪藻分析用試料は、試料 1(SD2201 ～ 22033　A － A´ 右　7 層 ) と試料 2(22
－ 2 区１T　SD2203　13 層 ) の 2 点である。

分　析　方　法　試料を湿重で 7g 前後秤量し、過酸化水素水、塩酸処理、自然沈降法の順に物
理・化学処理を施して、珪藻化石を濃集する。検鏡に適する濃度まで希釈した後、カバーガラ
ス上に滴下し乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入して、永久プレパラートを作製する。
検鏡は、光学顕微鏡で油浸 600 倍あるいは 1000 倍で行い、メカニカルステージでカバーガラス
の任意の測線に沿って走査し、珪藻殻が半分以上残存するものを対象に 200 個体以上同定・計
数する (化石の少ない試料はこの限りではない )。種の同定は、原口ほか (1998)Krammer(1992)Kra
ｍ er&Lange － Bertalot(1986,1988,1991a,1991b) などを参照する。
　同定結果は、海水生種、淡水～汽水生種、淡水生種の順に並べ、その中の各種類をアルファ
ベット順に並べた一覧表で示す。淡水生種は更に細かく生態区分し、塩分・水素イオン濃度 (pH)・
流水に対する適応能を示し、環境指標種はその内容を示す。そして、産出個体数 100 個体以上
の試料は、産出率 2.0％以上の主要な種類について、主要珪藻化石群集の層位分布図を作成する。
また、産出化石が現地性か異地性かを判断する目安として、完形殻の出現率を求める。堆積環
境を解析するにあたって、淡水生種は安藤 (1990)、陸生珪藻は伊藤・堀内 (1991)、汚濁耐性は
Asai and Watanabe(1995) の環境指標種を参考とする。

分　析　結　果　結果を Tab.11、Fig301 に示す。また、珪藻化石の生態性区分や環境指標種群
の説明を Tab.12 に示す｡ 2 試料とも珪藻化石が豊富に産出する。また、完形殻の出現率は約
70％である。産出分類群数は、合計で 30 属 110 分類群である。試料番号 1 と 2 は、珪藻化石群
集が近似する。淡水域に生育する水生珪藻が約 80％と優占し、少量の陸生珪藻をともなう。淡
水性種の生態性（塩分濃度、水素イオン濃度、流水に対する適応能）の特徴は、貧塩不定性種、
流水不定性種が優占するが、水素イオン濃度に対しては pH 不定性種、真＋好酸性種、真＋好
アルカリ性種がともに多産する。主な産出種は、流水不定性のGomphonema parvulum、流水
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不定性で沼沢湿地付着生種群のEunotia minor var. minor が 10 ～ 20％産出し、同じく流水不定
性のEunotia bilunaris、沼沢湿地付着生種群のCymbopleura naviculiformis、Pinnularia gibba、
止水性で沼沢湿地付着生種群のGomphonema gracile、それに陸生珪藻 B 群のPinnularia 
subcapitata をともなう。

種　　　　　　　類 生態性 環境
塩分 pH 流水 指標種 1 2

Ctenophorapulchella（Ralfsex Kuetz.）Willia ｍ s & Round Ｍ eh － 2
Nitzschia co ｍｍ utatoides Lange － Bertalot Ｍ eh － 2
Nitzschia lorenziana Grunow Ｍ eh E2 － 2
Tryblionella plana （W.S ｍ .）Pelletan Ｍ eh － 1
Cyclotella ｍ eneghiniana Kuetzing Ogh －Ｍ eh al － il l － ph L,S 2 1
Nitzschia clausii Hantzsch Ogh －Ｍ eh al － il ind U 1 －
Nitzschia palea （Kuetz.）W.S ｍ ith Ogh －Ｍ eh ind ind S 2 －
Rhopalodia gibberula （Ehr.）O. Ｍ uller Ogh －Ｍ eh al － il ind 6 －
A ｍ phoracopulata（Kuetz.）Schoe ｍ anetR.E. Ｍ .Archibald Ogh － ind al － il ind T 1 6
CaloneiSBacillu ｍ （Grun.）Cleve var. bacillu ｍ Ogh － ind al － il r － ph U 1 －
Caloneis silicula （Ehr.）Cleve var. silicula Ogh － ind al － il ind 1 2
Cy ｍ bella aspera （Ehr.）Cleve Ogh － ind al － il ind O,T － 1
Cy ｍ bella ceSAtii （Rabh.）Grunow Ogh － hob ind ind 1 －
Cy ｍ bella tu ｍ ida （Breb.）Van Heurck Ogh － ind al － il ind T － 1
Cy ｍ bopleurnaviculifor ｍ is（Auerswald）Kra ｍｍ er Ogh － ind ind ind O 8 8
Diades ｍ is contenta （Grun.ex Van Heurck）D.G. Ｍ ann Ogh － ind al － il ind RA,T 1 1
Diploneis ovalis （Hilse）Cleve　var. ovalis Ogh － ind al － il ind T － 2
Diploneis par ｍ a Cleve Ogh － ind ind ind － 1
Encyone ｍ a silesiacu ｍ （Bleisch）D.G. Ｍ ann Ogh － ind ind ind T 1 7
Eunotia bilunaris （Ehr.）Ｍ ills Ogh － hob ac － il ind 11 8
Eunotia bilunaris var. ｍ ucophila Lange － B. & Noepel Ogh － hob ac － il ind － 1
Eunotia fl exuoSA （Breb.）Kuetzing Ogh － hob ac － il l － ph O 1 1
Eunotia gracialis Ｍ eister Ogh － hob ind l － bi 2 －
Eunotia i ｍ plicata Noepel & Lange － Bertalot Ogh － hob ac － il ind O 1 －
Eunotia incise W.S ｍ ith ex Gregory Ogh － hob ac － il ind O 1 －
Eunotia ｍ inor （Kuetz.）Grunow var. ｍ inor Ogh － hob ind ind O,T 27 21
Eunotia papilio （Grun.）Hustedt Ogh － hob ac － il ind 1 －
Eunotia pectinalis var. undulate （Ralfs）Rabenhorst Ogh － hob ac － il ind O － 1
Eunotia praerupta var. bidens Grunow Ogh － hob ac － il l － ph RB,O 1 －
Eunotia spp. Ogh － unk unk unk 1 －
Fragilaria capucina Des ｍ azieres var. capucina Ogh － ind al － il ind T 1 －
Fragilaria capucina var. gracilis （Oestr.）Hustedt Ogh － ind al － il l － ph T 2 1
Fragilaria capucina var. per ｍ inuta （Grun.）Lange － Bertalot Ogh － ind al － il ind 2 4
Frustulia rho ｍ boides var. SAxonica （Rabh.）De Toni Ogh － hob ac － il l － ph P,O － 1
Go ｍ phoneis hetero ｍ inuta Ｍ aya ｍ a et Kawashi ｍ a Ogh － ind al － il r － ph T － 1
Go ｍ phone ｍ a acu ｍ inatu ｍ Ehrenberg Ogh － ind ind l － ph O － 5
Go ｍ phone ｍ a affi  ne Kuetzing Ogh － ind al － il ind U － 1
Go ｍ phone ｍ a angustatu ｍ （Kuetz.）Rabenhorst Ogh － ind al － il ind U 1 2
Go ｍ phone ｍ a angustatu ｍ var. linearis Hustedt Ogh － ind ac － il unk 1 －
Go ｍ phone ｍ a augur Ehrenberg Ogh － ind ind ind － 2
Go ｍ phone ｍ a augur var. gautieri V.Heurck Ogh － ind ind ind － 3
Go ｍ phone ｍ a gracile Ehrenberg Ogh － ind al － il l － ph O,U 5 3
Go ｍ phone ｍ a parvulu ｍ （Kuetz.）Kuetzing Ogh － ind ind ind U 35 35
Go ｍ phone ｍ a sphaerophoru ｍ Ehrenberg Ogh － ind al － il ind T 1 －
Go ｍ phone ｍ a subclavatu ｍ （Grun.）Grunow Ogh － ind al － il ind U 1 －
Go ｍ phone ｍ a subtile Ehrenberg Ogh － ind al － il ind － 1
Go ｍ phone ｍ a truncatu ｍ Ehrenberg Ogh － ind ind l － ph T － 2
Hantzschia a ｍ phioxys （Ehr.）Grunow Ogh － ind al － il ind RA,U 2 4
Le ｍ nicola hungarica （Grunow）Round & Basson Ogh － ind al － il ind U 4
Luticola ｍ utica （Kuetz.）D.G. Ｍ ann Ogh － ind al － il ind RA,S 3 3
Luticola SAxophila （Bock ex Hustedt）D.G. Ｍ ann Ogh － ind ind ind RB 1
Navicula cryptocephala Kuetzing Ogh － ind al － il ind U 1 1
Navicula viridula （Kuetz.）Ehrenberg Ogh － ind al － il r － ph K,U － 1
Navicula viridula var. rostellata （Kuetz.）Cleve Ogh － ind al － il r － ph K,U － 2
Navicula spp. Ogh － unk unk unk － 1
Neidiu ｍ affi  ne （Ehr.）Cleve Ogh － hob ind l － bi － 1
Neidiu ｍ alpinu ｍ Hustedt Ogh － unk unk ind RA 1 1
Neidiu ｍ a ｍ pliatu ｍ （Ehr.）Kra ｍｍ er Ogh － ind ind l － ph 1 3
Neidiu ｍ dubiu ｍ （Ehr.）Cleve Ogh － ind ind ind 1 －
Neidiu ｍ iridis （Ehr.）Cleve Ogh － hob ac － il l － bi O 1 －
Neidiu ｍ longiceps （W.Greg.）R.Ross Ogh － hob ac － il ind － 1
Neidiu ｍ septentrionale Cleve － Euler Ogh － hob ac － il ind 1 －
Nitzschia angustata （W.S ｍ ith）Cleve Ogh － ind al － il l － bi 1 4
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Nitzschia brevissi ｍ a Grunow Ogh － ind al － il ind RB,U 1 4
Nitzschia hantzschiana （Kuetz.）Grunow var.hantzschiana Ogh － ind al － bi ind U 1 －
Nitzschia nana Grunow Ogh － ind ind ind RB,S 2 －
Nitzschia tubicola Grunow Ogh － ind al － il ind S － 1
Pinnularia acrosphaeria W.S ｍ ith Ogh － ind al － il l － ph O － 1
Pinnularia acrosphaeria var. undulata SKvortzow Ogh － ind al － il l － ph O 1 －
Pinnularia acu ｍ inata W.S ｍ ith Ogh － ind ac － il l － ph － 1
Pinnularia borealis Ehrenberg Ogh － ind ind ind RA 2 5
Pinnularia brauniana （Grun.）Ｍ ills Ogh － hob ac － bi l － ph P 1 2
Pinnularia brebissonii （Kuetz.）Rabenhorst Ogh － ind ind ind U 1 －
Pinnularia brevicostata var. su ｍ atrana Hustedt Ogh － ind ac － il l － ph 1 －
Pinnularia divergens W.S ｍ ith Ogh － hob ac － il l － ph 1 －
Pinnularia divergens var. elliptica （Grun.）Cleve Ogh － hob ind ind 1 －
Pinnularia gibba Ehrenberg Ogh － ind ac － il ind O,U 6 8
Pinnularia gibba var. linearis Hustedt Ogh － hob ac － il ind 1 －
Pinnularia graciloides Hustedt Ogh － hob ac － il ind － 1
Pinnularia lata （Breb.）Rabenhorst Ogh － hob ac － il ind RB 3 －
Pinnularia lundii Hustedt Ogh － ind ind l － ph － 1
Pinnularia ｍ esolepta （Ehr.）W.S ｍ ith Ogh － ind ind ind S 4 3
Pinnularia ｍ icrostauron （Ehr.）Cleve Ogh － ind ac － il ind S 1 －
Pinnularia nodoSA Ehrenberg Ogh － hob ac － il l － ph O 2 1
Pinnularia obscura KrasSKe Ogh － ind ind ind RA － 5
Pinnularia rupestris Hantzsch Ogh － hob ac － il ind 3 －
Pinnularia schoenfelderi Kra ｍｍ er Ogh － ind ind ind RI 1 －
Pinnularia subcapitata Gregory Ogh － ind ac － il ind RB,S 9 6
Pinnularia substo ｍ atophora Hustedt Ogh － hob ac － il l － ph 2 －
Pinnularia ueno Skvortzow Ogh － hob ac － il l － ph － 2
Pinnularia viridifor ｍ iSKra ｍｍ er Ogh － ind ind ind 1
Pinnularia viridis （Nitz.）Ehrenberg Ogh － ind ind ind O 3 1
Pinnularia spp. Ogh － unk unk unk 2 －
Placoneis elginensis var. neglecta（KrasSKe）H.Kobayasi Ogh － ind al － il r － ph U － 1
Planothidiu ｍ lanceolatu ｍ （Breb.）Round et Bukhtiyarova Ogh － ind al － il r － ph K,T － 1
Sellaphora a ｍ ericana （Ehr.）Ｍ ann  　 Ogh － ind al － il l － ph 1 －
Sellaphora laevissi ｍ a （Kuetz.）Ｍ ann Ogh － ind ind ind 2 2
Sellaphora pupula （Kuetz.）Ｍ ereschkowSKy Ogh － ind ind ind U 1 －
StauroneiSAcuta W.S ｍ ith Ogh － ind al － il l － ph － 1
StauroneiSAnceps Ehrenberg Ogh － ind ind ind T 3 －
Stauroneis nobilis Schu ｍ ann Ogh － hob ac － il ind 1 －
Stauroneis nobilis fo. densestriata H.Kobayasi Ogh － hob ac － il l － ph 1 －
Stauroneis obtuSA Lagerstedt Ogh － ind ind ind RB 1 1
Stauroneis phoenicenteron （Nitz.）Ehrenberg Ogh － ind ind l － ph O 1 1
Stauroneis phoenicenteron fo. hattorii Tsu ｍ ura Ogh － ind ind ind O 1 －
Surirella angusta Kuetzing Ogh － ind al － il r － bi U 2 1
Surirella bohe ｍ ica Ｍ aly Ogh － ind ind unk － 1
Surirella ｍ inuPlrebisson Ogh － ind al － il r － ph T 1 8
Surirella tenera Gregory Ogh － hob al － il l － ph － 1
Synedra ulna （Nitzsch）Ehrenberg Ogh － ind al － il ind U 2 2
Plellaria fenestrata （Lyngb.）Kuetzing Ogh － ind ac － il l － bi O,T 1 －
Plellaria fl occuloSA （Roth）Kuetzing Ogh － hob ac － il l － bi T 1 1
Tryblionella debiliSArnott Ogh － ind al － il Ind RB,U 1 －
海水生種 0 0
海水～汽水生種 0 0
汽水生種 0 7
淡水～汽水生種 11 1
淡水生種 196 207
珪藻化石総数 207

凡　例
H.R.: 塩分濃度に対する適応性　　　PH: 水素イオン濃度に対する適応性　　C.R.: 流水に対する適応性
Meh : 汽水生種 al-bi : 真アルカリ性種 I-bi  : 真止水性種
Ogh-Meh : 淡水―汽水生種 al-il : 好アルカリ性種 l-ph : 好止水性種
Ogh-hil : 貧塩好塩性種 ind : ph 不定性種 ind : 流水不定性種 
Ogh-ind : 貧塩不定性種 ac-il : 好酸性種 r-ph : 好流水性種　
Ogh-hob : 貧塩嫌塩性種 ac-bi : 真酸性種 r-bi : 真流水性種
Ogh-unk : 貧塩不明種 unk : ph 不明種 unk : 流水不明種

E2：汽水泥質干潟指標種（小杉，1988） 
K：中～下流性河川指標種，L：最下流性河川指標種，Ｍ：湖沼浮遊性種，O：沼沢湿地付着生種，P：高層湿原指標種（以
上は安藤，1990） S：好汚濁性種，U：広域適応性種，T：好清水性種　　（以上は ASAi and Watanabe，1995） 
R：陸生珪藻（RA：A 群，RB：B 群，RI：未区分、伊藤・堀内，1991）
Tab.11　珪藻分析結果
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塩分濃度に対する区分　Lowe（1974）による

海水生種 強塩性種 塩分濃度 40.0‰以上の高濃度海水域に生育する種
真塩性種（海水生種） 塩分濃度 40.0 ～ 30.0‰に生育する種

汽水生種 中塩性種（汽水生種） 塩分濃度 30.0 ～ 0.5‰に生育する種
淡水生種 貧塩性種（淡水生種） 塩分濃度 0.5‰以下に生育する種

淡水生種の生態性区分
塩分 貧塩好塩性種 少量の塩分がある方が良く生育する種

貧塩不定性種 少量の塩分があってもこれに良く耐えることができる種
貧塩嫌塩性種 小量の塩分にも耐えることができない種
広域塩性種 淡水～汽水域まで広い範囲の塩分濃度に適応できる種

pH

Hustedt（1937 － 38）

真酸性種 pH7.0 以下に生育し、特に pH5.5 以下の酸性水域で最も良く生育する種
好酸性種 pH7.0 付近に生育し、pH7.0 以下の水域で最も良く生育する種
pH 不定性種 pH7.0 付近の中性水域で最も良く生育する種
好アルカリ性種 pH7.0 付近に生育し、pH7.0 以上の水域で最も良く生育する種
真アルカリ性種 pH7.0 以上に生育し特に pH8.5 以上のアルカリ性水域で最も良く生育する種

流水

Husted（1937 － 38）

真止水性種 止水域にのみ生育する種
好止水性種 止水域に特徴的であるが、流水域にも生育する種
流水不定性種 止水域にも流水域にも普通に生育する種
好流水性種 流水域に特徴的であるが、止水域にも生育する種
真流水性種 流水域にのみ生育する種

主に海水域での指標種群（小杉 ,1988 による）

外洋指標種群（A）
内湾指標種群（B）
海水藻場指標種群（C1）
汽水藻場指標種群（C2）
海水砂質干潟指標種群（D1）
汽水砂質干潟指標種群（D2）
海水泥質干潟指標種群（E1）
汽水泥質干潟指標種群（E2）
淡水底生種群（F）
淡水浮遊生種群（G）
河口浮遊生種群（H）

塩分濃度が約 35‰の外洋水中で浮遊生活するもの
塩分濃度 35 ～ 26‰の内湾水中で浮遊生活することからそのよう種群
塩分濃度 35 ～ 12‰の海域で海藻（草）に付着生育することから種群
塩分濃度 12 ～ 4‰の汽水域で海藻（草）に付着生育することからそのような環境を指標することのできる種群
塩分濃度 35 ～ 26‰の砂底の砂に付着生育することからそのよう種群
塩分濃度 26 ～ 5‰の砂底の砂に付着生育することからそのような環境を指標することができる種群
30 ～ 12‰の閉鎖性の高い塩性湿地など泥底の泥に付着生育することからそのような環境を指標することのできる種群
塩分濃度 12 ～ 2‰の汽水化した塩性湿地などの泥に付着生育する種群
2‰以下の淡水域の底質の砂、泥、水生植物などに付着生育することからそのような環境を指標することのできる種群
塩分濃度 2‰以下の湖沼などの淡水域で浮遊生活することからそのような環境を指標することのできる種群
塩分濃度 20 ～ 2‰の河口域で浮遊生活、あるいは付着生活することからそのような環境を指標することのできる種群

主に淡水域での指標種群（安藤 ,1990 による）

上流性河川指標種群（J）
中～下流性河川指標種群（K）
最下流性河川指標種群（L）
湖沼浮遊性種群（Ｍ）
湖沼沼沢湿地指標種群（N）

沼沢湿地付着生種群（O）

高層湿原指標種群（P）

陸域指標種群（Q）

河川上流部の峡谷部に集中して出現することから上流部の環境を指標する可能性の大きい種群
河川中～下流部や河川沿いの河岸段丘、扇状地、自然堤防、後背湿地などに集中して出現することから、そのような環境を指標する可能性の大きい種群
最下流部の三角州の部分に集中して出現することから、そのような環境を指標する可能性の大きい種群
水深が約 1.5 ｍ以上ある湖沼で浮遊生活する種群で湖沼環境を指標する可能性の大きい種群
湖沼における浮遊生種としても沼沢湿地の付着生種としても優勢に出現することから、そのような環境を指標する可能性の大きい種群
沼よりも浅く水深が 1 ｍ前後で一面に水生植物が繁茂している沼沢や更に水深の浅い湿地で優勢な出現の見られ
ることからそのような環境を指標する可能性の大きい種群
ミズゴケを主体とした環境や泥炭が形成される環境に集中して出現することから、そのような環境を指標する可能性の大きい種群
水中でなく、多少の湿り気のある土壌表面、岩の表面、コケなど常に大気に曝された好気的環境（陸域）に集中
して生育することからそのような環境を指標する可能性の大きい種群

陸域での指標種群（伊藤・堀内 ,1991 による）

陸生珪藻 A 群（RA）
陸生珪藻 B 群（RB）
未区分陸生珪藻（RI）

陸生珪藻の中でも、分布がほぼ陸域に限られる耐乾性の高い種群
陸生珪藻 A 群に随伴し、陸域にも水中にも生育する種群
陸生珪藻に相当すると考えられるが、乾湿に対する適応性の不明なもの
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考　　　　察　SD2201 および SD2203 の珪藻化石群集は、ともに沼沢湿地付着生種群を種数・
割合とも多く含む流水不定性種が多産した。また、流水環境を指標する流水性種は少なく、真
＋好止水性種がこれよりも幾分多く産出した。このことから、当時の環境として、水が存在し
ていたものの、流れの影響は小さかったと思われる。また、好汚濁性種は少なく、広適応性種
( 好汚濁性種と好清水性種以外の種 ) と好清水性種が種数・割合とも多かったことから汚濁はあ
まり進んでいなかったと考えられる。両遺構に埋積時期の違いはあるが、溝内の環境は類似し
ていたことが考えられる。

（２）第15次調査区（運河溝）

出土遺構の概要　本試料を採取した遺構は、町地区（運河施設）の中央部に開削された大溝
SD1501 である。この溝は第 5 次調査の SD0501 の北側延長部分にあたり、この地区に造営され
た官衙施設に伴うものである。

分　析　試　料　分析試料は、SD1501 の最下層から採取した土壌試料 1 点である。

分　析　方　法　試料を湿重で 7g 前後秤量し、過酸化水素水、塩酸処理、自然沈降法の順に物
理・化学処理を施して、珪藻化石を濃集する。検鏡に適する濃度まで希釈した後、カバーガラ
ス上に滴下し乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入して、永久プレパラートを作製す
る。検鏡は、光学顕微鏡で油浸 600 倍あるいは 1000 倍で行い、メカニカルステージで任意の測
線に沿って走査し、珪藻殻が半分以上残存するものを対象に 200 個体以上同定・計数する。種
の同定は、Krammer（1992）、Krammer and Lange － Bertalot（1986,1988,1991a,1991b）などを参照する。
また、現生の珪藻の生態性は、海水～汽水生種は小杉（1988）、淡水生種は安藤（1990）、陸生珪藻
は伊藤・堀内（1991）、汚濁耐性は、Asai and Watanabe（1995）を参考にする。

分　析　結　果　結果を Tab.13 および Fig.302 に示す。試料からは 18 属 70 種類の珪藻化石が
産出した。このうち、淡水域に生育する水生珪藻が約 70％を占め、陸上のコケや土壌表面な
ど多少の湿り気を保持した好気的環境に耐性のある陸生珪藻が残りの約 30％を占める。種類別
に見ると、Achnanthes lanceolata、Meridion circulae var.constrictum、Eunotia pectinalis var.
minor、Gomphonema parvulum、Navicula mutica 等が比較的多いが、特に優占する種類は認
められない。淡水性種の生態性をみると、塩分濃度では貧塩不定性種（小量の塩分には耐えら
れる種）が多い。水素イオン濃度では、真＋好酸性種（pH7.0 以下の酸性水域に最もよく生育
する種）～真＋好アルカリ性種（pH7.0 以上のアルカリ性水域に最もよく生育する種）が多い。
流水に対する適応能では、流水不定性種（流水域にも止水域にも普通に生育する種）が多い。
考　　　　　察　SD1501 は幅約 5 ｍで南北方向に走っており、南に隣接する第 5・7 次調査区で
もほぼ同じ幅で続いていることが確認されている。遺跡の南方約 400 ｍには新田川が東流して
太平洋に注いでいることから、新田川あるいは新田川の支流等から運河が引かれていた可能性

付章　自然科学分析
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があると考えられている。溝跡の最下層から採取した土壌試料の珪藻化石群集をみると、18 属
70 種類が産出している。これらの珪藻化石は、流水～汽水生種、流水性種、流水不定性種、止
水性種、陸生珪藻など、多種多様な環境に生育する種類が混在し、特に優占する種類も認めら
れない。このように、本来は生活環境を異にする種類が混在し、特定の種が優占しない群集は、
混合群集と呼ばれる。混合群集は氾濫堆積物中に良く見られるほか、河川の流水中に含まれる
遺骸・生体にも見られる（堀内ほか，1996）。SD1501 の最下層は、堆積物が比較的細粒で、植
物遺体も多く含まれている。このことと珪藻化石群集が混合群集となることを考慮すると、溝
内は水の流れが穏やかで、砂泥や珪藻化石などが堆積しやすい環境であったことが推定される。
検出された珪藻化石は、新田川水系の氾濫時の砂泥や普段の流水中に混入していた遺骸等に由
来すると考えられる。また陸生珪藻については、溝跡の周囲から風塵等と共に溝内に混入した
可能性もある。　
　以上の状況により、大溝には新田川あるいは新田川の支流等から水が引かれていたと考えら
れる。今後、溝内最下層よりも上位の堆積物についても珪藻分析を行って、溝の廃絶と埋積の
各過程の環境についても検討したい。また、同一の溝跡内の他地点でも層位変化を捉え、本地
点と同様の変化が見られるか検討したい。

種　　　　　類 生態性 環境
塩分 pH 流水 指標種 7

Nitzschia obtuSA var. scalpellifor ｍ is Grunow Ogh －Ｍ eh al － il ind S 1
Nitzschia palea （Kuetz.）W.S ｍ ith Ogh －Ｍ eh Ind ind S 6
Achnanthes convergens H.Kobayasi Ogh － ind Ind r － ph T 1
Achnanthes lanceolata （Breb.）Grunow Ogh － ind Ind r － ph K,T 16
Achnanthes ｍ inutissi ｍ a Kuetzing Ogh － ind al － il ind U 3
Achnanthes rupestoides Hohn Ogh － unk Unk unk T 4
A ｍ phora ｍ ontana KrasSKe Ogh － ind Ind ind RA 1
Caloneis largerstedtii （Lagerst.）Cholnoky Ogh － ind al － il ind S 1
Cocconeis placentula （Ehr.）Cleve Ogh － ind al － il ind U 1
Cy ｍ bella naviculifor ｍ iSAuerswald Ogh － ind Ind ind O 2
Eunotia bilunaris （Ehr.）Ｍ ills Ogh － hob ac － il l － ph 7
Eunotia duplicoraphis H.Kobayasi Ogh － hob ac － il l － ph 1
Eunotia fallax A.Cleve Ogh － hob ac － bi ind RA 1
Eunotia ｍ uscicola var. tridentula Noerpel & Lange － B. Ogh － hob ac － il ind 1
Eunotia pectinalis var. ｍ inor （Kuetz.）Rabenhorst Ogh － hob ac － il ind O 14
Eunotia pectinalis var. undulata （Ralfs）Rabenhorst Ogh － hob ac － il ind O 1
Eunotia spp. Ogh － unk unk unk 1
Fragilaria exigua Grunow Ogh － ind ind l － ph 1
Fragilaria virescens Ralfs Ogh － ind ac － il l － ph U 6
Frustulia vulgaris （Thwait.）De Toni Ogh － ind al － il ind U 1
Frustulia vulgaris var. capitata KrasSKe Ogh － ind al － il ind 1
Go ｍ phone ｍ a angustatu ｍ var. linearis Hustedt Ogh － ind ac － il unk 1
Go ｍ phone ｍ a gracile Ehrenberg Ogh － ind al － il l － ph O,U 5
Go ｍ phone ｍ a parvulu ｍ Kuetzing Ogh － ind ind ind U 27
Go ｍ phone ｍ a pu ｍ ilu ｍ （Grun.）Reichardt & Lange － Bertalot Ogh － ind al － il ind 3
Go ｍ phone ｍ a truncatu ｍ Ehrenberg Ogh － ind ind l － ph T 1
Ｍ eridion circulae var. constrictu ｍ （Ralfs）V.Heurck Ogh － ind al － il r － bi K,T 10
Navicula angusta Grunow Ogh － ind ac － il ind T 1
Navicula bryophila Boye － Petersen Ogh － ind al － il ind RI 1
Navicula contenta Grunow Ogh － ind al － il ind RA,T 1
Navicula contenta fo. Biceps （Arnott）Hustedt Ogh － ind al － il ind RA,T 9
Navicula elginensis （Greg.）Ralfs Ogh － ind al － il ind O,U 4
Navicula ｍ utica Kuetzing Ogh － ind al － il ind RA,S 14
Navicula rhynchocephala Kuetzing Ogh － ind al － il ind U 1
Navicula se ｍ inulu ｍ Grunow Ogh － ind ind ind RB,S 4
Navicula subcostulata Hustedt Ogh － ind ind ind 4
Navicula tantula Hustedt Ogh － ind ind ind RI,U 1
Navicula viridula （Kuetz.）Kuetzing Ogh － ind al － il r － ph K,U 3
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Navicula spp. Ogh － unk unk unk 1
Neidiu ｍ alpinu ｍ Hustedt Ogh － unk unk ind RA 1
Neidiu ｍ a ｍ pliatu ｍ （Ehr.）Kra ｍｍ er Ogh － ind ind l － ph 2
Neidiu ｍ bisulcatu ｍ （Lagerst.）Cleve Ogh － ind ac － il ind RI 2
Nitzschia cf. aerophila Hustedt Ogh － unk unk unk 2
Nitzschia angustata （W.S ｍ ith）Cleve Ogh － ind al － il l － bi 2
Nitzschia brevissi ｍ a Grunow Ogh － ind al － il ind RB,U 2
Nitzschia dissipata （Kuetz.）Grunow Ogh － ind al － il r － ph T 1
Nitzschia nana Grunow Ogh － ind ind ind RB,S 1
Nitzschia cf. per ｍ inuta （Grun.）Peragallo Ogh － ind ind ind RI 2
Nitzschia terrestris （Pet.）Hustedt Ogh － ind ind ind RI 1
Orthoseira roeseana （Rabh.）O' Ｍ eara Ogh － ind ind ind RA 1
Pinnularia appendiculata （Ag.）Cleve Ogh － hob ind ind RB 1
Pinnularia borealis Ehrenberg Ogh － ind ind ind RA 1
Pinnularia brebissonii （Kuetz.）Rabenhorst Ogh － ind ind ind U 1
Pinnularia inter ｍ edia （Largerst.）Cleve Ogh － ind ind ind RA 1
Pinnularia krookii （Grun.）Cleve Ogh － ind ind ind RI 1
Pinnularia lenticuloides H.Kobayasi Ogh － ind ac － il l － ph 4
Pinnularia ｍ esolepta （Her.）W.S ｍ ith Ogh － ind ind ind S 1
Pinnularia ｍ icrostauron （Ehr.）Cleve Ogh － ind ac － il ind S 1
Pinnularia nodoSA Ehrenberg Ogh － hob ac － il l － ph O 1
Pinnularia obscura KrasSKe Ogh － ind ind ind RA 1
Pinnularia rupestris Hantzsch Ogh － hob ac － il ind 2
Pinnularia schoenfelderi Kra ｍｍ er Ogh － ind ind ind RI 6
Pinnularia subcapitata Gregory Ogh － ind ac － il ind RB,S 8
Pinnularia substo ｍ atophora Hustedt Ogh － hob ac － il l － ph 1
Sellaphora laevissi ｍ a （Kuetz.）Ｍ ann Ogh － ind ind ind 1
Sellaphora pseudopupula （KrasSKe）Lange － B. Ogh － ind ind ind 2
Sellaphora pupula （Kuetz.）Ｍ ereschkowSKy Ogh － ind ind ind S 1
StauroneiSAnceps Ehrenberg Ogh － ind ind ind T 1
Stauroneis tenera Hustedt Ogh － ind ind ind RB 2
Surirella angusta Kuetzing Ogh － ind al － il r － bi U 4
Surirella linearis W.S ｍ ith Ogh － ind ind ind 1
Surirella ovata var. pinnata （W.S ｍ ith）Hustedt Ogh － ind al － il r － ph U 1
海水生種合計 0
海水～汽水生種合計 0
汽水生種合計 0
淡水～汽水生種合計 7
淡水生種合計 215
珪藻化石総数 222

凡　例
H.R.：塩分濃度に対する適応性　　　pH: 水素イオン濃度に対する適応性　　C.R.：流水に対する適応性
Ogh-Meh：淡水－汽水生種　　　　　　al-il: 好アルカリ性種　　　　　　　l-bi： 真止水性種
Ogh-ind：貧塩不定性種        　　　ind: ｐ H 不定性種　　　　　　   　l-pH： 好止水性種
Ogh-hob：貧塩嫌塩性種        　　　ac-il: 好酸性種　　　　　　　　  　ind: 流水不定性種
Ogh-unk：貧塩不明種          　　　ac-bi：真酸性種                  　r-bi: 真流水性種
unk：pH 不明種                  　unk: 流水不明種

環境指標種群
K: 中～下流性河川指標種　O: 沼沢湿地付着生種（以上は安藤　1990）
S: 好汚濁性種　U：広域適応性種　T：好清水性種（以上は Asai,k.Watanabe,T. 1986）
R: 陸生珪藻（RA:A 群　RB:B 群 RI 群　伊藤・堀内　1991）
Tab.13　珪藻分析結果
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Fig.303　第 15次調査 出土珪藻種
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　２．微細物分析

（１）第22次調査区（正倉院区画溝）

遺構の概要　本分析に用いた試料は、正倉建物を囲繞する区画溝のうち、正倉院Ⅲ期に位置付け
られた施設である。この部分の正倉区画溝は、正倉院Ⅰ期とⅡ期の区画溝が重複した位置に掘
削されており、正倉院Ⅰ期の堆積土はほとんど失われている。採取サンプルは、正倉院Ⅱ期区
画溝の東辺ほぼ中央付近から採取した。

分　析　試　料　22 － 1 区 SD2201 ～ 2203 では、A － A´ セクション左から採取された土壌 4
点 (A 層、5b 層、6 層、7 層 )、C － C´ セクションから採取された土壌 1 点 (2c 層 )、D － D´
セクション右から採取された土壌 3 点 (6 層、6b 層、7 層 ) の計 8 点を選択する。2c 層は炭化物
を多量に含む黒色シルト層、A 層は粘土塊等が混ざる人為的な埋土、5b 層は植物遺体を含む暗
褐色粘質土、6 層は植物遺体を含む暗灰褐色粘質土、6b 層は暗灰色砂質土、7 層は黄白色粘土
である。22 － 2 区１T 北壁では、11 層、12 層、13 層の 3 点を選択する。11 層は炭化物・炭化
米を少量含む淡灰褐色粘質土、12 層は植物遺体を含む灰褐色粘質土、13 層は植物遺体を含む暗
灰褐色粘質土である。

分　析　方　法　分析は試料のほぼ全量にあたる 50 ～ 75cc を用いる。水に一晩浸し、0.5mm 目
の篩を通して水洗する。水洗後の篩に残った試料を粒径別にシャーレに集め、双眼実体顕微鏡
下で観察し、同定可能な種実、葉などの大型植物遺体を抽出する。
　検出された種実の形態的特徴を、所有の現生標本および原色日本植物種子写真図鑑 ( 石
川 ,1994)、日本植物種子図鑑 ( 中山ほか ,2000) 等と比較し、種類を同定し個数を数える。針葉の
破片は先端部と基部の個数を数える。イネの穎は基部の果実序柄の個数を数える。微細片を含
むため個数推定が困難である分類群は ｢+｣ と表示し、微細片を含み数字以上の個数が推定され
る分類群は ｢数字 +｣ と示す。
　分析後の植物遺体等は、種類別にビンに入れ、70％程度のエタノール溶液による液浸保存処
理を施す。

分　析　結　果　微細物分析の結果、裸子植物 1 分類群の葉、栽培植物のイネを含む被子植物
24 分類群の種実が検出された他に、木の芽、木材、炭化材、昆虫遺骸などの破片が確認された

（Tab.14）。以下に各試料における検出状況を記す。
　A － Á セクション左　A 層からは同定可能な種実は検出されなかった。5b 層、6 層 ,7 層か
らは、草本 22 分類群（ミクリ属、ヒルムシロ属、ヘラオモダカ、オモダカ属、オモダカ科、イ
ネ科、ホタルイ属、カヤツリグサ科、イボクサ、ミズアオイ属、ギシギシ属、タデ属、ナデシ
コ科、アブラナ科、キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属、カタバミ属、アリノト
ウグサ、チドメグサ属、セリ科、イヌコウジュ属、ナス科、キク科）690 個が検出され、ミクリ属、
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ヒルムシロ属、ヘラオモダカ、オモダカ属、オモダカ科、ホタルイ属、イボクサ、ミズアオイ
属などの水生植物を主とする種類構成を示す。
　C － Ć セクション　2c 層から、栽培植物のイネの炭化した胚乳が 295 個、炭化した穎が 324
個検出された。その他に、ナデシコ科が 1 個検出された。
　D － D́ セクション右　6 層、6b 層、7 層から、木本 1 分類群（モミ属）25 個、草本 16 分類群（ヒ
ルムシロ属、ヘラオモダカ、オモダカ科、イネ、ホタルイ属、カヤツリグサ科、イボクサ、ギ
シギシ属、タデ属、ナデシコ科、キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属、カタバミ属、
チドメグサ属、イヌコウジュ属、シロネ属、キク科）188 個が検出された。栽培植物のイネの穎が、
6b 層、7 層から 7 個確認された他に、針葉樹のモミ属が 6 層、6b 層から 25 個確認された。
　22 － 2 区 1T 北壁　11 層、12 層、13 層から、草本 8 分類群（ヒルムシロ属、オモダカ科、イネ、
ホタルイ属、カヤツリグサ科、イボクサ、キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属、
セリ科）157 個が検出された。栽培植物のイネは、11 層から胚乳が 8 個、穎 9 個、12 層から穎
1 個が確認された。
　以下に、本分析によって得られた大型植物遺体の形態的特徴などを記す。
＜木本＞

・ モミ属（Abies）マツ科　葉が検出された。灰褐色、線形で偏平。長さ 1cm 以上、幅 2.5 ｍｍ程度。
基部は楔形に細まり、葉痕（茎に接着する部分）は吸盤状。先端部は凹頭。葉上面には中肋に沿っ
て凹む溝があり、裏面では溝の両側に白色の気孔帯が配列する。
＜草本＞

・ ミクリ属（Sparganium）ミクリ科　果実が検出された。形態上差異のある複数の種を一括した。
淡灰褐色、紡錘状楕円～広倒卵体。長さ 5 ｍｍ、径 2 ～ 4 ｍｍ程度。果皮はスポンジ状で、表
面には数本の縦隆条が配列する。
・ ヒルムシロ属（Potamogeton）ヒルムシロ科　果実が検出された。淡褐色、左右非対称な倒卵

体でやや偏平。径 2 ～ 2.5 ｍｍ、厚さ 1 ｍｍ程度。先端に嘴状の太い花柱基部が残る。側面の
正中線上に深い縦溝と稜があり、その基部に 1 個の刺状突起がある。果皮はスポンジ状でざら
つく。
・ ヘラオモダカ（Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche）オモダカ科サジオモダカ属　果実が検

出された。淡褐色、楕円形で偏平、基部は切形。長さ 2.5 ｍｍ、幅 1.5 ～ 2 ｍｍ程度。背部に
深い縦溝が 1 本走る。果皮はスポンジ状で柔らかく、中の種子が透けて見える。種子は茶褐色、
倒Ｕ字状に曲がった円柱状で偏平。径 1 ｍｍ程度。種皮は膜状で薄くやや透き通り柔らかい。
表面には微細な網目があり縦筋が目立つ。
・ オモダカ属（SAgittaria）オモダカ科　果実が検出された。淡褐色、歪な倒卵形で偏平。径 3 ｍ

ｍ程度。翼の外形は欠損する。表面は微細な網目が縦方向に並ぶ。果皮は翼状で薄く透き通る
ため、中の種子が透けて見える。中の種子は茶褐色、倒Ｕ字状に曲がった円柱状で偏平。種皮
は膜状で薄くやや透き通り柔らかい。表面には微細な網目があり縦筋が目立つ。

・ オモダカ科（Alismataceae）　種子が検出された。茶褐色、倒Ｕ字状に曲がった円柱状で偏平。
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径 1 ｍｍ程度。種皮は膜状で薄くやや透き通り柔らかい。表面には微細な網目があり縦筋が目
立つ。上述のヘラオモダカやオモダカ属等の果皮が欠損し、種子のみが残存したものと思われ
る。
・ イネ（Oryza SAtiva L.）イネ科イネ属　胚乳と穎（果）の破片が検出された。長楕円形でやや

偏平。長さ 4.5 ～ 6.5 ｍｍ、幅 2 ～ 3 ｍｍ、厚さ 1.5 ｍｍ程度。胚乳は炭化しており黒色を呈す。
一端に胚が脱落した凹部があり、表面はやや平滑で、2 ～ 3 本の縦溝がみられる。表面には穎
の破片が付着している個体がみられる。穎は淡褐色、炭化個体は黒色。基部に円柱状斜切形の
特徴的な果実序柄がある。穎は薄く、表面には顆粒状突起が規則的に縦列する。
・ イネ科（Gramineae）　果実が検出された。形態上差異のある複数の種を一括した。淡～黄褐色、

半挟卵体でやや偏平。長さ 2 ～ 3 ｍｍ、径 0.5 ～ 1 ｍｍ程度。穎は薄く柔らかくて弾力がある。
表面には微細な網目模様が縦列する。

・ ホタルイ属（Scirpus）カヤツリグサ科　果実が検出された。黒褐色、片凸レンズ状の広倒卵形。
長さ 1.5 ～ 2 ｍｍ、径 1.5 ｍｍ程度。背面はやや高く稜がある。先端部は尖り、基部から延び
る逆刺を持つ髭状の腕が残る。表面は光沢があり、不規則な波状の横皺状模様が発達する。

・ カヤツリグサ科（Cyperaceae）　果実が検出された。ホタルイ属以外の形態上差異のある複数
の種を一括した。淡～茶褐色。三稜またはレンズ状倒卵体。径 1 ～ 2 ｍｍ程度。頂部の柱頭部
分がわずかに延びる。表面には微細な網目模様がありざらつく。
・ イボクサ（Aneilema keiSAk HasSK.）ツユクサ科イボクサ属　種子が検出された。灰褐色、半

横長楕円形。径 1.5 ～ 3 ｍｍ程度。背面は丸みがあり、腹面は平ら。臍は線形で腹面の正中線
上にあり、胚は一側面の浅い円形の凹みに存在する。種皮は柔らかく、表面は円形の小孔が多
数存在する。
・ ミズアオイ属（Monochoria）ミズアオイ科　種子が検出された。淡褐色、楕円体。長さ1ｍｍ、径0.6

ｍｍ程度。種皮は薄く透き通り、柔らかい。表面には縦に 10 本程度の隆起があり、隆起の間
には横方向の密な隆線が配列する。
・ ギシギシ属（Rumex）タデ科　果実が検出された。暗褐色、三稜状広卵体。長さ 2 ～ 2.5 ｍｍ、

径1.5～ 2ｍｍ程度。三稜は鋭く明瞭で、両端は急に尖る。果皮表面はやや平滑。果実周囲には、
果実を取り巻く内花被片が発達する。花被は茶褐色、径 4 ～ 6 ｍｍ程度の心円形で粗い網目模
様をなし、縁には歯牙がある。中肋は瘤状に膨れる。
・ タデ属（Polygonum）タデ科　果実が検出された。灰褐色、三稜状広卵体で長さ 3 ～ 5 ｍｍ、

径 1.5 ～ 2.5 ｍｍ程度。果皮は薄く柔らかく、表面は微細な網目模様が発達しざらつく、ミゾ
ソバ（Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc.）に似る個体を含む。

・ ナデシコ科（Caryophyllaceae）種子が検出された。茶褐色、腎状円形でやや偏平。径0.8ｍｍ程度。
基部は凹み、臍がある。種皮は薄く柔らかい。種皮表面には、臍を取り囲むように瘤状突起が
同心円状に配列する。
・ アブラナ科（Cruciferae）種子が検出された。赤褐色、楕円形で偏平。長さ 1mm、幅 0.7mm 程度。

基部は切形で、両面の同一側には臍点から頂部へ延びる 1 個の浅い溝がある。種子表面には微
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細な網目模様がある。
・  キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属（Potentilla－Duchesnea－Fragaria）バラ科　核（内果皮）

が検出された。淡灰褐色、腎形でやや偏平。長さ 1 ｍｍ、幅 0.5 ｍｍ程度。内果皮は厚く硬く、
表面は微細な網目模様がありざらつく個体や、粗面で 2 ～ 4 個の隆条が斜上する個体がみら
れる。

・  カタバミ属（Oxalis）カタバミ科　種子が検出された。黒褐色、卵形で偏平。長さ 1.6 ｍｍ、
幅 1 ｍｍ程度。基部はやや尖る。種皮は薄く柔らかく、縦方向に裂けやすい。表面には 4 ～
7 列の肋骨状横隆条が並び、わらじ状を呈す。

・ アリノトウグサ（Haloragis micrantha （Thunb.） R. Br.） アリノトウグサ科アリノトウグサ属　核が検出
された。淡褐色、倒卵体。長さ 1.5mm、径 0.9mm 程度。頂部は尖り、基部には蕚片が宿存する。

A-Á C-Ć D-D́ 2 区 1T 北壁

A 層 5b 層 6 層 7 層 2c 層 6 層 6b 層 7 層 11 層 12 層 13 層

50 cc
74.6g

50 cc
64.6g

50 cc
77.6g

75 cc
122.9g

50 cc
63.9g

75 cc
115.2g

75 cc
135.1g

75 cc
109.0g

50 cc
90.0g

50 cc
74.2g

50 cc
72.2g

木本 モ　ミ　属 葉
先端部
基　部

- - - - - 8 11 - - - -

- - - - - 3 3 - - - -

草本

ミクリ属 果実 - 1 3 1 - - - - - - -

ヒルムシロ属 果実 - - 1 - - 1 - - - 1 -

ヘラオモダカ 果実 - 30 44 146 - 13 34 6 - - -

オモダカ属 果実 - 1 - 1 - - - - - - -

オモダカ科 種子 - 54 53 12 - 45 6 4 11 72 29

イネ

胚乳 炭化 - - - - 295 - - - 8 - -

穎
- - - - - - 2 5 9 - -

炭化 - - - - 324 - - - - 1 -

イネ科 果実 - - 3 8 - - - - - - -

ホタルイ属 果実 - 99 32 69 - 9 - - - 11 9

カヤツリグサ科 果実 - 21 2 7 - 3 1 2 - 1 -

イボクサ 種子 - 4 15 1 - 24 - - - 3 -

ミズアオイ属 種子 - - - 1 - - - - - - -

ギシギシ属 果実 - - - 3 - - - 1 - - -

タデ属 果実 - 2 19 8 - 1 8 - - - -

ナデシコ科 種子 - - 1 6 1 - 1 - - - -

アブラナ科 種子 - - 1 - - - - - - - -

キジムシロ属 核 - 1 3 9 - 1 1 3 - - 1

カタバミ属 種子 - 1 - 2 - 2 - 1 - - -

アリノトウグサ 核 - - - 1 - - - - - - -

チドメグサ属 果実 - - - 4 - - - 7 - - -

セリ科 果実 - 4 2 - - - - - - 1 -

イヌコウジュ属 果実 - - - 2 - 2 2 1 - - -

シロネ属 果実 - - - - - - - 1 - - -

ナス科 種子 - - 1 - - - - - - - -

キク科 果実 - - 1 10 - - - 1 - - -

木の芽 - - - - - - 1 - - - -

木材 - + + + - + - + - - +

炭化材 + + - + + + + + + + +

不明 - + + + - + + + - + -

不明炭化物 + + + + + + + + + - -
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表面はやや平滑で、顕著な 8 本の稜が縦方向に配列する。
・ チドメグサ属（Hydrocotyle）セリ科　果実が検出された。淡～黄褐色、半月形でやや偏平。

径 1mm 程度。一端には太い柄があり、合生面は平坦。果皮は厚く、やや弾力がある。表面に
は 1 本の明瞭な円弧状の稜がある。

・ セリ科（Umbelliferae）果実が検出された。黄褐色、楕円体でやや偏平。長さ 1.7 ～ 2mm、幅
1mm、厚さ 0.5mm 程度。果実はスポンジ状で、表面には数本の幅広い稜があり、その間に半
透明で茶褐色の油管が配列する。

・ イヌコウジュ属（Mosla）シソ科　果実が検出された。淡～黒褐色、倒広卵体。径 1.2 ～ 1.5mm
程度。基部には臍点があり、舌状にわずかに突出する。果皮はやや厚く硬く、表面は浅く大き
く不規則な網目模様がある。
・ シロネ属（Lycopus）シソ科　果実が検出された。淡褐色、三稜状広倒卵体。長さ 1.2mm、径

1mm 程度。背面は平らで、両側にはスポンジ状の翼がある。腹面の正中線上は鈍稜をなし、
基部は切形で長楕円形の臍がある。水に浮きやすい。
・ ナス科（Solanaceae）種子が検出された。淡褐色、完形ならば径2ｍｍ程度の歪な腎臓形で偏平、

基部のくびれた部分に臍がある。種皮は薄く柔らかく、表面は微細な星型状網目模様が臍を中
心として同心円状に発達する。

・ キク科（Compositae）　果実が検出された。灰褐色、狭～広倒皮針形でやや偏平。腹面方向に
湾曲する。長さ 2.5mm、径 1.5mm 程度。頂部は切形で円形の臍がある。果皮表面には微細な
網目模様が縦列する。

考　　　　　察　検出された種類のうち、栽培のため渡来した種類は、イネである。イネは
SD2201 ～ 3 の 2c 層からの検出が最も多く、炭化した胚乳が 295 個、炭化した穎が 324 個確認
された。SD2201 ～ 3 の 6b 層と 7 層、22 － T 北壁の 11 層と 12 層からも少量検出される。これ
らは火熱を受けて炭化したイネが混入したと思われるが、特に 2c 層からは他の炭化物・炭化材
に混じって多量に検出されており、溝内に投棄された可能性が高い。
　今回検出された種類はほとんどが草本類であり、その種類構成をみると人里近くに開けた草
地を形成する種類（いわゆる人里植物）を多く含む。例えば、イネ科やカヤツリグサ科の一部、
ギシギシ属、タデ属、ナデシコ科、アブラナ科、キジムシロ類、カタバミ属、アリノトウグサ、
チドメグサ属、キク科などが相当する。これらの種実は当時調査区付近に形成していた草地に
由来すると思われる。一方、水生植物が多いのも特徴であり、ミクリ属、ヒルムシロ属、ヘラ
オモダカ、オモダカ属、オモダカ科、ホタルイ属の一部、イボクサ、ミズアオイ属などが検出
される。これらは溝内など湿った場所を中心に生育していたとみられる。また、これらは水田
内に普通にみられた種類であることから（農薬の影響で現在は激減している）、当時の水田雑草
に由来している可能性もある。
　SD2201 ～ 3 は、底部では水生植物を中心に種類数、個数ともに多い傾向にあり、上部で少な
くなる。また、22 － 1T 北側においても、下部程種実遺体の種類が多く、保存状態も良い。こ
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のことからいずれの地点も下部層は湿潤な環境下で堆積し、周囲からの流入により種実が蓄積
されやすい状態であったと考えられる。一方、上部では好気的状況となり、風化による分解等
により種実が分解されやすい環境に変化したため、種類構成が炭化種実等に限られるようになっ
たと推測される。あるいは、A 層のような人為的埋め戻しや炭化物の投棄により、急速に埋積
が進んだため、種実が取り込まれにくい環境であった可能性もある。堆積環境に関する詳細な
検討を行うためには、珪藻分析による堆積環境の推定や他の層位の種実同定も行うことが望ま
れる。
　木本類は 6 層、6b 層から針葉樹のモミ属の葉が検出されたのみである。針葉樹の葉は比較的
分解されにくいことから、河川によって長距離運搬された可能性もある。ただし、当社で以前
報告した第 16 次調査で確認された SD1601 － B の最下層（4 層）からもモミ属の葉が検出され
ていることから、後背の丘陵地等に生育していたものに由来すると考えられる。第 16 次調査の
SD1601 － B の最下層（4 層）からは、今回検出された草本類に混じって木本類（モミ属、ケヤキ、
マタタビ属、キイチゴ属、クサギ、ガマズミ属、ニワトコ）も検出されている。これらは林縁
を中心に生育していたとみられる。今後両地点の時代時期や位置などを考慮し、地点による種
類構成の違いについて検討していく必要がある。
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（２）第23次調査（正倉院区画溝）

出土遺構の概要　第 23 次調査地点は、正倉院中央部に位置する調査地点である。分析試料を得
た遺構は、正倉院Ⅱ期段階の第 1 区画北と南を区分する東西溝が、正倉区画東辺溝に到達する
部分で、東西溝 SD2101・2203・2204 が重複するように開削されている。

分　析　試　料　試料は、A － Á セクションの西側部分から採取された土壌４点（L Ⅱ、L Ⅲ、
ℓ 4、ℓ 1）である。下位から、ℓ 1 は SD2203 の最下層堆積土で溝が機能していた時期の堆
積物と考えられている。ℓ 4 は、SD2203 がℓ 1 まで埋没した段階で、SD2203 に直交するよう
に掘削された SD2201 の最下層で、溝が機能していた時期の堆積物と考えられている。L Ⅲは、
SD2201 上層部の堆積土と連続している SD2203 の上層堆積の最下層で L Ⅱとℓ 10 の間に堆積
している。更に堆積が進んだあとに、小規模な溝（SD2204）が新たに掘削され、L Ⅱはこの
SD2204 の覆土である。

分析の方法　土壌試料 100cc（197.95 ｇ）を水に一晩液浸し、試料の泥化を促す。0.5 ｍｍの篩
を通して水洗し、残渣をシャーレに集め双眼実体顕微鏡下で観察し、同定可能な果実・種子な
どの植物遺体を抽出する。種実の形態的特徴を所有の現生標本および原色日本植物種子写真図
鑑（石川 ,1994）、日本植物種子図鑑（中山ほか ,2000）等と比較して種類を同定し , 個数を数える。
分析後の種実等は、種類毎にビンに入れ、70％程度のエタノール溶液による液浸保存を施す。

分析の結果　種実遺体分析の結果、裸子植物 1 種類、被子植物 15 種類の種実や葉と、木の芽、
炭化材、不明植物（木材組織が認められない、種類・部位ともに不明の植物片を示す）、菌類の
菌核（樹皮の表面に付着していた肉座菌などが考えられる）、昆虫遺骸の破片などが検出される

（Tab.15）。検出された種実、葉の遺存状態は比較的良好で、木本は針葉樹 1 種類（モミ属）、広
葉樹 6 種類（ケヤキ , マタタビ属、キイチゴ属、クサギ、ガマズミ属 , ニワトコ）が、草本は単
子葉類 2 種類（オモダカ属 , カヤツリグサ科）、双子葉類 7 種類（カナムグラ、ギシギシ属、タ
デ属、ナデシコ科、キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属、イヌコウジュ属、メナ
モミ属）が同定される。　
＜木本＞

・  モミ属（Abies）マツ科　葉が検出された。茶褐色、線形で扁平。長さ 10mm、幅 2mm 程度。
基脚は楔形に細まり、葉痕（茎に接着する部分）は吸盤状。先端は凹頭。葉上面には中肋に沿っ
て凹む溝があり、その両側にに白色の気孔帯が配列する。

・  ケヤキ（Zelkova serrata （Thunb.）　Makino）ニレ科ケヤキ属　果実が検出された。黒褐色、
歪んだ心臓形で背面方向に湾曲する。径 4mm 程度。花柱が嘴状突起状に残る。基部に円形の
臍があり、褐色の繊維が放射状に発達する。

・ マタタビ属（Actinidia）　マタタビ科　種子が検出された。黒褐色、楕円形で両凸レンズ形。長
さ 2mm、幅 1.5mm 程度。基部はやや突出し、切形。種皮は硬く、表面には円形・楕円形など

Ⅱ．土壌分析
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の凹点が密布し網目模様をなす。
・ キイチゴ属（Rubus）バラ科　核（内果皮）が検

出された。単黄褐色、半円形～三日月形。長さ 2
～ 2.5mm、幅１～ 1.5mm 程度。腹面表面は平滑
である。
・  クサギ（Clerodendron trichotomum Thunb.）ク

マツズラ科クサギ属　核（内果皮）が検出され
た。黒褐色で広卵形。長さ 5mm、幅 4mm、厚
さ 3mm 程度。背面は丸みがあり、腹面は平で
腹面方向にやや湾曲する。

　 　側面観は三日月形。腹面の一端には裂け目状
の発芽口ががある。内果皮は厚く硬く、背面に
は大きな網目模様があり、腹面表面は平滑であ
る。

・  ガマズミ属（Vibumum）スイカズラ科　黒褐色
の核が検出された。広卵形で扁平、先端が尖る。
長さ 5mm、幅 3mm 程度。背面に 2 本と腹面に
3 本の浅い縦溝がある。裏面は粗面。

・ニワトコ（SAmbucus racemoSA L.subsp.sieboldiana

　 （Miq.）Hara）スイカズラ科ニワトコ属　核（内果皮）の破片が検出された。淡～黄褐色、完形なら
ば広倒卵形でやや扁平。破片の大きさは 0.5mm 程度。基部はやや尖り、背面は円みがあり腹
面の中央は縦方向の鈍稜をなす。腹面基部には小さな孔がある。内果皮はやや硬く、表面に
は横皺状模様が発達する。
＜草本＞

・ オモダカ属（SAgittaria）オモダカ科　果実が検出された。淡黄褐色、倒卵形で扁平。大きさ
3mm 程度。果皮は薄く翼状。翼の外形は欠損する。表面は微細な網目が縦方向に並ぶ。果皮
は透き通るため、中の種子が透けている。中の種子は茶褐色、倒 U 字状に曲がった円柱状で
扁平。種皮は膜状で薄くやや透き通り柔らかい。表面には微細な網目があり縦筋が目立つ。
・ カヤツリグサ科（Cyperaceae）　果実が検出された。形態上差異のある複数の種を含んでいる

ものを一括した。スゲ属と思われる個体を含む。スゲ属（Carex）の果実は淡～茶褐色。倒卵
形で三稜形。長さ 1.5mm､ 径 1mm 程度。頂部の柱頭部分がわずかに延びる。表面には微細な
網目模様がありざらつく。
・ カナムグラ（Humulus japonicus Sieb.et Zucc.）クワ科カラハナソウ属　種子の破片が検出さ

れた。茶褐色、完形ならば側面観は円形、上面観は凸レンズ形。径 4mm、厚さ 1mm 程度。
頂部はやや尖り、縦方向に一周する稜に沿って半分に割れている。基部には淡黄褐色でハート
形の臍点がある。種皮は薄く、表面はざらつく。

種　　類　　名 部　位 ４層
木本
　モミ属 葉（先端部） 1

葉（基部） 1
　ケヤキ 果実 2
　マタタビ属 種子 1
　キイチゴ属 核 5
　クサギ 核 1
　ガマズミ属 核 1
　ニワトコ 核 51
草本　
　オモダカ属 果実 1
　カヤツリグサ科 果実 18
　（スゲ属） 果実 13
　カナムグラ 種子 1
　ギシギシ属 果実 2
　タデ属 果実 58
　（ミゾゾバ？） 果実 53
　（ハナタデーイヌタデ？） 果実 1
　ナデシコ科 種子 14
　キジムグロ属―ヘビイチゴ属―オランダイチゴ属 核 19
　イヌコウジュ属 果実 1
　メナモミ属 果実 1
木の芽 3
炭化材 24
不明植物 +
菌核 4
昆虫遺骸 +
表中の数字は、土壌 100cc（197.95 ｇ）に含まれる種実等の個数を示す。

「＋」は、微細片を含むため個数推定が困難である種類を示す。

付章　自然科学分析

Tab.15　土壌分析結果
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・ ギシギシ属（Rumex）タデ科　果実が検出された。暗褐色、卵状三稜形。径 3mm 程度。両端
は急に尖り、稜は鋭い。果皮表面はやや平滑。
・ タデ属（Polygonum）タデ科　果実が検出された。形態上差異のある複数の種を含んでいるも

のをタデ属と一括した。ミゾゾバ、ハナタデまたはイヌタデ（Polygonum caespitosum Blume 
subsp. YokuSAianum （Makino） Danser －Polygonumlongisetum De Bruyn）の果実は黒色、
丸みのある菱形で三稜形。長さ 2 ～ 3mm、幅 1.5mm 程度。表面は平滑で光沢が強い。
・ ナデシコ科（Caryophyllaceae）種子が検出された。茶褐色、腎臓状円形でやや扁平。径1mm程度。

基部は凹み、臍がある。種皮は薄く柔らかい。種皮表面には、臍を取り囲むように瘤状突起が
同心円状に配列する。
・ キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属（Potentilla－Ducchesnea－Fragaria）バラ科　核（内

果皮）が検出された。灰褐色、腎形でやや扁平。長さ 0.9mm、幅 0.5mm 程度。内果皮は厚く
硬く、表面は微細な網目模様がありざらつく。
・ イヌコウジュ属（Mosla）シソ科　果実が検出された。茶褐色、卵円形。径 1.2mm 程度。下端

は舌状にわずかに突出する。果皮はやや厚く硬く、表面には大きく不規則な網目模様がある。
・ メナモミ属（SiegeSBeckia） キク科　果実が検出された。黒色、狭三角状菱形体で腹面方面へ

やや湾曲する。長さ 2.5mm、径 1mm 程度。頂部には円形の臍がある。表面には浅い縦溝があ
り、微細な網目がある。網目の境壁は短く突出し、全体に微細な突起がある。

考　　　　察　SD1601 － B の最下層（ℓ 4）の種実遺体分析の結果、木本 7 種類、草本 9 種類
の種実や葉が検出された。モミ属などの針葉樹の葉は分解されにくいことから、河川によって
長距離運搬された可能性があるが、宮脇編（1987）の現存植生図や潜在自然植生図を参考にす
ると、後背の丘陵地に生育していたものと思われる。
　また、広葉樹は硬い核や種皮を持つ鳥獣散布型種実が多く、その殆どは林縁部に多く見られ
る植物である。落葉高木のケヤキは、川沿いなどの適湿の地を好んで生育する種類で、落葉低
木のキイチゴ属、クサギ、ガマズミ属、ニワトコや、落葉籐本のマタタビ属などは、付近の森
林の林縁部などに生育していたものに由来すると思われる。
　草本では、水生植物のオモダカ属や、やや湿ったところに生える種類を含むカヤツリグサ科（ス
ゲ属？）、タデ属（ミゾソバ ?）などは、溝付近に生育していたものと思われる。また、やや乾
いたところに生えるものでは、タデ属、アカザ科、ナデシコ科、キジムシロ属－ヘビイチゴ属
－オランダイチゴ属、イヌコウジュ属、メナモミ属などが挙げられる。これらの草本の多くは
人里近くに開けた草地を形成する、いわゆる人里植物に属する種類で、調査区付近に生育して
いたものとみられる。
　また、栽培植物など当時の生業に直接関わる種実は検出されなかった。ただし、マタタビ属、
キイチゴ属は、果実が食用に利用可能な有用植物であることから、当時の遺跡周辺に生育して
いたものが利用されていた可能性も考えられる。

Ⅱ．土壌分析
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　　　Ⅲ．種実・樹種同定

　１．種実同定

（１）第３次調査種実同定（正倉院出土）

出土遺構の概要　分析に用いた試料は、町地区内において実施した第 3 次調査で採取した。試料
を出土した遺構は、調査区中央部分にある SK0326 である。造営時期を示す遺物の出土は認め
られていないが、古代以降と推定される。

分　析　試　料　試料は、泉廃寺跡の町地区から出土した植物遺体である。

分　析　方　法　試料を双眼実体顕微鏡下で観察し、種実遺体を抽出、同定する。同定された種
実遺体は、種類ごとに瓶にいれ、ホウ酸・ホウ砂水溶液中に保存する。

分　析　結　果　種実同定結果を Tab.16 に示し、以下に検出さ
れた種類の形態的特徴を示す。
・  モモ（Prunus parsica Batsch）　バラ科サクラ属　核（内果

皮）が検出された。褐色～黒褐色で大きさは 3cm 程度。核
の形は楕円形でやや扁平である。基部は丸く大きな臍点があ
りへこんでおり、先端部はやや尖る。一方の側面にのみ、縫
合線が顕著に見られる。表面は、不規則な線状のくぼみがあ
り、全体としてあらいしわ状に見える。

・ カヤツリグサ科（Cyperaceae）　果実が検出された。褐色、３稜形で細長く、大きさは１ｍｍ
程度。表面は薄くてやや堅く、ざらつく。先端がやや尖る。

・ タデ属（Polygonum）タデ科　果実が検出された。大きさは２mm 程度。３稜形で表面は薄く
て堅く、光沢がある。
・ サナエタデ近似種（Polygonum lapathifolium L..）タデ科タデ属　果実が検出された。黒褐色で

大きさは 2mm 程度。扁平な円形で、両側面は少しくぼむ。果皮は平滑で光沢があり、薄く堅い。
・アカザ科（Chenopodiaceae）種子が検出された。黒色。側面観は円形で、上面観は凸レンズ
形を呈している。大きさは 1mm 程度。側面に「へそ」がある。表面は細胞が亀甲状に配列し
ている構造がみられる。
・ ナス（Solanum melongena L.）ナス科　種子が検出された。腎臓形で、側面のくびれた部分に「へ
そ」があり、表面には「へそ」を中心として同心円状に網目模様が発達する。大きさは 3mm 程度。
褐色。表面は柔らかい。網目模様はやや細かく、畝は波うっている。

種　　類 10 11

モモ － 7

カヤツリグサ科 6 －

タデ属 9 －

サナエタデ近似種 2 －

アカザ科 18 －

ナス 多数 －

付章　自然科学分析
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考　　　　察　検出される種実のうち、周辺植生に起因するものは、カヤツリグサ科、タデ属、
サナエタデ近似種、アカザ科である。これはいずれも草本で、人里などに普通に見られる種類
である。モモとナスは渡来種であり、周辺での栽培・利用が考えられる。

Ⅲ．種実・樹種同定

Fig.306　種実遺体
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（２）第14・17次調査地点

出土遺構の概要　試料を出土した遺構は郡庁院を構成する SB1710 の柱抜き取り痕跡である。こ
の建物は郡庁院Ⅱ期の正殿に相当する建物である。

分　析　資　料　試料は、郡庁院と推定される掘立柱建物跡で採取された。今回の分析調査で
は、種実遺体 2 点（試料 2・4）から、
種実遺体 1 点（試料 2）を対象に種
実遺体同定を実施する。
試料2：SB1710（P1 柱抜き取り痕跡）
出土桃種実　試料 2 は郡庁院Ⅱ期の
正殿とされる SB1710 の柱掘方から採取された。柱掘方の柱は完全に抜き取られており，試料
は抜き取り痕に堆積した土層から出土した種実遺体１点である。試料２の年代は、郡庁院Ⅱ－
b 期の下限と考えられている。

分　析　結　果　種実遺体は､ モモに同定された。
・ モモ（Prunus parsica Batsch）バラ科サクラ属　核（内果皮）が検出された。広楕円形、や
や扁平で、基部は丸く大きな臍点があり、先端部はやや尖る。一方の側面にのみ縫合線が顕著
に見られ、縫合線に沿って半分に割れやすい。内果皮は厚く硬く、外側表面は縦に流れる不規
則な線状のくぼみがあり、全体として粗いしわ状に見える。内側表面は平滑で仁（種子）が入
る楕円状の窪みがある。

（３）第16次調査地点

出土遺構の概要　分析に用いた試料は第 16 次調査の性格不明の掘り込みに堆積した炭化米であ
る。出土した遺構は、16 － B 区北西にある方形の落ち込みであり、遺構の性格を決定すること
ができていない。しかし、掘り込みの内部には白色粘土・白色砂質土が互層堆積しており、こ
れらの堆積土に挟まれるように炭化米が出土した。

分　析　試　料　試料は、泉廃寺跡より出土した水洗選別済みの炭化種実（196g）である。

分　析　方　法　双眼実体顕微鏡を用いて、試料の外観を観察し、その特徴から種類を同定する。
試料（堆積物）に以下の物理処理を施して、抽出および同定を行う。
　①　ランダムに試料 200㎤を 16 等分し、0.25mm の篩で余分なものを除去する。　
　②　残渣を双眼実体顕微鏡下で観察し、種実の同定計数を行う。
　試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴および現生標本との対比によって同定
を行う。結果は同定レベルによって科、属、種の階級で示す。

試料番号 試　　料　　名 試料の質 樹種
試料２ SB1710　北西隅柱柱抜取痕出土桃種実 種実遺体 モモ

　1年代の産出には、Libby の半減期 5568 年を使用。
　2BP 年代値は 1950 年を基点として何年前であるかを示す。
　3 付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の 68％が入る範囲）を年代値に換算

した値。

付章　自然科学分析

Tab.17　種実同定分析結果
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分析の結果　草本 2 分類群が同定された。以下に同定の根拠となる形態的特徴を記載する。
＜草本＞

・イネ（Oryza  SAtiva  L.）果実（炭化）イネ科　炭化しているため黒色である。長楕円形を呈し、
胚の部分がややくぼむ。表面には数本の筋が走る。サイズは長さ㎜×幅㎜、平均 4.6㎜× 2.8㎜・
最大 5.4㎜× 3.5㎜・最小 3.6㎜× 2.0㎜である。粒形とその大きさでは、短粒の小粒が一番多く、
次に短粒の極小粒が多い。
・キク亜科（Asteroideae）果実キク科　暗黄淡赤色で楕円形を呈し、両端は切形となる。表面
には伏毛が散生する。サイズは長さ㎜×幅㎜・3.8㎜× 1.2㎜である。イネ 247、キク亜科１が同
定された。イネ（炭化米）はいずれも火を受けることによるイネ（炭化米）特有の横方向の亀
裂や発泡が認められず、表面の稜状の筋も鮮明であり胚もくぼむものの欠落していないものが
ほとんどであった。キク亜科果実は、炭化は認められなかった。

考　　　　察　種実同定の結果、多量のイネ（炭化米）とわずかなキク亜科が同定された。イネ
（炭化米）は亀裂や発泡が認められず、表面の筋も鮮明であり、胚も欠落していないものがほと
んどであり、著しく火を受けたのではなく、低温で炭化したと考えられ、精米のされていない
玄米の状況であるとみなされる。佐藤（1988）に従ったイネの粒形とその大きさでみると、短
粒の小粒から極小粒であり、弥生時代から古代にかけて出土するイネ（コメ）の形態といえる。
なお、キク亜科は雑草であり、炭化は認められなかった。

　２．樹種同定

（１）第18次調査地点

出土遺構の概要　樹種同定分析を実施する資料は、正倉建物と考えられる SB1802 の柱掘方から
出土した柱根である。SB1802 は 8 世紀前半～後半にかけた正倉院Ⅱ期に位置付けられ総柱式掘
立柱建物である。

分 析 資 料　樹種同定に使用した試料は、試料 3（SB1802　No.8 柱掘方出土柱根）、試料 4 の 2
点である。

分析の方法　剃刀の刃を用いて木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の３断面の
徒手切片を作製し、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、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは、生物顕微鏡で
木材組織を観察し、その特徴から種類を同定する。

Ⅲ．種実・樹種同定
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分　析　結　果　樹種同定結果を Tab.18 に示
す。木材は、落葉広葉樹 2 種類（クリ・ケヤキ）
に同定された。各種類の解剖学的特徴等を記
す。
・ クリ（Castanea crenata Sieb. et Zucc.）ブナ科クリ属　環孔材で孔圏部は 3 － 4 列、孔圏外

で急激～やや緩やかに管径を減じたのち、斬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 － 15 細胞高。
・  ケヤキ（Zelkova serrata （Thunb.） Makino）ニレ科ケヤキ属　環孔材で、孔圏部はほぼ 1 列、

番号 遺構 出土位置 器種 樹種
試料 3 SB1802 No.8 掘方 柱根 クリ
試料 4 柱根 ケヤキ

付章　自然科学分析

Tab.18　樹種同定分析結果

Fig.307　木材組織
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孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減、塊状に複合し接線・斜方向の紋様をなす。道管は単
穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性、
1 － 6 細胞幅、1 － 50 細胞高。放射組織の上下縁辺部を中心に結晶細胞が認められる。

考　　　　察　柱材はクリとケヤキであった。いずれも重硬で強度および耐朽性が比較的高いた
め、柱材としては適材と考えられる。このうち、クリについては、SB1801、SB1808、SB1810
の年代測定を実施した柱材にも確認されており、今回の結果とも調和的である。ケヤキは、こ
れまでの調査では確認されていないが、今回の結果からクリと共に利用されていたことが推定
される。クリとケヤキは、二次林等に普通にみられる種類である。相馬開発関連遺跡や原町火
力発電所関連遺跡では、古代の製鉄関連遺構から多くの炭化材が出土している。その樹種同定
結果（嶋倉 ,1988,1990,1992; パリノ ･ サーヴェイ株式会社 ,1995a・1995b・1997a・1997b・1997c）では、クヌギ節、コナ
ラ節、クリ、クマシデ属など、二次林を構成する落葉広葉樹が多数見られ、これらの種類が周
辺地域に生育していたことが推定される。従って、クリとケヤキは、本地域で入手可能であっ
たと考えられる。

（２）第3次・6次・9次調査

出土遺構の概要　分析に使用した試料は、町地区の調査にかかる第 3・9 次調査と、町池地区の
調査にかかる第 6 次調査で出土した木製品である。いずれも建物を構成する柱材と想定される
ものであるが、第 3・6 次調査の資料は柱掘方内に残っていた柱根であり、第 9 次調査出土資料
は、井戸に投棄されたものである。

分　析　資　料　試料は、泉廃寺跡 3 次、6 次、9 次調査で出土した木質遺物である。各試料の
詳細は、樹種同定結果と共に Tab.19 に記した。

分　析　方　法　剃刀の刃を用いて木口（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し、
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、プレパラートを
作製する。作製したプレパラートは、生物顕微鏡で観察・
同定をする。

分　析　結　果　樹種同定結果を Tab.19 に示す。木質遺物は針葉樹１種（カヤ）と、広葉樹 2
種類（クリ・ヤマグワ）に同定された。各種類の主な解剖学的特徴を以下に示す。　
・ カヤ（Torreya nucifera Sieb. et Zucc.）イチイ科カヤ属　仮道管の早材部から晩材部への移

行はやや急で、晩材部の幅は狭い。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁は滑らか。分
野壁孔はトウヒ型～ヒノキ型で、1 分野に 1 ～ 4 個。放射組織は単列、1 ～ 10 細胞高。仮道管

遺跡名 番号 器種 樹種
泉廃寺跡３次 2 柱材 クリ

泉廃寺跡９次 6 柱材 カヤ
7 柱材 クリ

泉廃寺跡６次 8 柱材 ヤマグワ

Ⅲ．種実・樹種同定

Tab.19　樹種同定分析結果
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内壁には対をなしたらせん肥厚が認められる。
・ クリ（Castanea crenata Sieb.et Zucc.）ブナ科クリ属　環孔材で、孔圏部は 1 ～ 4 列、孔圏

外で急激～やや緩やか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～ 15 細胞高。

・  ヤマグワ（MoruSAustralis Poiret）クワ科クワ属　環孔材で、孔圏部は 1 ～ 3 列、晩材部へ向
かって管径を漸減させ、のちに塊状に複合する。道管は単穿孔を有し、壁孔は密に交互状に
配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性Ⅱ～Ⅲ型、1 ～ 6 細胞幅、1
～ 50 細胞高で、しばしば結晶を含む。

考　　　　察　泉廃寺跡の用材選択柱材は、針葉樹のカヤ、落葉広葉樹のクリ、ヤマグワが認め
られた。これらの種類は、これまでにも柱材や住居構築材などに認められている種類である（島地・

伊東，1988；伊東，1990）。
　カヤは、針葉樹材としては比較的重硬で、耐水性も高い。また、クリは強度や耐久性に優れ
た材質を有し、ヤマグワも比較的強度が高い。これらのことから、柱材は強度や耐水・耐久性
などを考慮した用材選択が行われていた可能性がある。
　樹種の違いは、建物の性格や使用箇所の違い等を反映している可能性がある。検出遺構や地点、
時代時期などを含めて検討することが望まれる。

（３）第7次・第 9次調査

出土遺構の概要　分析に使用した試料は、町地区の調査における第 7 次調査と第 9 次調査から出
土した柱材と木製品である。第 7 次調査出土遺物は、掘立柱建物跡 SB0723 の柱掘方内に遺存
していた柱材と木製礎板、そして溝内から出土した木製漆塗椀・下駄などである。第 9 次調査
資料は井戸内に投棄された木製品などである。

分　析　試　料　試料は、建築材や木製品など 16 点（試料番号 1 ～ 6､ 8 ～ 17）である。各試
料の詳細は、樹種同定結果と共に表１に記した。

分　析　方　法　剃刀の刃を用いて木口（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し、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、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは、生物顕微鏡
で観察・同定をする。
分　析　結　果　樹種同定結果は , 針葉樹 2 種類（モミ属・カヤ）、広葉樹 5 種類（ブナ属・クリ・
ケヤキ・モクレン属・ヤマウルシ）に同定された。主な解剖学的特徴を以下に記す。
・ モミ属（Abies）マツ科　仮道管の早材部から晩材部への移行は比較的緩やかで、晩材部の幅

は広い。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁は粗く、数珠状末端部が認められる。分
野壁孔はスギ型で１～４個。放射組織は単列、１～ 20 細胞高。

付章　自然科学分析
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・ カヤ（Torreya nucifera Sieb. et Zucc.）イチイ科カヤ属　仮道管の早材部から晩材部への移
行はやや急で、晩材部の幅は狭い。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁は滑らか。分
野壁孔はトウヒ型～ヒノキ型で、１分野に１～４個。放射組織は単列、１～ 10 細胞高。仮道
管内壁には対をなしたらせん肥厚が認められる。

・ ブナ属（Fagus） ブナ科　散孔材で、管孔は単独または放射方向に 2 ～ 3 個が複合して散在し、
年輪界に向かって径を漸減させる。道管の分布密度は高い。道管は単穿孔および階段穿孔を有
し、壁孔は対列状～階段状に配列する。放射組織は同性～異性Ⅲ型、単列、数細胞高のものか
ら複合放射組織までがある。

・ クリ（Castanea crenata Sieb. et Zucc.）ブナ科クリ属　環孔材で、孔圏部は 1 ～ 4 列、孔圏
外で急激～やや緩やか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。放射組織葉同性、単列、１～ 15 細胞高。
・ ケヤキ（Zelkova serrata （Thumb.）Ｍ akino）　環孔材で、孔圏部は 1 列、孔圏外で急激に管

径を減じたのち漸減、塊状に複合し接線・斜方向の紋様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は
交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性Ⅲ型、1 ～ 5 細胞幅、
1 ～ 30 細胞高。しばしば結晶を含む。

・  モクレン属（Magnolia）モクレン科　散孔材で、管壁厚は中庸～薄く、横断面では角張った楕
円形～多角形、単独および 2 ～ 4 個が放射方向に複合して散在する。道管は単穿孔を有し、
壁孔は階段状～対列状に配列する。放射状組織は異性Ⅱ型、1 ～ 2 細胞幅、1 ～ 40 細胞高。

・ ヤマウルシ（Rhus trichocarpa）ウルシ科ウルシ属　環孔材で、孔圏部は 1 ～ 3 列、孔圏外へ
の移行は緩やかで、単独または 2 ～ 10 個複合して配列する．道管は単穿孔を有し、壁孔は交
互状に配列する。放射組織は異性Ⅲ～Ⅱ型、1 ～ 2 細胞幅、1 ～ 20 細胞高で、時に上下に連絡
する。

考　　　　察　試料は柱材や礎板などの建築部材と、椀、曲物、下駄などの木製品に分けられ
る。建築部材では、柱材にクリが多く見られる。しかし、SB0723 では、柱材にクリとモクレン
属、礎板にクリ、ケヤキ、カヤが確認され、構成種類が多い。この結果から、建物によって用
材選択が異なっていた可能性がある。多く見られたクリは、強度や耐久性に優れた材質を有し、
古くから建築部材として利用されてきた（島地・伊東，1988）。泉廃寺跡でも、強度や耐久性を考慮
してクリを選択していたことが推定される。モクレン属は、秋田県茂竹沢遺跡で柱材として出
土した例がある（パリノ・サーヴェイ株式会社，1993）。クリに比較すると強度や耐久性は低いが、通直
で大径の材を得ることが可能なため、利用されたことが推定される。礎板に確認された種類は、
いずれも強度が高い種類であり，柱の重さを支えるために強度の高い木材を選択していたこと
が推定される。
　木製品では、椀が 2 点ともブナ属であった。ブナ属は、椀の木地として一般的な種類であり，
遺跡からの出土例も多い（島地・伊東，1988）。民俗事例では、乾燥が難しくて狂いも多いが，大量
に入手できるので使用量も多いとされる（橋本，1979）。

Ⅲ．種実・樹種同定
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Ⅲ．種実・樹種同定
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　従って、泉廃寺でも椀として多数利用されたことが推定される。下駄はクリであった。柱材
と同様に、強度や耐朽性を考慮した用材といえる。クリの下駄は、これまでにも各地で出土し
ており（島地・伊東，1988）、広く利用されていたことが推定される。曲物はモミ属であった。曲物
は、これまでの調査でも針葉樹材の利用が多く、とくにヒノキ属やスギが多い（島地・伊東，1988）。
針葉樹が多く利用された背景には、木理が比較的通直な種類が多く、薄い板状の加工が用意で
あることが考えられる。今回の結果についても，針葉樹材のモミ属が利用されていることから、
これまでの傾向に一致しているといえる。

（４）第６・14・17次調査地点

出土遺構の概要　分析に使用した試料を出土した遺構は、郡庁院とした寺家前地区と舘院とした
町池地区とした西方官衙で確認した掘立柱建物であ。いずれも官衙を構成する掘立柱建物の柱
掘方内に遺存していた柱材である。

分　析　試　料　試料は、第 6 次調査、第 14 次調査、第 17 次調査で出土した柱材 4 点（試料番
号 1 ～ 4）である。

分　析　方　法　剃刀の刃を用いて木口（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し、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、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは、生物顕微鏡
で観察・同定する。

分　析　結　果　樹種同定結果を Tab.20 に示す。柱材はいずれも落葉広葉樹で、1 点がケヤキ、

付章　自然科学分析
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3 点がクリに同定された。各種類の
解剖学的特徴等を記す。
・ ク リ（Castanea crenata Sieb.et 

Zucc.）ブナ科クリ属　環孔材で、
孔圏部は 1 ‐ 4 列、孔圏外で急激
～やや緩やか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、1-15 細胞高。

・ ケヤキ（Zelkova serrata （Thunb.）Ｍ akino）　ニレ科ケヤキ属　環孔材で、孔圏部は 1-2 列、
孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減、塊状に複合し接線・斜方向の紋様をなす。道管は単穿
孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性、
1 － 6 細胞幅、1 － 60 細胞高。放射組織の上下縁辺部を中心に結晶細胞が認められる。

考　　　　察　柱材は 1 点がケヤキ、3 点がクリであった。いずれも重硬で強度が高い材質を有
し耐朽性も比較的高いため、この材質が柱材として利用された背景に考えられる。泉廃寺跡では、
これまでにも柱材の樹種同定を行っている。それらの結果をみると、第３次調査でクリ、第 6
次調査でヤマグワ、第 7 次調査でクリ、ケヤキ、モクレン属、第 9 次調査でカヤとクリが確認
されている。
　今回確認された 2 種類は、いずれも過去の検出例と調和的である。これまで確認されたクリ
とケヤキ以外の樹種も強度や耐朽性に優れた種類が多く、掘立柱という性格上、腐りにくい木
材を選択していたことが推定される。これらの種類は、いずれも本地域に生育している種類で
あることから、周辺で入手可能な中から耐朽性や強度に優れた木材を選択していたことが推定
される。

（５）第17次調査地点

出土遺構の概要　分析に用いた試料は、郡庁院を構成する掘立柱建物の柱掘方内から出土した柱
材である。

分　析　試　料　試料は、郡庁院と推定される掘立柱建物跡で採取された。郡庁院の年代は柱掘
方の重複関係と出土遺物から７世紀後半～ 9 世紀後半の間で、郡庁院Ⅰ～Ⅲ期に区分されると
考えられている。今回の分析調査では、郡庁院Ⅱ期と想定される建物跡を中心に出土した木材
4 点（試料 1・3・5・6）の炭化材同定を実施する。
・ 試料1：SB1710（北廂東第３柱柱根）試料１は、郡庁院Ⅱ期の正殿とされるSB1710の、廂部

分の柱掘方から出土した柱根の切片1点である。郡庁院Ⅱ期正殿には建て替えが認められるこ
とから、郡庁院Ⅱ期は2時期に細分され、古い方が郡庁院Ⅱ－a期、新しい方が郡庁院Ⅱ-b期
とされる。試料1の年代は郡庁院Ⅱ－b期の上限と考えられているが、郡庁院Ⅱ－a期の柱を再
利用した可能性もあるとされている。

番号 写真番号 遺物名 調　査　次 長さ（㎝） 直径（㎝） 樹種
1 28 柱材 第 6 次調査 43 33 ケヤキ
2 30 柱材 第 14 次調査 18 30 クリ
3 31 柱材 第 14 次調査 18 30 クリ
4 29 柱材 第 16 次調査 70 30 クリ

Ⅲ．種実・樹種同定

Tab.20　樹種同定分析結果
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・ 試料3：SB1708（西側柱列北第２柱柱根）試料３は、郡庁院Ⅱ－a期とされる西脇殿に相当す
る建物跡の柱掘方から出土した柱根の切片1点である。なお、柱根は表面が加工されており，
木材の外皮がどの程度削られているかは不明である。試料は、加工されている柱根の表面か
ら採取された。試料３の年代は、郡庁院Ⅱ－a期の上限と考えられている。

・ 試料5：SB1712（北側柱列西第４柱b期礎板）　試料5は、郡庁院Ⅲ期の正殿で新しい時期で
あるSB1712ｂの柱掘方から出土した礎板1点である。郡庁院Ⅲ期正殿の柱掘方では、丸太材
を筏状に敷き並べた礎板が出土している。礎板は、樹木の枝を掃ってそのまま利用したもの
や、割り裂いたものが確認されている。試料は、樹木の幹をそのまま利用するタイプの礎板
の、表皮あるいは表皮に近い部分と思われる部位から採取された。試料5の年代は郡庁院Ⅲ－
b期の上限と考えられている。
・ 試料6：SB1701（北側柱列北第５柱柱根）　試料6は、郡庁院Ⅰ期とされる西脇殿の柱根から

採取された、木片1点である。柱根には、加工の痕跡が顕著に確認されている。試料6の年代
は郡庁院Ⅰ期と考えられている。

分　析　方　法　剃刀の刃を用いて木口（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し、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、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは、生物顕微鏡
で観察・同定をする。

分　析　結　果　結果を
Tab.21に示す。木材は、
針葉樹 1 種類（モミ属）
と落葉樹１種類（クリ）
に同定された。
・ モミ属（Abies）マツ科　仮道管の早材部から晩材部への移行は比較的緩やかで、晩材部の幅

は狭い。傷害樹脂脂が認められる試料がある。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁
は粗く、じゅず状末端部が認められる。分野壁孔はスギ型で1～4個。放射組織は単列、1～20
細胞高。
・ クリ（Castanea crenata Sieb. et Zucc．）ブナ科クリ属　環孔材で、孔圏部は1～4列、孔圏

外で急激～やや緩やか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、１～15細胞高。

試料番号 試　　料　　名 試料の質 樹種 Code.No.
試料１ SB1710　北廂東第３柱　柱穴出土柱根 木材 クリ IAAA-10628
試料３ SB1708　西側柱列北第２柱　柱根 木材 クリ IAAA-10630
試料５ SB1712　北側柱列西第４柱　柱穴 b 期礎板 No.07 木材 モミ属 IAAA-10631
試料６ SB1701　西側柱列北第５柱　柱穴柱根 木材 クリ IAAA-10632

付章　自然科学分析

Tab.21　樹種同定分析結果
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　　　Ⅳ．金属成分分析

　１．鉄滓成分分析

（１）第14次・17次調査地点

出土遺構の概要　分析に使用した鉄滓は、第 14 次調査・第 17 次調査の際に確認した SK1710 か
ら出土した。この地区では郡庁建物廃絶以降に、木炭焼成土坑状の遺構が築かれたり、赤焼土
器や鉄滓が多く散布するような使用状態になっていることが確認されている。分析試料を出土
した SK1710 もこのような時期・過程のなかで営まれたものの可能性がある。

分　析　試　料　金属分析試料は、郡庁院跡の SK1710 からフイゴの羽口とともに出土した鉄滓
の 1 点である。

分　析　方　法　デジタルカメラ（Finepix　F401）にて外観的特徴を観察・記録する。代表的
な箇所について、ダイヤモンドカッターにて切断・洗浄・乾燥後、樹脂埋め込みをする。その後、
鏡面仕上げし金属顕微鏡（BX51 Ｍ型）にて断面組織を観察記録する。更に、上記の埋め込み研
磨試料を使い、構成鉱物相について X 線マイクロアナライザー（EP Ｍ A　JXA － 8100 型）に
て成分分析を行う。分析には、株式会社日鐵テクノリサーチの協力を得た。

分　析　結　果　金属成分分析　外観観察の結果、黄褐色で大きさが 42 × 25 × 20mm で重さ
約 29g の塊状破片である。表面の一部には炉材成分が溶融付着している。断面マクロ・ミクロ
組織観察の結果、表層部は厚さ数 mm の炉材成分が存在し、鉄滓との界面は溶融同化し、一部
に薄皮状の鉄錆（湯玉）が存在している。内部の鉄滓組織は、灰色でスピネル構造をしたウル
ボスピネル（符号 Tu；理論化学組成 2FeO － TiO2）と暗灰色で長柱状のファヤライト（符号 F；
理論化学組成２FeO － SiO2）ならびに微細析出物をともなう非晶質珪酸塩（符号 S）からなる。
分析箇所 FeO SiO2 AI203 CaO MgO TiO2 MnO P2O5 K+Na 鉱物相

① 60.9 <0.1 4.33 <0.1 1.14 33.2 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ウラボスピネル
② 62.5 32 0.27 0.51 3.74 0.6 0.47 ・・・・ ・・・・ ファヤライト
③ 21.5 41.5 15.7 9.13 ・・・・ 2.51 ・・・・ 0.89 7.67 非晶質珪酸塩

Tab.22　鉄滓成分分析結果

考　　　　察　鉱物相の成分分析の結果、鉄滓成分はファヤライトが主体のものであり、鉄分は
やや少ないものである。チタン化合物であるウルボスピネルが存在していることから、始発原
料は砂鉄が使用されたことは明らかである。
　鉄滓は、鉱物の存在割合および炉材界面の形態からみて、炉上部で生成した鉄滓が炉壁に浸
透し固化したものと考えられる。これらの状況および発掘調査資料（炉跡図面）から、本鉄滓
は比較的小規模な炉を用いた精錬的操作過程において生成したものと推測される。

Ⅳ．金属成分分析
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鉄滓 鉄滓外観

＊矢印：調査資料採取箇所

断面組織

炉材付着層（表面） 同左拡大

鉄滓中央部

Tu：ウルボスピネル
F：ファヤライト
S：非晶質珪酸塩
Si：珪石
V：空孔
R：炉材反応層

Ⅳ．金属成分分析

Fig.312　鉄滓断面組織



　写　真　図　版　





1

１　現在の泉廃寺跡の周辺（左が北）　ほ場整備施工前の状況

Color　Ph.1　泉廃寺跡



2

２　正倉院の調査（上が北）第18次調査状況

Color　Ph.2　正倉院の調査



３　郡庁院の調査　平成12年度 第 14次調査状況

４　郡庁院の調査　平成13年度 第 17次調査状況

3

4

Color　Ph.3　郡庁院の調査



５　舘院の調査　平成10年度 第８次調査状況

６　寺院推定地の調査　平成10年度 第 10次調査状況

5

6

Color　Ph.4　舘院・寺院の調査



７　 SB0101a　北から　正倉建物の根固石
確認状況。SB0101b よりも新しい。

８　SB0101a　南から
９　 SD0101　南から　右側に見えるローム

混入土は SB0101b の柱掘方埋土。
10・11　第１次調査区近景

7

10

11

8

9

Ph.1　正倉院の調査⑴



正倉院Ⅱ期に造営されたと考えられる総柱式掘立柱
建物 SB0101a がⅢ期に造営された SB0101b に着ら
れている。

12　 SB0101b　西から
　　３基の柱掘方が並ぶ様子。
13　 SB0101b　東から
　　手前に写る礫は SB0101a の根固石。
14　 柱掘方断面　ロームが多量に混入する柱掘方埋

土と柱抜き取り痕跡の関係。
15　柱掘方断面　柱位置と根固石の関係。
16　 基本土層
　　上位から LIa・LIb・LⅡ・地業土。

12

13

1514

16

Ph.2　正倉院の調査⑵



17　 正倉院北西部分の調査　第４次調査。
18　 SB0401 の東辺　南から　4 － 10T の

掘込地業
19　 SB0401　南から　4 － 9Tの掘込地業
20　掘込地業の版築状況
21　版築土　細かな版築土が見られる。

17 18

19

20

21

Ph.3　正倉院の調査⑶



22　SB0402　南から　平成８年度調査　調査区拡張後の状況。
23　SB0402　東から　　　　　　　　同　　上

22

23

Ph.4　正倉院の調査⑷



24　 SB1601-A　東から　地業北辺の確認状況。
25　 SB1601-A　西から
　　 手前の SD1602-A が SB1601-A に切られてい

る。
26　 SA1601-B・SD1601-B　東から
　　 SD1601-B の内側に掘立柱塀が巡る。
27　 掘込地業の版築状況　細かな版築土が見ら

れる。

24

25

26

27

Ph.5　正倉院の調査⑸



28　正倉院の調査状況　北東から　平成 14 年度調査状況
29　正倉院の調査状況　南東から　平成 14 年度調査状況

28

29

Ph.6　正倉院の調査⑹

正倉院Ⅱ・Ⅲ期の正倉建物を確認した調査（第
18 次調査）。掘立柱式と礎石式の総建物と側柱
建物と側柱式掘立柱建物を調査した。



30　 正倉院の調査
　　  SB1801・SB1802（西から）手

前の掘立柱式が SB1802、奥の
礎石立ちが SB1801。掘立式→
礎石立ちへと変遷する。

31　 SB1801 全景　３間×３間の
総柱式掘立建物

32　 SB1801 と SB1802 の重複
関係

　　黒線がSB1801　白線がSB1802。
33　 SB1802 柱掘方　南列西第２

柱

正倉院Ⅱ期の SB1802 が正倉院Ⅲ期
の SB1801 に切られていることか
ら、正倉建物の変遷が範握された調
査。30

31

32 33

Ph.7　正倉院の調査⑺



34　 正倉院の調査　北東から
　　  18 次 調 査 区 手 前 右 側 に

SB1801・1802、中央左側に
SB1803、中央奥に SB1804。

35　 SB1801全景　東から
　　 ３間×３間の総柱式礎石建物。

奥に SB1802 が見える。
36　礎石据付状況　北列西第２柱
37　 根固石　北西隅柱

34

35

3736

Ph.8　正倉院の調査⑻



38　 正倉院の調査　SB1803全景
　　 西から布地業を伴う礎石建物。全ての礎石が

失われ、根固石のみが残る。
39　 SB1803 全景　白線が SB1803a・b ほぼ同

位置での建て替えがある。黒線は SB1803c　
布地業から総地業に変更された建物。

40　 正倉建物全景　手前から SB1801・SB1802・
SB1803、中央奥に側柱建物による屋が配
置されている。写真右端に写る住宅の下に
SB0101a・b がある。

38

39

40

Ph.9　正倉院の調査⑼



41　SB1803断面写真撮影箇所
42　 SB1803地業土北西部分
　　SB1803b を SB1803c の地業土が切る様子。
43　 SB1803a・bの地業土
　　 ロームの混入が少ない土で地業を構成する

SB1803b
44　 SB1803bと SB1803cの重複状況
　　  SB1803b の地業土が SB1803c の地業土に切られ

る様子
45　 SB1803bと SB1803cの重複・地業土確認状

況
　　  SB1803b の地業土を斜めに掘り込んでローム主

体土で版築を施している。
46　 地業版築土の確認状況　比較的細かい単位の版

築層が認められる。

41

42

43

44

45

46

Ph.10　正倉院の調査⑽



47　正倉区画溝の調査　北西コーナ
　　一部分　第４次調査区　上が北
48　 正倉区画溝北辺部分の調査
　　4-7T 部分　西から
49　正倉区画溝北西角部分の調査
　　 北から　この部分で南に向

かって直角に折れ曲がる。
50　北辺区画溝の基本土層断面
　　 北から　区画溝北西コーナー

部分で撮影した基本土層堆積
状況。

47 48

49

50

Ph.11　正倉院の調査⑾



51　正倉院区画溝　東西溝SD1601-B
52　 西辺区画溝SD1601-A・SD1602-A
53　 西辺区画溝SD1601-A・SD1602-A　北から
　　 右側が最終段階の西辺溝。東側が正倉院Ⅱ期の西

辺溝。
54　 SD1601-A　覆土堆積状況　レンズ状の自然堆積
55　 SD1602-A　覆土堆積状況　人為的に埋め戻さ

れた後に小規模な溝が重複している。

51

52

53

54

55

Ph.12　正倉院の調査⑿



56　正倉院中央東西溝SD2101
　　南西から
　　 写真左側に SD1601-B があり、

写真左側には SD2101 が延び
ている。

57　 SD2101土層断面　東から
　　 最下層は自然堆積。中層には

人為的埋土がある。
58　 中央東西溝SD2201・SD2203

の連結部分。　内側に掘立柱
塀SA2101が設置されている。

59　連結部分の調査状況。

56 57

58

59

Ph.13　正倉院の調査⒀



60　 SD1801-B　西から　正倉院Ⅲ期の南辺を区画
する溝跡、自然堆積によって埋没している。

61　 SD2101-1　正倉院中央区画東西溝　上層には
埋め戻しによる人為的堆積土がある。

62　 SD1601-B　北から　正倉院Ⅱ期の中央区画溝。
大伴部の木簡が出土した地点。

63　 SD2101　木簡出土状況　写真４号木簡（考課
関係・兵士歴名関係の可能性がある。）

64　 SD1601-A　北から　正倉院Ⅲ期西辺溝
65　 SD1802-C　南西から　正倉院Ⅲ期西辺溝

60 61

62

63

64

65

Ph.14　正倉院の調査⒁



66　 SD2204　正倉院西辺溝跡確認状況
67　SD2204　正倉院西辺溝跡断ち割り状況　北から
　　 正倉院Ⅲ期に伴う区画溝。自然堆積によって埋

没している。
68　SD2203～ SD2206　正倉院東辺溝跡　南から
　　 22-2 区の調査状況。
69　 SD2205 ～ SD2211　正倉院東辺溝跡　南東

から　正倉院Ⅱ・Ⅲ期の東辺溝跡。
70　 SD2203　正倉院東辺溝　東から　正倉院Ⅱ・

Ⅲ期の東辺区画溝の調査。
71　 SD2103・SD2104　正倉院東辺溝　21-3T

6766

68

69
70

71

Ph.15　正倉院の調査⒂



72　 正倉院　側柱建物群　第18次調査区　西から
　　手前から SB1804（南北棟）・SB1806（南北棟）
　　 SB1807（東西棟）・SB1810（東西棟）・奥に

SB1805（南北東）・SB1811（南北棟）。画面上に
は SB1803 がある。

73　 正倉院　側柱建物群　第18次調査区　真上から
　　   左からSB1804・SB1806（共に南北棟）・SB1807・

SB1810（SB1806 と重複する位置にある東西棟）、
右側にあるのが SB1805 と SB1811。

74　 SD1604　北から　建て替えが見られ、添束を
もつ低床張の側柱建物。

総柱建物が建設された正倉区画の一画に、継続して建
設された側柱建物群。屋と評価される建物が２棟１対
で建設されている。

72

73

74

Ph.16　正倉院の調査⒃



75　SB1801の根固め状況　（東第２柱列南第２柱）
76　SB1803a の礎石据付　（西第２柱列南第２柱）
77　SB1803a・b根固め状況　（西第２柱列北第２柱）
78　SB1804柱掘方断面
79　SB1806柱掘方断面
80　 SA2201 柱掘方　ロームが混じる埋土の中に角

柱の柱痕跡が確認できる。
81　SA2201柱掘方　角柱根の確認状況。

75 76

77 78

79 80

81

Ph.17　正倉院の調査⒄



82　郡庁院の調査　南から　平成17年度調査

83　郡庁院の調査　上が北　平成17年度調査

82

83

Ph.18　郡庁院の調査⑴

郡庁院北東部分の調査状況。方向の異なる施設が確認
できる。
調査区東側に写る白色部分が石敷遺構



84　郡庁院の調査　第14次調査　南西から

85　郡庁院の調査　第14次調査　上が北

84

85

Ph.19　郡庁院の調査⑵

郡庁院西側半分　郡庁院Ⅰ期西側柱列郡庁院Ⅱ期正
殿・西脇殿・後殿・掘立柱塀、Ⅲ期後殿・西脇殿を確
認している。



86　 郡庁院Ⅰ期正殿　SB1703　西から

87　郡庁院Ⅰ期正殿　SB1703柱掘方西妻確認状況
　　南から

88　 郡庁院Ⅰ期正殿　SB1703　南から

郡庁院Ⅱ期段階に敷設された石敷遺構が、柱掘方の上
位に広がっているために、石敷遺構を断ち割ることで、
郡庁Ⅰ期正殿を検出した状況。

86

88

87

Ph.20　郡庁院の調査⑶



89　郡庁院Ⅱ期正殿確認状況　西から　SB1710　　　 建物主軸方位を真北に向けた郡庁院Ⅱ期の正殿は身
舎の４辺に庇を設けた四面廂付建物を採用している。

90　郡庁院Ⅱ期正殿確認状況　南から　SB1710　　　 その前面と東側には石敷遺構が広がっている。

89

90

Ph.21　郡庁院の調査⑷



91　 郡庁院Ⅲ期正殿
　　SB1712　上が北
　 　 写真左で斜めに写

る。のはⅠ期西脇
殿・四面廂付建物
はⅡ期正殿

　 　 写真下に半分写る
のがⅢ期正殿

92　SB1712全景
　　　　　　　東から
93　SB1712全景
　　　　　　　西から
94　柱掘方確認状況
　　 丸太を敷き詰めた

筏状の基礎構造

91
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93

94

Ph.22　郡庁院の調査⑸



95　郡庁院Ⅰ期西脇殿　SB1701　北から
97　郡庁院Ⅰ期東脇殿　SB1704　南から

96　郡庁院Ⅰ期後殿　　SB1707　南から
98　郡庁院Ⅰ期前殿　　SB1706　北から

95
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97

98

Ph.23　郡庁院の調査⑹



99　 郡庁院Ⅱ期前殿　SB1705　西から
　　 郡庁院西側掘立柱列が直角に折れ曲がり、南辺

を形成する。その中央に郡庁院Ⅱ期前殿 SB1705
が付く（黒線）。（第２次調査区）

100　郡庁院Ⅱ期後殿　SB1405　東から
　　　 郡庁院Ⅱ期の北辺掘立柱塀に長舎構造の後殿が

取り付く状況。（黒線）

101　 郡庁院Ⅱ期後殿　SB1405　南から
　　　 郡庁院Ⅱ期の外側に掘立柱塀があり（白線）、

更に外側に長舎構造の掘立柱建物がある（白
線）。写真左上の調査区には倉庫建物がある。

100

101

99

Ph.24　郡庁院の調査⑺



102　 郡庁院Ⅲ期　西脇殿確認状況　北から
　　　 西辺掘立柱塀と、独立して建設された複数の西

脇殿が建設されている状況。
103　 北方の西脇殿　南から　SB1409 と SB1415 が

重複する状況。
104　南方の西脇殿　SB1413　南から
105　 南方の西脇殿　SB1413 と SB1414 が重複する

状況

　 郡庁院Ⅲ期の西脇殿よりも古い時期の、郡庁院Ⅱ期
西脇殿（白線）が重複する位置に建設されているの
が見える。105

103 104

102

Ph.25　郡庁院の調査⑻



106　SB1701北東隅柱（a－ a’）
107　SB1711東妻中央柱（K－K'）
108　SA1406柱掘方（z－ z'）
109　SB1705北東隅柱・SA1712柱掘り方（f － f'）

110　SB1413北第７柱（u－ u'）
111・112　SB1710身舎北西隅柱　一辺 1.5mを測る大型掘方
113　SB1701西側柱列北第５柱完掘

106

107

108

109 113

112

111

110

Ph.26　郡庁院の調査⑼



114

115

116

117 121

120

119

118

Ph.27　郡庁院の調査⑽

114　SB1702北東隅柱（c－ c'）
115　SB1710西廂北第３柱・SB1711南側柱列西第２柱（j － j'）
116　SB1712北西隅柱（G－ G'）
117・120　SB1712a 柱掘方（F－ F'）密な版築がみられる。

118　SB1710西側柱列北第５柱（b－ b'）
119　SB1413北第４柱（t－ t'）
121　 SB1712 北側柱列西第３柱　丸太を伐状に敷き並

べた枕木が遺存している。



122　北方官衙全景　平成12年度調査　上が北

123　北方官衙全景　平成12年度調査　東から
複数の掘立柱建物　SB1417 ～ SB1420 が重
複する位置に建設されている状況。

122

123

Ph.28　北方官衛の調査⑴



124　 北方官衙付近の遺構　上が北
　　　 主軸を東に傾けた倉庫B1402・
　　　 SB1403 は正倉院Ⅰ期の正倉建

物。

125　 SB1401確認状況　北から
　　　南北棟の側柱建物側柱建物

126　SB1401と SK1426
　　　南から

127　 総柱式掘立建物と側柱式掘立
建物の重複関係

　　　 総柱式掘立建物SB1403の東妻
南隅柱

124

125

126 127

Ph.29　北方官衛の調査⑵



128　SB1402全景　西から

129　SB1403全景　西から

桁行３間×梁行３間の総柱式掘立建物による正倉Ⅰ期の建
物。建物主軸方位を東に傾け、真北を指す SB1404 よりも
古い。この構造は正倉院Ⅱ期の建物に継承されている。

128

129

Ph.30　北方官衛の調査⑶



130　舘院全景　南から

131　舘院全景　平成11年度調査（第８次調査区）

郡家西端にある官衙施設群。北側に低位丘陵が
迫り、写真奥には金沢製鉄遺跡群のある東北電
力㈱原町火力発電所が見える。

130

131

Ph.31　舘院の調査⑴



132　舘院調査状況　西から
　　　SB0801・0802・0803・八脚門 SB0810
133　SB0801・SB0802　上が北
134　SB0801a・b　西から
135　SB0802　西から

132

133

134

135

Ph.32　舘院の調査⑵



136　八脚門　SB0810全景　南から
137　八脚門　SB0810全景　西から
138　SB0810柱掘方断面
139　SB0810柱掘方断面
140　SB0810柱掘方断面

舘院の南門となる八脚門の確認状況。柱掘
方に重複があり、２時期分の造営が認めら
れた。（実線は新しい時期の八脚門）

Ph.33　舘院の調査⑶

136

139

140

137

138



第８次調査区北西部分の様子

141　町池地区主要建物　上が北
142　SB0601
143　SB0805西から
144　SB0805南から
145　SB0805柱掘方断面
　　　東妻北隅柱

Ph.34　舘院の調査⑷

141

143142

144

143



146　SB0803（南から）
147　SB0803柱掘方断面　北妻東隅柱
148　SB0803柱掘方断面　北妻西隅柱
149　SB0806（南から）
150　SB0806柱掘方断面　北妻南隅柱
151　SB0806柱掘方断面　東妻北隅柱
152　SB0807（西から）
153　SB0807柱掘方断面　西妻北隅柱

Ph.35　舘院の調査⑸

146

149

152

147

148

150

151

153



154　 SB0811・SB0812
　　　奥が SB0812・手前が SB0811
155　SB0811　南から
156　SB0814・SB0815・SB0816　北から
　　　手前が SB0814・SB0815、奥の東西棟が SB0816
157　SB0813　南から
158　SB0816・SB0817
　　　 手前が SB0817・奥が SB0816 更に奥に SB0814・

SB0815 がある
159　SB0818

Ph.36　舘院の調査⑹

155154

157156

159

158



Ph.37　舘院の調査⑺

161160

163162

165164

166

160　SB0821　北東から
161　SB0820
162　SB0807・SB0824・SB0825　遠景
163　SB0826
164　SB0827
165　SB2001　西から
166　SB2001　柱掘方断面　南柱列東第２柱



167　 西側溝群と主要官衙の位置
関係　南から

　　　 写真中央部分を通過する溝
の右側には多数の掘立柱建
物が造営されているのに対
して、左側には少ない。

168　掘立柱塀SA0801　東から
　　　 掘立柱塀の東コーナー部分

から八脚門を臨んだ状況。
169　南辺掘立柱塀と八脚門
　　　 東から　写真右側が区画内

部になる。
170　南辺掘立柱塀と八脚門
　　　 西から　写真の中央左側に

写るのは SB0801a・b
171　西部の溝群　南から
　　　 溝が幾重にも重複するよう

に掘削された部分。
172　SD0838土層断面
　　　 南から　溝の中央付近の状

況　重複していない地点の
断面。

173　SD0838土層断面
　　　 北から　SD0847 と重複した

状況。右が SD0847、左が
SD0838。

Ph.38　舘院の調査⑻

167 168

169 170

171

173172



Ph.39　舘院の調査⑼

174 175

176 177

178 179

180 181

SI0801調査状況　西から SI0801検出状況　西から

SI0801土層断面 SI0802調査状況　西から

SI0802検出　西から SI0802土層断面

SI0803調査状況　西から SI0803土層断面



Ph.40　舘院の調査⑽

182 183

184 185

186 187

188 189

SI0804調査状況　西から SI0804土層断面　西から

SI0804検出状況　西から SI0805調査状況　東から

SI0805調査状況　西から SI0805調査状況　北から

SI0806調査状況　西から SI0806調査状況　南から



190　 SI0807 の検出状況　南から　すでに、この時
点で住居跡中央付近で雨垂状タタキの平瓦の一
部が見えている。

191　 SI0807 調査状況　南から　住居の東側は掘
削により失われている。左側に見えるのは
SB0805 の柱掘方。

192　 SI0807 土層堆積状況　西から　自然堆積によ
り埋没している。

193　 カマドと遺物出土状況　南から　住居跡北壁の
中央にカマドがあり、その前面部分から平瓦が
出土した。

Ph.41　舘院の調査⑾

190

192191

193



舘院北辺の竪穴住居の確認状況
この地点では、合計 12 軒の竪穴住居が近接して造営されて
いたことが確認された。

194　 町池地区調査状況　20 － 1T・20 － 2T 付近上が
北

　　　 中央の調査区が 20 － 1T、その東隣が 20 － 2T。

195　町池地区20－ 1T調査状況　南から
　　　 SI2001 と SI2010 が隣接して建設されている。この

２棟よりも新しい SB2001 は桁行３間×梁行２間の
東西棟建物。その南側には SD2001 がある。

196　 SI2001 と SI2010　南西から　手前が SI2010・調
査中が SI2001　両遺構が接するほどの至近距離で建
設されているので、時間差のある住居と考えられる。

Ph.42　舘院の調査⑿

194

196

195



197　 SI2001・SI2010　東から　
手前が SB2001、奥が SI2010。
この２棟に重複する SB2001 が
ある。

198　 S1201 全景　西から　住居北
壁にカマドを構築している。人
為的に埋め戻され、その後に
掘立柱建物が建設される。

199　 SI2001　土層断面　住居内の
堆積土はロームや焼土・炭化
物を混入する。水平に堆積し
た人為埋土と考えられる。

200　 SI2001カマド部分　煙道部分
が崩壊しないで遺存している
状況。

Ph.43　舘院の調査⒀

197

198

200199



201　20-4T　調査状況　西から
　　　SD2006 確認状況と基本土層。

202　SD2006断ち割り状況　西から
　　　 手前の平担部分に黒色土が広

がっている。

203　 黒色土堆積部分調査状況　西か
ら

　　　基本土層面は黄白色ローム面。

204　20-4T 調査状況　東から
　　　 手前に SD2006 の掘込みがあり、

その西側に平坦面がある。

Ph.44　舘院の調査⒁

201

202

204203



205　 町池地区北部の調査　第 23次調査区　手前か
ら複数の溝が開削され、最も奥に土壌硬化面が
ある。

206　 土壌硬化面部分の土層断面　厚さ２㎝前後の砂
質シルト層が堆積している。一部に鉄分が沈着
した赤褐色土がある。

207　 土壌硬化面部分近景　南から　写真上の壁際付
近に硬化面が広がり、手前の壁付近には黒褐色
土が広がっている。

第 23 次調査の状況。多数の溝が掘削され、また、道
路遺構の可能性がある土壌硬化面が調査された。

Ph.45　舘院の調査⒂

205 206

207



208　町地区の調査　平成８年度 第３次調査区主要建物　東から

209　町地区の調査　平成８年度 第３次調査区全景　東から
建物主軸を東に傾けた建物と真北を指す
建物が建設されている。

Ph.46　南方官衙の調査⑴

208

209



210　 SB0301 と SA0301　南東から　主軸
を真北に向けた SB0301 と東西掘立柱塀
SA0301。

211　 SB0302　東から　SB0301 の南側に建設
された側柱式掘立柱建物。

212　SB0303　主軸方位を東に傾けた建物。
213　 SD0302　西から　掘方面に凸凹がある。

Ph.47　南方官衙の調査⑵

210

213

212

211



214　 運河溝と建物群　上が北
　　　写真左側に運河状の溝が見える。
215　 SB0501　南東から
　　　３間×３間の南北棟の側柱建物。
216　 SB0503と周辺建物　南東から
　　　奥に SB0501 と SB0505、手前に SB0502。
217　SB0502　上が北
　　　西側柱列の掘方内部に根石が見える
218　SB0502 柱掘方断面と根固状況

Ph.48　運河施設の調査⑴

215

217

214

216

218



218　 SD0501 北部の状況　上が北　溝の内
部に伐採木が横たわっている。

219　 SB0501 南部の状況　上が北　溝南部
は平面形状が崩れている。

220 　溝北部の伐採木と土層断面　南から
221 　溝中央部分の土層断面
222　 伐採木出土状況　根本に伐採痕がある。
223　伐採木出土状況と土層断面

Ph.49　運河施設の調査⑵

218

219

220

221

222

223



224　 平成７年度調査状況　第２次調査区南　東から　後に平成８年度調査の第５次調査と平成 13 年度の第
17 次調査に継続される。写真中央左部分に郡庁院Ⅱ期の前殿が確認されている。

225　 平成９年度調査状況　第７次調査区南から　沖積地内に残された微高地に建物が造営されている。開発
地内を調査北部と南部に区分けした調査の南側部部分。北側部分は調査区内を横断する河川部分。

Ph.50　運河施設の調査⑶

224

225



226　町地区調査状況　第７次調査区
　　　 南から　先行して河川通過地点

を調査している状況。SB0723 と
SB0724 が見える。

227　 SB0723・SB0724　上が北　
大型の南北棟が SB0723・重複す
る東西棟が SB0724。

228　SB0723土層断面
　　　北側柱列東第２柱

229　 SB0723 全景　南から　桁行
５間×梁行４間の大型建物　郡
家全体を見ても最大規模を誇
る。手前に見えるのが SB0724。
SB0724 → SB0723 と変遷する。

Ph.51　運河施設の調査⑷

226

227 228

229



230　町地区南半分の調査　第７次調査区　上が北
231　SB0724　南から　SB0723 に切られている。
232　 SB0728　南から　桁行５間×梁行３間の建

物。

233　 SB0729　２回の建て替えがある側柱建物。
建物北部は先行して調査している。

234　SB0730

Ph.52　運河施設の調査⑸

230

231 232

233 234



235　SB0731 西から　建物主軸を東に傾けた建物
236　SB0731 北から　桁行４間×梁行２間の建物
237　SB0732 南から　桁行３間×梁行２間の建物

238 　SB0733 南から　桁行５間×梁行３間の建物。
239　 SB0734 北から　桁行５間×梁行３間の建物。

Ph.53　運河施設の調査⑹

235

236 237

238 239



240　 SD0901 全景　南から　溝の大部分が掘削を受け
かろうじて残った溝底面付近を調査した。

241　遺物出土状況
243　SD1501調査状況　SB0504 の北側延長線上の調査

242　 SD0901遺跡出土状況　須恵器高台杯
244　SD1501調査状況　北から

Ph.54　南方官衛の調査

240

241 242

243 244



245　SB1001　南から　桁行４間×梁行２間の建物
246　SB1001　北から　建物主軸を東に傾けている。
247　 SX1001　瓦溜遺構　各種の瓦が出土している

状況。
248　 SD1003　10 － 5T南部を通過する掘立柱塀跡。

多量の瓦が捨てられていた。
249　有蕊弁蓮華文軒丸瓦出土状況
250　植物文軒丸瓦出土状況（花葉文）

Ph.55　寺院の調査

245

247

249

250

248

246












