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例目

1. 本書は小松市が施工する串 ・額見地区産業団地造成事業に伴って、平成 6年から平成 12年度ま

でに小松市教育委員会が調査主体となって実施した額見町遺跡 (ぬかみまちいせき)の発掘調査報

告書である。本報告は平成 17年度から平成 21年度までに 5分冊で、刊行を予定しており、本書は

その第 2分冊目、 B地区及びC地区一部区域の報告書にあたる。

2. 発掘調査及び出土品整理は、小松市の単独事業として行なったものであるが、発掘調査費は小松

市土地開発公社からの受託という形態をとった。

3.発掘調査の調査地、調査面積、調査期間、調査担当者は次のとおりである。

《調 査 地〉石川県小松市額見町な l番地外

〈報告対象面積>(B地区及びC地区一部区域)約 8.000rri 

《調査期 間>(B地区)平成 8年 11月 1日~平成 8年 12月 17日

平成 9年 4月 1日~平成 10年 6月29日

平成 10年 9月28日~平成 10年 10月 1日

(C地区)平成 10年 9月23日~平成 10年 10月 6日

《調査担当者>(B地区)望月精司 ・西田 (大橋)由美子 ・岩本信一

(C地区)望月精司

4 遺構の測量図作成については、向出泰央 (臨時職員)・谷口佐代・柿崎とも ・木戸真由美・中村悦子・

望月智美ら測量補助員の協力の下、調査担当者である望月と西田、岩本が実施した。また、遺構全

体測量及び基準点測量に関しては、アジア航測株式会社に委託した。

5. 出土品整理は、平成 9年度から平成 18年度までの中で、遺跡全体として行ったものであり、当

該地区の整理は、その中で随時、出土品整理作業員を雇用し、望月精司が主に担当した。なお詳細

な整理経過は第 1分冊報告書 『額見町遺跡 1.1第 l章第 3節の記載に基づく 。

6.遺物実測、製図、観察表作成、遺物構成把握、原稿執筆については、出土品整理作業員、江波圭、

奥出桂子、柿田康子、国本久美子、谷口佳代、山崎千春の協力を得て、望月と西田が実施した。

7. 本書の編集は望月が担当し、執筆分担は目次に記載した。

8. 写真撮影は遺構を望月 ・西国が、遺物を望月が担当し、空中写真についてはアジア航空株式会社

に委託した0

9.本調査において出土した遺物を始め、遺構・遺物の実測図、写真等の資料は、小松市教育委員会

が保管している。

10.本書に掲載の写真等については、無断で複写、転載することを禁じています。転載利用の場合は

小松市教育委員会へ使用許可を申し入れてください。

11.発掘調査と報告書の作成にあたっては、次の方々、機関、団体からご協力、ご指導を賜った。ご

芳名を記し、感謝の意を表したい (所属及び敬称略、五十音字順)。

赤津徳明、穴i畢義功、上村安生、宇野隆夫、大津正己、柿田祐司、春日真実、亀田修一、

川畑 誠、木立雅朗、北野博司、金鏑詳、小嶋芳孝、 小林正史、権五栄、酒井清治、

坂井秀弥、笹津正史、定森秀夫、城ヶ谷和広、菅原祥夫、杉井健、杉本 宏、田嶋明人、

出越茂和、 戸澗幹夫、西谷 正、丹羽野裕、浜中有紀、橋本澄夫、畑中英二、菱田哲郎、

藤原学、宮田浩之、森 隆、森内秀造、門田誠一、山中敏史、 吉岡康暢、渡辺

(財)石川県埋蔵文化財センタ一、額見町町内会
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凡 例
〈遺構について〉

1.本書で示す方位は、座標北であり、 座標は国土交通省告示の平而直角座標vn系に準拠した。また、水平基準は東

京湾平均海水面水準 (T. P.)である。

2. 遺構名称は竪穴建物跡を SI、掘立柱建物跡を SB、土坑を SK(土師器焼成坑も SK)、i存状遺構を SD、炉状

遺構を SJ(鍛冶炉も SJ)、井戸をSE、特殊祭把遺構を SX、ピ ットを Pとし、土器溜まりはグリ ッド (Gr)名

に土器溜まりを付した。Pは調査地区ごとに遺構番号を付したが、他は遺跡全体での通し番号とした。

3. 現場で付した遺構番号を変更したものについて、 SK42とSK48を土器溜まりの一部とみなしたため欠番、

SK80を竪穴建物内土坑と変更したため欠番、 SK59. SK82 . SK103はピットへ変更したために欠番とした。

4. 遺構図の基本的な図掲載縮尺は、次の通りである。竪穴建物跡に関して平面図・断面図を 1/60とし、掘

り方平面図は 1/120(一部 1/75あり )、造り付けカマド平面 ・断面図は 1/30、自Ij平竪穴建物跡について

は1/100とし、断面図で一部 1/50とする。掘立柱建物跡は平面 ・断面図を 1/ 100。土器溜まりは平面

図を 1/800土坑は平面・断面図を 1/40とするが、一部 1/80の場合もある。炉状遺構平面図は、 1/40

とする。

5.遺構図で示す平面図の+はグリ ッド杭の位置を、断面図ーは水平レベルライ ンである。これに付記する H=
とした数値は標高値を水平基準から求めた海抜高で示す。

6. 竪穴建物平面図に記載する細かいドット網掛け範囲は被熱焼土化範囲を、粗いドット網掛けはカマドソデ粘

土範囲を、ストライプ網掛けは切石を示し、砂目ド ット網掛けはソデ被熱を、掘り方平面図に示した薄いドッ

トは柱穴を示す。また、 竪穴建物跡及び掘立柱建物跡の柱穴内に示した網掛けは柱圧痕位置を示す。なお、 土

坑と竪穴建物の遺物出土状況図に示す土器を結ぶラインは接合関係にあることを示すもので、それに付記した

図Nuは遺物図版の図に付した番号と一致している。

7目竪穴建物跡の土層断面図に示す数字は覆土土層を、アルフ ァベッ トは床下土層を示し (床下のみの場合数字

で示すものあり)、その聞の太線は床面ラインを示す。また、土層註に示す色調は農林水産省農林水産技術会

議事務局監修 ・財団法人日本色彩研究所色票監修 『新版標準土色帖』に基づく 。

〈古代の遺物について〉

1. 本書または観察表で示す遺物の種別や土器の器種名については、本文 161-166ページに示したとおりであ

る。また、観察表や本文に示す遺物帰属時期については、田嶋明人氏の北陸古代土器編年軸 (田嶋明人 1988r古
代土器編年軸の設定Jrシンポジウム北陸古代土器研究の現状と課題 (報告編).1及び回l嶋明人 1997r加賀地

域での 10・11世紀土器編年と暦年代Jrシンポジウム北陸の 10・11世紀代の土器様相.D に基づく編年標記で

あり、その編年の筆者暦年代観については観察表の巻末にまとめて掲載する。

2. 遺物図版の縮尺は鉄器を 1/2に、それ以外を 1/3に統ーしたが、一部須恵器中斐については 1/5で掲

載した。また、遺構図に掲載した造り付けカマド焚口部材の石材実測図についても 1/4とした。

3. 遺物図版で示す実測図断面に示される網掛けは、 黒塗 りが須恵器または須恵質製品、 白抜きが土師器または

土師質製品、 ドット網掛けが陶磁器類、ストライプ網掛けが石器とした。また、土器の内外面に示される網掛

けについては、細かいドットが赤彩、粗いドットが黒色焼成、砂目が墨痕跡または油煙痕跡であり、カマドの

支脚や焚口石材の網掛けは被熱部分を示す。

4.須恵器や土師器、陶磁器類の実測図右断面に示す rnJはヘラケズリ調整の範囲を、外面や内面に記され

る 「→」はケズリに伴う砂粒移動の方向を示す。また、砥石に示す rr寸」は磨耗痕跡範囲を示す。

5.須恵器、土師器の実測図においてロクロ (回転台など回転使用のものも含む)による成形や調整を行うもの

については、口縁部ライ ンや底部ライン、内外面調整ラインを非ロクロ製品と意識的に分けるため、定規で線

を引き、非ロクロ製品はフリーハンドで示した。ただ、 中世土師器はロクロ使用でも回転惰力の弱いものはフ

リーハンドとしている。

6.遺物説明、観察表で示す法量計測について、口径 (受け部径 ・返り径)は口縁上端部 (受け上端 ・返り上端)

での直径を、底径は底部切り離し外端部での直径を、 高台径は台の外端部径を、 頭部径(基部径)は頚部(基

部)屈曲部の最小笹を、胴部径(つまみ径)は胴部 (つまみ部)最大径を、脚部径は脚下端部での直径を示す。

なお、器高等の高さ計測については、器形の安定している部分での平均的な数値とし、 立高や返り高は受け部

下端から口縁端部、返り端部までの垂直高と した。

7. 遺物説明、観察表で示す胎土については、観察表巻末に凡例をまとめて掲載する。

8. 遺物説明、観察表の土器成形痕跡の中で、叩き出し成形に伴う叩き痕跡については、内堀信雄分類案に基づ

き (内堀信雄 1988r須恵器聾類に見られる叩き 目文についてJrシンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課

題J)、H類を平行線文、 D類を同心円文とし、 Ha類は平行線彫り込みに直交して木目のあるもの、 Hb類は

右上がり斜交の木目のあるもの、 Hc類は左上がり斜交木目のあるもの、 He類は木目の見えないものと し、

Da類は木目の見えないもの、 Db類は同心円彫り込みに沿って同心円木目の見える芯材使用のもの、 Dc類

は柾目状木目のもの、 SD類は木製無文当て具の年輪痕跡のものとした。
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報告書抄録

ふりがな ぬかみまちいせき (NukamimachiSites) 

書 名 額見向遺跡

高Ij 書 名 串・額見地区産業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書2

巻 次 E 

編 ・著者名 望月精司 ・酋田由美子

編集機関 小松市教育委員会

所 在 地 干 923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 (電話)0761-224111 

発行年月日 西暦 2007年 3月 30日

ふりがな ふりがな コード 北緯 東経 調査面積

所収遺跡名 所在地 市町村!遺跡、番号
。，" 。， " 調査期間

(nf) 
調査原因

ぬかみまち 石いしか川わけ県ん小こま松っ市しぬ額か見みま町ち 160 03089 36度 136度 B地区 B地区及 小松市が施
額見町

21分 24分 1996.11.01 -1998.10.01 びC地区 工する串 ・
な l番地外

16秒 30秒 C地区 の一部 額見地区産

1998.03.28 -1998.10.06 約 8.000 業団地造成

所収遺跡、名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

飛鳥 ・奈良 ・平安時代 竪穴建物 50軒、掘立柱建 須恵器・ 土師器・朝鮮 集落成立期の 7世紀

集落遺跡 物跡 91棟、 土 坑 65基、 系軟質土器・竃型土製 に L字型カマ ド付設

7世紀-9世紀前半 炉状遺構 19基、土器溜ま 品・煙突状土製品・特 竪穴建物を検出す る

額見町遺跡 集落跡 主体で、 10世紀-11 り7筒所、土師器焼成坑 殊瓶 ・円面硯・各種紡 朝鮮系移民集落で、

世紀に 土 師器生産、 5基、鍛冶炉4基 錘車(陶石).専用焼台 今 回報告区域では 10
12世紀に廃棄場遺構 砥石 ・銅製耳環 ・鉄鋼産 ・ 軒 の L字型カマ ド付

刀子 竪穴建物を検出。

6世紀代に墓域であった台地上に、古墳群の消滅とともに突如出現する古代集落遺跡である。 7世紀初頭の

集落成立時に L字型カマドを付設する竪穴建物様式を高い確率で選択している点から、朝鮮系移民を主体とし

た集落遺跡と判断される。 7世紀後半に生産される朝鮮系技術を導入したような朝鮮系軟質土器生産や同時期

に始まる鍛冶生産、須恵器窯製品を選別した際に生じる窯道具片の出土など、当集落が手工業生産に携わった

ことを示す。当集落の近隣にある南加賀丘陵製鉄・製陶遺跡群が7世紀に変革期を迎えることと関連牲が強く、

要約 広義での台地上集落群は丘陵部工業生産地帯の母村としての性格を持つ。 7世紀後半は集落増加期であり、 8
世紀前半までに全盛期を迎えるが、 7世紀後半の新たな建物様式の導入や近江系煮炊具、丹波系煮炊具の導入

など、朝鮮系移民のみならず、西日本各地または西を経由しての移民流入によ って集落の拡大が図られたこと

を示す。律令政府主導の下で計画的に設置・経営された集落と言え、それは地方支配政策、評制施行前段施策

としての性格をもっ。当台地集落の成立は近隣地に置かれただろう江沼評や工業生産地と一体的なものであり、

潟i胡をその媒体として屯倉的な領域支配がなされた地域と性格づけられよう 。

SAMARY 

The NUKAMIMACHI SITES are an ancient village ruins in the fee that appear suddenly on the plateau that was the 

grave region with the disappearance of the old tomb group in the sixth century. In view of the point to have selected 

the Ana building where L character type kitchen range is set up when the village is approved century seventh by short 

odds. this village ruins are judged to be ruins mainly composed of a Korean immigrant. The excavation of the kiln tool 

splinter caused when the blacksmith production and the Earthen kiln product that starts from existence of Earthenware 

group that introduces a Korean in be produced in the latter half of the seventh century technology and a simultaneous 

period are selected etc. show that this village was involved in the manual industry production. The vicinity Minamikaga 

hiU steel manufacture and the pottery manufacture ruins group's in this village coming the revolution period in this in 

th巴seventhcentury has and the relation has the location village group on the plateau strongly said by the wid巴sense

with the character as出emother's body village in the hiU part industrial production zone. The latter half of the seventh 

century is a period of an increase of the viJlage. and it is shown that not only Korean immigrants of the introduction 

of a new building style in the latter half of the seventh century and the ReceptacJe of cooking of the Ohmi system 

and the ReceptacJe of cooking of the Tanba system .巴tc.but also the expansion of the village was attempted by出巴

immigrant infiow via West ]apan various places or the wests though the glory period will come by the eighth first half 

of the century. It can be said the village出atwas set up and managed in premeditation under the Ritsuryo government 

initiation. and has the character as the steps measure by it before enforcing the criticism system of the local rule policy 

The approval of this plateau village is an Enuma criticism. is industrial production ground that might have been put on 

the vicinity ground. is united. and it is thought the region where the seashore lake is assumed to be the medium and it 

was performed by area rule ton warehouse. 
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第 1章 徳i見町遺跡の概要と今回報告の調査区

第 I章 額見町遺跡の概要と今回報告の調査区

第 1節 額見町遺跡と発掘調査概要

第 1項 額見町遺跡と額見町古代集落遺跡群

額見町遺跡は、長軸 800m、短軸 550mの北東方に長い遺跡分布を示す 440，000rrlの広大な集落遺跡である。

幾つかの集落単位が集合した結果、広大な面積の集落域となったものであり、大きくは額見町古代集落遺跡群と

称したエリアが広義の額見町遺跡であると評価する。当地は昭和 20年代の耕地整理によって起伏に富んだ台地

地形が階段状に削り取られ、その際に台地南西端の茶臼山周辺が削平を受けた。茶臼山古墳や茶臼山祭記遺跡、

茶臼山遺跡、はその時に発見された遺跡である。昭和 30年以降、加賀三湖干拓工事に伴い、額見町遺跡から北東

へ伸び、る台地は土砂採取により大きく削平を受けたが、その際、埋蔵文化財調査を行った形跡はなく、存在した

であろう額見町遺跡の北側部は消失することとなった。その後、大規模な開発等が行われなかったこともあり、

当地は遺跡の発見が遅れ、昭和 56年の石川県立埋蔵文化財センタ ーが行った詳細分布調査まで、遺跡所在すら

硲認されずにあった。石川県立埋蔵文化財セ ンターが平成8・9年度に発掘調査を行った額見町西遺跡、にしても、

平成7年に小松市教育委員会埋蔵文化財調査室が地主の依頼によって行った試掘調査において新発見した遺跡で

あり、当台地上にはほぼ同一時期の集落遺跡が点在していたのだろう 。明治 42年及び昭和 37年に行われた地形

測量図をもとに、これまで近隣で調査してきた成果、遺存する地形等から額見町古代集落遺跡群の台地地形を復

元したものが右図に示したもの

である。当台地領域は柴山潟に

而して北東方に細長く伸びる台

地で、 馬渡川の開析谷に面する

台地よりも若干小高い独立台地

状を呈す、長軸 2400m、短軌

750 m、約 150haにも及ぶ広大

な台地である。図に示 した集

落分布予想図は、旧地形をもと

に想定したものだが、今回の調

査所見で得たように、台地には

複雑に小支谷や鞍部が入り込む

ため、さらに集落単位は分断さ

れていた可能性が高い。今後の

詳細な地形把握と分布調査によ

り、遺跡分布の検討はなされな

ければならないが、既に削平を

受けた地域は多く、これから検

証することは困難を極めるだろ

つ。

第2項平成7年度，.._， 12 

年度発掘調査概要

今回報告する額見町遺跡は、

平成 7年度か ら12年度までの

6年間にわたる発掘調査報告

で、石川県立埋蔵文化財セン

ター調査分も含め、 38，500ぱの

面積を発掘調査した。当調査で 第 1図 額見町古代集落遺跡群の復元地形と集落分布予想 (1/20，000)



第 lll~ 額見IW[遺跡、と発掘調査概要

検出した遺構は、竪穴建物 119軒、掘立柱建物 330棟、土坑424基 (うち土師器焼成土坑 10基、製炭土坑7基、

墓坑 15基以上)、炉状遺構 58基 (うち鍛冶炉跡 12基)、井戸3基、 i存状遺構 53条 (うち道路状遺構5本)、集

石遺構2基で、他に土器i留まり遺構を 20箇所以上確認している。後述するように調査面積の多くが削平されて

いたため、相当数の遺構が既に消失した状態であり、遺跡が完存していれば¥どれだけの建物数が存在していた

のか、悔やまれるところである。14世紀頃の集石遺構 2基と縄文時代に遡るであろう落と し穴土坑 1基以外は

全て、 7世紀前半から 12世紀に位置づけられる古代遺構であり、多くの遺構が密集、重複する状況であった。

当地の旧地形を調査所見に基づいて作成したのが以下の図だが、調査区の東側に存在する標高 26mの尾根頂

上部(臼のほぞ古墳立地)から南西側に張り出すようにして尾根筋が延び、そこから北側へと緩く標高を減じる

形で、馬の背状に尾根筋が延びていく 。東側尾根頂上部から北側へ延びる尾根筋の閥には谷部が入り込み、尾根

頂部との比高差は15mにも及ぶ。谷部から見て、臼のほぞ古墳の立地する尾根頂上は、見上げるような高さに

あり、集落立地に際して古墳を意識したような選地を行っていたことは間違いない。また、 北側へ細く延びた尾

根筋から北西方へは緩く張り出してテラス状の部分 (テラス状部分の中央は鞍部が入ったように若干下がり気味

となる)を形成しており、そこから柴山潟の潟縁へは比高差7m以上の急傾斜となる。この張り出し部の南西側

では、柴山潟から南東側へ延びてくる支谷に続く小さな谷が入り込み、楕円形状を呈する緩い傾斜地を形成して

いる。比高差 6m程度を測る傾斜面で、南西側へ谷は広がっている。

極めて起伏に富んだ複雑な地形を呈していることが復元地形コンタから見て取れると思うが、耕地整理におい

ては尾根筋部分を削り取り、鞍部や谷部へ土砂を埋めるという造成を行っている。この結果、約 14，000rrl、調

査面積の 36%が削平による破壊を受けてしま っていた。一部深い遺構に関しては、遺構基底部が遺存していたが、

大半は遺構痕跡も残さない状態であり、特に尾根筋部分は遺構がととのような分布をしていたのか、把握できる状

況にない。ただ、尾根筋でも削平を受けていない部分もあり、その箇所での遺構分布が確認できないことや鞍部

から尾根音15へと徐々にではあるが、遺構密度が希薄となる傾向などから考えて、尾根筋上での遺構分布はもとも

/ 

⑧ 
第2図 額見町遺跡発掘調査区域内の復元地形 (1/2，000)
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第 1節 額見町遺跡、と発掘調査概要 第 1:章 額見附遺跡の概要と今回報告の調査区

⑧ 

尾根頂上

。

第3図 額見町遺跡主要遺構配置図 (1/ 1，000)
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第 l章 鎖見町遺跡の概要と今回報告の調査区

と低かった可能性がある。尾根筋が集落の分岐線であった可能性もあろう 。当地は柴山潟から吹き込む風が強く、

風当たりの強い尾根部を避けて選地していたものと思われ、建物立地は緩傾斜地を形成する谷部や鞍部を中心に

なされていたと予想される。鞍部や谷部は黒色土堆積が厚く、粘土質の黄褐色土地山が露出する尾根筋部分より

も比較的水捌けがよいという点も、建物選地の一つの要因であったろう 。削平地が多く不確定要素は多いが、以

上の集落分布傾向から想定すると、以下の集落群構成になるとみる。 I群集落はAD地区に展開する鞍部緩斜面

上の建物群、 H群集落はB地区から C地区そしてF地区北端へ南北に延びる鞍部緩斜面上の建物群、 E群集落は

F.G'H地区に分布する柴山潟へ緩く傾斜していく広い緩斜面上の建物群である。 I群集落は 7世紀前半の竪

穴建物の検出例が多く 、7世紀代から 8世紀前葉に主体を置く集落群と言える。E群集落は 7世紀前半から 8世

紀代までの長期集落と言えるが、主体は 7世紀中頃から 8世紀中頃で、最も建物検出例の多い集住区域と言えるo

E群集落は 7世紀前半の建物も確認されるが、それは E群集落からの延長で捉えられるもので、総じて 8世紀以

降に主体を置く集落と言える。特に 11世紀後半から 12世紀の建物群が広く展開しており、 1 . II群集落では未

確認の井戸や道路状遺構、大規模な土器廃棄場遺構等を検出する。全ての遺構を検証したわけで、はないため、今

後、報告する中で、細部の修正が行われるものとみるが、大略的には、以上E群の集落群構造を展開していたも

のと考えている。当集落群のまとまりに基づき、報告書刊行順も、調査年度順に捕らわれず、 I群集落であるA

地区と D地区の報告を報告書 Iとした。今年度は H群集落である B地区と C地区の一部の報告を報告書Hとして

刊行し、 C地区の一部と F地区そ してG地区の一部の報告を報告書班、G地区の一音11とH地区の報告を報告書W、

さらに、鉄関連遺物報告と化学分析報告、考察を報告書Vとして、平成 21年までには完了させる予定である。

，. -..--

第4図 額見町遺跡の集落のまとまり概念図
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第2節 今回報告の調査区 (B区及びC区一部)概要

第2節 今回報告の調査区 (8区及びC区一部)概要

第 1項 遺構構成と分布の概要

調査年度が2ヵ年にわたっているため、当区域を B地区、 C地区とに分けてはいるが、遺構分布のまと まり自

体は第4図でE群集落としたように、 B'C地区から F地区の北側ま で及んでいる。本来はそこまでを含めて報

告すべきだが、単年度の報告量としては予算的に超過してしまうため、B地区から C地区の北側の一部を含めて

今回の報告分とした。対象区域をグリ ッドで示せば、南北ラインが「あ~とJ、東西ラインが 129-48Jで、調

査而積はB地区の7.700ぱと C地区のて・とライン区域の970ぱで、合計約8，700rriをinlJる。ただ、このうちの約3，500

d近くは昭和初期の農地開発により削平を受け、遺構が消失してしま っていた。遺構の下層、基音11は残存するも

のの、遺構上層が削り取られている区域はさらに広く、 4，300ぱ近 くにも及ぶ。つまり、調査区域の約半分の区

域が何らかの削平、破壊の被害を受けていたわけであり、遺跡の保存状態は決して良好とはいえない状況で、あっ

た。それでも、以下に示すように、これだけの遺構数が台地集落で検出されたことは、遺跡、存続期間が長いこと

もその要因だが、当地区が当集落群の中でも中核的な集落単位であったことを示すものであろう。

竪穴建物や掘立柱建物の建物遺構分布は、調査区を南北対角線に沿う形で、極めて密集して建ち並んでいる。

特に、掘立柱建物の密集重複は顕著で、柱穴の並びから建物遺構を把握することは困難を極めた。加えて、遺構

密集区が特に黒色土層からの遺構掘り込みであることと緩斜面上に立地するために掘立柱建物の柱筋が歪んだ

り、地山への掘り込みが浅くなるなどの条件が重なり、遺構検出及びその認定においては不安要素もある。ただ、

密集区であることは確かであり、そのような条件下での建物であることを念頭に、掘立柱建物の可能性を考えら

れるものは全て掘立柱建物として提示を行った。当報告を行う段階で、掘立柱建物と認定していたものを柱筋や

ピット位置の不安定性から、掘立柱建物から外すべきかを検討したが、調査を行ってから 10年近くが経過して

」
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第5図 額見町遺跡発掘調査地区割図 (1/2，000) 
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第 l章 額見町遺跡、の概要と今回報告の調査区

おり、図面資料のみの判断で除外するよりも、その調査段階での現地での遺構把握の視点を重視し、 一部を除い

ては、ほとんどそのまま提示することとした。

以上の遺構認定に基づき、今報告で提示でき た遺構は、 竪穴建物がB地区 41軒 (SI35-S176のうち、 SI49・

S159・S163は調査中に他遺構へ変更したため欠番となり、 SI69・S173は2軒の竪穴建物の重複と捉えたために

B地区総計は 41軒となった) とC地区 9軒 (S177-81、S183-84、S190、SI96、なお番号が抜けているもの

はC地区の次回報告分)のあわせて 50軒、掘立柱建物がB地区 80棟 (SB25-SB104のうち SB42とSB43は

調査中欠番となり、 SB25とSB85は建替えがあるためにそれぞれ2棟分としたため総計80棟となった)とC地

区 11棟 (SB107-109、SB119、SB128-SB132、SBl60、161のうち番号が抜けているものは C地区の次回報

告分)のあわせて 91棟、 土坑がB地区 58基 (SK42-SK105のうち、 SK43、SK44、SK49、SK52は土師器焼

成遺構のため土坑から除外し、 SK42、SK48はヒ層土器溜まりへ、 SK80はS150の竪穴内土坑へ、 SK59・SK82・

SK103はピ ットへ変更したことによりそれぞれ欠番となり、 SK46は3基の土坑重複、 SK47・58がそれぞれ2

基の土坑重複により、土坑総計は 65基として報告する)と C地区 7基 (SK109・112・127・137. 142・154・

183、なお番号が抜けているものは C地区の次回報告分)のあわせて 61基、炉状遺構がB地区 18基 (SJ01-

S]l8うち、 SJ01とSJ03は鍛治炉のため炉状遺構から除外し、各竪穴建物埋土内被熱面8箇所を加えて計 18基

とした)とC地区 1基 (SJ19)のあわせて 19基、土器溜 まりがB地区の 6箇所 (上層土器溜まり、お 38Gr土

器i留まり、か 43Gr土器溜まり、き 40Gr土器溜まり、さ 35Gr土器j留まり、し 36Gr土器溜まり )とC地区の 1

箇所(て 36・37Gr土器溜まり )、土師器焼成遺構がB地区の 5基 (SK43・SK44. SK49 I・SK49rr . SK52)、

鍛冶炉がB地区の4基 (SJ01、SJ03及びSI37とSI72の竪穴建物内付設鍛冶炉各 1基)、ほか小穴多数となった。

以上述べた各遺構の時期別推移については、 竪穴建物は 7世紀前葉9軒、 7世紀中葉6軒、 7世紀後葉 16軒、

8世紀前葉3軒、 8世紀中葉3軒、 8世紀後葉O軒、 9世紀前葉 1軒であり、掘立柱建物は時期把握可能なもの

のみの数値だが、 7世紀前半7棟、 7世紀後半 16棟、 8世紀前半 10棟、 8世紀後半6棟、 9世紀2棟、土坑は

7世紀前半4基、 7世紀後半5基、 8世紀前半7基、8世紀後半9基、 9世紀4基となる。竪穴建物における 7

世紀後半の占める割合は過半数にまで及び、 7世紀前葉から軒数は倍増する。8世紀代に入り、竪穴建物が減少

するのは掘立柱建物へ建物様式が移行するためで、それを示すように、掘立柱建物は 8世紀前半以降も 一定量の

建物が存続する。土坑帰属時期が8世紀代に中心を持つ様相と呼応しており、当区域においては8世紀後半以降、

9世紀に入っても、 一定量の建物遺構の存続があった可能性は高いと言える。掘立柱建物の時期帰属が十分でな

いために積極的根拠に欠くが、包含層出土土器の時期別量比 (時期帰属可能な須恵器食膳具と土師器の破片数構

成割合)はその可能性を裏付ける。

つまり、 7世紀前半で 7%、 7世紀後半で 10%、 8世紀前半で 34%、8世紀後半で 26%、 9世紀前半で

21%、9世紀後半で 2%というように、 8世紀後半以降の土器出土量に顕著な減少傾向は認められず、それは 9

世紀前半まで確実に建物が維持される傾向があることによる。ただ、 竪穴建物を中心として、この区域において

は、 7世紀後半に建物数のピークがあることは間違いなしそのピークは 8世紀前半まで持続するが、 8世紀後

半以降はやはり停滞の様相を帯びてくる段階と位置づけるのが妥当だろう 。9世紀前半までその集落様相は継続

し、後半に急速に衰退したものと理解されよう 。

以上のように、 今回報告地区の遺構は、 A .D地区よりも新しい時期まで集落存続する傾向が強いが、それで

も9世紀後半には衰退し、 10世紀には集落として途絶える様相をもっ。この時期、 当地区で、は土師器焼成坑が

出現してくる。出土する土師器から、 10世紀後半から 11世紀前半まで営まれた土師器焼成坑と判断でき、その

後、断絶時期を挟むが、 11世紀末から 12世紀前半には土器廃棄場が営まれる。今回の報告地区では、この時期

の建物遺構は確認されておらず、 10世紀後半以降は集落中枢部から外れた、手工業生産の場または祭杷に伴う

土器廃棄場としての位置付けがなされたのであろう 。両遺構は一部重複するように存在しており、ここには 9世

紀以前の建物遺構の分布も途切れるなど、集落縁辺区域と位置づけられていた場所と考えられる。次項で述べる

が、地形的には尾根筋から平坦部へ転換する境の緩斜面にあたり、集落群の切れ目に当たっていたと理解される。

次に、竪穴建物、掘立柱建物の立地と建物分布の様相について概観する。建物の時期が7世紀前葉から 9世紀

前葉までと幅を持つものの、建物遺構の主軸は比較的まとまりがあり、特に掘立柱建物については、 主軸を北か

ら東へ32度前後振ったところに設定する建物が主体的である。そこから主軸方位を 90度西へ振る建物もあるが、

11 



第 2節今回報告の調査区 (B区及びC区一部)概要

概ねN-15 ~ 400 
- Eの範囲で分布しており、時期的に法則性をもって主軸がずれていくような傾向は読み取り

にくい。なお、主軸方位を 90度西へ振る建物に関しては竪穴建物が多いが、これはカマドの付設される位置を

主軸と設定しているためで、カマドを付設する向きが建物の向きを規定するとは限らないことを示している。筆

者は建物主軸を考える場合に入口の設定がどこにあるのかが重要で、あると考えている。それは掘立柱建物におい

ても同様で、どのような配置で建て並んだ建物群がどのような向きに入口をもって存在していたのか、復元する

ことで建物主軸の理解は可能であるだろう。竪穴建物の場合、カマド煙道の位置も関連していただろうし、立地

する地形、そして当地に直撃する北風の強さ等、自然条件も考慮する必要性があるだろう 。さらに、地形も建物

主軸を規定する要因になると考えている。前回の報告でも述べたが、建物主軸はほぼ地形コンタラインにのる形

で、ちょうど平坦地が延びる方向に向く 。コンタラインが方向を変えている部分でも建物主軸は他の建物と同様

の軸を維持しているものがあり、必ずしも規制する要因とはならないが、当集落における大枠の建物主軸設定に

おいては、風向きと地形は規制要因の一つであったことは間違いないであろう。

建物遺構の重複に関しては、竪穴建物同士の重複が目立たず、完全に竪穴が重複する事例は、 SI731とSI731I、

SI76の3軒と、 SI60とSI61、SI80の3軒、 SI81とSI83の2軒があるだけである。このように、竪穴建物は意

識的に重複を避けて建てられていた可能性があるのに対し、掘立柱建物は竪穴建物の密集個所や掘立柱建物同士

で重複する事例が目立つ。ー箇所に類似した主軸で、竪穴建物と複数棟の掘立柱建物、そして土坑とが折り重な

るように存在しているところもあり、掘立柱建物の重複は異常とも言える。竪穴建物が終駕した時期以降に、竪

穴建物と場所を重ねるようにして、掘立柱建物が建てられていたものだが、建物遺構が建てられる平坦な場所が

限られていたために、このような移しい建物重複となったものと考えておきたい。

第2項 基本層序

今回報告のB地区及びC地区北東側区域の包含層土層断面図は、地形傾斜の捉えられる平仮名ラインにおいて

作成している。北東側から「お」ライン、「く Jライン、「し」ライン、「せ」ライン、 「た」ライン、「て」ライ

ンの 6本で、特に基本的な土層堆積が把握可能な「く 」ライン、「し」ライン、「た」ライン、 「て」ラインを抽

出し、図示した。前年度報告したA地区やD地区のような顕著な地形の起伏はないため、ほほ全域において類似

した地山土形成をしている。耕地整理による削平が著しかったために、基本土層も寸断される状態で、全体的な

地形復元ができていないが、南東側尾根筋から 4~5 度で傾斜していた斜面が、建物密集区である、と 36Gr ~ 

う38Gr付近のラインからは I度程度の極めて緩い傾斜または水平地となって、柴山潟を望む北西側斜面までは

平坦地形となる。ただ、台地地形は北側に向かつて、深く谷が入り込むため、 SI76付近から北側は潟へ向かつ

て傾斜しており、その部分での建物分布は徐々に希薄となっている。

断面図では粘質性のしまりの強い黄褐色土地山までの層を記しており、その上には黒色土と黄褐色土地山との

漸移層的な四層、そしてさらにその tにE層やE層とした黒色土が存在する。この黒色土層には焼土や土器粒な

どの混在はなく、黒色系地山土と理解している。つまり、図示したように、今回報告の地区においては、自Ij平さ

れて黄褐色地山が露出してしまった部分を除いては、この黒色系地山士がほぼ全域において存在しており、若干

鞍部的な地形となる、と 35・36Gr~こ 35 ・ 36Gr 付近については、特に当土層の形成が厚く確認される 。

この黒色系地山より上の層が古代遺物包含層となるが、黒色系地山土層の直上には概ねW層が堆積しており、

そのさらに上にV層と N'層が堆積する。W層は遺物や焼土粒、炭化粒を僅かに含有するものの、その混在量は

V層やN'層と大きな差があり、純粋な意味での遺物包含層はV層と N'層のみと言っても過言ではない。古代遺

構が掘り込まれる層に関しでも、基本土層断面図を見ると、 SB44柱穴以外はN層上面から掘り込まれており、

SB44の時期 (古代 12期)とW層掘り込みの SI76(古代 1I1期)の時期から考えて、 W層は集落成立初期から

7世紀後半の中で堆積した包含層である可能性を持つ。つまり、 W層は集落初期の段階で堆積した遺物包含土層

ではあるが、 7世紀後葉以降は、生活面下に存在する地山層的な位置づけがなされるものであり、 W層は包含層

下層、 N'層やV層は包含層上層として、別に扱うべきものと考える。このように考えれば、当遺跡においては

明確な遺物包含層と呼べるものは極めて少なく、上記包含層下層は地山に類するもの、包含層上層も遺構上面に

存在する表土層に近いものと理解される。と35・36Gr~こ 35 ・ 36Gr 付近に存在する中世 1 期の上層土器i留ま

り群やその下層に存在する古代遺物土器溜まり群が、それに該当するものと理解される。
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第 1節 建物遺構

第 1項竪穴建物

第H章今回報告区域検出遺構

第 H章今回報告区域検出遺構

竪穴建物は、拡張建物を含めB地区で41軒、C地区今回報告分で9軒である。SI49、SI59、SI63が欠番となっている。

C地区の竪穴建物については、 SI77-81、SI83、SI84、SI90、SI96を報告する。規模については縦長×横長cmで、

記載する。建物主軸及び建物方位はカマドを奥に向けた位置を中心として北・南からの角度で表示している。また、

今回報告の調査区では削平区域が含まれ、カマドが削平されている建物も多い。このようなものに関しては、長

辺壁を縦軸として設定するか、北方位に近い軸を設定して、建物主軸を割り出している。竪穴建物構造の造り付

けカマド類型は、昨年度報告の額見町遺跡 Iにすべて基づし、ている (望月精司 2006I第W章総括一額見町遺跡の

古代建物構造と造り付けカマドについてーJr額見町遺跡 1.1小松市教育委員会)。面積による建物類型も前年度

報告に準じ、大が55ぱ以上、大型が55-39 r託、中型 36-25 rrl、小型が25rrl以下としている。掘り方土坑の

位置づけも昨年度報告に準じた。竪穴建物の出土遺物については出土量を破片数換算で数量とし、時期について

は回嶋明人氏の北陸古代土器編年で表記する。

1. SI35 

〈立地・規模・形態)B地区の南端中央た・ち 35・36Gr、旧地形鞍部に位置する建物で、規模は 558x 530 crnを測る。

建物面積は 29.6ぱ、中型建物と位置付けられる。建物プランは若干隅丸のほほ正方形を呈し、西側壁に L字型カ

マドが付設する。壁高は 32cm。竪穴主軸は N-650 -w。
〈柱穴と他のピット〉中央に柱間寸法 260c皿を測る 4本主柱を伴う 。土層で柱痕跡が確認でき、柱径 20-26 c皿、

P3のみ深さ 80crnを測り、他は 58crnの深さを持つ。堀り方は、径 63-80cm、深さは同様である。柱痕跡が残存

するため、柱は切り取られて廃絶されたものと思われる。カマド右手に長径 190cm、短径 130cm、深さ 33cmのP7と、

建物右下の長径 150crn短径 110crn深さ 10-14 crnを測る P5を検出している。いずれも、貼床が上層になく、覆土

にはカマド粘土やカマドソデ石 ・焼土が土器を伴って多量に廃棄され、特に P5では多量である。これらは建物に

伴う大型ピットと考えられ、建物廃絶時にカマドを壊した崩壊土を入れて廃棄したものと思われる。

〈カマド〉中央から左へ L字に曲がる L字型カマドである。焚口で顕著な被熱面をもち、カマドソデ石は内外に散

乱する状態である。L字に屈曲する地点で、内側へ突出する障壁を伴い、この部分に石が据え付けてある。被熱

は焚口から奥壁へ向かう長径 80cmで、広がっており、中央は還元して表面が白色化する。規模は、外寸幅 114crn、

奥壁から焚口カマドソデ端まで 180cm、L字屈曲の障壁部分から末端まで 220cm、焚口内寸 60cm、ソデ幅は 20

crnを測る。ソデは直立しており、カマドの黒褐色土と、にぶい黄褐色粘土を版築状に構築し、筋状となってみえ

る部分もある。基底部は、黒褐色土に黄褐色土塊を混ぜた土をIlDき締めてソデのベースとしている。焚口基底部

で25-30cm、煙道側基底部で 35-45 cmを測り、頑丈にベースを構築している。屈曲障壁部から煙道側のソデ

の崩壊度合いは著しい。建物廃絶時に意図的にカマドを壊したことと、平面図に表れていないのだが大型掘立柱

建物跡に切られている箇所もあり、基底部のみが残存する状況である。カマド内部は全面貼床され、焚口から;壊

道先端へ傾斜してゆき、先端に円形ピ ットが掘り込まれている。また、カマド内部覆土で検出したソデ崩壊土中

にカマドソデが焼けた土が混在する層を確認している。

(覆土堆積と遺物出土、覆土内遺構〉壁際で壁崩壊土、その上層で2層に分層可能だが同一層に捉えられる人為的

埋土を確認、この建物を一気に埋め戻したと考えられる。床面に凹凸が多いので、建物廃絶後すぐに埋め戻され

床がパックされた状態となったと思われる。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 171点、須恵器貯蔵具 221点、 土

師器食膳具 174点、土師器煮炊具3，185点である。覆土内から出土する遺物が殆どであり、床に張り付いて検出さ

れる遺物は少ない。12期に位置づけられる遺物が主体的で、建物時期はこれと同様になるだろう。覆土上面にて、

黒褐色土の覆土が被熱する焼土分布が認められる。径 50crnの円形で、カマド側壁から 260crn、右壁 (北壁)から

200 crnに位置し炭化小ブロックも混在する。

〈床の状況と堀り方〉 床はカマド周囲以外の全面が黄土粘土塊主体に黒土の混在土が床構築士として貼られてい

て、 4本主柱に囲まれる範囲で特に強く硬化し、黄土粘土塊混在度合いが多い。貼床の厚みは 4-7 crn、左側では

16 crnと厚い部分もある。また、中央には弱い被熱跡が3箇所確認でき、炉跡と考えられる。床はフラットでなく、
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SI35橿+・岨 η古+周註

l層黒褐色土.(10'・1'R2/l-担) 焼土

大揖少量.小中境多量含有. 黄

土小壇、 民lul'塊多め吉弘 土器

の官有多い.埋戻L土e

2周 里民褐色上 (10YR2/l)黄土d境、

焼bl、中塊、炭lul噛多目含有.

土器官有が少なめ.しまりあり.

1 .2圃とも知似。埋戻し土.

3層黒樺色土 (10YR2/l): 2層中に

檀巴土(7.5YR師)が壇状に極多量

程在.貼底的だが硬〈はな〈、埋

土用の一種a明E土6 壁土4)

4層感謝色土 (10YR2/l) 黄土小

中壇多量含有。焼土'1唱炭化段

少量官有.捜土畳下層。

5層思褐色土 (10YR2/l): 2膚中に

笹色土塊醒伝偽土8 檀土2)

7閣に;ttい土J!I. 2廟と 1周司境

町土眉.

6眉黒褐色土.(10・1'R2/l-担 ) 焼土

'1噛多J!¥11圃より多吋含有。黄土

中壇多量、多目官有.

図No.41 17眉黒褐色土(1OYR2/l)と笹色土

深鍋 I (7抑 制 献に嫌 土6 置土4)

で哩弘 3層に近L、土鳳

D' I a層貸出巴結土(10刊 瑚壇中に黒

褐色土(10YR.'J/2)が入る.貼正使

イヒ1置L地山粘土町土問lt.
a'凪 a'聞はあまり硬化していない

土J!I.

b層晶画色土(1OYR2/l) 黄褐色粘

土中塊多目含有.貼床土。しまり

あ。
c層操褐色土:(10河 212-却 ) 褐色

粘土(7.5YIW.心大・中ー小壇極的て

多盈合街.損イ制、塊少量含有。し

まりあり.鮎保土.

d層黒褐色土(7.5YR3rl) 褐色粘土

中塊、晶補色土.(c層卦多目程在.

しまりあり.

e掴褐色結土(7町R414)中に黒褐色

土(1OYR2f3)少量混在.しまりあ

り.

ー P7断面図 (5=1160) 一
」工 H~10.600m 1 正二

、ミ三三ヲ

D' 

S 135 P 7 士踊設

11面拠褐邑土(1OYR2/2) 貰褐色結土中塊小塊多量官有。焼

土j、風炭イ凶岨多目含有.建物園土{住居埋土)2層に近

い土であり.ここまでま住居埋土町可能性あり.

2眉県補色土 臼oYR3l2) 黄潤色土 10四 時 中塊 大塊極多

量含有.焼土，1、塊、 炭河t中壇多目合引.土器やカマド石混入.

しまりあり.

3層 処褐色土 (10YR3l2) 黄褐色油土中境多量含有a しまりあ

り.炭化中塊多目、焼i'l嶋少量含有.

鍋り方

8135掘り方平面図 (5=1/120)掘り方土坑3土層断面図 (5=1160)

@ 止。出¥七F 一
樹り方土坑番号

2盗品主主主革主

主星藍
1!薗黒褐色土

(10YR3/2) 貰補

色粘土中壇 d岨
多量合.焼土，1峰、

炭イむl嶋多目官。

2層黒掲色土

(lU可l'R3I曲 賞褐

色粘土中壇を多量

含有。焼土小壇 ー

胆イt小壇少量含

有.しまりあり.

8135カマド土層断面図 (5=1130)
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第H章今回報告区域検出遺構

e 

SI35カマド平面図・断面図 ($=1/30)

b 

1m 。
カマド石

(1/30) 
。
/
州制

匝
一
削

S 135カマド橿士・掴り古十周 註

l層明褐色土 問 YR描 J 地山粘土塊と暗尚色土(10'時 刻 との混在土.貼床土に近川しまりあり.

2層黒褐色土白0YR2/2) 黄土'1、塊黄土粧多目、制M岨・焼土1I、塊多量含有。建物理土周と同質.

3層鼎褐色土(1OYR2/2) 黄土中塊ー粒(カマドソデ土1I岨)極多量含有。焼土小・中塊多量、炭化

4叫少量含有。建物埋土層とカマドソヂ壇混在土周との漸棋風

3'.眉蝿褐色土 (IOY百2到 黄土大壇多量混在.黄土壇の量は5眉に近い.

4層思褐邑土げ.5YR3I2)にカマドソヂ土日時土の砂質)が温も焼土塊多量、炭化中岨少量含有.

カマ ドソデの崩纏土層.ソデ土赤〈黄位味おびた砂世土居となっている.

5層県褐色土臼0YR2f2l 黄土中壇極多量 (3庸より多).焼土大塊多目、焼土中境多量官有。

(黒土8 黄土2)

6層 明赤褐色土 (5YR国防焼土中崎町側聞に貼褐色ゴゴ7.5'lR:lfl)入る.カマド崩寝土.

7層 尚邑土 (7.5YR4I6)カマ ドソデ焼土 黒褐色封7.5四3IU混在.カマ ドソデ士崩峻士.

8層黒褐色土 (7.5YR測がカマドソデ土焼土と混在o 4層と同慣.

a暗黒褐色土 (10'可四測と.にぷい黄檀色結土.(10四 7/.心中大塊が保土4 黄土6)で混弘

黄土はスジ状で届窃問主に宜宝になる.

b層黒褐色土.(10=.... 叫 にぷい貸笹色粘土.(10'司四叫が2割率で縞状に交Eに入る。

c層蝿褐色土 (10YRml黄土〈地L1.J)塊が程在.焼土'1岨も少量L しまりあり.ヵマドペース土.

d眉燈色土 (5YRS18) 焼結周。粘土貼床層の酎ヒ怯『圃.

d'層灰白色土何5YRBI1) 焼結層e極めて硬質。粘土塊と黒土混ぜた層olit元して表面が白色化.

e周暗赤褐色 (5YR316)桂費氏周地山首土の極熱土鳳最も厚いところで8咽程度あり.

f層 県補色土(lOYR2l2) 地山黄土中塊、大塊多量混弘焼土中塊多目含有.カマド床土.

g層鼎褐色土 (1OYR2/2-泌 !'!<凋色土(10YR31却塊[地ω多量、黄土小塊多目、炭化粒少量含有.

平面図・土層断面図 ($=1/60)

1)> I A la 
(8136) 
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目
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言

丸 一c. 
図NO.71

む議乍C n 浅鍋
，、ミタ

P1 句

貼床 ¥ 硬化貼床 。

⑧ 

図NO.69

(村内と附'-s

，図No.55.'

IF.下層 : 
貼床

S 136橿十・掛町方+厨 幹

11層黒掛色土 (IOYR盟-2/1) 黄土小中

C' I lJ!.焼土1I噛少量古甫.

2眉』品柑色土(1OYR2I泊 費土中塊粒多

島民I:!N重山量、焼却1岨多目官有。

3層拠色土(1OYR2I1)黄土ノl、中塊が所々

混在.焼土壇少量含有.しまりやや曳ける.

3情黒色土臼0四2/1) 黄土'1岨古有o L 

まりあり.暗褐色土地山}少量混弘周

りからの崩れ土?

411 晶褐色土 (10ゼR2/2) に広い黄種色粘

s' I 的 問削叫多量合有。カマド粘土腕

混在土.焼土中岨・炭化中境多量含有。カ

マドまわりの崩れ土居 ・廃棄土居.

た35そ3剖5層明褐色土 (7.5YR剖虫 と、にぷい貰檀結

ート | 土中壇の混在土.カマド粘土崩れの廃車土
た34そ341

l 眉.焼土中塊少量含有.

b' 

~ P2 

B 言益

中央窪み(硬化貼床)

，
 

‘診
、.

ち35た35
ち34 ニ34

P4 図NJ::〉 ⑬?
;:;じffit-γて:状ベタ

D 
a眉黒色土(1OYR2I1) にぷい黄掛色結土

(1OYR5I4).小塊多量、焼土!I、境少量全有包

b層 黒 色土 (10・1'R2I1) に 品、賞褐色結土

中小塊多量合#0しまりあり.貼床土。

C層黒褐色土 (10YR2庖) にぷい黄褐色粕

土'1唱極多量.焼土小塊多目含有。しまり

あり.貼痕土作3
d層 鼎 色土 (10YR2l1) に品、貰褐色結土

中・小境多量含有.大塊所々混在一しまり

あり.貼庶土作3
e眉織色土 (lOYR2l1)と褐色粘土(7.5YlW4)

大掛鴻土6 褐色土4)で漫弘樹L
f膚黒褐色土 (10YR2l2) に 品、貰褐色粘

土中小塩極多量.焼土中塊多量.炭化中

壇合有。

g眉 !II渇邑土 (10YR2/2)と黒色土.(10YR2lll
の置在土.にぷい黄椙色粘土大塊多量.小

中塩極多量、 炭化中嶋多目含有.しまりあ

り.貼床土作ヲ

D ⑥ 

、之

、'> 、、

1:1>:、
B 

IA' 

H-l1.2∞m 
B 

2m 

17 



第 l節建物遺構

SI36断面図

(S=1I60) 
J-I=ll.IOOm 

C 

D 

SI36カマド平面図・断面図 (S=1I30) 

a H=II.000m 

⑧ 

C' 

2m 

( 1/60) 
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込後土、主主唱
。 L λ~ 

Nil吊

b 

p 
。
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治
山恥制

官A
O
G
 

志 EF
B 136カマド覆士・姐り方十嵐註

1眉描出色土 白0=-捌黄土中小塊l地山土)多量、焼土小境民ll:ll岨多目官有。埋土層と同層。

2層 .~\褐色土 (10YR2l2) 黄:bl嶋[地山土}多臣、焼土中 ・大塊多量入炭イじl岨少量含有。

3周 2層に近川暁 土中壇少量含む程鹿.埋土下圏土.

4層謀総色土 (10YR2/司に黄土中小峰他山:l:)が3働率で官有.焼土中嶋多目官有。

5層黒褐色土(1OYJl3I2-2必 明貨褐色土(1OYR瑚 カマド粘土中塊極多量官有。カマド粘土品j瞳土.焼土中壇.黒

t中壇多目合唱.

6層黒褐色土(1OYR3I由 明黄褐色粘土中・大塊極多量入焼土(カマド粘土焼けゴオ大 中塊多量宮~ï" カマド粕土崩

埴土.
7圃 J開品色土(1OYR2I2) 明貰褐色土 7.5YR訓虫=カマ ドソデ粘土 中小境極多量含有。焼土中 ・大場多量含有.

褐色焼土(7町R必4)極多量混じる。カマ ド粘土焼土崩胤の土.

8層略褐色土(1OYR3I4) 明貰褐粘主:式;・中塊含有.カマ ド粘土崩れ血土.

9層 拠純色土(1OYR2I2) 貰褐巴粘土小・中塊.焼土中塊多目官有.黒土11、塊少量官有.

10肩車褐色土臼OYR2l3) 明福池結土4、塊極多量‘黒:bl嶋多目含有.

11眉晶掛色土 臼OYR2l3)明褐色油土小塊栓極多量混&赤褐也(5YR4.却やや軟質焼土の小塊極多量官有.

12層明褐也土 (7.5YR硝3粘土眉一部焼付て赤褐色脂YR必ωを呈す.!¥椙色土少量震在.

13眉褐色上 。釘1W4) 焼土111.掛補色士宮有。赤褐色長土ノl嶋多目含有.

14周黒褐色土 (10四 m 明縄地結土大 ー中塊極多量含有。カマドソデ弛土崩れの土e

15膚 品悩色土(lOYR2I3) 明尚色油土l岨多量官有。焼土4岨 、炭{むj嶋少量含有。

a層 蝿掲色土中に黄梅色A岐を混ぜた土が桂熱して焼土色暗褐色土(7.oYR314)中に赤褐色土師YIW硲焼土腫多量.

焼き しまり強〈硬賞。表面はやや還元して黄褐色を呈す.カマド床.

b眉暗赤褐色脂YR訓由被熱土層地山土が敏然厳化した土層.カマド床下.生焼付。

c眉蝿褐色上(1OYR2I2) 炭化中塊多量含有。褐色(7.5YR叫由粘土中塩極多量入焼土中塊多量古有ーしまりあり。

d層明褐色土(凶YR3I訪中に、明悟色土(lOYR硝 ゆ質粘土の中境が極多量混弘カマドソヂι
d'層 明褐色上ではなく 、明昨裕色信YR5I防焼土中塊が入る土用.

e周 』品褐色土(1OYR2I2) 焼土ヰ胡.明貰潤色粘土11唄を多量宮市.カマド底土e 焼けは弱〈酸化してないワ

f周晶褐也土 (IOYR2l2) 褐色粕土中嶋.明貰褐色粘土0)'1、塊を多量合有.黒土l唱も合仏しまりあり.

f'.層明時出色焼土中岨が多〈混じる.

gl!l県揖色土 (IOYR2l2)に褐色(7.5YIW紛粘土小 ・中嶋極多量混弘焼土A嶋 も多量含有.しまりあり.

h膚鼎柑也土 (IOYR2ll訪中に、明蒔褐似SYR5/6)焼土中 ー小壇多量混在保土3 明赤7).亜熱して焼土ltした

のではな〈、もともと焼土を混ぜた ソデ土.

，珊黒褐色上自oYR2l2)中に.明赤補色土王やや賞味色沖 ー'1吸が5暫陣で含有. h掴に近川県色土中塊混払

川県裕色土(1OYR2I2) 褐色粘土(7釘1W4)中小塊極多量、黒色土中塩少量古有，ソデペース土.

』曙禍庖結土中壇. j層より少な〈多量混じる極度。

klll 抵~(7.5YR醐附土大 。 中塊の聞に黒褐色士 1OYR2I2)混じり込む.しまり強〈硬賞。カマド煙車ソデ土.

l眉 黒褐色土(1OYR2I2) 褐色結土中唄極多量含有(j層より多いL県色土中塊も混じる.煙近床土。しまりるり.

m眉晶褐色土臼OYR2l2) にぷい掛地粘土中境多量、民'll:ll岨多自.焼土'1、塊少量合宥.カマ ド煙遭ソヂ封H聞の貼!IL

k 

g g' 

実主2ケ 。 (1/30) 

1m 
10 

SI36掘り方平面図 (S=1I120)

IA ※数字は掘り方土坑番号

B 

ー⑧

B' 

S 136揖り方士t>t1十閥 幹

11冒 黒 色土臼OYR2/U にぷい褐色7.5在ll51心粘土中壇多目古

有.焼:bl叫炭刷、塊少量全有.

2層黒褐唯土(1OYR2I2)に.に必い褐色結土中大塊(県土6
黄土4)白書l告で含有.焼土中塊多目含有。しまりあり.

で三ヨ
煽り方土坑 1断面図

(S=1I60) 

o 1m 

~ニZ二EニEニゴ ( 1 / ω)

第 12図竪穴建物遺構図3 (SI36) 
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第 H挙今回報告区域検出遺構

右側区域が他に比べ 5cm高くなっている。床下には長径 190cm短径 170cm深さ 16cmと、長径 154cm短径 112cm深

さ20cmを測る、 2基の掘り方土坑が存在、 黒褐色土に黄褐色粘土を含有する締まりをもっ覆土である。

2. SI36 

〈立地・規模・形態)B地区南端た34・35Grの旧地形鞍部に位置、560x 530cm、プランが直線的でほぼ正方形を呈す、

面積 30.8rriの中型建物である。北壁側に L字型カマ ドが付設する。主軸は N-340 -w。壁高 24cm。

〈柱穴)4本主柱穴で、柱間寸法は 265cmだが、 P4のみ柱 1本分が外側へずれることになる。P4の柱中央を通す

とP1・4聞と P3・4聞が270cmとなる。土層から柱の抜き取り痕跡が確認できるが、下位で柱径を確認すること

が可能であり 20-25cmを測る。深さは床面から P1・2が70cm、P3・4が60c皿を測る。堀り方は、径 68-80cm、

深さ 64-70cmで、ある。堀り方埋土が残った状態で、柱は抜き取られ埋戻しされている。

〈カマド〉建物中央から壁に沿って右へ曲がる L字型カマドである。焚口には明確な被熱焼結層が認められ表面は

やや還元し黄色味を帯びる。このす ぐ奥に径 10cmの支脚抜き取りピットが検出されている。ソデは直立してお

り、左ソデ末端にはソデ石の一部が認められる。ソデの屈曲地点では障壁が確認できる。焚口は、内寸 54cmを測

り、被熱焼結層の手前には床面に食い込んだ状態で焼土ブロックや炭化中ブロックが多量に検出されている。床

の傾斜は焚口から内部へ入り 5cm程窪むが、徐々に傾斜を強め、煙道断面Fラインでは 20cm高くなる。ソデ幅は

20 cm主体で、煙道で、は基底部で、 30-35cmを測る。ソデは明褐色砂質粘土 ・樟色粘土・にぶい褐色粘土で構築され、

焚口付近では焼土量の多少によって版築状を呈す。また、建物奥壁倶IJに貼壁を施し、次段階で貼床を形成してい

る。カマドの規模は、焚口から奥壁までの長さ 130cm、障壁から煙道を経て末端まで外寸 390cm、幅外寸 1∞cm。

末端には長径 52cm短径 40cm深さ 10cmの楕円ピットが取り付く 。

〈覆土堆積と覆土内土坑〉 壁際で壁崩壊土の軟質土層を確認でき、その上層にほぼ同一層に捉えられる層で2分

可能な単一土層が堆積する。自然堆積層とは言い難いものであり、一括埋め戻しされたと考えている。SI36の覆

土内で上層土坑 SK53検出されているが、詳細については第2節で述べる。

〈遺物出土) 出土遺物は総数で、須恵器食膳具 134点、須恵器貯蔵具 105点、土師器食膳具84点、土師器煮炊具 1，596

点である。この他、土製支脚や土師カマド底部が出土する。カマド内外に煮炊具の一括廃棄が見られる他、意識

的な廃棄遺物は基本として少なく、覆土からの出土が多い。時期は床に張り付いて検出されている土器やカマド

内外の一括廃棄煮炊具から、II1期を主体に 12-I12期の時期になるものと思われる。

〈床の状況と堀り方〉 床は、壁際のカマド左ソデ横隅と南側隅が地山床であるものの、殆どが貼床される。カマ

ドから 4本主柱聞がよく硬化し、中央部分に窪みをもっ。床は黒色土に黄褐色粘土ブロックを多量に混ぜた土を

貼っている。床面はフラットではなく、右側が 10cm高くなっており、寝間であった可能性があろうか。また、カ

マドに相対する壁側で床が次第に高くなっていっており、ここが出入口であった可能性がある。床下には、カマ

ド周囲を除く全面に近い状態で幾つもの土坑が掘り込まれている。浅いものが多く 、床と連結しているものもある。

床下及びカマド床下の土層から、この建物は、最初の掘削後に貼床形成し、後にカマドを掘り込み奥壁を整えて

からソデを取り付け、そしてカマド床を貼っている。

3. SI37 

〈立地 ・規模・形態)B地区の南西側にあたる、せ・そ 37・38Gr、旧地形で鞍部に位置し、上層が削平を受けてい

る建物である。規模は推定で 564x 560 cm、正確な規模とは言えない。北 ・西側の削平が著しいため壁立ち上が

りが確認できず、貼床の認められるラインまでの長さを計測したものであるが、本来の規模とおおよそ合ってい

るように思われる。面積は 31.6rri、中型クラスになる。カマドは建物主軸からやや左寄りに取り付けられ、左側

に曲がる L字型カマドを付設するものであるが、カマドソデ下からこのカマドとは別の被熱焼結層が検出されて

おり、何らかの遺構が存在しその上に造り付けられた可能性をもっo これについては後に述べることとする。また、

建物中央の床と同レベルで鍛冶炉跡が検出されている。この鍛冶炉跡については第3節で述べる。堀り方からも

被熱層を検出しており、鍛冶炉跡の存在を含め工房として機能していた可能性が高い。主軸は N47" -E。

〈柱穴〉中央4本主柱穴である。主柱は均等配置されておらず、どれか2本の軌を通すと他2本が軸の外側や内側

にl本分ずれる配置をとり、計画性の窺えないものとなっている。柱問寸法は 280-320 cmを測る。柱は抜かれ

て埋め戻されている。柱径は不明である。堀り方径は 40cm、深さは検出床レベルから 34-42 cmを測る。
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S 1 3 7 柱穴十周註

l層黒褐色土 (1O'lR2.W 明黄褐色土(10YR61回中樟、炭イ凶境多目合。

l帰 1I曹中で明黄褐巴士大塊多量含有.鮎凍状土入る.埋戻し土状を呈す。

2層県褐色土臼0YR!'J2-捌明世褐色土，j、塊炭イt.d岨少量官有。ところどこ

ろ焼土小壇も含有.柱穴抜き取り佳の融土持入土.

311!1黒褐色土 (1OYR2厄) 明黄褐色土小骨」暗全有。也ピット.

4府県椙色土 (IOYR3l2) 明貧褐色士式胡 黒十中壇合宿.柱穴堀り方車込め士.

竜三~一一/
B 131揖り方士坑 3士層註

11国 明;ff褐色焼土但5YR5I肪 火皿峨で硬化ゐ粘土貼り付す床面に?

2層にぷい赤褐色土 (SYR4I4) 地山〈黒却が亜熱L赤化する土層。

3府鼎椙色土 (10'lR2.W 黄土中塊焼土中塊少量含有。

4層県褐色土(1OYR!'J2-瑚黄土中境峰、軟質黄土少量含有e

5暦黒褐色土臼0YR!'J2-瑚黄土中塊多量官有.

a府県褐巴土 (10YR3l2)に黄褐色土ua・m掛川、塊粒州黒土7 黄土塊3の割合で漉在。しまりあり。貼床土.

b層黒褐色土(10YR四k 褐色土小中岨叫IJd:9.5 黄土塊0.5)の割合で龍也しまりあり.貼庄土.

c層里謁色土 (10'lR2.W 賞褐色土小塊少量粒多目官有。焼土小境炭化粒少量含有.しまりあり。貼床土.

d眉 晶褐色土(1O'lR2.W褐色土(iOYR4l4)粘土(砂却大中塊Eび黒色土中塊、焼土中壇混乱カマド粘土のような士。

カマドに伴う堀り方土もしくはカマド崩壊に伴う埋土層。

e眉赤褐色焼土 (SYRAIB) 貼粘土(黄土〕焼結層。この焼土面は貼床下に存在.以前町炉床つ何に伴うものか9

e悟黒掲色土 (10YR2/3) 黄土小壇多量L技熱しているワ

f眉 黒褐色土(10YR!'J2-釘泊 費土粒多目.焼土粒少量含有。しまりあり.掘り方土坑内埋土。

g眉県褐色土(10YR!'J2-:w) 黄土粒多目、焼土小境炭{むl嶋少量含有.しまりやや究ける。姻り方土坑内埋土@

h層黒褐色土(1O'lR2.W 黄土中 。大塊多量古有。しまりなく軟質.堀り方土坑内埋土。

il!! IJJ!l巴土 (lO'四泌 黄土ノl岨極多量含有. a眉の混じり具合と同じ.しまりな〈軟質.堀り方土坑内埋土.

1府黒潮色土(10'lR2.W 黄土ノ'j"'1!-焼土位少量含有.しまりあり.

k眉黒褐色土(1O'lR2.W 焼土粒多目含有.炉床下土。

1I面 果褐巴土(lO'切目2l'iJ 黄土ll¥I.t多量含有。焼土小壇多目含有。炉床下土。

図NO.77
珂;A完形

S 137璽十・湿り方十周 番

l層烈品色土 臼0YR3/2->'12) 黄土小境粒多量含有.炭(t，.j嶋 ー焼土，j、塊少量含有.住居覆土土層。

a a 

ソデ下検出の
焼結層

S 137カマド額十・掴町方十層註

1層 見出縄色土 (1O'lR2.W 焼土小中塊多目含有。炭t，.j、塊少量含有。

2層黒掲企土臼OYR2J却に焼土小中塊が極多量匂曾朝、 炭化小境少量含有。

3層 黒色炭化層 (IOYRI旬 1)民刊ヒ灰層。

4層黒褐色土臼0'lR2.W 焼土小塊炭化中塊多目含有。

1m 

(1/30) 

a層 明赤褐色焼土居 (SYR剖) 境状貼庇町焼結層.極的て硬化する.

b眉 黒褐色直熱眉 (7.5YR3/2) 黒褐色土カミ焼討て赤み帯びる止摺。

c層 明裕色土(7.5YR3I4)に褐巴焼t j、中塊多量程在.世熱床雨。 a眉のパ

リエーンョ y

d眉鰯位 (IOYR3I2)I.こ醐土大 。中塊が l曹j軒制。この層自剛被 I0 
然していないつソデ土と判断した土層だが、崩れたものかワ

(SI37) 竪穴建物遺構図4
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第 II掌今回報告区域検出遺構

〈カマド〉建物の北側で、ソデ幅 20cm、高さ最大 8cmの屈曲するソデ土を検出した。更に北側にも幅 35cmの厚い

ソデと考えられる粘土を検出、この粘土が貼床や堀り方のプランに沿うため、壁側のソデとした。よって、 主軸

中央から左寄りに位置し、壁に沿って煙道が左へ屈曲する L字型カマドと判断したものである。ただ、煙道幅が

他に比べ狭すぎること、建物時期が皿期であることから L字型カマドがこの時期に付設するのか疑問が残るもの。

しかし、検出された事実があるわけで、ありのままを報告することとする。焚口付近では一段下がって浅い窪み

となっており、奥へ 130cm地点で、段状に立ち上がり、その奥はテラス状を形成、平坦となっている。段立ち上が

りの側壁部分は被熱している。ソテ守土は黒褐色土に焼粘土小 ・大ブロ ック を極多量に含有し、焼けた粘土を混ぜ

込んだものである。また調査時、ソデ土を除去した段階で左ソデ側に広がる被熱焼結層を検出。長径60cm、短径

5叩Oc叩m範囲で

ことでで、、 L字型カマドが造り付けられた以前に何らかの施設があったものと考えられる。支脚や支脚抜き取りピッ

トは検出されていない。また、壁側煙道ソデに正位で出土した杯 Aは、カマドに伴うとは言えないものである。

カマド規模は、壁までの縦長推定 100cm、屈曲点から煙道長が推定 185cm、幅外寸 76cm、残存ソデ末端での焚口

幅は内寸 70cmを測る。

〈覆土堆積と遺物出土、覆土内土坑〉壁高が2-8cmと浅いことからも、埋土は非常に浅く単層のみである。本遺

跡の竪穴建物覆土として典型的な覆土層と言えるものである。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 58点、須恵器貯

蔵具 29点、土師器食膳具 21点、 土師器煮炊具 663点である。時期は、カマド床に張り付いてい検出されている

土器がE期、他の遺物でも II3-皿期とまとまっており、建物時期も同様になるだろう 。覆土内で上層土坑が2

基検出されている。Iつは主柱穴 P1・4の聞に位置するもので、長径約 2∞cm短径約 160cmで、白色粘土が混入す

るもの。もう lつは P3から壁までの間で P4倶Ijに寄る位置にあり、長軸約 240cm、焼土混在土が覆土となるもの。

これらの土坑は番号がついておらず、建物廃絶後の埋土窪みが利用された可能性がある。

(床の状況と堀り方、堀り方内被熱〉ほほ全面で貼床を検出している。貼床は黒褐色土に黄褐色土ブロックを 3割

から 0.5割混ぜたものを貼っている。床の厚さは、 3cmと薄い部分もあるのだが平均して 10cm、厚い部分では 14

cmに至り、がっしりと床を作り上げている印象である。特に柱に固まれる中央部分では黄褐色土ブロックの割合

は多く、硬化も著しい。建物中央が硬化する例は通常であり、これが連続している場合が多いのだが、この建物

では硬化面が飛び地的に 2箇所認められる。出入口に繋がる可能性もあろうが、それにしても西隅の硬化面は何

を意味するのだろうか。削平のため、床が削られてしまっている部分があるが、残存する床は凸凹状を呈している。

建物中央から右寄り箇所に、鍛冶炉が検出されているが、これについては後の生産遺跡において述べる。床下か

らは、やや大型の堀り方土坑 1基と小型が3基検出されている。いずれもしっかりと掘り込まれているものであり、

黒褐色土をベースとした軟質土が入る。この他、北側位置で被熱層を検出している。

4. SI38 

(立地・規模・形態>B地区し ・す 37、す 38Grに位置する。L字型カマドが西壁に付設する 4本主柱の建物である。

竪穴主軸はN-620
ーEで、 S135とほぼ同軸。竪穴規模は、 540-580 x 520 -580 cm、建物面積は 30.8rri、中型規

模である。基本的に方形プランであるのだが、東壁隅が張っており歪みをもっ。カマド煙道先端がSK47に切ら

れてしまっており不明だが、これ以外、残存状態は比較的良好である。壁高は 30cmで、ある。

〈柱穴・他のピット〉中央4本主柱穴である。柱間寸法は P1-P4とP3-P4間が210cm、P1-P2間は 215cm、

P2 -P3問は 220cmを測り、きっちりした統一性はないが、ほほ揃うと 言えよう 。柱穴の規模は、径が26.7cm、

深さが46-80cmで、 P4が最も浅いものとなっている。すべての柱に柱痕が残っており軟質の黒褐色土、堀り方埋

土の最上層で黒褐色土に混じるにぶい黄粘土は硬くなっている。廃絶時には柱は切り取られている。P5がカマド

右手に見られる。このピット覆土は、カマド崩壊に伴って埋まったモノと考えられるものであり、貼床も見られ

ないため、カマド使用時には伴っていたピットと思われる。

〈カマド〉 カマドは北西壁中央に焚口が位置して煙道が左側に曲がる L字型カマドである。規模は外寸で、横幅

94 cm、焚口から奥壁までの縦長 164cm、L字屈曲点から煙道末端まで 218cmを測る。焚口幅は内寸 56cm、ソデ幅

18 -28 cm。焚口被熱は中央が焼結、火皿状を呈す。ソデはL字屈曲点まで両ソデとも焼けて赤化している。また、

床も転換地点まで被熱により硬質となっており、さらに焼土や炭化物が床に食い込む状態となっている。焚口よ

り35cm奥の両ソデ中央には、支脚抜き取 りピッ トが認められる。ソデの遺存は極めて良好と言え土層断面から版

21 



第 l節 建物遺構

1:> AI， 
al 

C 

〈⑤
J//JOP11Ui忌7九
長崩釜 //  ν 、~化 らヰム ~

l/φ P1lh-170981¥  

図No.94 ..... 1 a 椀 H (カマド内と接合)

¥(カマド煙泊予liuと
l 援合あり)

。貼床部分 . ノ 鮎床硬化部分(顕著) ¥ 

¥ 守 :。 :
" ~図No.lω う . -

/ 高杯 G ，. __ 

1 図No.92
¥ //ー ¥ 図No・93 )か一 椀H

-J/¥¥p-7JI干H //

B 
a、ε
" 

G 地山床

C 

カマド被熱

D D' 

(SI38) 

平面図・断面図(S=1I60)
断I師H-II.OOOm

B' 

5138 
掘り方土坑断面白=1/60)

H-IO.700m 

D' 

，
 E

一τ
A
-

4
9
-

E

一

又二Gア

安ミ三王子

S 138樋り方十 抗十周 齢

l層処褐色土 臼OYR2l2-叫 に品、貴褐

色やや帽粘土 臼OYR5/'I)，1岨極多量、

焼土中塊は調l主的多量合有.開むl噛多

目.民化材大塊稀に含有一.カマ ド土や焼

土町混ざり.カマド廃棄に伴う土層.

2層黒褐色土臼0YR21固 にぷい貰褐色粘

土町中塩極多量含有。地山との漸事層。

※I .2層=焼土溜め土腕勤

3眉黒褐色土 (loYll3<2) にぷい黄褐色粘

土小塊多量官有。炭化材大塊所々，焼土

小塊多量含有.

4周 鼎 縄色土 (l0YR21司 焼土中大塊多

量官有。民北村大塊所々入る.褐色油土

小中塊多量含有.しまりあり.

※3・4膚=焼土欄肋土属加

5層黒倒色土 (10YR3/!) にぷい黄褐色結

土小~大塊多量含有。しまりあり。鮎床
土に近L、.

6眉黒褐色土 (1町R31!) にぷい貧褐色結

土中 。大塊多量盟じる.

7M 鼎鴇色土 (lOYR3/1-2fl) にぷい貴尚

色粘土中~大塊多目、小壇多目含有.黒

土中)土壇多日程じる。

※5-7膚=掘り方封切生周

2m 

(1/ω) 

5138掘り方平面図 (S=1/120) 
※数字は掘り方土坑番号

S 138橿士 ・銅り 方士周註

l層煤褐色土(lOYR2I2) 黄土粒多目.炭化中塊焼土中塊少量含有。

2層処褐色土 (10YR2l2) 黄土粒多量、小塊多目、焼土11晴少量音有。

3層黒褐色土 (10YRm-2/!) 黄土中塊少量所々含有.黒色士境少量官有。

4眉県褐色土臼OYR2l2-宮司 焼土小嶋黄土中塊多目官有.

5層黒褐色白OYR2I2) 黄土大塊中境{カマド粘土の黄土掛多量官有.カマドソデ崩雛土.

a眉燕褐色土 (10YR3l1) 褐色土粒少量含有.貼泳硬化il!i.しまり強〈硬{じ

b眉黒褐色土 (7.5YR3I2)粘土と褐色粘土(7.5YR41'1)中ー大境町混在土.硬化貼底.

c眉黒褐色土(10"可l'R3I司 褐色粘土中塊多量混在.a青々補色結土大塊混じるが、硬化していない)

しまりありe 貼床土.

d府県酪色土 (loYR2l2) 褐色結土中塊小境少量龍也地』に近い土.

e肩車褐色土 (IOYR2l2) 褐色粕土U町R判 中小塊多島県土壇含有'.!ffヒ貼床面」
※e-，眉ニ堀り方土坑4置土

f層褐色土 (10YR2l2) 褐色粘土大塊まばら、描色油土11叫多目.黒土壇合札しまりあり.

8膚褐色土 (7.5YJW'I)粘土中塊眉.隙聞に熟褐色土:(1OYR3/!)洲褐土7 黒土2)で混弘

h圃鼎褐色土 (lOYR2必掛色粘土小塊極多量、県剖嶋多目合有。

1 層黒福巴土臼0YR3/1-2/!) 混じりは殆どな~.しまりあり.

第 14図 竪穴建物遺構図5 (SI38) 
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S 1 3 8 カマド璽+土周註

11画 県縄色土 (lOYRm) 明褐粘土中塊 '1岨、焼土中塊多目含有。建物置土層と同質.

l憎 l府中に 明褐色粘土中塊多量含有.焼土大壇も混じる.

2層 明褐粘土日眉 (7.5YR抽)のプロック聞に品蝋色土uoYRm);:)'(明褐土7 黒土3)で入る.

カマドソデ粘土崩れのプロック層。

2'層明赤褐色町R捕 ) 焼粘土カマドプロ ック風 2圃カマド粘土の焼土{じ

3唐黒褐色土 (10YRm) 明褐粘土{カマド結土〉大塊多量理在。カマドプロック風 2層プロ

アク周に近いが、県土の入る量が多い.焼土ノl嶋や黄土A唱も多目に入る，

4層黒褐色土(lOYRm-担 ) 黄褐色土小塊 ー中塊極多量混弘焼土11萌多目入る.ややし

ま勺に但廿る。 カマ ドプロック掴町下爾.

5眉 帰国色土(10"司四2/2) 明縄邑粘土(カマド枯土]中塊多量、明褐色土小塊 ・位多量含有.

焼土小境少量合有.カマドソデ崩しと.!l巴土の混在土.

E層集樺色土 (IOYR2I2) 黄土中塊、焼土中塊、炭化物中塊多量合札炭化材混じるのが特哩L
r眉』脱色土 (10'羽田) 明掲色油土小塊極多量混入 (4層と同量の明褐色結土J.焼土小塊

多目入る。

7眉県揖色土(10"ヲrn2I2) 明縞色結土。褐色粘土中塊・文壇多量含有。煙道ソヂ土漏れの土層.

8 1 38 P 5士凪註

l層処褐色土 (1OYR2I泊 焼:bl嶋多臣、責褐色町砂賀粘土j壇多田舎有.

2層県婦色土(1oYRm) 焼土粒極多量官有.黄尚也砂質粘土1I岨 多目合.

3眉県婦色土 (1OYR2I:車と黄褐色砂賀粘土(カマド土}小壇が嶋土自 費土2)町割合で混

在.焼ゴコ'14多量‘炭イul、塊少量含有.カマド崩壇に伴うようなピット.

5138内上層土坑位置 (5=11120) 

B 。v
上層土坑① B' 

。 。
@ 

?でl/J'

(1/30) 

S 1 38 カマド周り方士層匙

a眉見揃色土 (IOYRm)に褐色粘土(7.5YR胡岡大境まばら 中塊多目州燥土6 褐土4)で混弘

ソヂ士，

b屠 褐色粘土硬化塊層 (7.5YR岨)の壇悶に黒褐色土(1OYR2I曲が(禍土8 織土2)で混在eソデ土e

c層県福色土臼0YR21司 褐色粘土中塊 小塊多量混じる.

d眉県揖邑土 (10YRm) 褐色油土，(7.5YlW.心中境橿多量官有.しまりあり.カマ ド鮎床面ら焼粘土

中壇多量炭化材中塊少量含有.

e層階褐色粘土 (7.5YR3/4) 地勾土が弱〈桂熱して変色した土層.

f層 黒 色土(10"司四2J1) しまりあり.混じり殆どなL..褐色粘土粒少量古有。

g圃監f唱盆勺方士MCIfI
h府 県揖色土 (10四湖 国色結土中境(7.5YRA叫 多量官有.

l層鼎褐色土(1OYR2I国 褐色油土I1嶋 中塊極多量、焼土粒多目官省.しまりあり.カマド貼床昆

jJl暗同色土 (10YR313)と褐色油土(7.5YR掛川 5事j率で浬弘 しまりあり硬い.カマ ドソデ粘土.

k廟絹色結土 (7五YR胡)町中壇(腐りと、熱褐色土UOYR21却と叫尚土7 県褐土3)で混在。黒土塊

が少量含有.

11曹恒色焼粘土 (SYR醐 J貼床表面は還元して授黄燈色，(1OYR.<叫を皇す.強い桂熱焼結風

l'層明赤褐色焼粘土位5YR胡1):1眉よりも焼けが弱い層備粘土眉)

m周 捧褐色白.5YRA/6) 地止峰隼層。

n層I1J骨色土 (10YR3l2) 褐色粕土中境線土粘土中壇多量含有.しまりあり。

芯主亨弄ち二ト一
上層土坑③

5138上層土坑断面図 (5=1/60) 

H-ll.000m 

，
 

U
H
 

一品佳立工
2m 

( 1/60) 

B 138上嗣+航十周I!I;

上層土航③土圃註

I I冒晶褐邑土(1O~官3tl) 置巴(7.5YRθゆ焼土粒~中壇を恒多量、炭イ ulJ量多量含有.炉底上扇町士11.

2眉暗褐色土 (7.5YR3/司中に、檀創7.5YR6I8)焼土I1明治略膏5 極的で也記後熱するIi'底土.

3眉織褐色土 (1OYR3I2) 暗梅色土にくすんで桂熱した土‘焼土A岨含有.炉底土で桂酷しない土居。

4層県褐色土 (10YR2l2l 焼土ノl、塊多目、黄土'1、塊多量含有.炭ful岨少量含有.竪穴置土層.

上周土腕。土眉註

1層黒褐色土 (1oYRm) 授賞粘土刷、塊多量含有.焼:bl'塊多目、炭化A岨多目含有.

2眉県掲色土臼OYRm-測 に設黄粘土包 町7崎中塩楯多量昔帯燥土9 設費1).焼土ノl岨多量昔

仏関ul岨を多目含有.

2'，層黒褐色土(1OYR2I司 憧色油土ωliX7.5YR闘)中壇を幡多量育省.土眉が誼熱して焼土化したもの.

3層黒褐色土 (10四2l:自 浅黄粘土粒多目、焼土民わl岨少量合札

4層処陥色土 (10'司四回) 浅黄粘土小嶋焼土民{刷、塊を多目官有.

5層黒褐色土 (10四213) 設黄粘土小塊多目、焼:bl、中塊 ・炭化中姐を多目合相 2層に近い量含有"). 

6層保褐色土(1OYR2I泊 焼土小境ー炭ful、塊少量、設賞対土ノl嶋少量古有。

第 15図竪穴建物遺構図6 (8138) 
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第 l節建物遺構

築状に構築したことがわかる。その後、貼床を形成している。カマド焚口の内外、特に左側を中心に土器廃棄が

一括して行われている。また、カマドから離れているが右壁隅にて土師器薬が逆位で検出されている。掘削時に

カマド焚口手前から L字屈曲点付近のソデを含む手前一体に、カマド粘土塊大を多量に含む土が密集する状態で

まとまって検出されており、カマドを手前に倒して壊したものと考えられる。

〈覆土堆積、覆土内遺構、遺物出土〉覆土は分層されているものの、ほほ一層に属するものであり、 一気に埋め戻

しが行われたと考える。覆土内で3基の上層土坑を検出、上層土坑②は被熱層を有し焼土坑として位置づけられる。

出土遺物はカマド周辺でまとまった出土があるが、その他は散乱する程度である。その総数は、須恵器食膳具81点、

須恵器貯蔵具 40点、 土師器食膳具 67点、土師器煮炊具 892点である。遺物の時期は、床に張り付いて出土する

短胴小釜 (図番号 94)や長胴釜 (図番号 95)、カマド付近一括廃棄の煮炊具類、これらの時期が I1期にまとまっ

ており、他の遺物でも同時期主体である。建物時期は I1期でよいだろう。

〈床の状況と堀り方〉床は比較的一定レベルを保つようなフラットな状態である。貼床は 4本主柱を中心に施され

るが、壁際は地山床としている。主柱に囲まれた中央部分が最も硬化し、この周囲にも硬化がみられるが斑状となっ

ている。カマド焚口の両サイドも地山床が硬化する。貼床は、厚み 4cmを主体に、厚いところでは 10cmもあるが

部分的で僅かである。堀り方で検出された掘り方土坑の内、掘り方土坑 lの覆土にはカマド土や焼土が混在する

カマド廃棄に伴う埋土であるため、床下でなく建物床レベルで機能していた可能性が高い。これ以外の 3基の土

坑については、黒褐色土がベースとなってにぶい黄褐色土ブロックが混在する本遺跡で典型的な堀り方土坑埋土

と言えるものである。

5. SI39 

〈立地・規模・形態)B地区せ 36.37そ36Grに位置する、竪穴規模が400-470 x 470 cm、面積 20.4rriで、北側

壁中央に通常小型カマ ドを伴う小型建物である。プランは南側壁が張り、歪みを伴う。主軸は N_110 -w。壁高が

4cm最大 10cmで、あり、北西側にかけて削平を受けている。

〈柱穴とその他のピット〉中央4本主柱穴である。柱間規模は、P1・2聞が185cm、P2・3間が186cm、P3・4聞が184cm、

P4.1聞が 192cmを測り、 P4が若干壁側へずれるが、ほほ揃っている。柱穴規模は、径 38-44cm、i栄さ P2の

み40cmとやや浅めで、 P2以外は 46cmである。建物廃絶時に柱は抜かれ人為的埋土で埋め戻されており、 P2では

カマドソデブロックも混在する。この他のピットでは、 P2東側には P5が位置する。床の硬化がP5際までしっか

り及んでおり、同時に機能したと思われる。P5は、長軸 160cm、短軸 130cmの土坑状で、深さは床レベルを基準

にして、 34cmから 40cm掘り込まれ、深いものである。斐破片やカマドソデ石が検出されていることからも、廃絶

時にはカマド関連が廃棄されたようだ。

〈カマド〉北壁中央に付設される通常タイプ、逆U字状を呈す無煙道型カマドである。形態類型では c1類と位置

づけられるもの (2∞6望月)。焚口の被熱焼結層奥に、小型釜を伏せた転用支脚をもち、この支脚の焚口側がよく

被熱して黄白色を呈している。焚口のソデ構築石には白色砂岩を使用、右側が赤砂岩となって酸化している。左

側は白色のままであった。カマド床は焚口から奥へ67cmの範囲のみ床を貼床されている。また床傾斜は 7度と緩

やかなものとなっている。竪穴建物廃絶時のカマド破壊行為として据え付けられた釜類の破壊が認められる。カ

マドの規模は、横幅外寸 115cm、縦長外寸 110cm、焚口幅内寸 65cm、ソデ幅 20-25 cmを測る。

〈覆土堆積、床の状況と堀り方、遺物出土〉覆土は削平を受けていることもあり、黒褐色土に黄土や焼土が多目

に混入する l層のみ確認できるだけである。建物床は、ほほ全面貼床され、中央が僅かに窪むがほぼフラットで、

カマドと主柱を繋ぐ範囲に硬化が認められる。床下には小型の掘り方土坑が2基掘り込まれ黄褐色土ブロック等

含有物の少ない黒色土であることが特徴となっている。確認可能な建物の構築順は、掘削後 d層土を 10cm入れて

形成した後、中央に掘り方土坑を掘り込み、さらにこの部分の床を形成して叩き締めている。出土遺物は総数で、

須恵器食膳具 22点、須恵器貯蔵具6点、土師器食膳具23点、土師器煮炊具 331点。時期は I1-II1期に及ぶが、

主体は I1期と言え、竪穴建物の時期も同様の時期になると考えられる。

6. SI40 

〈立地・規模・形態)B地区内の北西側寄りの削平区域に丁度かかる、つ 40・41Grに位置する。主柱と考えられ

る片側 3本ずつ計6本と、掘り方土坑と考えられる土坑 3基が内部空間内に収まる状態で検出。著しく削平を受

けた側壁柱穴タイプの竪穴建物と位置づけている。規模は 4∞-450 x 350 cmと推定可能で、推定面積 17rriの小
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B 139覆士・蝿り方士層註

l暗黒{締色土 (10YR2/2-21U 黄土l唱多目、焼土1I岨
少量告「有。しまりあり.土品 ・黄土焼土壇在の少ない

II曹の単純層。

B 

a層県色土-(IOYR2Il)と暗褐色結土(7.5YR3I3)境混在の貼

床硬化層.叩き締められており極硬質。

b届島民俗色土 (lOYR2l1-副首褐色(7.5YIW司粘土中塩 ・

'1岨多目含有.使命l、塊少量含私しまりあり.

c眉煤色土 (10YR21リに、にぷい黄褐色uoYru叫が4i!I1
継で程在。炭化材中塊ところどころ含有.

d層傑{栂色土(1OYR2I1-2I2)褐色結土中小塊、暗梱

色粘土(7町R3I苗中塊、焼土'1岨 か量含有.貼床土?
e層晴褐色土 (7.5YR四}の大塊廟.塊間に1黒褐色土

(loYR3/l)混在斗

f層鼎色土(lOYR21リ 椙色(7町副司粘土中揖 灰褐色

粘土(7.5YR必2)中塊が多目官有.しまりあり.

D 
8139鋸り方土坑2断面図 (S=1I60)

E E H-10.800m 

ミ玉9
B 139掴り 方十抗 2 十周註

II曹黒色土(lO"可四割) 拠褐色土(10"可l'R3I司多目合

有。に品、黄褐色油土ノl岨少量含有.

2園緑色土(lO"司l'R2Il) 民ltJl、境少量混じるが、他

に含有物ほとんどなし.

3層黒褐色土 (IOYR2Il) 晴褐色油土(10YR3/3)中

壇多目含有.1こぶい黄褐色結土(1OYR5I曲。
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一降:ド石 川7K
S 139カマド糧十・掴旬方十周註

l層 黒褐色土 (10YR2/2-ω 賞褐色粘土{カマド粘訪中 '1嶋多量、焼土中塊多目、別刷、塊少量古布.
2層黒褐色土 (10'可日盟-Ui)焼土中塊多量含九炭化中壇 '1、塊多目合街。

3眉黒褐色土 (10'羽JIl-泌 黄縄色結土中塊多〈混じる.焼土粒多目合仏鮎床1止の土.やや軟質.

4層黒褐色土 (10YR2J3-ω 焼土小塊多目制 -'0褐色粘土(10YIW4)-カマドソデ粘土 塊状に極多量混弘
5眉黒褐色土 (10=-制 貰錆色土粘土(カマド粘封小・中境多量、焼土小境多目含有。ソデ崩壊土.
6眉黒褐色土臼0YR21司 焼土中塊極多量含有.貰褐色中境も多量含有.ソデ粘土塊liUllt土崩れ土眉.

H-llωOm 17眉 黒褐色土 (1σYR3I2) 焼土中塊極多量、カマ ドソデ粘土償褐色封位多量官省.

a層鼎褐色土 (IOYR泌 刷二、にぷい貰褐色jyl岨白0羽田}が倶土4 貰上自)で混喜一黄褐色土を混ぜ
込んだカマドソデ土.焼jyl嶋多量含有，しまりるり.

Iml b層黒掲色土 (10YR測 に.に品、黄褐色土小塊が極多量焼土小塊も多量混じる.ω土5 黄土4 焼土 1)
カマドソデ土.

b'層 県相色土 (10YR312沖に、にぷい黄褐色土 焼土A岨多量混在.b層に近いが 黄土握在が少ない.

c眉鼎掲色土 (10YR5/Uに黄褐色土小中境を理ぜ込んだ土機土日黄土4)の世伽マド床。

C'層 c層と基本的には同一層だが、厳酷弱〈焼土化していない.黒褐色土と賛縄色結土とのまじり土層.
d眉黒褐色土(1OYR2/2) 焼土中塊・小境極多量鮪.しまり民付る.ピット土府かっ
e庫県褐色土(1OYR2I曲 賞褐色土小嶋多量、焼土小中塩多目含有.黒色土小塊合仏しまりある土周.ヵ

マド貼底下町掘り方土層。

f眉燕褐巴土と賞褐色土塊の程在層.表面は焼結眉で恒色(7.5YR師)、 その下周l立脚ヒして明赤褐色(5YRsI目。
g層 黒褐色土(1OYR2/2)焼土小境・中嶋多量混じる.黄褐色土小塊多目含有.ピット土層。

(1/30) 。
a' 

第 16図竪穴建物遺構図ア (8139)
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第 l節建物遺構

型建物と考えられる。建物主制lは不明なのだが、北向きと設定するならば建物主軸は N-120

ーEとなる。

〈柱穴、 掘り方土坑、遺物出土〉柱穴は径 24~30cm四隅の深さ 20 cm、中間柱の深さ 10cmを測り、柱穴の下底部

のみ検出されている。柱筋の通りは比較的良いのだが、柱間寸法は揃わず、最短寸法で P3・4問の 170cm、最長

す法で P5・6聞の 220cm、相対する位置に柱がそれぞれ位置しない規則性のないものである。また、全体を通し

てみると、 PlやP5は飛び出してずれ、全体的に台形状を呈す竪穴建物となる。掘り方土坑は、長径 160~ 170 cm、

短径 120cmi奈さ 25~ 35 cmの楕円形状のものが2基、 長短径とも 95cmの隅丸方形状のものが l基検出されている。

覆土には、締まりがあり硬い覆土も確認できており、このような削平状態で検出されたために掘り方土坑としたが、

掘り方そのものであった可能性もあるだろう。出土造物は総数で、須恵器食膳具 2点、須恵器貯蔵具7点、土師

器煮炊具 41点と極少、時期を特定することは難しい。

7. SI41 

〈立地・規模・形態)B地区内の、ち ・つ 39・40Gr北酋側削平区域に位置、主柱と考えられる片側 4本ずつ計8

本の柱穴のみ検出された建物である。掘立柱建物でいうなら梁行にあたる部分に柱はなく、 4間x1問となって し

まうことと、掘立柱建物にしては柱が細すぎること、前回報告の A地区で検出されるような片仮IJ4本の壁側柱タ

イプ竪穴建物が検出されていること (SI22)から、削平された竪穴建物として位置づけした。規模は推定で、 500

x 350 ~ 380 cm、推定面積 19凶程の小型建物になるだろうと考えている。建物主軸は不明だが、北向きと設定す

るならばN-IT -Eとなる。

〈柱穴、 遺物出土〉柱穴規模は、径 24~ 44cm、i奈さ 10~ 24 cmであり、深さにばらつきが見られるが、しいて言

えば四隅は比較的しっかりとしている。柱筋の通りに関しては、左側は通っている。建物全体が長方形と推定す

れば右側は P2やP5が外側に l本分ずれてしまう。左右の柱はほぼ相対して位置するが、柱閑寸法は各々北から

180 cm、120cm、150cmとなっていて柱聞に対する統一性はない。出土遺物は総数で、 須恵器食膳具 1点、須恵器

貯蔵具9点のみと非常に少なく時期不詳である。

8. SI42 

〈立地・規模 ・形態) S141の北側に位置する。左側 3本、右側4本、南側も合わせれば7本の側主柱と考えられ

る柱穴を検出、掘立柱建物としては北側梁の本数が不足であり、また、同様に検出された掘り方土坑 1基が柱内

空間に収まる状態で位置することで、著しく削平を受けた壁側柱穴タイプの竪穴建物と位置づけている。規模は

推定で、 550x 350 ~ 430 cm、柱の並びだけで考えればプランは台形状を呈し、推定面積 2l.8rrlの小型建物とな

るだろう。建物主軸は S141と同様に北向き主軸と設定すれば、 N-160 -Eとなる。

〈柱穴、掘り方土坑、 遺物出土〉柱穴は径 16~ 38 c皿、深さ 10~ 20 cmを測り、四隅がしっかりしているとも言えず、

ばらけた状態の印象である。また、P3は他に比べ異質で柱でないのかもしれない。ただ、元来他の柱より浅めで

あったとすれば、最下底部のみ検出したためによるものかもしれない。柱問寸法は、左側は 280cm、右側は P2・

3とP4・5聞がI卯 cm、P3・4聞が 150cm。建物南側に位置する P6もこの建物に伴うものか若干疑問が残るものの、

他の柱穴に非常によく似ていて捨てがたく 、P5・6問、 P6・7聞の柱問寸法は両者とも 190cmで‘あった。掘り方土

坑は長径 265cm、短径 195cmを測る。南側が有段状で、上面でしまりのある貼床下層部と考えられる覆土が検出

されている。出土造物は総数で、須恵器食膳具 2点、土師器煮炊具 25点と、極めて少ない出土である。堀り方土

坑から出土する遺物がn1期に相当する ことや、本遺跡の建物規模と時間軸の変選に照らし合わせてみても、n1 

期から下っても 皿期までのものと位置づけられよう。

9. SI43 

〈立地・規模・形態) S142とほぼ同じ位置、首IJ平を受けた竪穴建物である。掘り方土坑を収めるようにして壁推

定線を引くと、規模は 530x 5∞cmと推定可能で、これが最低ラインとなろう。よって、面積は推定 26.5ばだが、

これ以上あった可能性はある。いずれにせよ中型建物になるだろう。建物主軸は N-370 -E。

〈柱穴、カマド被熱、掘り方土坑、 遺物出土〉柱穴は 4本検出されている。いずれもしっかりした掘り込みをも

つものである。径は 60~ 70 cm、深さ 70~ 卯 cmで、 P3 が最も深く、他はほぼ同様の深さを呈す。 柱は抜き取られ

て埋め戻しされており、 P2にはカマドソデ石が捨てられている。また P3だけに掘り方埋土が残存する。抜き取

り方向は不明であるが、柱の設置に関しては、掘り方で Pl.2では南側、 P3・4では北側に各々スロープが認め

られるため、内側から柱を立てた可能性がある。主柱穴4本中 P2のみ外側へずれて飛び出している。柱聞は縦
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(SI40) 平面図・断面図 H~10.700m
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S 140掴り方 十坑十周詳

a層黒褐色土 (lOYR3I2)に明褐色土大小塊が G且土7 黄土3)で混歳。

県褐也牛小塊少量ム焼土小塊微量含有。しまりあり.

b層黒褐色土 臼oYll2.l2) 黒色土中塊多目、焼土lJ、塊ー炭il:tJ、塊』也、明褐

色bJ、塊多量含有. (黒土9.5 黄土0.5)しまりあり硬川

c層 黒褐色土(lOYll2.I2)と明褐也中塊が5割串で混在。黒土小塊 炭il:tJ、塊
少量含有。しまりあり。

(SI42)平面図・断面図
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S 142掴 り 方 士 坑 土 層 註

a膚黒褐色土(10四 泊 -wに明褐企土(7.5YR描J大中塊が8曹時現在弘険金t嶋
焼土ノl、塊少量含有。しまりあり。貼床土。

b膚黒褐也土 (1OYR3/2-瑚明縄邑土中塊多量、黒bJ峻多目混在。

c層黒褐也土 (lOYR3I2)と明褐色大 中塊州果樹3 黄土7)で混在.

d膚黒褐色土(lOYR3I2)と明褐色中小塊カミ〈黒褐7 黄土3)で混弘 貼床土。

第IIi;i今回報告区域検出遺構

I:T 

(S141 )平面図・断面図
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:日S 143姐 町 古十抗 十周 許

a層 SL褐色土 (lOYR2I3)に黄褐色土{10判的塊がS型腿ざる。黒色

:bJ、塊少量、砂賀黄潤色土(10宥RlII5)塊合宥.しまりあり硬凡

b層 BL褐色土 UぼR2/3)と黄褐色土(1OYR6I5)塊がぬ土2 黄土8)

の割合で君事島県色bJ、徴齢有E しまりあり.粘りあり。

5 143 主 柱穴土層註

l屑 黒褐色土{lOYR2幼と賞褐色土(lOYR鋪 Jがぬ土9 黄土1)で混在。黄褐色土は塊t':て大

塊 j>~， 'J、塊~Jil:.，黒色土壇L 焼土粒少量含有。しまりあり。

2層 熟褐企土 (10Yll2.l2) 黄土地Ú~串 焼土微量含有。 しまりない 水分を多〈軟賞。

3層 思褐企土 {10YR21:請に黄褐色土(ω'YR4I3)1)'5盟雌在.柔らかく水分を多〈含む。砂賞。

4層 黒縄企土(lOYR2I3)と黄褐色土(10~古細川 W.\4 質的で混弘ややしまり.

5層 黒掲也土(lOYR2I3)と賞渇色土胤が (黒4 黄6)の割合で混払黒色土刷、塊少量古有。

しまりあり.黄褐色土は粘りあり.

6層 果褐必土 (10YR3/2-213)に貧尚也土(iOYR摘。がl担リ混色黄褐色土は塊状.焼土撚色

土繍微量含有。しまりあり硬い園

第 17図竪穴建物遺構図8 (S140・SI41. SI42 . S143) 
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第 l節建物遺構

軸 280cm横軸 260cmで、 P2・3問のみ 310cmで、あった。P1・2聞の被熱は、削平により地山酸化部分だけがかろう

じて検出されたカマド被熱である。カマド位置は左寄りの中央カマドとなろう 。掘り方土坑は全部で 3基。P1.4

間に長短径 210cmを測る隅丸方形状ともいえる大型のものが位置、また、 P1北側、 P4東側にもそれぞれ不定形で、

北側のものは大型のものより 10cm程浅く、南側のものは大型のものと同じ深さをもつものが検出されている。出

土遺物は総数で、須恵器食膳具2点、須恵器貯蔵具 l点、土師器煮炊具 12点のみである。時期判断は、堀り方土

坑から出土する 12~ 1I 1 期にあたる長胴釜に限られ、 4 本主柱という建物形態からみても、建物の時期はこれ相

当になるものと思われる。

10. SI44 

〈立地・規模・形態)B地区内の北西側削平区域にやはり丁度かかる位置、そ 39・40せ39Grに位置する。左側 4

本、右側 3本、 北・南側は 3本ずつの柱で構成されるもので、 一見掘立柱建物と似ているのだが、掘立柱建物に

しては柱跡として貧弱すぎることと、 SI40やSI42の検出例のように柱で囲った範囲内に掘り方土坑が検出された

ことから、自IJ平を著 しく受けた壁側柱穴タイプの竪穴建物として位置づけているものである。建物規模は、推定

縦長 460~ 480 cm、推定幅 330cm、推定面積は最低で 15.5rri、小型の建物になろう 。主軸は、 北向きとして仮定

すればN-170 -Eとなる。勿論主軸が逆の場合もあるだろう。SI41やSI42とほぼ同じ主軸をもっ。

〈柱穴、掘り方土坑、遺物出土〉柱穴は、径 22~32cm、深さ 10 ~ 24 cmを測る。P4が深さ 24cm最も深く、 14

~ 16cmが中心で、ある。柱筋の通りは良い方だが、南側の柱筋を通すと建物全体の形はやや台形状となってしまう 。

長方形として収めようとすれば、南側の柱筋は通らないばかりか P7が1本分外側へずれることとなる。掘り方土

坑は、長軸 256cm短軸 248cmで、有段で南側が最も深く 14cm程、この他は 2~ 6cm程度の、非常に浅いものである。

覆土には、黒褐色土をベースに黄褐色土が3割混在し、所々ブロ ック状を呈 して黒色土ブロックや焼土が少量混

ざる、やや締まりのあるものである。出土遺物は総数で、須恵器食膳具2点、須恵器貯蔵具 1点、土師器食膳具4

点、 土師器煮炊具 17 点と極めて少ない。 堀り方土坑から出土する遺物で1I 1~ 1I 2 期のものがある。

11. SI45 

〈立地・規模・形態)SI44の北側に位置するもので、各々 3本ずつの計6本の柱跡と、掘り方土坑 1基を検出、自IJ

平を受け床や壁がとんでしまった壁側柱穴タイプの竪穴建物としている。規模は、推定で縦480~ 500 cm、横 320

~ 350 cm、推定面積 16.4rri。小型建物になろう。主軸は、 北向きと仮定した場合 N-350 -w。
〈柱穴、掘り方土坑、遺物出土〉 柱穴は、径 26~40c皿、深さは 10 ~ 18 cmを測り、底面のみが残存していて検

出されたもの。柱筋の通りは悪く、計画的に柱は立てられなかったようだ。掘り方土坑は、長径 250cm、短径 200

cmの不整楕円形で、中央左側に位置する。覆土の主体層は非常に硬く、床として機能していた可能性がある。出

土遺物は総数で、須恵器食膳具4点、須恵、器貯蔵具2点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 29点と極めて少ない

出土である 。 堀り方土坑から 12~ 1I 1 期の遺物が出土しており、この時期あたりに建物は構築されたと思われる 。

この他土師土製品である土錘やカマド台石が出土している。

12. SI46 

〈立地・規模・形態〉 北西側削平区域にかかる前述と同様の位置、 4本主柱穴と掘り方土坑のみ検出された建物

である。掘り方土坑を含め 4本主柱から壁までの長さを均等なるように復元壁ラインを想定すると、建物規模は、

推定で縦 710cm、横 640cmとなる。また、 今回カマ ド位置が不明であるために北壁ラインを北向き軸として図版

に示したが、大型掘り方土坑は主軸に対し左右に配置されることが本遺跡の検出例として多いので、縦・横推定

長が逆となる可能性は高い。推定面積は最低でも 45.4ぱ。大型建物であったことは間違いないであろう 。北向き

設定した場合の竪穴主軸は N-W -E、但しこうなるとカマド位置の掘り方に大型掘り方土坑が配置されることに

なり、本来の主軸は N-1060 -Eもし くは N-740 -wであった可能性が高い。

〈柱穴、掘り方土坑、遺物出土〉柱穴は、径 56~ 74 cm、深さは 34~46 cmを測 り、 削平のため上面がとばされて

いるとはいえ、円形に しっかりと掘り込まれたものである。柱間寸法は、縦軸 320cm横軸 250cmとずれもなく規

則正しく配置されている。建物廃絶時に柱は抜かれて埋め戻されている。掘り方土坑は北位置に大型のものが 1

基検出されている。長径 415cm短径 300c皿、底面に 2カ所の段を有し、段箇所底面は平坦に形成、中央底面は凸

凹を呈すもの。出土遺物は総数で、須恵器食膳具5点、須恵器貯蔵具3点、土師器食膳具8点、土師器煮炊具 87

点と少なく、 1I 3~ 皿期の時期と判断される。 この他土師土製品であるカマド底部 I 点が出土する。
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S 145梱り方士坑士崩 註

a層黒褐色土 (IOYR2I2-泊)に砂質暗褐色土。OYR泊。塊が(黒6 婿4)で混在.しまりあ

り硬L、@

b層黒褐色土 臼OYR2l2-叫に砂質暗褐色土

(10YR3l3)塊が (黒7 暗3)で混在。焼土姐・

黒色土塊多量地山塊J少し含有.しまりあり、

非常に硬し、。

c層黒褐色土(10 =)に黄褐也土(1町R3'6-

凶 ，)b'G吾4 黄6)で混在。しまりあり硬川

S 146楓 り 方土坑土用設

a層黒褐色土 (IOYR3I2)に、にぷい褐色土(1OYIW3)が4割混札。

黒色土 黄褐Eνl鴇砂質黄土塊少量.檀色小塊微量含有。しま

りあり。

b層黒褐色土 (1OYR2/2-刻印 黄褐Eシト塊散量‘焼土 炭イ刷、塊少

盈含有。ややしまりあり。

c唐換褐色土 (IOYJl3I2)と賞制也土(10YR踊 ~測が (県3 黄

7)白割合で混在。黒色1I嶋少監含有。 しまりなl-o 粘りあり。
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S 146宇柱穴土層註

l暦黒褐色土 (10YR2/2-仰)と賞褐色土(lOYR踊 ~闇)大塊が

(黒4 貨6)で混弘黒色土小塊少量含有。しまりあり.

2層 黒縄色土(1OYR2.旦~必3)と、黄褐色土 (lOYR胡 ~拙)小塊

が ω.18 賞2)で混悲.焼土微量含有。ややしまりあり.

3層操補色土(lOYR2I2)と、黄褐企土臼OYR抽)大・ 中嶋が (県

3 賞7)で混在。ややしまりあり。

4層暗褐色土(lOYJl3I2)と.貨褐色土(1OYIW3)が備7 賛3)

の割合で混私粘りあり。しまりあり.

5暦賞褐色土塊 (lOYR岡 地山塊の大きな弘

『トアLマーーミず闘

士ヤア斗寸一一一

市

U

，
F
一

;
 

j
 

一
q

'

-

h

、‘

引

v

‘1

0
4

F
一

E E 

2m 

(1/50) 

(S144・SI45・S146)竪穴建物遺構図9
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第 l節建物逃椛

13. SI47 

〈立地・規模 ・形態)B地区内ほほ中央にあたる、さ・し 39・40Gr内に位置する建物である。南側を SK64に切

られて消失、また、 立地位置が近代削平を大きく受ける区域にかかることもあり建物上面にもその影響が見られ

残存状態は良好とは言えない状況であって、壁高は最大 5cmで、ある。建物東側の壁を明確に検出できない状態で

あったが、左壁から SK64にかかる壁の周り込みと貼床確認範囲を検出、これにより建物の規模を測定している。

建物規模は、確認できた範囲で 660x 6∞cm、面積 39.5ぱの大型建物となろう。建物プランは殆ど歪みのないしっ

かりした直線的のやや長方形を呈す。建物西側壁中央に L字型カマドが付設される。建物主軸は、 N-750 -wで、

西倶IJに振る方位をと っている。

〈柱穴〉中央4本柱穴である。柱間寸法は、 P1・2間と P3・4聞の横軸柱聞が320cm、P2・3間と P4・I聞の縦軸

柱聞が 380cmで、あり、柱はきっちり並列配置されている。柱で固まれる内部空間は非常に広く 12.2r討を測る。廃

絶時に柱は抜き取られており、抜き取り痕の周囲には、掘り方埋土が残存する。柱は抜き取られているものの‘柱

のあたり'がみられ、柱径は 28~ 32 cmで、あったものと思われる。また、 全ての柱が右方向の東壁に向かつて抜

かれている。柱穴規模は、径がP1のみ 65crn他は 70crn程、深さは P1が60crn、P2が58crn、P3が56crn、P4が

50 crnと若干の差違があるが、柱問寸法 ・抜き取りからみても柱の規模に対する統一性やこの建物に対する管理性

を思わせるものとなっている。

(カマ ド〉酋側壁に付設される L字型カマ ドである。削平の影響が色濃く、ソデ高最大 10crn程度、煙道ソテ℃至っ

ては基底部が検出されただけである。壁中央よりやや右寄りに焚口をもち、左ソデが 150crn地点で、左側に緩やか

に曲がり、壁に近づくように煙道を狭める造りとなっている。煙道の先端部は削平により検出されていない。カ

マド内覆土もかろう じて 2層のみ確認されている。床は貼床され、焚口より 150crn地点までとこの地点より奥の

煙道に至るまで貼床の質は違う。また、床傾斜は焚口より 85~ 95 crn地点まで傾斜角 3度とほぼフラットな状態、

この地点より後では若干の段を持って傾斜角 7度となってゆく 。ただし、傾斜をもっ地点以後は床が剥き出しの

状況であり、床まで既に削平されてしま っている可能性をもつので、この傾斜角は本来の角度でないかもしれない。

また、焚口より 85~ 95 crn地点で、ピット形状の j層を断面で確認していて、焚口被熱の奥壁側先端に位置するこ

とや、カマド土崩壊土が覆土になっていることからも、支脚抜き取りピットである可能性が高い。カマドの規模は、

外寸l幅130crn、奥壁から焚口カマドソデ端までの長さ 130crn、カマド外側L字屈曲点から末端までの長さが残存

長 186crn推定長262c皿、焚口内寸幅 52crn、ソデ幅は 25~ 40 crnを測る。

〈床の状況、被熱炉床面〉床は、東隅以外の全面で貼床され、厚みは 0.8~ 2 crnで、ある。特に 4本主柱内部空間は

著しく硬化している。床面状態は凸凹となっていて中央部分が窪む。P2・3ラインより右側にて 3crn程度だが若

干高くなっている。また、 P3・4問の西壁付近では削平による影響のある区域でもあり、上面が削られてしまっ

たために床は低くなっている。東隅の地山部分は、思いがけずまとまった面積を占めていて、他の床が全て貼床

であるのに対し、この部分だけ台形に近い形状で地山であるのは妙な印象である。このような状況で地山が検出

される場合、この箇所がステップであった可能性を持つようである。しかし、このステ ップ?部分まで床硬化が

続かないので、この箇所が階段状の出入口であったか否か判断し辛いところである。上面がかなり削平されてい

るにもかかわらず、床面中央の著しい硬化や凸凹がしっかりと残ることは、この竪穴建物が廃絶後すぐさま埋没

して床面がパックされたことを示している。また、中央3カ所にて貼床被熱炉が検出され、いずれもよく焼結し

ている。床の構築順番は、掘り方として掘削後、土を投入して第 I回目の調整をし、その後掘り方土坑を掘削、

次に柱を立て、最後に貼床を施して床面を調整し構築したものと思われる。

〈覆土堆積、掘り方、遺物出土〉削平により覆土は 1層のみ、出土遺物も極めて少ない。掘り方からは、 P2・3

問に大型の掘り方土坑を含む計4基が検出されている。掘り方土坑 lは、黒褐色土に黄褐色土・にぶい黄褐色土

が半分以上混在するという、典型的な掘り方土坑の覆土を呈す。掘り方土坑2・3は深さ 6~ 10 crnと浅いもので

ある。黒褐色土ベースに黄褐色土が l割混在して黒色土ブロックや焼土を少量含有する上層と、暗褐色土と黄褐

色土が5若手l率で混在する下層の、両者ともしまりのある覆土となっている。大型のものが l基と小型のものが数

基の組み合わせは、本遺跡ではよくあるパターンと言える。出土遺物は総数で、須恵器食膳具7点、須恵器貯蔵

具5点、土師器食膳具 7点、土師器煮炊具 187点。床面から 11期の土器が出土していることや遺物の主体がこ

の時期となるため、竪穴の時期も同様になると判断できるだろう。
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l層黒褐色土臼OYR2l2-包/3)と暗褐色土臼0YR3/3)が(黒7 暗3)で浬九黒色土砂j" 褐色j:，j、中塊.

焼土:"'，が含有。黒色土焼土泊少量.ややしまりあり。

C' 

a眉黒褐色士 (IOYR2I2-担) 黄褐色土(lOYR出)中塊含有.しまりあり、硬い.鮎床。

b層黒褐色土(lO"四回)と黄梅色土 (lO"四踊)が偶4 責6)で混在.焼土微量官有。しまりあり.

C層 !M品色土 (10YR2/3)、黄侶色土 (1OYR5/8)、にぷい貰褐色土 (10YR5l4)が程在(黒4 黄3 にぷい黄3)0 

黄褐色土は大小綿々の睡で多量Lしまりあり.堀り方土坑の土。

d層晴褐邑土 (IOYIW4) 黄土塊、焼土塊多〈混ざるが、基本的に真っ黒な士.しまりあり.堀り方土坑4土 鳳

e眉暗褐色土 (10YR3/4)と黄褐色少大塊が保7 黄3)で混ざる。炭化黒色おl岨 含有。焼土小塊少量含

有。しまりあり.掘り方土坑4土層。
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!眉熟褐色土 (IOYi!3I2)と黄褐色土 (10百四J塊状が偶6 貰4)の割合で混在.砂賞黄土中塊

含有.黒色土焼土塊多量含有.しまりない

2層黒褐色土 (1OYR3f.l)と黄褐色土が(黒4 黄6)で程在.砂質黄土 (明貰褐色 IOYR716)中塊少

量官有。しまりな¥..0
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第 l節建物遺構

SI47カマド平面図・断面図 (5=1130)
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l層暗褐色土 (10YR:I叫 砂質黄褐色11岨 ・焼土助l、.中塊多量入品色j:!l少量合弘

2膚貰褐色土(lOYR5IUが明褐色土と混在。砂質。カマドソデ出埴土e 硬L、
a層明黄褐色土 (lOYR716) 世勲焼結層.

b眉 赤褐色土(釘IlM!) ところどころ黒色土少量官有。基本は地山被件。硬い.

b'膚 褐色土 (7.5YR4/6) 地山甚民 b膚よりさらに弱い.

c廟暗褐色土 (1町Jl3I4).褐巴士(lOYR岬 .貰褐色土(lOYR闘 が 側5 掲3 黄2)で龍在。黒色土

砂慣黄褐色塊大古有.焼土塊多量官有.しまりあり.

d廟暗褐色土(10"司iR3/4) 黒色土塊小を少量古布.しまりあり.

e廟暗褐色土(lOYR測 と黄褐色土(lOYR間)が〔暗3 黄7)で世在する.しまりあり.

f層暗褐色土(10"司叩担} 黄褐色土嶋悟色土境(lOYR胡)、焼土を含有.

g周褐色土 (10YR岨) 明貰褐色士(10刊醐割 ioカマ ドソデ部分.硬〈しまりあり.

h層暗出色土 (10YR3f.!)、褐色土臼0・m刷 、明世褐色土臼OYR回)が傭2 褐4 明4)の割合で混在

する.カマドソデ膳姐土?

1厨時相色土(1OYR3f.!)と褐色士臼OYR叫 が(暗7 尚3)で現在.焼土小凪明黄褐色土境徴少位

黒色土砂l、を多量に吉丸しまりあり.

1m 1 J眉暗梢色土 (10YR3/由褐色土{目印刷 、黄褐巴土臼OYR胡)の塊状合有.ヵマド土崩壊土。

k廟暗褐色土 (10'四泊)と黄褐色土臼0四掛川 5割率で世在.しまりあり.焼土塊、 黒色土塊少量含有.
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5 148種士 ・偲り 方 十 回 註

l膚醐色土(1OYR2I苗， 掲色土UOYR判 、責縄色土(10四瑚が

巴黒5 褐4 黄 1)で混ざる，黒:t/1岨、黄土大塩含有。焼土

僅泊、に合有.しまりな」

2層暗褐色土 (10YR3/4)と黄褐色土(10YR舗が5魯陣で程在。黒

土塊徴量合有固しまりな1-0

a層型鴇色土 (lOYR2I2-ω 焼土メj岨多く含有.賀高色土地山)

'1、塊少量官有.

b層黒褐巴土 (10YR2l2)と暗褐色上(10司王叫が(県7 暗3)で

混ざる.焼土壇中~大少し官有， 尚色土組{7.5YR胡)の塊少員会

有.褐色土小~中塊多〈合'lio炭化材少量官有.しまりあり.

c層暗褐色土 (1OYRa/3-314)と褐色土(lOYIW4-胡)の混在土.

第 20図竪穴建物遺構図 11 (8147. 8148) 
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S 148カマド橿士 ・掴り 方十周許 1 8148カマド平面図・断面図 (S=1I30)

1 眉 醐位白O叫 焼土 問、中蝿、県l!0:'l悦開問日町一ソヂ即 'I~I){""量 I _ _ ~. 1釦 /a 
音布。しまりあり.

l情暗縄住土 (10YR3/31、にお噴褐色 (IOYR刷、 焼土小中壇が 〔暗4 貰4 焼21で混在.黒色土壇賞檀色

土多量含有。炭化材壇官省。

2眉黒嵩色土 (1σ>YR2I却に褐色土 臼OYR4l4)が内率で龍在。 貰訓 岨焼土を少量含有。しまりあり.

3層暗褐邑土佃四 回 ~副)に褐色土(IOYR胡)が4割E也 黄極企土(10YR咽刷、塊少量含有.炭大塊黒色土壇昔

有。しまりあり。

4層暗褐色土 札OYR胡 -3/4)に尚色土白OYR叫 が2曾混在。 焼土1I味阿閥、賞腔 色士風少量含有。しまりありe

a層 暗褐色土 (10司叩羽) 椙色土(10'司四"，4)1曹腿在。焼土焼塊多量L地山壇多量官有。ややしまりあっ.

b層 橿色土(7.5'i宜朗)桂勲焼結層。硬いB

b暗 暗褐色土(10'可l'R3I司、 燈色士幌土}唱褐色士 (7.5YR4/6)焼土が (晴4 健4 褐3)白割合で混在.焼土は塊状だ

が層になっていない.黒色土塊少量官有.民も含有。ややしまりあり.

c層明黄絡色土.(IOYR7.耐 桂熱焼結層の中央紙僅色:l:tl嶋が微量に混ざる.硬い. 目

d周 他 (7問)黒凶を組閣。闘だ明。臥 I " 1'"， 
e函 館色土(10'百岨) 黄担色土:(IOYR7/8)が5轡混弘黒色:l:tl岨少量古有。カマドソデ I
f層 暗褐色土(10'四胡-3/4)、砂質の浅黄檀色土(lOYR刷 、貰褐色土削暗 l浅2 黄7)で混在。しまり強。カマ ドソデ.

g眉黒褐色土 (10YR3rllに暗褐色土(10YR3/4)が61割lで混弘黄褐色土(10YR出〉塊少量含有。 しまりあり. 1 H=1O.700m 
h層黒褐色土 (10YR3rllと暗褐色土(1OYR:叫が坤l毘也貰褐色企l塊少量、焼j:'1岨徴量合札

1層 暗樺色土 (10YR:叫に黄褐邑土(10'可日間)小~大塊が2曾脱在。焼土中塊少量、炭若干多目に音私 自

J層 鼎褐位 (IOYR叫 に褐位 :(IOYRAi6)が
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l層県褐色土 臼O河瑚黄土少境極多量、焼j:tl胡ー数多量昔

有.炭イI:tl岨多目含有。

2周 暗褐色土(1OYR3/3-2I3) 焼土小塊極多量含有。埋土層。

3層 黒褐色土 (10YR3/泊 にぷい黄褐色土1唱札O刊相極多量、

褐灰粘土(lOYRBIu 焼土中嶋多量含布。カマ ドソデ崩壊土?

4層 晶褐巴土 (10YR3rll:1層に近いが働灰粘土(IOYRBIU，1塊
多目混じる。

5眉 にぷい黄褐色土 白σYR4I3) 貨揖色土小塊粒撞多量官有.

カマ ドソデ境土@一面のみ艦発九6眉 黒褐色土 臼0YR2f2) 焼土イ岨黄土小塊多量黒剖岨多

日含有。ややしまりあり。

a周 暗赤褐色焼土 (5YR3/4) 明赤栴{釘R踊液土小中塊極多

量官有。この鮎床が後略。

b眉 黒褐色土 (IOYR3rlI 羽悟(7.5YR胡)粘世l、中揖極多量、

焼土中塊含布。著干亜熱ワ貼床士。

町層 b層中に焼土中塊多量官有。

c層 暗褐色土 (10YR3/3) 侵巴焼土(7.5YR6I跡中塊極多量含有.

置喜本土居.a層に近い。 貼床土層。
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l府県褐色土 白0=.10YR2llに近吋黄:l:tl岨多量合有。焼土小

塊多目、炭化小塊多目官有。

2層 黒褐色土 (1町R2I2) 焼土i岨 。粒多量、ところによっては血多量

告私炭イI:tl咽多量含有。炭化紺塊も所々入る。床面に焼土や炭化材

がはりつL、て存在する部分もある。黄土小塊多量官有。

3層黒褐胞土 (10YR2f2) 焼土d岨 中境ーにぶい褐色油土(7.5YR5i4)

'1、塊を多量宮市e 炭il:tl咽多目合唱。

4層 黒褐色土 (loYR2f2) 焼土l崎中塊多臣官有.に品、褐色油土'1、
壇少量官有。

5層黒褐色土 (10四 212-悶) 焼土A岨ー 中塊題多量官官。にぷ 川S色
粘土小塊 炭化材中岨多量官有。土器も多く含む。

白眉 果褐芭土 臼0YR2f2)焼土イ唱多時、に品噛色粘土イ噛多め含有「。

A' 

a眉 黒邑土臼OYR2lU にぷい嵩色尉土(7.5YR5i刷 、壇ー中壇多量全有。

黒褐色(loYR3rll混在.しまりあり.床土@

b眉烈鶴色土 (10YR2l1-2I2) にぷい褐色粘土ノj岨多量.焼:l:tl岨
炭化1I、塊多目含有。しまりあり.貼床。

c唐黒褐泡土 (1OYR2f2)と、に品特色結土'1唱が(黒土7 褐土31
の割合で混弘焼土J噛炭イI:tl嶋少量全有.

d眉黒福池土 (10YR3rll にぷい賞褐色秒質土(カマドソデ土?I
臼町Rf削多量含有.焼:bJ鵠少量官有。

e層黒色土自oYR2luにぷい貰褐巴砂質土ノ1嶋多目、焼土jJ瞳p量官有.

f層 黒色土臼OYR2lU に 品、褐色粘土(7町R5/4)小塊多量合丸焼土

小塊・民il:tl、塊多目官有固

P2断面図 (S=1I60)
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14. SI48 

(立地・規模・形態>SI47の南側に位置、同じく削平区域にかかる関係で、遺存状態は悪く壁高は 3cmしかない。また、

SK68により北西側 113以上を消失している。竪穴規模は、370-390 x 330 -340 cmのほほ方形プランで、主柱

は壁外へ出るタイプのもの。竪穴だけの面積は 12.7rri。柱までを含めると 405x 4∞-450cmの台形状プランと

なり而積は 17.21吋となる。竪穴外主柱穴タイプの小型建物、竪穴分類型でいうと 1B類 (望月 2006)である。主

軸は N-570 -w、カマドは、 北西壁に付設されるが半分を土坑で消失、建物規模から L字型カマドとなる可能性

は薄いので、通常の小型カマドが付設すると思われる。

(柱穴〉 竪穴壁外に左右4本ずつの柱が並ぶ。柱穴規模は、径 24-46cmで、 P5の径が最も大きい。深さは 10-

28 cmで、四隅がしっかりしているということもなく、 しいて言えば右側の列の方が良好な掘りこみをもつか。両

者とも柱筋はきちんと通らない。左列では P8がずれるし、右列では P3がずれる。また、柱問寸法も P2・3間

185 cm、P3・4問が 130cm、P4・5問が80cm、P1・8聞が90cm、P8・7間と P7・6問が 150cmで、ある。いずれに

せよ、何とか並んではいるが、貧弱でランダムで簡易な印象の柱である。また、柱の掘立に関しては様々な方向

から柱が立て、建物廃絶時には柱は抜かれて埋め戻されている。

(カマド〉北西側壁に付設する半分破壊されている通常小型カマドである。焚口被熱の残存状況から、全体を予想

することは十分可能である。北西側壁中央より焚口が左寄り、ソデがそのまま壁に直行するタ イプの、カマド分

類で言えば無煙道型の 「カマド構築粘土両側がま っすぐ竪穴奥壁へ取り付く J(a類)、 カマド付設位置類型では 2

類 (望月 2006)と位置づけられる。ソテーには賞褐色士粘土に砂とH音褐色地山土を混ぜた黄色ベースのもの、褐色

土と黄褐色土が混在する e層のような土でもって構築されている。規模は、奥壁からソデ先端までの長さ 73cm、

幅外寸推定 90cm、焚口幅内寸 50cm、ソデ幅 22cmである。また、奥壁より 15cmから焚口にかけ、床は貼られてしっ

かりしており、焼土や炭が多い。

〈覆土堆積、遺物出士、床の状況と堀り方〉覆土は 1層のみ。床は、中央から南壁にかけて貼床されるが、これ

以外の壁際にかけては地山床である。カマド手前では僅かながら硬化が認められ、床面はほぼフラットな状態で、

カマド手前部分にかけて若干窪む。貼床は 2-4cmと薄く、掘り方自体も非常に薄い印象を受ける。掘り方には、

南壁際に掘り方土坑が l基検出されており、 長径 70cm短径 50cmと小規模なものである。出土遺物は総数で、須

恵器食l居具 17点、須恵器貯蔵具 11点、土師器食膳具7点、土師器煮炊具 119点と、少ない出土である。カマド

に張り付いて出土する煮炊具の時期が I1-II1期に及ぶ。建物の廃絶時は II1期辺りとなろうが、建物の機能

l侍の主体は 12期と言えるだろう。覆土からは II2期にあたる遺物が出土している。

15. SI50 

(立地・規模・ 形態>B地区内南側し ・す 35・36Gr、SI38南東に隣接して位置する。この建物は、北側区域で

SK55と建物内土坑に切られ消失、また酉・北側壁の立ち上がりが確認できなかったのであるが、南 ・西側壁から

の周り込みと貼床範聞から復元可能と 言えよう。竪穴規模は縦450-500 cm、検推定 500-530 cm、壁隅に対し

中央がやや膨らむ平而プランをもっ。推定面積 29.8rriの中型建物である。残存する南・東壁高は 12cm。柱はなく、

カマドは南側壁端に通常カマドが付設する。床面からは床被熱や炭化材が多く検出されているため、火災建物の

可能性があり、詳細は後述する。建物主軸は N-1500 -w。
〈カマド〉南壁の東端から約 1m地点に付設する。ソデは、焚口付近の基底部のみ残存、奥壁側は破壊されているが、

屋外ピ ットも検出されていないため、壁に付設する無煙道型となるだろう 。平面図には記載されていないが、床は、

焚口被熱端から奥壁側へ45cm地点で、若干段をも っており、この地点にかけて焼土 ・粘土の分布が顕著で、ある。ま

た焚口の被熱焼結部程ではないが床そのものが被熱を受けている。床はカマド、焚口の被熱焼結部で窪み、奥壁ま

で 10度の傾斜角を保っている。覆土断面の 3層がソデの形をとっているように思われるが、焚口被熱焼結層の直

上に位置しており、ソデ崩壊土にあたる。ソデは建物廃絶時に内側に倒れた可能性がある。カマド規模は、奥壁

からソデ先端までの長さ 106cm、幅外寸 106cm、残存焚口幅内寸 74cm、ソデl隔18cmで、ある。

〈覆土堆積、竪穴内施設、覆土内遺構、遺物出土〉覆土は、黒褐色土をベースに、焼土や炭化物が多量に含まれ、

下層を中心に焼土が極めて多量に含有する 2層からなる。床直上部分では焼土や炭化物が張り付く状態で検出さ

れている箇所もある。また、建物内では、カマドの右側に位置する P1とカマド焚口手前に位置する P2が検出さ

れている。両者とも覆土上面で・貼床を確認できないもので、建物使用時に併存して機能していたものと考えられ
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lJ曹 黒褐色土臼0YR2'2)にぷい掲色 7町R5/4)粘土，J岨多量含有。焼

土'1、塊多目、炭イtll~鬼多 目含有司

2眉黒縄色土白0YR2'2) にぷい褐色粘土ノl、・中塊多量告宥.

3眉集褐色土臼0YR31目 黒褐色土(1OYR2I泊中壇多目、に品噛色結

土中イ岨極多量混在o (黒5 陪5)

4層黒褐也土 臼OYR3l1)と、にぷい褐色結土中 。大塊が(黒6 褐4)
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b麿赤褐色焼土 (5YR418)黄土塊土貼床の火床とする眉の焼結層。

c眉黒{紛色土(10"可VR2f2-21U 黄土 黄土粒が少量混払地山に近いつ

d府黒褐色土 (IOYR2I3) 黄土中塊多量.焼土中撞も多目音有.貼底土層。硬化札
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a層煤褐色土 (10YR2'2) 明褐色肘 YR捌 粘土小~塊極多量含有。ところどころ硬ヒ面をも

つa 貼床土.焼土'J岨少々含有。 S[53堀り方と共有する土層。

b層 線褐色士(10YR2'2)と明褐色粘土中嶋の混在土.匙床土o S[53の堀り方土層.

c層黒褐色土 臼0YR21司 明褐色粘土中境極多.焼主1岨中塩多量含有。 S[52掘り方土調。

C情 c層に、明褐直結土大塊ところどころ混ざる.

d眉熟絹色土 (10YR2'2) 明褐色粘土小塊多目、大塊所々含有。焼金1唖阿t泣か量含有。

しまりややあり.S[52堀り方土層。
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る。カマド関連の付属施設と思われるが、 Plがカマド焚口のすぐ手前に位置するため、カマド使用時に邪魔になっ

ていたのではないかと疑問が残る。Pl・2とも覆土にカマドソデ崩壊土と思われる含有物が多量に含まれており、

廃絶時にこの小土坑に廃棄したものであろう。覆土内遺構では、北側壁の東側にて土坑が 1基確認されている。

長径 230cm短径 112-135 cmの括れをもっ不定楕円形のプランをもち、深さは建物検出時レベルから 35cm、建物

床レベルから 10-15 cmに及び、底面に段を有す。この建物内土坑から須恵器大聾 (図番号 168)が一括廃棄され

ており II3期にあたり、同じく出土した須恵器食膳具はE古期にあたる。竪穴建物からの出土遺物は総数で、須

恵器食膳具 104点、須恵、器貯蔵具 94点、土師器食膳具 26点、土師器煮炊具 571点である。床に張り付いて出土

した杯 A (図番号 161)が皿古期、同じく張り付いて出土した支脚 (図番号 172)がII3-m期にあたる。また、
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Plからの遺物も II3-田期のものが主体となっている。信恵性の高いこれらの遺物から考えれば、建物の時期は

II 3-皿古期とするのが妥当であろう 。

〈床の状況と火災状況、堀り方〉 床は、壁立ち上がりが確認できなかった部分を除くほぼ全面に貼床されており、

カマドと Pl.2に固まれた区域が硬化する。貼床は、厚さ 5-6cmを主体に最も厚い部分で 14cmに至る。また、

硬化区域の周囲も含め、床面では焼土 ・炭化物や炭化材の分布が顕著に見られる。更に床面 3カ所に被熱を受け

ている。この被熱の位置が問題であり、炉としての機能をもっ焼床は、大抵中央付近で検出されるのだが、この

建物の場合カマドに近い位置である。床面に広がる多量の炭化物、炭化材、焼土、そして被熱床。これらを合わ

せて検討すると、火災建物であった可能性が高い。また、覆土断面の下層ではAラインのカマド側 1/2区域と B

ラインのカマド側 112区域に炭化材を多く含む土を検出。この土層範囲が、床に広がる焼土や炭化物・炭化材の

範囲と一致する。カマド付近の被熱床、通常被熱の少ない箇所である焚口被熱焼結から奥にかけてみられる被熱、

これらを総じて考えれば、カマド付近から火の手が上がったと考えるのが妥当ではなかろうか。しかし、カマド

に付属する Pl・2にソデ崩壊土が混入することや、カマド手前に位置する Plは使用していない時に蓋がされてい

た可能性が高く、突如の火災なら葦の痕跡が検出されていいはずであるo また、カマドの奥壁側が基底部から検

出されないこと、これは削平されたというより壊されたと考えられるもの。よって、この建物は廃棄を目的と して、

カマドを壊し、その後意図的に火を放った可能性があるのではないだろうか。掘り方には、掘り方土坑 l基を確認、

覆土は黒褐色土と黄色系砂質土の混在土、最上層に貼床と思われる土を確認している。

16. SI51 

〈立地・規模・形態)B地区内南側せ 35.36Grに位置し、 S139東側を切って建てられている建物である。貼床と

建物中央炉が検出されたために建物として判断した。鞍音rsにさしかかる東側の削平区域でもあるため、側壁の検

出はされていなしミ。南側を SK56により切られて消失、北側も SK54により切られて消失している。カマドや柱穴

が検出されないため、掲載図に示した波線が本来の壁位置でないかもしれない。中央炉とした被熱部分がカマ ド

焚口に検出されるような被熱と考えれば、本来の壁位置はもっと違う形になっている可能性があり、貼床との関

係を考えれば壁隅に付設するカマドであったのかもしれない。

〈床の状況と掘り方、覆土堆積、遺物出土〉 貼床は黄褐色土に黒褐色土が3割混在する土層を主体として 4-8

cmの厚さで施されており、硬化はみ られない。確認した貼床の範囲は、長径 300cm短径 250cmで、ある。焼床面は

地山被熱で焼結し、非常に硬いものとなっている。覆土は非常に薄いが竪穴建物覆土に特有の質をもっていると

言える。掘り方土坑は検出されなかった。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 25点、須恵、器貯蔵具3点、土師器食

膳具 3点、土師器煮炊具 148点。床に張り付いて出土するものが多く、 E期から N2古段階の時期にあたる。主

体はNl期辺りと考えられ、これ相応の時期に使用された建物になろう。この他土製支脚破片 l点が出土する。

17. SI52 

〈立地・規模・形態)B地区中央、さ 40・41Gr主体に位置する建物で、 S153A. Bと重複し、この 3軒の竪穴の中

では最も時期が新しい。3軒の竪穴の位置関係は、S152の北側に S153A、S152とほぼ同じ位置に S153Bが存在する。

この区域は削平を受けている区域ということ、掘立柱建物や土坑の重複も多く非常に遺構密度の高い区域である。

S152自体は、削平のため側壁立ち上がりが確認できず、カマド基底部と被熱、貼床を検出している。主柱穴は見

つかっていない。建物西側には SK73小土坑が掘り込まれている。建物規模は推定 390x 350 cm、竪穴推定面積

13.6 rrlである。竪穴東隅に通常小型カマドが付設される小型建物である。竪穴主軸は N-1270 -w。
〈カマド〉削平によりカマドの痕跡が残る程度である。カマドソデの基底部が極めて薄く残存するが、右ソデや奥

壁は基底部すら検出できない状態である。ただ、残存する基底部プランからソテeの奥壁側への廻り込みは復元可

能である。逆U字状を呈す屋外へ煙道が延びない無煙道型カマドであったと思われる。類型で C2類(望月 2∞6)

になるだろう 。カマド規模は、奥壁からソデ焚口側端部までの長さが推定で 64cm、外寸幅 60cm、ソデ幅が残存

帽で 12-15 cmを測る。

〈床の状況と堀り方、遺物出土〉 貼床は、全面が施されておらず、床を貼っている部分と地山を使っている部分、

そして、北西側では S153の覆土を利用している部分がある。カマド焚口近くで床の著しく硬化する小範囲区域が

検出されており、中央ではやや硬化する程度、これまでの検出例と逆なのである。覆土が検出されていないこと

もあり、床レベルまで削平を受けてしまっているためにこのような検出状況になったか。この硬化する部分が東
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墜に接していると考えるなら、ここが竪穴への出入口の可能性があろうか。竪穴西側には SK73が重複するため、

床は消失しているが、 SK73側面から被熱層が検出されており、この竪穴建物に伴う可能性をもっ。東側床は以

前に建っていた SI53覆土が広がる区域であり、この区域での床硬化がみられなかったことから、範囲の判断が難

しいところでもあった。 しかし、 SI52に伴う掘り方・掘り方土坑により推定範囲とした。掘り方土は、 SI53と混

在している箇所も多く、どちらの建物にどの掘り方土が伴うのかというこれも判断が非常に難しいところである。

確実に SI52に伴うものと考えられるのは、黒褐色土に明褐色土粘土が多量に混在する土層を主体貼床として使用

していることであり、この土をメインに焼土や炭化物が少量含有する層をもつためである。また、掘り方土坑は

深さが掘り方と相違ないが、プランとして捉えられるものが2基検出されている。出土遺物は総数で、須恵器食

膳具6点、須恵器貯蔵具 l点、土師器食膳具 I点、土師器煮炊具 54点、土製品 2点と少ない。遺物は床張り付き

で出土するものや掘り方土坑から出土する土器がII3期におさまり、建物時期も同様の時期であろう 。

18. SI53 A 

〈立地・規模・形態)SI53AはSI52同様の区域に立地するもので、 3軒重複のうち真ん中の時期にあたる。西側

側壁の立ち上がりの一部、深くしっかりした主柱穴、貼床と掘立柱建物柱穴により殆ど破壊されてしまっている

カマド被熱のみ検出されている。削平による影響が著しい。また、西側は SI52.SK73に切られ、建物中央下で

はSK74に切られている。主柱穴の位置と断面 Bラインで確認できる掘り方の範囲から全体のプランが想定可能

で、竪穴規模は、 460x推定 520c皿、推定面積 23.9rrl。小型か中型建物であっただろう。平面プランはやや長方形、

主柱穴は左寄りに配置される。カマドも中央から左寄りに付設されていたものと思われる。主軸は N-1430 -E。

〈柱穴) 4本主柱穴が確認されている。Pl~ 3は、長径 60~ 70 cmの方形フ。ランを思わせるしっかりした掘り込

みで、深さは床より 60~80cmを測る 。 P4 のみ柱の並列する均等配置から外れて外側に飛び出てしまい、 竪穴建

物の主柱穴にしては貧弱で、異質だ。しかし他に柱穴が検出されなかったため、この竪穴の柱穴としたものである。

柱問寸法は Pl.2聞が320cm、P2・3間が 180cm、P3・4間が290cm、P4.1聞が280cmで、ある。柱穴には、掘り

方埋土が両壁に残存、抜き取り痕を確認している。また柱の設置時では、Pl~ 3に関しては、掘り方の南側がスロー

プとなっているので、カマド側から立てられたと予想する。

〈覆土堆積、床の状況と堀り方、カマ ド被熱〉覆土堆積層は最大でも 4cmしかなく 、削平の影響が顕著に表れており、

1層のみとなっている。カマド被熱は Pl・2問中央に位置、南壁の左寄りにカマドが付設されたものと思われるが、

ソデなどSI52構築時に取り除かれたのか全く残っていない。被熱自体も後の掘立柱建物柱穴などにより殆ど消滅

してしまっており 115程度が残存するのみである。床は SI52やSK74により半分近くを消失、、残存する床では北

壁側を除き貼床されている。壁周辺では地山床である。貼床は SI52と同質のものを主体としており、竪穴中央で

は床硬化が見られる。掘り方には北壁側の位置を中心に 5基の掘り方土坑を持っている。

19. SI53 B 

〈立地・規模・形態) SI52と竪穴軸を違えて同位置に存在するものである。SI52の床下調査時にしっかりとした

4本主柱とカマド被熱が検出されたことにより判明した。よって建物規模は不明だが、 これまで本遺跡では中央4

本主柱をもっ竪穴建物に小型クラスのものはないため、 l辺が 500cm以上の中型以上の建物であっただろうと予測

される。この 4本主柱の配置から算出した主軸は N-260 -E。また、カマド被熱と主柱穴の関係から中央付設型の

カマドであったと思われる。勿論通常のタイプかL字型かは不明である。SI53Aの柱穴に、この建物の柱穴が切

られており、重複の中では最も古い時期に機能していたと竪穴建物と判断できる。

(柱穴とカマ ド被熱) 4 本主柱である。 柱穴規模は径 55~65cm深さ 55~65cmを測る 。 柱間寸法は、 Pl ・ 2 問と

P3・4聞の横軸が260cm、P2・3聞と P4.1聞の縦軸が220cmの横長で、はあるが並列に均等配置されている。覆土から、

PlとP2は柱が抜かれて埋め戻されている。P3とP4では、 下層中央に黒褐色士ベースの柱痕状の土が確認でき

ており、これが柱であった可能性をもっ。しかし上層には黒褐色土に黄褐色粘土の小・中ブロックと炭化ブロッ

クが含有する覆土が認められ、柱であったとしても、掘り方の中で切られたことになる。掘り方の中で本当に柱

を切れたのか疑問もあり、柱の根元が腐ってしまったかして、腐っていない部分を抜き取ってその後埋めた可能

性もあるのではないか。また、掘り方には段堀が認められることから、 P2・3・4はカマド側方向から柱が立てら

れており、 Pl のみ逆方向から柱が立てられている 。 柱径は、覆土断面等から復元して、 22~26cm程あったもの

と思われる。カマド焚口被熱は 115程度が残存、被熱下底部にあたる地山被熱が残存する程度である。
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(S153A . SI538の遺物出土〉出土遺物は両方の建物の総数で、須恵器食膳具 5点、須恵器貯蔵具2点、土師器食

膳具3点、土師器煮炊具 96点である。S153A堀り方から 12 期、他にも 11 ~ II1 期にあたる土器が出土。 主柱

穴が建物中央に位置しないタイプなので、本遺跡の竪穴の傾向として、 12~II1 期あたりが妥当と考える 。 ま た、

S153BはAの柱穴に切られているため、 12 ~ II1 期よりも古い段階になると考えられる。

20. SI54 

〈立地・規模・形態)B地区中央よりやや北側、く ・け39・40Gr主体に位置する。竪穴規模は 510~ 530 x 570 cm、

しっかりとした側壁ラインをもっ長方形の平面プランを呈す、面積 29.6rri、中型建物である。北壁側がSK92に

切られて壊れているが、この他は良好な遺存状態である。南壁隅に通常タイプのカマドが付設し、 4本主柱が西・

東壁際に並んでいる。側壁には壁周溝が廻って、この周溝内に小規模柱跡 (支柱)が見られる。屋内4本主柱を

もっ壁立式 (宮本長二郎 「日本の竪穴住居Jr奈良国立文化財研究所シンポジウム報告先史日本の住居とその周辺1
1998年)の竪穴建物と言える。竪穴主軸は、 N-1250 -E。壁高は16~ 26 cm。

〈主柱穴〉 主柱穴は 4本、方形を呈すしっかり とした掘 り込みをもつものである。主柱穴の規模は、径が50~ 65 

cm、深さは床レベルから測ってP15が65cm、P13・14・16は60cmで、ある。掘り方のスロープからみて、縦壁を

軸として柱は内側から縦壁倶11へと統ーされて立てられている。4本主柱の柱間寸法は、P16・13間とP14・15聞が

492 ~ 495 cm、P13・14間と P15・16聞が230cmで、正確に並列に均等配置されている。これら主柱穴は建物廃絶

時に抜き取られて埋め戻されているが.柱のあたり'は残存しており、主柱径 22 ~ 28 cmで、あ っ た。

〈壁周溝、 周溝内支柱〉壁周溝は、幅 24~ 34 cm深さ 15~ 18 cmで、土坑に切られて消失する北西部分以外は全周

し、カマドの奥壁側にも掘り込まれている。壁周構内には 11本の支柱が見られ、土坑内の消失分も合わせれば計

12本で構成される。支柱穴規模は、径 24~ 40cm深さ 40~ 60 cmo P4・7・8・11・12では、柱痕が残存しており

廃絶時に柱を切っている。逆に、 P1・5は廃絶時に抜き取られている。P2・3・6では下層で柱痕、上層に覆土を

確認しており、柱を穴の中で切ったのであろうか。抜き取りは壁周溝に平行に時計周り方向で行われている。掘

り方には段堀やスロープが確認できるが、支柱は様々な方向から立てられたようで統一性はない。また、 P7など

斜めに柱を立てた痕跡をもつものもある。柱痕から判断して支柱の太さは、12~ 15cmが主体最大 18cmと思われる。

柱問寸法は 140~ 185 cmを測り、正確な統一性はないが、ほほ相対する位置に支柱は配置されている。

〈カマド〉カマドは南壁隅に逆U字状を呈す無煙道型の通常カマドが付設されている。ソデには黒褐色土ににぶい

黄褐色土が混在する土や、黒褐色土に明褐色砂質粘土が混在する土が使われ、左ソデの焚口に近い部分でソデ被

熱が認められる。床は貼床が施されているが段の上部分では地山を床としている。また、床は焚口の被熱焼結部

分が若干窪み、その後5度の傾斜で奥壁側へ進んで焚口から 35cm地点で、平坦な段をもっ。そのまま奥壁へと進み、

焚口から 105cm地点で奥壁に至る。カマドの規模は奥壁から焚口側ソデ末端までの長さが外寸で 135cm、外寸幅

95 cm、焚口内寸幅 52cm、ソデ幅 20 ~ 22cmで、ある 。 カマドは廃絶時に壊されている。 竪穴埋土にカマドソデ土が

散乱しており、カマド付近だけでなく 、竪穴内の至る所に廃棄したようである。

〈床の状況と堀り方〉床は全面が貼床され、カマドを中心として放射状に、 全体の約 1/2が硬化している。床面中

央が若干窪み、 SK92付近の硬化しない箇所一帯である Aラインでは東壁から 130cm地点の幅、 Bラインでは北

西壁から 140cm地点の幅で、 他よ り10cm高くなる。この辺りが寝間だろうか。貼床は 2~ 4cm程度で、薄い。床下

には掘り方土坑が大型 1基を中心に小土坑群となって存在する。黄褐色土ベースとするもの、 黒褐色土ベースと

するもの、暗褐色土をベースとするものと、 3パターンの覆土をもち、土器を多量に混在する。

〈覆土堆積、遺物出土〉覆土は、カマドソデ崩壊土が部分的に確認できる他は、分層可能であるものの焼土同一層

と判断できる一括埋土の特徴を持つものである。遺物は床に張り付いて出土するものは少な く、覆土内で1筒遍な

く混入している状況である。総数で、須恵器食膳具 107点、須恵器貯蔵具46点、土師器食膳具39点、土師器煮

炊具 860点である。この他、 土製支脚等の土師土製品 3点、石製品 37点が出土する。II2期から II3期にあたり、

建物もこれ相当の時期と判断できる。なお、杯B転用硯 (図番号203)は覆土上層からの出土である。

21. SI55 

〈立地・規模・形態、遺物出土)B地区の北西削平区域さ 42・43Grに位置、しっかりした掘り込みをもっ 4本主

柱と掘り方土坑のみ検出された建物である。よって竪穴規模は不明で、あるが、想定して中型規模の建物であろう。

柱穴は、方形掘り方プランをもち、深さ 50 ~ 60cmを測る 。 建物廃絶時に柱は抜かれ埋め戻されており 、 土層で
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1)冒黒褐色土臼0YR2J曲 やや世世おびる。白色

桝吐合札褐色粕土 。焼士 。炭イ1"/1嶋多目含有.

しまりあり.

2府県褐色土 臼0YR2J2-叫褐巴粘土'1岨粒

多量、 中塊多目含有。焼土 。炭イ1"/1、骨」レ量含有.

3層集褐色土(lOYR2J2-31u褐色粘土

町5YR4/3)小中境極多量含有.炭化焼土小

骨少量官有。所々、褐色油土大塊やカマ ト官儲

土大境黒鴇色土(1OYR3t.!)も混ざる.しまり

あり@

4層鼎{締色土(1OYR3I1-21u 褐色.l¥I:I:I1岨
中興少量、焼金'I"JI!;.量含有。

5商 品褐色土 (1OYR2J2-31uにぷい貰位色油土

白OYR7f.訪中塊極多量、褐色油土中塊多目、焼土

小揖少量官有.

6層 黒褐色土 臼0YR2i2) 褐色油土小塊 中塊多

量焼土粒炭化小塊少量含有。しまりやゃあ

りg 周溝内の士。

7層黒掲色土 (IOYR却 と褐色粘土中大塊カ鴇

土6 褐色4)で混在。しまりあり。地叫細事層。

※数字は姻り方土tJ(番号

S 154揺 り古・掴町方 十 坑 十崩 註

a層県褐色土(1OYR2/3)と黄褐色 (10'四時)粘土蜘明在。焼土 ・炭化物多且官有。貼床土。硬ヒ極弘

⑧ 1;層暗褐位 (叩 れ蹴位 (10叩 摘が7地此
Ib間 賞路色土 (IOYR胡 )県色土微量合有。貼底土。 聞協.

I c層 鼎褐色土 (IOYR盟 }と暗褐色土自OYR3l4lが 口県8 暗2)置在土。しまりやマ強〈、焼:1:11輔 、黄土小境音有.

d廟暗褐色土(1OYR3I4l， 黒褐色土(10YR2J司、貰褐色土 (IOYR5/6)壇が申音5 黒2 黄塊3)で混乱焼土民

ft物多量含有.ややしまりあり。粘りあり。

e眉貰錨色土 (10YR5/回と暗椙色土臼OYR3l4)との混在土。黄土は所々 塊状。 焼土炭化物ゆ量合有。粘り強。

しまりあり。

f周黄椙色ゴ七組 臼0YR5/6)と、暗褐色土臼OYR3l4)が罷ざり、その酷4悶lニJ，I持品色土 (10YR2/3)混入o (iJt5 

暗4 県 1)0焼土d岨 少量官有。しまりあり。

8層 黄褐色土 (IOYR時3と暗椙色土 白OYR3l4lが償7 靖3)で混ざる。所々里民組色土が鏑状に混入。しまり

あり。 r眉と地山層との海商事層。

h眉黒褐色土 (1OYR2/3) 黄土盤、黒色土焼土'1岨が多量官官.しまりあり。

l層稽褐色土 臼O四制、 黒褐色土ノ1，-大塊臼OYR側、 黄掲也土太壇 (IOYR朋 )、椙色合l、~大境 (IOYR側、

黒色土境、焼土壇の混在土の隙間に暗褐色土が混入a 明昔4 賞塊3 その他塊3)。しまりあり@

il曹黒褐色土 (10YR2J司 黄褐色土臼O四 5崎大塊、黒色ヰ灘、焼土塊多量念有.しまりあり。

U眉精褐色土(1OYR3I叫に黄褐色土壇 (IOYR刷 が4割坦在。焼土民化幼多目合唱。しまりあり.
4m L 
(1/120) 

第 24図竪穴建物遺構図 15(8154) 
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S 154 カマド覆士士層註

l層黒褐色土 臼O四 測 にぷい黄褐色砂質粘土

(10YR崎)塊が5劃理主主。 焼粘土域多量含有.

2府 褐色土 (7.5YR41心、 にぷい貰褐色粘土D焼上塊 υc
境}聞に!!¥褐色土臼oYR刻 、に品、黄褐色砂費粘土境

混在。カマ ドソデ和士崩れ舟上。

3層明褐色結土壇 (7.5刊胡)明補色結土塊地熱せず.

聞に黒褐色土(1町R担 )車窓。しまりありa

4廟黒褐色土(1OYR3/2-悶)とに~，い黄掲色砂賢粘

土胞と明制芭J¥I土塊が{瓜7 に6黄 明器3)で混

在。 焼結土塊少量含有。

4'眉 にぶい貰褐色砂質粘土塊 明縄色粘土塊の量少な<. 

焼粘土塊極多量含有。

5層黒需色土 臼OYR却 明尚色粘土中塊 4胡多量合

有。M¥憾色土白OYR3l2)所々混じる。にぷい貰褐色砂世

粘土境多目、焼0::，1岨少量含有。

6層鼎褐色土 臼OYR3l2) 明尚色結土中塊少量 小撞

位極多量合有。黒色土塊も混じる園

7麿黒褐色土 (IOYR3I2) にぶい賞褐色砂質粘土中塊 ・

小塊多量宮市。炭化物塊含有。しまりあり.

8層黒褐色土 臼OYR3l2) 焼粘土中揖にぷい寅褐色砂

置粘土多量含有。黒色結土も合宥固

自層 黒褐色土 (IOYR2I3)明褐色結I/J、中塊多量官官。

焼土ノ1嶋多目含有.

S 154 カマド煽り方士踊設

a廟黒褐色土 白OYR却 ~刻。 明褐巴(7.5YR5I防砂質粘土大境、極多量含有。黒色土組合有。しまりありe カマドソヂL
b府県掛色土 (10YR2l3)と晴晴色土 10四 2刊 の混在土。 貴土蝿多量含仏ややしまりあり.カマ ド床白土。

b'庖暗褐色土 (10四3I4J.褐色土(IOYR刷、 黄土大塊が混在、その問を暗褐色土(10YR岬 が混入.カマド庇町土.

b咽 b'層が誼熱赤褐色土(5Y1W8)がベースで暗赤褐也土(5YR描)と暗褐色土(10YR舗 が混ざる。(赤褐5 暗赤3

Hfl2) 0 ややしまりあり.カマ ド床の土。

c暗暗赤褐色土 (5YR.W)の塊ベースの防聞に‘E苦悩色土(1OYR3I司が混入する。 (暗赤6 暗4).鼎色土塊少量含有。

しまりあり.世熱層e

c'層赤楢色土 (5YR4崎 地.I.J黄土盈盆置。

c"膚 m品准土 (5YR4崎 地山貰土佐典佐結層。極めて硬凡

d厨 悩色土壇 (7.5YR4/司、 にぷい貰褐色土(10町R5/4J境が混ざり、その間耐聞に暗褐巴土白OYR:副4Jが入る。(椙4 貰4

暗210黒色土塊少量含有。しまりあり。カマドソデ.

eJl A器細色土 (I0YR2l3)、 暗褐色土(7.5YR3/3)、褐色土(10YR叫 の混在じ (黒3 暗3 褐4)0 明褐惟土'1岨多量

含有。黒色土 焼:bl嶋炭化幼多目含有。しまりない

「層 褐色土 (IOYR岬 粘土塊の開聞に暗尚色土(IOYR3I3)カ寝入e 焼土を微量宮市。しまりあり.

g層脚色ニむ10四瑚.暗褐色土(7町R側、 褐色土働 時且3:Off4 削 )で混在.黒色土焼:I:lJ岨合仏しまり帯。

h屠 明褐色土作.5YR5/国ペースで、暗褐色土(7.5YR3I4Jと(明7 暗3)町制告で罷ざる.占緑色土塊少量念有。しまりなlo

l層闘糾色土 (7.5羽田)と明褐色土(7.5YR瑚と¢混在ι焼土塊多量宮市。しまりなし。

J層 褐也土結賀大壊 臼OYR41帥が靖筒色土(IOYR3I3)との混在土.
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第 25図 竪穴建物遺構図 16(8154) 

は掘り方埋土が側面に僅かに残るが、 一括埋め戻し覆土である。柱間寸法はいずれも 280cmで均等配置されたよ

うだが、 Plのみ若干外側にずれる。主軸は北向きと仮定すると建物主軸は N-340 -Eとなる。掘り方土坑は非常

に浅く、深さ 2-5cmで、ある。覆土は黒褐色土と穫色粘土3割の混在土が主体で典型的な堀り方土坑覆土を呈し

ている。出土遺物は、土師器煮炊具が5点のみ、時期は不詳である。

22. SI56 

〈立地・規模・形態、遺物出土)B地区の北西削平区域中央のさ ・し 44・45Grに位置、 しっかりした掘り込みを

もっ 4本主柱と小規模掘り方土坑のみ検出された建物である。竪穴規模は不明であるが、掘り方土坑の位置等か

ら予想すると 36rri程の中型規模の竪穴となろう。Plの区域がさらに削平を受けているため、検出された柱穴は

小さく浅いのであるが、他のものは径65cm、深さ 55-60cmを測る。全ての柱穴で柱圧痕が認められ、その径は

25 cmであった。柱問寸法は Pl.2聞と P3・4聞が290cm、P2・3問と P4・1聞が315cm。この建物もカマドが完
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1層黒褐色土(10四正面1-2IU 笹色土(7.5YR醐}中塊多量炭{I:/J岨焼士小塊少量含有。

2層線褐色土(10=-湖檀色粘土多量官有.

3膚県褐色土 (10YR3/U 樫色粕土中身少量含有。しまりに欠ける。

4層黒褐色土 (10YR3f2)樫色tJ嶋断I:/J岨多量含有.ややしまりなし。

5層 黒褐色土 (10=-2/2)燈色土小塊・炭イUれ塊粒多量入焼土粒少量含有。

6層黒褐色土 (10YR3/U 笹色土小塊多量含有.しまりあり。
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l層暗褐色土(!町田制、貧褐色土(!OYR刷 、褐色胡0YlW6)が締B 黄2 褐2)

で混在.黒色土大規ー黄土中~大塊多量、腕土微量含有。しまり、粘りややあり.

2/8暗褐色土(!O四 都品、黄褐色士、褐色土が備2 黄5 褐3)で混在。黒色土小塊・

砂質黄褐色土大塊少量含有。しまりあり。粘性強。

3層暗褐色土(1OYR3/晶、賞褐色土、褐色土が備 i 黄日褐3)で混在。黒色刻、

塊・砂質貧褐色土大塊を少量含有.しまりあり。粘性強。※2層と似る.
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第 H章今回報告区1或検出逃一椛

全に削平されているため、本来の主軸が判らないのだが、北向きで設定すると主軸は N-200 -Eとなる。小土坑は

非常に浅く、最も北側に位置する 2基のもので深さ 5cm、これ以外の 3基は深さ 2・3cmの極めて浅いものである。

掘り方土坑とも考えられるのだが、プランが不定形のものもあり、掘り方の一部がかろうじて残った可能性もあ

るだろう 。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、 須恵、器貯蔵具2点、土師器食膳具2点、土師器煮炊具 12点のみと極

めて少ない出土である。P2から 11期に位置づけられる土器が出土している。

23. SI57 

〈立地・規模・形態、遺物出土>B地区南西中央端すぐ隣がC地区の、ち・つ 38・39Gr、SI35西側に隣接して位置する。

8本の柱穴とカマド地山被熱を検出したもので、柱の規模や並びから掘立柱建物とするには疑問があり、 壁側柱の

竪穴建物と位置づけ したもの。本遺跡では竪穴建物が存在する場合には、包含層段階から多量の土罷や生活痕跡

の残る土が認められることにより竪穴を予測して包含層を掘削する。この建物は立地が鞍部にあたる こともあり、

削平された可能性は薄い。よってこの竪穴建物自身の遺物が少なかったことや、貼床もしっかり認められなかっ

たために、掘りすぎてしま ったかもしれない。柱穴規模は径 35-65cm、深さ 20-30 cm、柱の底面に段状の窪

みが残っているものもある。柱間寸法は 140-230 cmとばらけているが、 比較的柱筋は通りがよい。但し P5の

み丁度柱 l本分が外側へ飛び出すようにずれている。竪穴規模は、 21ぱ程の小型建物と予想する。主軸は N-46。

-E。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 2点、 土師器煮炊具2点のみ。時期は不詳である。

24. SI58 

〈立地・規模・形態、遺物出土>B地区北西の削平区域にあたる、ち 42Grを中心とした位置で、SI43とSI60に挟

まれて位置する建物である。削平の極めて著しい区域にあたり、 4本主柱穴の下底部分のみ検出された。径は P1

が最も大きく 60cm、P2が最も小さく 20cmで、あり、深さも 10cm未満で、ある。P1では底面に一段下がったテラス

を持つ。柱の根元のみが下がるケースもあるので、 P1の状況を考えればP2なとごは柱の下がった部分のみ検出さ

れたのであろうか。柱閉す法は北を軸として横軸間 400cm、縦軸問 350cm、並列に均等配置されている。主事"は、

北向きと設定すればN_110 -Eとなる。また、 竪穴規模は、予想して 30rri以上はあったものと思われる。中型規

模以上の建物になるのだろう。出土遺物は土師器煮炊具2点のみで、ハケ調整の釜胴部破片と部位不明の釜破片

のみである。時期は不詳である。

25. SI60 

〈立地・規模・形態>SI58の西側に位置、著しい削平区域であり、4本柱穴と柱穴に平行するピ ット列のみ検出された。

4本主柱穴は浅いながらも大きくしっかりした掘り込みをもち、規模は径 70-100 cmを測る。深さは 15-30 cm 

である。P2・3に見られる ように底面に窪んだような若干の落ち込みが伴っており、これが柱であった可能性をもっ。

柱径は 25-30cmとなろうか。柱問寸法は P1・2聞と P3・4聞が 375cm、P2・3間と P4・1聞が285cmであり、

柱が並列に均等配置されていたことがわかる。廃絶時に柱は抜き取られている。また、 P1・2に平行にi奈さ 15-

25 cmの小ピ ットが3つ並んで、検出されている。これらのピットは壁支柱のようなものを予想させるので、かろう

じてこの 3つが残存したものではないかと思われる。主軸は、北向きを設定してN-20 -E。また、 竪穴規模は予

想して最低でも 38ぱはあったのではないだろうか。大型建物であった可能性も十分あるだろう。出土遺物は、 土

師器煮炊具2点、粘土塊1点のみであり、時期は不詳である。

26. SI61 

〈立地・規模・形態>SI60と重複して存在する建物。やはり著しく削平を受けている区域なので、4本柱穴のみ検

出したもの。柱穴規模は径25-35cm、j奈さは P3が4cmと浅く、その他は 22-30cmを測る。柱問寸法は 1.2

聞と P3・4聞が220cm、P2・3間と P4・1問が285cmで、柱筋も通り、軸に並列に均等配置されている。主軸は

北向きを設定して真北をとり、小型か中型規模の建物であっただろうと予測する。遺物は出土していない。

27. SI62 

〈立地・規模・形態>SI58・ω-62と同様の位置 ・検出状況をもっ建物である。SI58の北側に隣接する。検出し

た主柱の規模は、径20-35c皿、深さ 6-15 cmで、あり 、P1が最も小さく浅い。柱問寸法は、 P2-4は柱筋も通り、

P2・3聞が230cm、P3.4聞が220c皿と、きちんと配置されているのに対し、 P1だけがかなり外側へずれてしま っ

ている。竪穴主軸は、前述の削平建物と同じように正確には不明だが、北向き主事"と設定してN-160 -E。建物規模は、

小型タイプとなるだろう 。なお、遺物は出土していない。
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S 1 65 主 柱 穴覆土士層註

l!冒暗褐色土 (lOYR3/4)をベースに‘黄褐色粘土塊(lOYR問。砂質の褐色士

(lOYR4/紛が 胆音1 黄粘土6 縄砂3)で混在。県色士A嶋多量含有。粘

性しまりあり。

2膚黒褐色土(1OYR2f.l)をベースに、黄褐色土(lOYR瑚 が1郷誌。黒色

:bJ、塊多量含有。褐色1:IJ'-大塊多量含むが、小塊の割合丸ややしまり

あり.柱抜き取り払

3層褐色土 (lOYR4/4).粘土質のにぷい貧褐色土(l()四刷、 暗褐色土

(10=)が (褐2 黄7 暗1)で現ざる.粘土質の黄褐色土、暗褐色土

は塊状のもの昔有。粘性 回しまり強。柱固めの土で柱圧痕部分.

4府褐色粘土(lOYR制 に砂質賞縄色土(10四掛川2曹l混在。開品刻、塊

(10YR3l4)微量含有。粘り しまりあり.柱固めの土.

2m 

(1/50.ピット断而図)

竪穴建物遺構図 18(S161・SI62・SI64・S165)
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S 1 64 iド柱穴覆十十層詐

1層 黒褐色土 (10YR31泊 明褐巴粘土(7.5YR舗は塊」也、

中塊小塊極争量、粒多量含有.黒色土中塊多目、 焼土

塊微量含有。しまりやや欠ける。

l'層 1層によ〈似た堀り方内で存在する土居。

2層にぷい黄樫色粘土(1OYR&'4)黒色土粒・4嶋、明褐

色油土台有。しまり強〈硬{r.柱跡の尉ヒ。

3層灰貰褐色土(1OYR4fll 明褐色泊土大塊 ・中壊が4事l

混も焼土粒・黒色土粒少量混じる。 1層にやや近川

堀り方上層土@

3悟 3層と同質だが、明褐直結土大塊の混入量が3府より

多〈、明褐粘土塊が主体で7串弘

4層 明褐色結土 (7五YR5/ω灰貨褐色土少量含有。硬い粘

土墳で締められた土。所々やや砂質の土が混怠

4'層 4層に、 明褐色砂質土の混在多い.

5層明褐芭粘土中大塊と灰賞褐色土(IoYR4fllの混在土

(明褐7 灰貧3)しまり強。黒色:bJ嶋少量含有.

5'層明褐砂質粘土と灰貧褐色土との混在土.しまり欠ける.

6層明褐色粘土 (7.5YR5/6)大・中塊と県褐色土(10YR3/2)

との混在土@黒色土小塊含有.初直切り取り後の埋戻土.

7膚 黄褐色砂質土 (10刊邸) 灰黄褐色土少量含有。やや

しまり欠ける.
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B I 67主枠穴橿十十周詳

1府暗掲色土(10司YR3I4)、黄褐色土(JOYR.51防が(附4 質的で根ざる。県色土小嶋
多目含有.砂賢明回世褐色土塊(IOYR闘〉少量含有。しまりあり。賞褐色士は粘性強。

2贈暗褐色土 (IOYR3I3-314)に黄縄色士(10叩捕)が (暗6 賛4)で混ざる.黒色
土・炭イtlJ嶋・黄土粘cbJ塊多量含有。軟質。

3層黒褐色士(J0YR2J司、暗褐色ボ1OYR3I1-314).賞褐色x(IOYR瑚が偲l 暗
5 賞4)で混弘黒色土ノj岨多量λ炭化動j、塊多目官有。ややしまりあり。

4層黒褐色土(JぽR2J3)に暗褐色土(1OY!W4)が3甑雌ざる。黄褐色土l叫が極多量、IX

化・黒色bJ、塊多賞、焼土粒少盆官有.しまりあり.
5層黄褐色土(IOYR胡〉に、暗褐色土 (IOYR3I3-a，叫が1盟畑正&黄梢色土は粘性弘
炭化式塊微量含有。柱固め土と思われるが、意外と軟質占 柱痕町底部分のみ硬化する.

6層県褐色土(IOYR2I3)に黄褐色土(1OYR.5Iωがl割目臣ざる。褐色x'J、。中塊多量t焼土
塊炭化塊微量古有。しまりなし。

7層県褐色土(IOYR2I3)に.賞褐色士(IOYR日前ミ2朝団基在。褐色土小~大塊多量含有。
しまりない 7層と似た土.柱痕部分.

第 28図 竪穴建物遺構図 19(SI67) 

28. SI64 

〈立地・規模・形態)B地区南東側の A地区から B地区の境に南北に走る尾根部が削平された区域で、 A地区と

B地区の丁度中間地点にあたる。建物などが密集して存在する鞍部に対し、 尾根部は殆ど遺構が確認されていな

いのであるが、わずかに確認した建物の 1つである。削平を受けているため、4本の主柱穴のみ検出された。竪穴

規模は、勿論正確には不明だが柱の配置から予想して、 52rrl以上の大型建物相当もしくはこれ以上の建物であっ

たと思われる。建物主軸は北向きと設定した場合、N-4O -E。

〈主柱穴、遺物出土〉掘り方やカマド被熱、掘り方土坑など、他の全てのものが削平されてしま っているにもかか

わらず、柱穴は非常に大きくしっかり掘り込まれている。円形プランで、その規模は P1で径92cm、P3に至って

は径 118cmで、ある 。 深さは 22~26cmである 。 全ての柱穴底面で若干窪みを呈 して柱圧痕が残存し、硬化してい

る。柱間寸法は、 P1・4間と P2・3聞が390cm、P4・3聞と P1・2問が460cmと、き っちりと並列配置されている。

また、建物廃絶時に柱は抜かれ埋め戻されている。抜き取りに関しては、 P1.2・4は北側方向へ抜き取っている

と思われる。P3は判らない。柱の設置時には中心部から壁隅に向かう方向で柱が立てられた可能性がある。柱だ

けに関しては、計画性・規則性・統一性が伺える設置 ・ 撤去とな っ ている 。 出土遺物は、 須恵器貯蔵具の甑胴音~ 1 

点、土師器食膳具は内黒の高杯脚部片 2点、 土師器煮炊具ハケ調整の釜胴部破片を中心に 10点のみ。これらの遺

物は I. II期と判断されるが、建物規模から本遺跡の傾向として初段階の建物とみている。

29. SI65 

〈立地・規模・形態)SI64と同じく、 B地区南側にあたる尾根部の削平区域に位置する ものである。SI64の北東

に隣接、 4 本の主柱穴のみ検出されたもの。 柱穴規模は、 径 55 ~ 60 cm深 さ 22 ~ 36 cmを測る円形プラ ン、浅いが

しっかりとした掘り込みをもつもの。柱間寸法は P4・1間と P2・3間が290cm、P4・3聞と P1・2問が260cmと、

きっちりと並列配置されている。この柱には柱痕が残ってお り、さらに柱痕下は柱圧痕が認められ硬化する。また、

掘り 方基底部には基礎固め ・柱レベル調節と思われる層を確認してお り、この層に接触する柱痕下端部が硬化す
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8166軍主 ・堀り左土屋註

l層黒褐色土UO'羽1l'iJ 明褐色粘土(7.5YR瑚中塊多目./1、
塊世多量官有。黒色粕士(10'四 21U中朔円台有。

2層!l.'J/J色土 (10YR21司 明褐色粘土大塊黒色結土中壇多

目、中塊 小塊性多量含有。

a膚暗褐色土 むOYru出}と、硬い買砲邑土(10'可町出)士壇が

混在し，隙間に黒褐色土臼0YR2/3)が入る.((，暗6 貰2

黒2)。炭化塊甜E含有.しまり弘貼床土.

b層暗褐巴土 (10YR却 )と、補色土(IOYR胡)削晴4 褐6)

で混在主ややしまりあり。

C層暗褐色土 (10'・YR3I4)と褐色土UOYR4/4)が5轡率で混払

黄土1)、塊多量合有。

d眉県褐巴士 (1OYR2/3)が、貰褐色土 (IOYR5I6)特大塊と

日晶6 黄4)町割合で混ざる。炭化塊黒色土軸I、多量、

焼土小塊少量官有。堀り方土坑 I1賓土@

e眉暗褐色土(IOYR胡)に塊状の黄補色土小塊(10YR掛川3

割率て寝在.黒色土塊多量官有。掘り方土坑II置土.

8166主柱穴掘り左覆土土屋註

l眉県褐邑土 (10YR2/3)に、褐色土(10YR4/4)と黄褐色土，(IOYR5/6)

大蜘恨7 褐2 黄塊 1)て程在。黒色封岨少量含有。

2層揖色土 (1OYR4/4)と黄掲色土 (IOYR油消費大塊が(椙3

貰7)の割合で混在.ややしまりあり。

3層圏色土 (10刊 "'4)と、粘置の強い黄褐色土壇(IOYR胡)との

混在土.黒色土砂l唾量、焼土小塊少量合ff.
4層照時畠色土 臼0噌YR2/3) 黄土ノj岨多目.炭化塊少量含有。
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SI66柱穴断面図 (S=lI60)
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K 

5166主柱 穴 橿 十 十 周 詮

IIIl県褐也土 白0YR1l'iJ 明褐色結土(7.5YR訓童小 中塊少

自炭lt/)岨少量含有。

2層融褐色土 臼0YR21司 明縄色粘II)唱多目、焼ゴコl唱

炭化小朝!j!量含有。

3層黒褐色土 (1ぽR2/2)と明褐色結土壇が偽土4 明裕6)

¢割合で混在。しまりあり硬賞。 ピット埋立の鮎床士.

4層 黒{褐)色土 (IOYR2I2-21I) 明褐色粘土中塊」少量含有.

しまり択.

5層黒褐色土 臼0YR1l'iJ灰貰褐色土(IOYR岨 塊所々含有.

6眉 鼎褐色土 廿.5YR3担)と褐色士7.5YRA14)との混在辻.

5.6層共しまりに矢け.軟質.性壊。

7置県掲色土 (10YR1l'iJ 明褐色粘土(7.5YR5/6)小中塊多

島県おj噛多目古有。しまりやゃあり。

8眉黒褐色土 (7.5YR2I司 明褐色土粒焼土中塊多量.炭化

中嶋を所 音々of'i.

9層黒褐色土 臼0YR1l'iJ 暗椙色士明褐色結土ノi嶋含有.

!o層保裕色土 (7.5YR2I昌 明褐色土粒 1)""極多量、焼II)、

壇多量含有.炭化中塊所々含有固

S 166 煽り方士坑 2 十周註

a層黒褐色土 臼0YR2却に、 楢色土(!OYR叫 が3曹慣でで混在.

黄褐色土小~大塊多量 炭化塊多国合有ーややしまりあり。

b唐黒褐色土(10YR2/3) 黄褐色土 炭北塊少量官有。粘りあり。

掘り方土坑2断面図
M H~I J.700m M 

、ケ-h---=三二=ャ__./ 0 1m 

~二--- .一一一一;;;;;j(1/60) 

2m 

竪穴建物遺構図 20(SI66) 
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る。この柱の設置に関しては、 P4は東方向から、 P1.2は西方向から、 P3についてはおそらく東方向から、それ

ぞれ柱が立てられたと思われる。要するに内側から外側へ統一して柱を立てている。この建物の主軸も、前述の

建物と同様で、北方向を主軸に設定すればN-230 -Eとなる。竪穴規模は中型クラスになるだろう。なお、柱痕か

ら判断し柱径は 24-26cm。出土遺物は、須恵器食膳具の杯 H天井破片 I点、土師器食膳具の内黒高杯脚部片 1点、

土師器煮炊具2点のみ。これらの遺物から、建物は 12期以内に建てられたと思われる。

30. SI66 

〈立地・規模・形態>B地区中央から東寄りにあたる尾根部から鞍部へ下る途中に立地、やはり削平を受ける区域の、

こ34Grを中心に位置する。もともと 4本主柱タイプの竪穴建物であったものを、 4本主柱を埋めたのち、側壁柱

8本へ増改築したと考えられる竪穴建物である。建物プランは、北東・東壁の増築分は直線的な壁をもち、もとも

とあったと考えられる壁はやや胴張りで隅丸、 全体に長方形を呈すプランである。竪穴規模は、 530-560 x 5∞ 
cm、壁高は 14-20 cm。面積 27.3rrlで、中型クラスの建物となる。当初の 4本柱穴の位置が中央とは限らないが、

中央に位置したと仮定すれば、面積は 20rrl程。20rrl程のものを 7rrl程拡張していることとなる。カマドは確認さ

れていないので、主軸は北向きと設定するなら N-180 -Eとなる。拡張前の 4本主柱時では、同じく北向き設定と

して N-1640 -w。
〈柱穴〉主柱穴の規模は、径 43-62 cm、深さは P3のみ 62cmで、他は全て 70cmで、ある。柱問寸法は、 P1・2聞と

P3・4間が210cm、P4・1問と P3・2聞が230cmで、並列に均等配置される。主柱穴覆土では最下層に柱痕、上

層に抜き取り痕、最上層には貼床土が確認できる。最下層の柱痕検出については、柱底部分が腐ったために残り、

上部柱を抜き取ったのではないだろうか。また、柱は全て内側方向へ抜かれたと思われる。最下底では柱圧痕が

確認、柱径は、 24・5cm程となるだろうか。拡張後の柱は 8本で構成される壁側柱である。これら壁側柱の掘り方

規模は、径 20-38cm深さ 2-42cmを測る。特に P9・10は深さ 2cmで、窪み程度の極めて浅いものである。掘り

込まれずに柱が立てられたか。柱問寸法は、 126-214 cmとばらけている。ただ、北側と南側の壁支柱を見ると、

相対する位置に設置されているし、西壁の柱穴も壁に対して均等に配置されてはいるので、 意識的に配置したこ

とは認められる。しかし P9・10は壁の長さに対して均等とういうわけでもなく、 全体に北側へずれており、 異

質な印象を受ける。これらの覆土には、先程の 4本主柱覆土とは異なる土が確認されている。また、 壁側柱は、

抜かれて埋め戻されている。

〈床の状況と堀り方〉 全面に貼床されている。この貼床は 2-6cmの薄いもので、掘り方土は殆どない。建物中

央区域では床の弱い硬化がみられる。なお、貼床は拡張後の床になるわけで、拡張前の床が何処かにあったはず

であるが、重ねられたとか継ぎ足されたという痕跡は認められなかった。また、床は平坦を呈しており 、何処か

が窪むとか何処かが高い等の変化はない。なお、南壁にあたり P7の西側小区域に焼土塊の分布が確認されてい

る。前述の掘り方の薄さに関して、拡張前の建物の傾向から、カマドが付設していた可能性は極めて高いと言える。

焚口被熱は通常地山にまで及ぶので、この痕跡が検出されてもおかしくはない。要するに前段階の痕跡が掘り 方

内に見られず、よって拡張以前は床がもっと高いレベルに位置していたのではないかと考えられるのである。なお、

床下には小規模な掘り方土坑が2基確認されている。

〈覆土堆積、 遺物出土〉覆土は、黒褐色土ベースに明褐色粘土や黒色土粘土の含有量によって 2層に分層できるも

のの、単層に極めて近いものである。自然堆積層は認められず一括に埋め戻されたと思われる。出土遺物は、覆

土への混入が殆どで、床から 3cm以内の床直上で、検出されているものもあるが多くはない。出土遺物は総数で、

須恵器食膳具 33点、須恵器貯蔵具8点、土師器食膳具 12点、土師器煮炊具265点程度である。時期は、 II1-

II 2あたりが主体と考えられる。この建物は、床の硬化の弱さ、カマドの付設する時期であるにも関わらず付設

されていない点、P9・10の掘り込みを持たない点などを挙げれば、住居で、なかった可能性があろう。もしかすると、

拡張をしたものの建設途中に取りやめたという可能性もあるのではないだろうか。

31. SI67 

〈立地・規模・形態>B地区東側にあたる尾根部から鞍部へ下る途中に立地、やはり削平を受ける区域に位置する

ものである。か・き 33・34Gro4本主柱のみ検出され、 削平区域でありながら立派な掘り込みをもっ。柱穴規模

は径が55-75 cm、深さは P1が56cm、P2が42cm、P3が34c皿、 P4が60cmて、ある。旧地表に添った深さをもっ。

これらの柱には柱痕と柱圧痕が確認されている。P1・2では基礎固め若しくは柱レベルのための士が入れられて
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第H章今回報告区域検出造憐

いる。柱問寸法は P1.2聞が350cm、P1・4聞が380cm、P2・3聞が360cm、P3・4聞が370cmであった。P3が、

ずれてしまっているが、これを除けば柱筋は通る。この建物の主軸も、前述の建物と同様で、北方向を主軸に設

定すればN-420 -Eとなる。竪穴規模は推定40rrl以上の大型建物クラスになるだろう。出土造物は、土師器食膳

具の椀も しくは鉢の底部が 1点、 土師器煮炊具はハケ調整の釜胴部 l点のみである。

32. 5168 

〈立地・規模・形態)B地区中央北東端の旧地形鞍部に立地するもので、竪穴の北東壁部分が近代削平によって消

失してしまっている。ただし、北壁の一部が検出されているので、全体規模の復元は十分可能だ。建物は壁をほ

ぼ真っ直ぐにとるやや北軸側に延びて四角に近いプランをもっており、削平以外の部分は壁高を最大65cmにとる

程、非常に良好な遺存状況である。建物規模は 580x 540 cm、竪穴面積31.3rrl。北壁にカマド付設されていたと

考えられ、中央4本主柱をもっ中型規模の建物である。主軸は N-28。 ーE。

〈主柱穴、竪穴内施設)4本主柱である。柱穴規模は P1径がl∞cm、これ以外の P2-4は径70cmをislJる。深さは、

P1が80cm、P2が75cm、P3が80cm、P4が95cmで、ある。柱問寸法は、横軸である P1・2問と P3・4聞が250cm、

縦軸である P4・1聞と P3・2聞が310cmで、きっちりと並列に均等配置されている。しかし、 P3・4は掘り方の

下底部が上端に対しオーバーハング、柱は斜めに立てられたようだ。これらの柱では、柱圧痕が認められており、

径は 26cm程で、ある。また、建物廃絶時に柱は抜き取られて埋め戻されている。抜き取られ方は、 P1がわからな

いのだが、他の柱は内側に向かつて抜いている。柱の掘立時では内側から壁側へ向かつて柱を立てていて、こち

らも統制されたようだ。P3・4の聞に速なる形でP5・6が確認されている。ピット番号を付けているが、底面が

平坦な小土坑状である。カマド廃棄に伴う崩壊土と考えられる覆土をもっているため、建物の床レベルと同時に

機能していたと考えられる。

〈カマド〉 北壁側で焚口被熱層と右ソデの一部を検出、削平により奥壁などは完全に消失している。規模は、縦

残存長 84cmで‘縦の奥壁からソデ端部までの推定長 140cm、幅外寸で推定 110cm程度、焚口幅が内寸で推定70cm、

ソデ幅22cmで‘ある。カマドの貼床など削平のため検出されておらず、地山被熱する焚口被熱層が検出されている

だけであり、カマド内部の傾斜も不明である。この焚口被熱層から奥壁側へ向かう被熱端には支脚抜き取りピッ

トがみられる。支脚は廃絶時に抜き取られているが、建物内から出土していない。また、かろうじて検出された

右ソデでは、ソデ基底土の構築は見られず、地山にそのままソデ土を取り付けている。

(覆土堆積、覆土内遺構、遺物出土〉壁際で壁崩落土の堆積層が確認できるが僅かで、カマド崩壊土層がカマド付

近から建物中心に向かつて認められる。この他は、 2層に分層可能で、あった埋め戻し土が確認でき、最上層は新し

い時代と判断する流込土層が堆積する。出土遺物は総数で、須恵器食膳具42点、 須恵器貯蔵具3点、土師器食膳

具22点、土師器煮炊具 563点である。覆土内混入が多く、カマド左手や建物中央にやや集中が見られる。遺構図

に掲載している土器は殆どが床面に張り付いて出土したもので、時期は II1期からII3期に相当するが、時期の

主体は II2期辺りが妥当と考えられる。覆土内の上層から鉄製品 (図番号 243)が出土している。

〈床の状況と堀り方〉床は、西側壁や南側壁際では 20-60cm範囲に渡って地山床を利用している。北壁は削平の

ため地山が露出した状態であり床がどのようであったかわからない。これら以外の床には、貼床が施されている。

カマドと 4本主柱を結ぶ内部では床の著しい硬化が確認できる。床面はほぼ平坦を呈しているのだが、 P2・3を

結ぶラインから右側の東壁側にかけて 2-4cmの若干の窪みをもっ。また、 P3の南側域は最大 10cm程高くなっ

ている。貼床そのものは薄い。床下には大型の掘り方土坑2基を中心に小型掘り方土坑が検出されている。大型

の方は、深く、黒色土を中心に入れるもので、建物の両サイドに位置する。小型掘り方土坑は、 小円形プランで

数基に及び、粘土混入土がメインに入れられた浅いものである。

33. 5169 

〈立地、概要〉この建物は増築された建物である。建物の掘り方を調査時に、小型規模の壁周溝とカマド焚口被熱

を検出したことからもう 1つ建物が存在すると判明した。最初に造られた建物をちI69A'とし、増築された建物

を“SI69B"とする。第33図を見て判るように、 当初の建物の主軸から逆方位に変えて拡張しつつ建物を構築し

直している。この建物の立地は、旧地形鞍部の比較的良好に遺存する区域であり、調査区の中央より 北側の、か ・

き37・38Grに位置する。この建物は主柱穴が屋外・ 屋内との差はあるが、 SI54と同類のものに属するだろう。

(S169の遺物出土〉出土遺物は、 SI69Bからの出土が殆どで、両者の総数は、須恵器食膳具 56点、須恵器貯蔵具
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23点、 土師器食膳具 15点、 土師器煮炊具 597点、である。床面に張り付いて出土する造物は非常に少なく、床面か

ら15cm研二の覆土下層からのものを固化している。掘り方土坑から I1-II2期のもの、カマドから出土する遺物

もII1-II2期であり、これらが比較的信恵性の高いものにあたる。ただ、下層のものも II1-II2期内に収り、

SI69B建物の時期はこれ相応とみてよいだろう 。また、 SI69AはII1期あたりであった可能性が高い。

5169 B 

〈規模・形態〉拡張後の建物である。規模は、560-580 cm X 660 -690 cmで、面積は 38.8rri。中型ないし大型の

建物である。カマドは南端壁コーナーに付設し、北とは間逆に取り付けられている。主軸に対し右隅にカマドが

付 くと設定した場合、本竪穴の主軸は N-1W -Eとなる。一方、カマ ドが主軸の左壁隅に取り付くと設定した場

白は、 N-1550 -wとなる。建物には墜支柱を伴う壁周溝が廻り、一見壁立ち式の竪穴建物となるところである。

但し、この建物には竪穴外に 4本の主柱を考えさせるような柱跡が検出されている。仮に主柱とするならば、検

出された側の壁支柱との関係はどのようになるのだろうか。

〈屋外柱穴・壁支柱・壁周溝〉竪穴屋外に、4本の柱跡を検出している。主柱と呼べるものかどうか。この屋外柱

穴の規模は、径が 55-60cmの円形プラン、 i栄さが30-40cmで‘ある。この柱は抜き取られており、覆土は、黒

褐色土 (lOYR2/2)ベースに、基褐色土小 ・中ブロ ック少量、暗褐色士 (lOYR3/4)中 ・大ブロックが多量に含

まれる、ほほ黒褐色土が9割を占める層と、黒褐色土ベースに基褐色土(lOYR5/6)大 ・特大ブロ ックが多く含

有、 H音褐色土も多く含む層の 2層が主体となる埋土である。ほとんど一括層で埋め戻されている。壁周溝は、カ

マド奥にも及び全周する。壁周溝の幅は 20-30cm、掘り込みの浅い部分や底面を丸く仕上げている部分もある。

SI54壁周溝のようなしっかりした掘り込みとは違ってむらがある印象である 。壁周構内もしく は添う位置に支柱

が掘り込まれる。支柱は、イI{fiかに壁に対して相対する位置に支柱をたてようとした意識はあるものの、支柱問寸

法は全く揃わない。支柱穴の規模は、 径 26-38cm、深さ 36-64 cmで、ある。全ての壁支柱には柱圧痕が残存する。

この径が 15cmで・あった。これら壁支柱の掘り方からみると、柱は様々な方向から立てられており統一性はない。

また、建物廃絶時に柱は抜き取られ埋め戻されている。

〈カマド〉南壁端の壁周溝手前に焚口が対角線上に位置して付設するカマドである。右ソデの一部が破壊されて基

底部分のみ残存する。このカマドは、逆 U字状を呈す無煙道型である。カマドの焚口被熱は著しく中央から左に

かけさらによく被熱し、温度が上がったようで、薄い黄褐色系の赤褐色よりもさらに強い被熱色を呈している。

ソデには、黒褐色土とH音褐色土、砂質黄褐色粘土を混ぜ合わせた土が使用されている。床は、奥壁まで貼床され

ている。床の状態は、焚口の被熱焼結部分が凸凹状を呈すが、それより先は緩やかに傾斜して 5-9度の傾斜角

をもっ。カマド、内覆土は、含有物の違いや質の違いで分層しているのだが、基本的にカマドを壊した崩壊土である。

カマド規格は、奥壁から焚口側のソデ末端までの長さ 112cm、l隔外寸 100cm、焚口幅内寸 58cm、ソデl幅24cmで、ある。

また、構築}II員だが、カマドを構築した後に、竪穴の貼床を貼っている。またカマド奥に位置する P1からは土製支

脚が出土している。

〈覆土堆積〉覆土には壁際の一部で壁崩壊土が確認できるが、その他は黒褐色土に褐色度ブロ ックが多量に含有す

る層をメインとした一括埋土が認められる。この上層に壁崩壊土が被るので、自然に壁画崩壊したというよりは、

埋め戻し時に壁が崩れたのであろう。この多量の褐色土ブロ ックはカマドのソデ崩壊土関連のものであり、土層

断面に掲載されていないが、建物内の至る所で、かなりの量のカマド崩壊土が確認されている。

〈床の状況と堀り方〉床は、硬化部分が最大 6cm程窪む音rs分もあるが、ほほ平坦を呈し、床全面にが貼床される。

黄褐色粘土ブロ ック に暗褐色土ブロ ックと黒色土が混在する賞褐色土粘土が硬化して目立つ土や、同質ではある

が黒褐色土の割合が5割を占める ような黒褐色土ベースの土が使われている。但し、貼床は 2-4cm程と薄い。

床面の硬化は、カマドを中心に縦長に 2カ所に分散して認められる。本遺跡の竪穴建物での硬化面はカマドを中

心に建物の中央に認められることが多いので、珍しいケースとなろうか。この硬化は、 P5・6問、 P13・14問、

P12・13聞の 3カ所壁際まで続く 。おそらくいずれかが出入口になると思われる。掘り方についてだが、貼床の

下層の掘り方も薄い特徴がある。掘り方から地山被熱と小規模プランの周溝が検出されたことで、拡張前の建物

が判別できたのだが、拡張前の床の痕跡は検出されなかった。拡張後の掘り方が薄いため、拡張前の床をかさ上

げしたのではなく、以前の床はどれくらいかわからないがも っと高い レベルにあり、これを剥がしたか又は掘削

し直して、新たな建物を構築したのではないかと思われる。床下の掘り方土坑については、 SI69Aで述べる。
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l}画集褐色土 臼oYR2l2) 明黄掲色白oYR硝 j粘土町d、

中塊多量、粘土粒多量含有.

2届 黒褐色土 臼OYR2/2)と、I:.!'¥、黄褐色土臼O四 5/4)

大壇[カマ ド粘土年曲目混在土e 焼土粒多目含有.

3層黒褐色土 (lOYR2l2) 明褐色粘土中境多量、 小塊・

性語多量含有.焼土粒多量炭イむl、境少量古有.
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は3府と同じ固

4層 黒褐色土 (1町R3/司 明黄褐色粘土中壇焼土イ岨

明貰褐色粘土粒多量合有。焼土中境多臣官有.
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官有， 4層中にカマド焼土プロック混在かっ
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貼床

A 

(SI69B) 

旦。

。町
⑭ 

2m 

A 

。
( 1/60) 

A 

， a H~10_700m 

c'層暗褐色土(10、rna!4)と黄褐色結土壇が程在、この間制に晶色

土が混入.(l音4 貰5 黒 1)，堀り方土坑 1.

d層黄褐色土境 (lOYR瑚 に、暗褐色土が 4酬置也黒色土塊、

焼土・炭化大塊が含有。 しまりない P16、20の土。

e届黒船色土(lOYR2I2)がベースで、暗褐色土(JOYR3/4)と混

在。褐色町1唄少量告有。しまりも粘りあり.堀り方土坑4.
f層軟問主褐色土 (lOYR2I2) 黄土小塊多目、民化物.焼士を

官有。しまりない掘り方土坑の5。
['居時褐色土に、賞褐色土臼OYR叫が4 割程寄与しまりな~.

E I 6 9 鍾句方十層 註

a層 黄褐巴結一七焼 。OYR捕に、暗褐色土塊臼OYR3/4)と黒色土小

壇が (貰4 暗3 黒3)で程在。前ヒ貼床土。

a帽黒褐色土に、暗褐色士一貫褐色土四大塊傑5 暗2 貰3)

で程在.橿硬化強。貼床土。

a"膚貰褐色土 {JO明胡)暗褐色土少量含有.上茨面には焼土も

含まれる.貼床土。

b層褐巴土 (lOYR岬 暗褐色土微量官有。しまり強.粘性あり.

b情揖色土、暗褐也土.賛褐色土と混在し、ところどころプロッ

クが残る土層。 (掲2 暗4 黄4)しまり強〈、粘りあり。

E I 6 9 橿十士層註

l層黒縄色土ωYR2/2)に砂質暗褐色士(lOYR測 が2割混私嵩

色土臼OYR4/4)，J岨多目含有.しまりあり.上層撹起居との漸事層。

2層賂褐色土(1町胞団 補色士 (lOYR岨 )小~大塊多量合札焼

土小嶋極微量含有。ややしまりあり.基本埋土.

3層黒褐色土 白OYR2/2)に、暗鵠色粘土(JOYR叫 が3割混在。褐

色土境少量含有。粘りあり。貼床眉と2層との漕商事膚」

4層賂褐色土 臼OYR2/2)をベースに、 暗褐色土白OYR3/4)o'2制限

在.褐色土IJ~車多臣、砂費暗褐色大塊多量含有.しまりあり。
5層自民褐色士臼OYR却 に.褐色土白OYRA叫 が4事現在。貰刻、

中嶋少量含有。しまりあり。

第 31図竪穴建物遺構図 22(S168・S169B)
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SB69B断面図 C 
(S=1I60) 
H~IO.700m 
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G 

P28 

H 

P27 

SI69Bカマド平面図・断面図

(S=1I30) 

a 

8 169カマド橿十十周 註

11曹 黒娼巴土 (IOYR耳目に、暗褐色土(1σYR3/3)、
黄褐色土(lo噌耳副車が保5 暗2 黄3)で世話

&貴国色土は、小~大塊状で、粘性の粒砂

質粒があり、混じりあっている。カマドソデ崩

唖混在土町一種。焼jyj、塊少量、大塊微量官有.

，~酸との褐色(7 .5YRAI6) 中壇少量官有。ややし
まりあり.瞳カに粘りあり。

l'層 11曹と似る土。焼土が含まれなL、a

2層黒褐色土臼OYR2/3)砂質賛褐色粘土

(IOYR踊〉伽I~多 目、中塊微量含有.褐色土
(7.5YR4却 塊見出色土ノj唱微量含有.

3層烈L褐色土 臼OYR2l2)に、暗褐色土(IOYR2I2)

と貰褐色土白OYR師 、砂質粘土カマドソデ川、~

特大塊が(県6 暗2 貰2)の割合で混瓦

カマ ドソデ崩媛程在土.焼土中塊多目含有。

4府県褐色土 (1OYR2J却に、黄褐色土llOYR胡)

4岨が 1割毘在。焼土，j嶋微量含有。 5層黒

褐色土 (IOYR瑚 絹色土 (IOYR制 黄褐色

土，j嶋少量含有.ややしまりあり。

6層燥褐色土 (10YR2ゆと、貴褐色土臼OYR5/6)

が G轟4 黄6)で混在。所々.黄褐色jyj、~

大塊焼土中境少量合一弘褐色土(7.5YIW回中

塊微量含有固

7層黒褐色土 白OYR2/3)と、貰褐色土(IOYR5I6)

IJ" ...... 大塊とが5割率で混払 6府と似る。
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8 I 69カマド錨旬方士厨 註

a層黒褐直土 (10YR2/3)、暗褐色土(1000/4)、砂質黄褐色粘

士 (lOYR5/6)が(黒3 暗3 賛4)で混在。黄褐色粘土は

粘性強〈、所々 小~中の弘しまりあり.カマドソデ部分。

b層黒褐色土 (100013)に.硬質黄椙色土(l0YR5/6)が2割混

在。しまりあり。 褐色士小境少量含有。カマド貼床。

C府黒褐色土 (1000/3)がペスで、褐色土(lOYR4/6)が3劉
混在.混ざる.黒色土小塊黄土l塊含有.黄土塊は粘性強

〈、しまりあり。

d層 黄褐色土 (l0YR5/6)ベースに、製色土が 1il11酷車司に入る。
黄土は塊状で粘りあり。焼ま0'1嶋極微量合布。

e層 貸褐色土(10刊516)粘土操状ベースの陽車町に暗褐色土

(1 000/4)が 2 串胆混入.黒色土 l 、J~E少量入る。

f層 暗赤褐色土(10叩3由 c厨が被熱焼結層ー硬化し著し〈ザ

ラつきあり.黒褐色士2自由毘弘

g周精褐色士 (1000/4)と、黄縄色土(IOY脂 肪が塊状で漫ざ

り、これに黒褐色土(10刊2/4)が入る。(}車2暗4 黄4)0
貴士/1嶋多量含有。しまりあり。カマドソデベース土。

h層黒褐色土(1000司、暗褐色土(1000/4)、賞褐色土境

(10YR5/6)が(黒I 暗4 賞5)で混弘

il冒赤褐色土 (5刊4/8) 地山粘土敏熱層o f層より、土とし

ての感触があるものの、少しざらつく。

j層黒褐色土(1町胞泡)と硬貨貴士大塊が(黒日 黄4)で君主

在e 焼土大塊も多量含有。床面の土.
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l層黒生褐色土(1肝R2f2) 明褐色粕土(7.5YR掛川岨多目粒多量炭日tJj、塊少量含有.基本坦土層。

2眉鰍働色土白OYR2ll-副司 明褐色結土誼多目、炭(10ト身少量含有'， 1層と同銀埋土.

3層 i県色士(10YR2!u 焼土中壇 ・炭化大塊多目.明褐空路土中大塊多目、小塊多量含有。

4層 鼎色土(10YR2ll) 明樺色結土{カマ ド粘ゴオ小 中壇極多量含有.カマド付近白土。

a層 黒褐色土(1OYR2必に褐色，(7臼R414)粘土硬弛中塊が4割混在。黒邑土塊音有。貼床土.

b層県褐色土(10四捌 褐色硬化粘土中塊 ー焼土中壇少量含有.

c周 鰍紛色土(10YR2ll-釘国 明褐色油土(7.5YR悶)中壇少量含むのみ.掘り方士坑の土e

⑧ 

司30.ム

ゴ説会主10

(10 

Sη'OGr 

設ミ豆歪玄可立517官灰溜めピット十周註

1]曹黒褐色土 白0YR2/2) 焼土小

境カマド粘土(明褐色7.5YR国訪

中岨多目.炭tJj岨多量告宥.

2層 黒褐色土 (10YR31由 焼土炭

イむ1唱多量、明褐色粘土(7.5YR5I防

，j岨極多量官有.

3置黒褐色土 白0YR2f.l) 明褐色粘

土中塊多量焼土中境J少量含有。

2m 
( 1/60 

8170 :カマ E軍主主昼註
ソ万部分と。#a詳~寸(

1周黒褐色士 (1OYR2/2) 明褐色粘土 1m 
(7.5YR時)小嶋多目、焼土/j岨粒多

(1/30) 
量含有.しまり究け.

2層 熟褐色土.(lOYR2J司 焼jyj岨粒
8170カマド撮り方土層註

極多量含有。

3層黒褐色土(羽田212)に明裕色結土 a層 明赤褐色JIt粘土白5YR5Iゆ 黄褐色油土貼床町焼結層。

中塊3割合私焼土小塊少目合有。 b層暗赤褐色焼土(5YR2/2) 明赤褐色焼粘土，胤多量古

4眉黒褐色土uoYR2/2) 褐色土 有。品褐色土の床下土が被熱したもの@軟質.

(7町R413)粕土中境明褐色泊士小 c層黒褐色土.(1OYR3I副 賞褐色粘土(IOYR間)中嶋を極多

塩焼土中壇多量古有。 量含有。カマ ドソデ士。

4'層 4届と同居だが焼土中塊は多目. c'層黒褐色土(w可iR3I副 賞褐色結土・にぷい貴掛粘土大境

5層黒褐色X(10YR2JU 明褐色結土中 を極多E含有.しまり弘 カマドソデ士。

境粒多目、褐邑粘土 焼土・炭化 d層 i品掲色土UOYR2/2) 明褐色結土.(7.5YR悶)中埴ー明赤

中塊少量含有. 褐色焼粘土，j、塊多目含有.カマド床土.

6層黒揖色土(1oYR2l2)明褐色油土中 e層黒(褐)色土UOYR2ll-2I2): ，q¥m色土(1OYR3I田中境多

境所々 、，j嶋多量含有.焼土中塊也 目、貴褐色粘土中塊少量合一有。カマ ド基底土居。

焼け褐色塊も)多量含有。 fl!l黒褐巴土(IOYR2I2) 黄褐色粘土中塊多量官有。カマ ド

7層 黒 褐色土，(10YR2l2)生焼け状の褐 ソデ蝿含有。

色(7町R4I苗粘土中境多量、焼jyJ唄 g層 燥褐邑土(IOYR3IU 黒褐色土境含有.うらこめの土.

少量含有. h層地山植熱

第 33図竪穴建物遺構図 24(8169A' 8170) 
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5169 A 

〈規模・形態・検出状況〉拡張前の建物である。建物規模は 480x 560 cmで、南西壁が若干歪みをもち微妙な台形

を呈すが、ほほ長方形プランと言えようか。竪穴面積 26.9ぱで中型クラスの建物になる。検出された地山被熱は、

赤褐色を呈してカマド焚口被熱と考えられるものであり、上面の焼結層が既になくなって、下層の地山被熱が残

存したものであろう。この被熱の位置から推測して、西壁と南西壁の交差する西隅に取り付くようなコーナーカ

マドであったとするとソデの位置に無理があるように考えられるので、西壁の端に付設されるタイプであろうと

思われる。この建物の主軸は、 N-650 -w、西向きに振る形となる。

〈壁周溝・壁支柱・その他の柱穴〉壁周溝は、幅が 12~ 20 cm、SI69Bと同じ深さを持っか SI69Bより深いもので

5cm以内、南東壁や南西壁では SI69Bよりも若干浅いものもある。北西壁の周溝では、 SI69Bよりも内側に掘り込

まれており、断面V字状を呈す。これらの壁周溝は SI69Bの掘り方土で埋められていた。壁支柱は、横軸壁に各々

4本、縦軸壁の北東壁に 4本、南西壁に 3本配置されている。これらの壁支柱は相対する位置に意識的に配置され

ているのだが、支柱問寸法の正確な均一性はない。支柱穴の規模は、径 26~ 30 cm、深さが掘り方レベルから 22

~ 40cmで、ある。壁支柱は、 Plが拡張後の P5と同じ、 P4が拡張後の P8と同じ、 P7が拡張後の P10と同じ、と

いうように 3本のみ拡張後にも使用されている。支柱の覆土の多くは、下層に黒褐色土 (lOYR3/2)に暗褐色土

(lOYR4/3)、褐色土 (lOYR4/6)ブロックが混在する層、その上層には、下層と同層なのであるが黒褐色土の割合

が6割と多くなる層からなり、しっかりと詰まっている。ただし、 P9は拡張後のカマドの真下にあたり、上記の

覆土の中間に黄褐色の粘土ブロックの巨大な塊が詰められている。カマドの構築位置を見据えての埋め戻しをし

たためだろうか。また、PlOでは唯一柱痕が確認されている。柱の掘り方下層に暗褐色ベースの黄褐色土粘土ブロッ

ク混在土の隙聞に黒色土が混入する土が充填されており、この土がしま りも強く柱を立てる際の基礎固め的なも

のである可能性がある。この基礎固め土?中に柱痕の黒色軟質土が検出されている。この壁支柱の柱は、おそら

く根元で切り取られたのであろう。これら壁支柱は PIO以外、全て抜き取られている。では拡張前と拡張後も継

続して使用された 3本の支柱はというと、 P4の拡張後の P8では P4時点ではなかった底面の段がさらに追加され

てこの 1段下がった箇所に柱圧痕が確認できる。よって、拡張前の柱を一旦抜いて新たに柱を立てたこ とがわかる。

他の2本では確認できないが、抜かれた可能性は否定できないだろう。この竪穴の壁外に、 2本のピッ トが検出さ

れている。 P31 と P32 である 。 径が 25~30 cmで、深さが 10 cm程度のものであり 、壁に平行して並ぶことから、 こ

の竪穴に伴うものではないかと考えている。しかし、 SI69Bの拡張後のように対する壁外にきちんと並ぶピット

は検出されなかった。ただ、P23やP20あたりが相対するピットとなる可能性はあるものの、確実性はない。こ

のP23. P20は拡張後の掘り方土で埋め戻されていた。

〈掘り方土坑〉この建物 (SI69A)と拡張後の建物 (SI69B)両者の掘り方土坑について、状況を述べたいと思う。

拡張後の床下調査によって検出された掘り方土坑は、大型のもの(掘り方土坑1)と、この南西側に集中しで小規

模なものが分布している。これらの掘り方土坑の覆土は大きく捉えて 3パターンに分けることができ、パターン

に含まれない特徴をもつものもある。lつ目は、黄褐色土をメインとした c層中心の覆土をもっタイプ、掘り方土

坑 1・2.3が挙げられる。2つ目は黒褐色土をメインとした e層中心の覆土をもっタイプで、掘り方土坑 4.P29 

である。3つ目は土器を多く含み d層を中心とした覆土をもっタイプであり、 P16.17・18である。P17やP18は

拡張後の床を剥がし掘り方掘削時に検出されており、拡張前の建物に伴うものと思われる。また、 P15からは土器・

焼土 ・炭化物が多量に含まれていることから、もしかする と拡張後建物と同時に機能する ような性格の土坑、灰

溜めピットであった可能性がある。また P17やP29からは多量の焼土が検出されており、カマドに伴って機能し

ていたと考えてもおかしくない質のものであって、拡張前の建物と同時に機能していた可能性がある。そうなれば、

拡張前の竪穴建物がコーナーカマドであった可能性は低くなるわけで、侭IJ壁に垂直に取り付くタイプのものであ

ろうという考えと一致する。また、 P16には炭が非常に多く含まれている。

34. 5170 

〈立地・規模・形態〉この建物は、 B地区北寄り端う 39Grの旧地形鞍部に立地、SI68とSI72に狭まれた中間に位

置する。北側が完全に削られ、竪穴のおそらく 3/4が消失、柱穴も検出されていない。この竪穴規模の傾向から、

柱穴が伴っていたとしても壁外となるであろうし、壁外とすれば、検出された右壁(北壁)の横で、見つかっても

いいはずのものである。柱穴の検出されないタイプの建物である可能性は高いと言えようか。建物の規模は、横
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が300cm、縦は残存長で 180cm、推定しでも竪穴面積は 15ぱ以下の小規模な竪穴となるだろう。カマドは西隅壁

に付設する対角線上的に焚口が取り付くタイプである。この建物の竪穴主軸は、N-1450 -wである。壁高は 8-

14 cmを1則る。

〈カマ ドと竪穴内施設〉カマドは削平をかろうじて免れている状況であった。建物主軸右手の壁隅コーナーに付

設される逆 U字状プランをもっ無煙道型のカマドである。カマド規模は奥壁からソデ焚口側末端までの長さ 100

cm、幅外寸 94cm、焚口幅が内寸で 40cm、ソデ幅 16-30 cmで、ある。ソデ幅は、奥壁が最も狭く 16cmで、あった。

焚口の被熱焼結層のすぐ奥に支脚抜き取りピットが検出されている。カマド床は貼床され粘土ブロックが分布す

る。床は焚口から奥壁まで傾斜角 4-5度、非常に緩やかに保って奥壁までゆく 。側壁から奥壁の幅が 16-20 

cm、側壁手前に粘土で奥壁を改めて構築している。また、構築順は、床を貼った後に、奥壁が取り付けられている。

ということは、ソデも共に構築されたはずなので、床を成形後ソデ・奥壁を取り付けていると思われる。カマド

の貼床は、最大厚 5cm程度の薄いものである。カマド崩壊土は、カマド手前の削平付近まで及んでいる。手前に

向かつて壊された可能性があろう。また、カマドの左手には灰i留めピットと名付けた土坑状のものが検出されて

おり、カマドソデ粘土(ソデ崩壊土)やカマド土器が多量に廃棄されている。カマド使用と同時に機能し、カマ

ド廃棄時に土器やソデを廃棄したのだろう。

〈覆土堆積、遺物出土〉覆土堆積では、覆土の中心が I層・2層であるものの、ほぼ同一層に近い一括土である。3層・

4層は、カマド付近の土、要するにカマド崩壊土である。このような土が床直上でみられ、この_Uこ被って一括土

層が乗っている。出土遺物は総数で、須恵器食膳具7点、須恵、器貯蔵具 2点、土師器煮炊具 58点と少ない。これ

らの遺物から、建物の時期は II2期と判断される。

〈床の状況と堀り方〉床は、検出された部分では、全面を貼床が施されてり、カマド手前では硬化も確認している。

貼床は薄く 2cmから最大でも 5cm、竪穴掘削後、床面を微調整しただけといった印象の非常に薄いものである。

検出されている床面は、中央の硬化部分が若干窪むが、ほほフラットな状態であり、また、平面図がないのだが、

床下には掘り方土坑がl基確認される。この掘り方土坑は全体の 1/3がやはり削平されてしまっている。長径 120

cm、残存短径 80cm、土層断面掘り方 c層にあたるものである。

35. Sl71 

〈立地・規模・形態)B地区北側の、え 40・ぉ39・40Gr、旧地形鞍部に立地する建物である。竪穴主軸は、カマ

ド焚口被熱層に接する短壁を上位と して N-1680 -wとなる。壁側柱をもち、 壁ラインはほぼ直線を保つが、全体

プランが細長い台形状を呈す。建物規模は 700-710 x 460 -530 cmで、面積は 34.9ぱ。中型クラスである。

〈柱穴〉 柱穴は建物の壁際から検出されている。壁際に 4本ずつの柱穴が並び、合計 12本で構成されている。柱

筋の通りは決して良いとは言えず、どれかが 1本ずれている状態である。例えば、南壁の P1は東壁の柱の並びか

ら1本分内側にずれている。また、北壁での P8、西壁での P5が僅かにずれている。柱穴規模は、径 26-45cm、

深さ 22-53cmを測る。規模は非常に不均一で、規格性を欠くものである。これらの柱は、廃絶時に抜き取られ

て埋め戻されている。また、側壁際に立てられており、柱穴も細い。壁周溝に伴う支柱を思い起こさせるもので

あり、周溝を設けないタイプの壁立式構造をもっ竪穴建物と考えるのが妥当ではなかろうか。

〈竪穴内施設、カマド〉カマド焚口被熱と考えられる位置から西側に近接してピ ットが検出されている。ピット

規模は、長径 80cm短在 60cmの卵形フ。ランを呈するものである。深さは不明だが、底面には焼土が分布し、カマ

ドソデ石が検出されている。カマドに付属する灰j留めピット的な機能をもっていたものと思われる。また、覆土

にはカマド粘土 ・焼土 ・炭化物が多量に含まれ、建物廃棄時にはカマドを壊して廃棄したのであろう。カマドは

ソデが完全に崩壊しており、ソデ基底部土の痕跡も確認できていない。カマド貼床が焚口の被熱焼結層から壁端

に向う 一帯で検出されており、カマド対角線状に設置されていたと思われる。基本的には黒い床である。黒褐色

(lOYR2/2)粘土を叩き締めており、所々黄色の中ブロックが混じり、硬化はしないがしまりはある状態であり、

焼土粒を多量に含むものである。なおこの床のレベルは標高 9.84-9.87 m。

〈覆土堆積、遺物出土〉覆土は、床面に接して土器 ・焼土粒を多量に含有する薄い層をもち、含有物の多小量によ

り分層可能であるものの、ほほ同一層と判断可能なものが堆積している状況である。自然堆積層とは考えられず、

人為的に埋め戻したものとなっている。最上層には、基本層に砂を含む新しい時代に位置づけられる後世の流込

土が堆積したものと考えられる。出土遺物は総数で、須恵器食膳具99点、須恵器貯蔵具39点、土師器食膳具 12点、

55 



第 l節建物遺構

⑨ 

電'"pを~-_.s> 
_.今次官
.，て V
コド

D 

A'I IG M
H
 

C 

s 

1Pit-1jgZ1?石
… ー ，

邑③

f図 No.282
¥逮b

図 NO.289
O~- -_1 ~ 

~ ¥-'，-- 闘 NO.289'，

い : ~ j葺鍋

貼床2 v 口骨

やや硬化 。勺
図 NO.290

@ 

貼床1 。
，-、

F 

J 貼床1

貼床3

:図 No.お4
脚付盤ヲ

戸、、也、
b 

R邑

"、

、ο。J.0 q時

らー 図 NO.292
管状土錘

v 町、>t:
， '1--'_~‘ 

、、タ ヤ
ウ 、 令ー ーー

貼床2

申
貼床4

旦 H~lO 切0mI B'

下ぐ二~P;:ア二云ピ4 J二三三一寸

ピbト 口--; ~ 3g 

C C-H断而 H~9.800m C' 

D 

E 

、<(1
(SI71) 

平面図・断面図 (5=1/60)

B 

S 171彊+・掴り方土層 註

l層黒褐色封10叩叫 に品、黄褐粘土(lOYR5/4)

小中塩所々世在.炭イI'll唄，p量含有。土器を多

目告有。やや砂質おびた土混じる.

2膚黒褐色土(1OYR3Il-2/2) しまりあり。炭化

焼土，1岨、にぷい黄強色泊三七(10YR7/4)中塊少量含

有。含有物少ない.土器をやや多目含有.

3庫県椙色土(1OYR2I1-舗 にぶい貴檀色粘土中

塊所々 、焼土粒も少量官有.土器官有少ない.

4層黒褐色士臼OYR3ll-2/2):，こ品、黄笹色粘土ノj、

塊多百合有e 焼 土 民il'll岨、他層よりやや齢、

円 15層黒偶色土(10YR2/l-2/2)にぷい貰世邑結土'1、

塊多目、焼土11岨粒多量官有.土器多量L床近

〈の焼土醒じり床に伴う土層」

6層黒褐色土 白OYR3l1-3/2) 土器を極多量官有。

院土中塊 にぷ品、費時色粘土j粒多目官有。上層カ

らの混入土。建物埋戻し桂の小土坑かワ
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土師器煮炊具685点である。また土錘 1点、カマド石などの石製品 8点も 出土する。覆土からの出土は多く特に

上層で目立つ。床面の遺物密集は、カマド被熱周辺に多く 主に土師器煮炊具が目立つ。掘り方土坑から出土する

ものや、カマド付近に煮炊具の時期が II1-II2期にまとま っていることから、建物はこれ相当の時期とみてよ

いだろう。

〈床の状況と堀り方〉この竪穴の床は、本遺跡でよく確認されているような黄褐色粘土塊が多量に含まれる特有の

床の状態をも っていない。黒褐色土ベースの床である。また、硬化部分も少なく、硬化と考えてはいるが締まり

がやや強い程度で、極めて硬化する床面が確認できない特徴を持っている。床は、 全面貼られているのだが地山

に近いものもある。この地山であるが、本遺跡では大きく分けて 3層から成っている。その最上層にあてはまる

地山が黒褐色土地山であり、この建物は、この黒地山面に造られている。よって、床が黒褐色土であるのは当然

のことであるだろう。貼床は大きくわけで 4パターンの特徴がある。貼床 1は、焼土ブロ ック、炭化小ブロック

の混じりの多い貼床。貼床2は、 黒褐色土に明褐色粘土の小ブロックが多く混在する土をベースに、硬化する明

褐色粘土大ブロックが多量に混じる貼床。貼床 3は、明褐色粘土ブロ ックが混在するが多くはなく、 ;焼土や炭化

ブロ ックが所々混じる貼床である。貼床 4は、1lllJ壁周辺の範囲に及ぶもので、 地山に近似するが明褐色大塊を所々

含有するものである。掘り方には、竪穴の南寄り中央に掘り方土坑が 1基確認されている。

36. SI72 

(立地・規模・形態>B地区北端中央い ・う40-42Gr、旧地形の鞍部に立地する建物である。北端崖面に位置す

るため建物の北壁半分が消失する。これ以外では壁高 43cmと残存状況は良好である。竪穴は壁の中程が膨らみ気

味となっているが、隅丸方形プランを呈すものである。規模は 620-640 x 550 -570 cmで、面積 35.3rriの中型

クラスである。北位置に壁中央に焚口が位置する L字型カマドが付設し、中央4本主柱穴、中央に炉を伴う。ま

た、この建物の床面には、鍛冶炉跡が検出されている。これについては第 3節で述べる。建物の主軸は、 N-230

-E、若干東に頭を振るがほぼ北向きに位置、鍛冶炉を伴い、工房と住居を兼ねた建物である。

〈柱穴〉中央4本主柱の柱穴で方形プランを呈するもの。規模は径が56-64cm、深さは P1のみ 95cmその他のピ ッ

トは全て 75cmで、ある。柱間寸法は、 P1・2間と P3・4間の東西軸聞が 260cm、P2・3問と P4・l聞の南北軸聞が

280 cmで、あり、並列に均等配置されている。これらの柱は、建物廃絶時に抜かれて埋め戻されている。抜かれた方

向に関しては、 P1は判らないのであるが他の 3本のピットは西側方向へ抜かれたと思われる。

〈カマド〉カマドは、北側壁に付設する L字型カマドである。カマド全体のうち煙道が削平により 1/2失われてい

る。ソデl隔は 26-30cmが主体で、L字屈曲地点から奥の左ソデに関しては40cmにも及ぶ。このように厚い造りで、

ソデ基底部から直立に取り付けられており、これが焚口から奥壁へ向かい 70cm地点で、西側 (右側)へ曲がる。こ

の屈曲地点で、両ソデとも内側へ障壁状に突出を設けている。この障壁部分までのソデには著しい被熱がみられ

る。床も良く焼けている。焚口部分横のソデ末端には右側にソデ石、 左側には長胴釜の胴部から口縁部を伏せた

ものをソデ石として転用している。両者ともソデや床に食い込んで、埋め込まれている。北壁に接する部分にも

ソデ土を構築している。焚口の被熱焼結層では、中央がさらに強く焼けており黄櫨色 (10YR8/8)、その周りは赤

褐色 (5YR4/8)を呈す。検出床全面で貼床が検出されており、焚口から奥壁までの直線ラインでは床傾斜角を示

せないく らい平坦となっており、屈曲した煙道部分まで、は緩やかに上ってゆく 。断面の dライン地点までは同じ

高さを保ち、 eラインでは約 10cm高くなっているのである。煙道ソデの奥側は削平のために基底部しか残存して

いないが、煙道ソデでは版築状に構築しているところもある。カマド規模は、横幅外寸 120cm、焚口から奥壁ま

での縦長 158cm、L字屈曲点から排煙口側への残存長 160cm推定長 2∞cm、焚口幅は内寸 70cmを測る。カマドの

覆土からは 4層 .5層がまとまって平坦な範囲で認められ、 一気に天井が崩壊したのではなかろうか。これ以外の

区域では煮炊具の廃棄が焚口周辺で認められる。また、カマド崩壊土はカマド焚口手前から竪穴内の床硬化部分

の範囲に 4カ所に分散して、それぞれ固まって砂質の強いカマド崩壊土が検出されている。なお、この竪穴の中

でのカマドの構築順番は、カマドを造り付けてから竪穴内の床を貼っている。

〈床の状況と床被熱、掘り方〉床は、竪穴中央から左寄りの丁度掘り方土坑 1が位置する区域一帯が、火皿状を呈

して最大 10cmも窪んでいる。この窪み以外は全体的には平坦さを保ちつつも、床面の状態は凸凹している。床は

壁際以外で、 黄褐色粘土が主体となる土を中心に貼床される。貼床硬化は、 4本主柱外側からカマドを結ぶ範囲で

顕著に認められる。これ以外の貼床でも硬化に至らないが踏み固めたような強さをもっ。貼床硬化は南壁中央に
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S 1 72覆十十周註

11曹黒褐色土 (10YR2luに、暗梅

色土(10YR3/4)が2轡焼払焼

土民化大塊多量、黄土大塊J少

量含有。

2層黒褐色土 (10=)に暗掲也

土(1町R.V4)iJI4割躍混在.褐色

土大塊多量、焼土境官有.

3眉 暗褐色オ己(10YR3必と褐色土

塊(1OYR胡);;1混ざり、開田に黒

田色土(1OYR2I曲が入る佃脅5

幅4 鼎 1).炭化法多量官有.

ややしまりあり。

4層暗褐色土白0YR3/3)に褐色土

塊が2割恨在。炭化境多量含有。

5庖暗尚色土(10YR3/由に、褐色士

塊が4割混在。褐邑土11岨多目、

炭化塊多量含有。ややしまり有。

6層砂費の黄褐色土(10沼崎弘

7層鼎出色土(10YR2f2)褐色土小

塊慢量官有.極軟1'!.

81曹黒褐色土UOYR2f2)と暗槌色

土(10YR測 が5割率で混，;t_褐

色土塊多量含有.

日層処結色土(1OYR2f.由貿土塊

焼土多量含有。

10眉県褐色土(lOYR2luに、硬質

の黄褐色油土中・ 1均~1 3 i!'.焼
在。しまりやゃあり。

11届泉純色土(7.SYRm) 焼土、

黄土ノJ岨少量含有.しまりない

S 172娼 り方 士凪註

a層黒褐色土(1OYR2I3)に、暗褐色土

(10叩 3/.心、硬貨の黄褐色土(10四 時)塊

が懐5 暗2 黄3)で浬瓦貼床土@

b層黄褐色土(10YR胡)大塊に褐色土塊

。。四胡)が4割程在、間郡司に黒褐也土が

1割入る.硬L、.捕り方土坑 lで床と共有.

b'層基本b層だが割合が償6 褐3思 1).

b眉に比六粘性強.掛り方土坑 1.

c眉暗褐色土(1OYR3/4)と褐色紙10YR胡。
が傭6 褐4)で混在云煤色土、黄土

大塊少量含有。粘賀5堀り方土坑 1.
d層脚色土(1QYR2f2) 黄土抹炭化塊多

量含有. 掘り方土坑 1.

e層貧褐色粘土u肝 R胡札 暗褐色土

(10YR3/4)が3割程理在。硬〈しまり有。

f層責褐巴土(IOYR踊)と媒褐色土

白OYR泌 が5制率で混弘しまり弱。

g層黄褐色土塊(10YR5i闘が褐色土胞と混

在L、附切に暗唱色土且0YR3/4)が混入。
倹 5 褐4 暗 1).貼床.しまり有.

h周暗赤褐色土(5YR訓車 隙聞に蝿褐色土

(5YR2f2)入る. 床世熱風

1膚にぷい貰褐色土臼0四5/4)隙間に黒褐

色士(10YR2f2)混入e 地山との漕移層.

0，1 

~ 

由|

11十ニd
-・『

ー 「
f 国 リ

巳

b' 

1m 



第 E主主今Ijjl報告区域検出遺構

C' 

0' 

H=IO.000m C 

D 

SI72断面図 (5=1/60)

S 172カマド覆十士層 註

l膚身長褐色土 (1OYR2i3)褐色土品OYR岬 焼土胆イヒ

中塊が均等に混在.しまりあり.

2層 貰褐色土(lOYR51日ベースに、障郡司に暗褐色土

(IOYR邸4)が1割入る。しまりあり.砂賀おびてザラザ

ラする.カマドソデ与L
3周暗褐色土7.5YR3I4)と、椙色封10四4却が (暗6

褐4)で罷払炭化塊、焼土大塊を多量官有。ややし

まりあり.

4眉暗褐色土(1OYR3I心、 黄梅色土(10YR51防塊.明費時

色土(10明 朗 塊が混在込 @音4 貰4 明貰2)カマ

ドソデ崩壊土@

5層褐色土UO庁R4岬1唖L黄褐色土臼OYR摘}大塊が醒

ざり、陪澗に暗褐邑土(1OYR3/4)が混入。(嵩4 貰5
暗2)0 硬〈しまる。焼土塊多量含有巴カマドソデ崩

壊土。 砂質轡びざらつく。

日層黒褐色土(lOYR2I3)に、褐色土白OYR4却が(黒白

褐壇4)で提喜一焼土大塊多量含有。しまりあり.

7層黒褐色土臼OYR2l3)貰土大境、焼土大多量含有o (県

8 貰塊2)しまりあり、硬い。
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8 172カマド掘り方士層 註

a届 笹色土(7.5YRfl1回 世艶焼結層.極めて硬い。

b眉 赤褐色ゴロ且5YR胡) 在主熱!tt結暦の隙間に暗赤褐也土(SYR却 が入る.

c庖赤褐巴土色町R4崎 地山桂熱層。

d層赤褐色土(SYR4I8) 地山桂熱居。

e眉にぷ、黄褐色粘土掛(lOYR51心 この塊の術品市消色j己(1OYR2I曲が入る。明黄潤色粘土壇

白0YR6/6)微量入る。硬〈しっかり Lている。ソデ基底部L
f眉 褐色土(7.5YR制と‘黄褐色土臼OYR甜)が5割当院で程在。熱を帯びており、ざらつく. 硬

〈しっかりしている。

g層明褐色士7.5YR5i6)塊周時r占に晴褐色土UOYR3/4)が入るe 粘性あり。硬川カマドソヂ.

h眉暗褐色土UOYR制 と、黄褐色土塊臼0四閣が崎6 黄4)で混在。炭化壇焼土少量合

有園 しまりあり、硬し、。

l周賞褐色土UO四瑚塊のPJ:tfh11こ暗褐色土臼OYR3/司が2馴混入。ざらつく。硬 、。カマドソデ。

j眉黒褐色土白0四2)2-胡)と貰槌色土塊(lOYR硝)が (黒6 黄4)で世危ややしまりあり，

k眉硬化貰褐色土UOYR間同隙間1に暗褐色土(lOYR3/4)が混入.炭北埴焼土台有。

11冒 黒褐邑土.(7町R3I副 賞褐色土(IOYR団副極硬化塊を多量、焼土壇多量含有。しまりない
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有'0 8173 Jの埋土上層.
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第 U~ 建物巡構

続き、おそらくこ こがこの竪穴建物の出入口となるのだろう。竪穴中央では、長径 42cm短径 26cmの不定楕円形

状に被熱床面が検出されており、炉であったものと考えられる。掘り方には、中央左寄りに大型掘り方土坑が 1基、

壁際を中心に大小の掘り方土坑が検出されている。掘り方土坑は 3つのタイプに分けられる。1つ目は、掘り方土

坑 1の黄色系粘土ベースで黒褐色土と混在する土が主体となるもの。2つ目は、先述の主体土に焼土 ・炭化物・ 土

器が多量に含まれるもので、掘り方土坑2・3・5・6である。このうち掘り方土坑6では黄色土が多い。3つ目は、

黒色系土が主体となっている掘り方土坑4である。

(覆土堆積、覆土内遺構、遺物出土〉覆土堆積は、自然堆積土ではなく 、人為的に埋められた一括埋土層となって

いる。この竪穴からは多量の遺物が出土している。出土遺物は総数で、須恵器食膳具214点、須恵器貯蔵具 71点、

土師器食膳具 93点、土師器煮炊具2.030点、硯などの須恵質土製品 15点、土錘 l点、砥石やカマド石などの石

製品 22点である。床面に張り付く状態で出土した圏足円面硯 (図番号 332)杯B蓋 (図番号 315)杯 A蓋 (図番

号 297・300)、掘り方や掘り方土坑から出土した遺物の時期がII1やII1新期にまとまり、また下層から出土する

ものの多くが同様の時期に位置づけられるものであり、建物の時期もこれ相当で、あると考えられる。この建物か

らは転用硯や特殊遺物が目立つ。床直上 (2~ 3 cm上)で出土した杯A蓋 (図番号 302)、掘り方内からの出土す

る杯 A叢?(図番号 312)、覆土中層からは銅製の耳環 (図番号 357)が出土している。覆土内に別の遺構が検出

されている。SK105は、南壁右手の P3から黒褐色系貼床位置までの範囲に位置するもので、これについては第2

節土坑で述べる。この他、覆土内で焼土遺構と考えられる焼土密集が 11カ所認められる。この密集の全体範囲は

SK105の位置と重複して P3辺りまでの区域である。これらの焼土密集の規模は、長径 35cmの楕円形状のものが

中心で、この他大きなものでは長径 60cm程、小さなものでは 10cm程のものを 11カ所の内5カ所で確認している。

いずれも焼土が多量で、、炭化物・ 炭化材を含有するものもある。これらの被熱は、覆土が黒褐色土ベースであり、

このような土での焼結は至らないことが多いので、質としては柔らかいものである。建物埋没されてから後、火

を焚くようなことをこの場所で集中して行ったのだろう。

37. SI73 1 

〈立地・規模 ・形態>B地区北側の中央部分か41~ 42Gr、旧地形の鞍部に立地する。S173IIと重複し、 S1731は

Eに切られて造られているため、重複部分上部を失っている。柱穴、カマドは検出されていない。建物の方位は

北向き主軸として N-360 -E。失われた床のプランは、掘り方で貼床の範囲など確認できており、竪穴規模は 480

x 430 cm、壁中央が若干張る方形を呈す。 面積が 20.6 ぱ、小型タイプである。 壁高は 20 ~33cm。 柱もカマドも

ない竪穴状なので、掘立柱建物の土間的な役割とする例もあることから、調査時から注意していたが、この建物

に伴うような掘立柱建物が近くにはなく、単独で機能した竪穴建物であろうと思われる。

〈床の状況、掘り方〉床は S173Ilによ り半分が失われている。とはいうものの貼床の範囲を捉えることができて

おり、床上面のおそらく硬化していたであろう部分が削られている状態である。貼床は、黒褐色土と黄褐色土の

混在する土で、貼床としての明確さに欠けるぼやけたものが中央にあり、そこから西壁側へは黒色土ベース、黄

土ブロ ッ クが所々混ざる程度のもの。 貼床の厚みは 4~5cmで、ある 。 掘り方からは貼床土のみ検出、竪穴を掘削

後に床面が平坦になるように貼床土で調整したのであろう。また、掘り方土坑は検出されていない。

〈覆土堆積、建物内遺構、遺物出土〉残存する覆土の状況だが、 2層に分層されてはいるものの、含有物の多少等

の違いが若干ある程度で、ほほ同一層と言える。壁縁に自然堆積土は確認されないため、一括埋め戻しと考えら

れる。また、南西壁際に小ピットが 1つ検出されている。この建物からの出土遺物は少なく、総数で、須恵器食

膳具 22点、須恵、器貯蔵具6点、土師器食膳具5点、土師器煮炊具 116点である。この他カマド石が l点出土して

いる。床面からの出土遺物の時期の主体は II2期であり 、この時期の建物として位置づけられよう。

38. SI73 n 
〈立地・規模・形態〉この建物は、 S1731を切って建てられたものである。また、 S176とも重複しており、 S176

の北側に、 S176を切って位置する。この建物の柱跡は、長辺壁側に各 2本ずつが並ぶ計4本の主柱をもち、カマ

ドは西南壁隅に付設されており、作り替えが確認できている。壁ラインは壁中央が張り 気味の、きれいな直線と

ならないが、おおよそ隅丸長方形プランとでも言えるだろうか。竪穴規模は 510~ 560 x 460 ~ 480 cmを測 り、

面積は、 25.2rriの中型建物である。主軸は N-148。 机「。北向きとは問逆の南向きの主軸となる。前回報告の竪穴

建物分類で 1Bl類 (望月 2∞6)に位置づけられる建物である。なお、壁高は最大 30cmを測る。
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〈柱穴〉柱穴は、長辺壁である東西壁沿いに各々 2本ずつが配置される。柱穴規模は、径 40cm深さ 70cmで、 全て

の柱穴に柱痕が確認される。柱の太さは 20cmで、ある。また、底面には柱圧痕が確認できている。柱堀り方埋土は

よく突き固められたており、 P4のみ、下層に他とは違う締まりに欠ける土が充填されている。これらの掘り方埋

土は上位に限られ、下位では柱の回りに張り付く程度である。柱を建てる際、ある程度堀り方を掘削した後、柱

を打ち込んだと考えられよう 。これらの柱穴には当然抜き取り痕はなく、柱は廃絶時に少なくとも埋め込まれた

上部で切り取られたか、そのまま放置されたと思われる。また、柱の設置時では、 竪穴の内側から壁に向かつて

柱は建てられている。

〈カマドド‘〉 この竪穴建物のカマドは作り 替えがなされている。同じ位置でで、主剥軸lを変え、イf作ノ乍Fり替えたもの。新カマド

を“カマド A

(カマ ドA刈) カマド Aは、作り 替え後の新カマドでで、ある。旧カマドは南向きに主軸を取つているのに対し、主軸

を西側へ振つて旧カマドの手前に造られている。カマド Aは対角線上に近い主南輔軸ijをもち N-8釘70 -w。奥壁に当た

る部分は、旧カマド埋土で盛り上げられており、この盛土は壁隅にそのまま至る。旧カマドを埋めた盛土部分は

というと、本遺跡、でよく見られるカマドソデ崩壊土に近似している。検出された両ソデの状況から盛り土部分を

煙道としておらず、手前で逆U字状に奥壁が曲がると考えている。何か棚のようなものとして使っていた可能性

もあるように思う。ソデ焚口部分の末端では土器を転用しソデ石の代用としている。左ソデ末端には長胴釜、右

ソデ末端には杯 Aが各々逆位でしっかりと固定されていた。長胴釜は、口縁音1I・底音11が切られた ような状態の

胴部のみが検出されているが、カマド脇の土器廃棄で、底部と接合できており、本来は口縁部を除く完形に近い状

態であったと考えられる。これが、カマド廃棄時に壊され胴部のみが残存したのだろう 。長胴釜の内部には粘土

を詰めて固定している。この粘土の焚口側がよく被熱している。被熱焼結層は、中央がさらに強く被熱し明褐色

(7.5YR5/6)となっている。カマド床では、貼床を施したかどうかの検出が困難を極め、 一部で l層のみ確認して

いる。これにより焚口被熱レベルとの復元が可能となって、傾斜角 3度程で緩やかに傾斜して、焚口より 1∞cm

程の位置で、立ち上がったと考えている。右ソデ中央の残りは比較的良好であるのだが、断面図をとったラインは

基底部のみ残存するようなソデの痕跡が検出されている程度である。ソデには旧カマドと同じソテe土が使用され

ており、旧カマドとの重複部分では両者を分けることはできなかった。規模は、奥壁からソデ末端までの残存長

90 cm、推定長 110cmo I隔が外寸で 80cm、ソデ幅が最小 12cm最大 30cm、焚口幅が内す 35cmで、ある。

(カマド B)カマド Bは、作り替え前の旧カマドである。南壁右手に壁と平行に付設される逆 U字状を呈す無煙

道型である。カマド主軌は N-1390 -w、南向きである。ソデは粘質のある暗褐色土と褐色土の混在土を中心とし

た土で構築されている。床は全面が貼床されており、床表面には炭 ・焼土が多量に分布、炭化材がそのまま残っ

ているものもある。規模は、奥壁からソデ末端までの長さ 105cm、l幅外寸 85-95 cm、焚口幅内寸 55cm、ソデ幅

18 -23 cmで、ある。また、断面で焚口の被熱焼結層からすぐ奥の位置に支脚抜き取りピ ットを確認している。

〈覆土堆積、 遺物出土、床の状況と堀り方〉覆土からカマド周辺ではカマド崩壊土が下層に見られるが、この他は

一括に埋められたと考えられる覆土層となっている。出土遺物は少なく、総数で須恵器食膳具 56点、須恵器貯蔵

具 22点、土師器食膳具 5点、土師器煮炊具 347点である。この他、土師土製品と して土錘が I点、カマド石など

の石製品が7点出土している。カマドBのソデ転用土器がll2-ll3期にあたり、床面から出土する杯AもII2期、

重複する SI731の時期も考慮し、この建物の時期は II2期とみてよいと考え られる。カマド Aを埋めた土から浅

鍋 (図番号 384)が出土しており、カマドの作り 替えについての時期差は見られない。

〈床の状況と堀り方〉床は、西壁柱穴聞の極僅かな部分を除く全面に貼床されている。貼床は 3-6cmの厚さで、

掘り方土が殆どなく、竪穴掘削の凸凹を補うように床調整したのであろう。床面にはカマドを中心に放射状に広

がる床面約半分の範囲に硬化が見られ、カマド手前では特に著しく硬化する。この硬化は壁端まで続かないもの

の南壁付近まで続いている。建物の出入口は南壁中央になろうか。床下には、小規模な掘り方土坑が2基検出さ

れている。掘り方土坑 lは、深さ 8-22cmの底面が凹凸状で、覆土は暗褐色土(lOYR3/3)5割に黄褐色土(10YR5/6)

大ブロック 3割が混在し隙聞に黒褐色土 (lOYR2/3)2割が混入するもの。掘り方土坑2は、深さ 20cmの底面を

平坦に呈す。覆土は 2層からなる。下層は、賞褐色土 (lOYR5/6)ブロ ック 4若手jに暗褐色土 (lOYR2/3)4割と混

在し、隙間に黒褐色土が2割埋まるやや粘性 ・締まりのある土。上層は黒褐色土 (lOYR2/3)ベースに黄褐色土

小ブロ ックを少量含有する締まりのある土である。掘り方土坑 1・2とも違う質の土が入れられている。
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C' 
S 173Bカ マ ド 橿 十 ・ 掴 旬 方 士 層 註

l眉黒褐色1ロ1OYR2/3)ベースに、暗褐色土(lOYR湖、 褐色土壇(10YR胡)が

。最5 晴3 褐2)で混在.炭化塊焼土多量官有.カマドAソデ部分.

2層 極暗褐色二七(7.5YR問。ペースで、暗褐色土臼0YR3/曲、褐色土中大塊が(極

暗6 暗3 褐 1)で程在.焼土塊 ・炭化塊多量含有.しまりあり。カマド

Aソデ部分.

3眉暗褐色士 7.5YR捌 .褐色土(IOYR側 、貰褐色土(10YRol6)蜘帽2 褐

6 黄2)で混在主焼土少量官有。硬〈、やや粘性あり.カマドAソデ部分。

4眉暗唱色土(7.5YR3/3)と褐鬼土(IOYR岨L貰褐色士(IOYR出 壇が申音3

褐5 黄2)で混在。黄土境は3眉より細か川φω→ 局。カマド崩埴土.

5層暗唱色士 10可R掛心がペースで、褐色土 (1OYR4I4)小中壇が2割混在す

る層。硬い。

6園以謁色土(IOYR測 がベースで、褐色土境臼OYR4l.心が3事現在。焼土壇少

量、民fヒ物多目官有。しまりやゃあり.

D' 

a層 褐色土粘土(町田胡)塊硬い。カマ ドソデ益広告i分。

b周黒褐色土(]O'可VR2f.l).暗褐色土(1OYR3/.品、黄褐色土:(JOYR出)が〔鳳4 暗

4 黄2)で混在。焼土 炭化境大多量官有.しまりあり.
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S 174 柱 穴 姻町方十厨註

a層県補色土(10YR2幼に、賞褐色土(10四 H刷 、~

大塊が5曾混在。鼎色土洩少量含有.しまりあり.

b掴黒褐巴土(1OYR2/2)ベ一九時褐色土(10YR3/4)
と混ざり.黄土混入る。日終6 暗3 責1)しま

りあり.

c置県褐色土:(IOYR2I司lこ.褐色土(1OY1W6)が1割

程在.貰i:l1嶋.4T.量含有。しまりなL.
d層保褐色土(江.0YR21司に.褐色土(!OYR胡;)0'3酬

程在。と混ざる.貰i:l1'指Jレ量、焼土微量吉有。

しまりなL.
e層晴褐色土(IOYR胡 に塊状の貴婦色土(10回 S回

混入.しまりやゃあり.結性あり.
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5174平面図・断面図 (5=1160)
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S 174覆 士 ・ 掘 り 方 士 周註

1眉県嵩邑土UOYR21泊 責褐色(IOYR泊。粘当二中壇まばら・ '1岨少量、粒多目含有。炭1i'l1岨少量含有。やや

しまりの強いしっ泊りした土。 この建物の基本埋土層a

2聞描褐色土UOYR2I3):I I冒よりも軟性a黄潤色土U町R5/剖粘土，1、.中塊多盈含有.炭北中塊少量古市。

3層黒褐色土(10YR2l3)貴悩色(10YR問。粘土粒極多量、炭化塊滋量官有.軟質。

4111黒褐色土 10YR21副首褐也(10YR閥)粘土中塊多量、大塊 t量官有a 阿i'll、壇雌量含有.2層に近いd::用。
※2.3.4層は.1正ぼ同層に近い.

5暗黒褐色土(10YR2l3)黄褐色 10YR瑚 粘1フ減少量、中塊まばら台有.やや軟質.ピッ トセクションか9

6置期褐色土臼oYlWl)と暗褐色土~0YRa/司‘ 褐色士(IOYIW6)との混誼i眉.炭化中塊少量含有.

a層暗褐色土UOYRa/4) 褐色結土 (1伯官胡)小~大塊が哩ざり、その隙間を黒色土が入る.('音4 褐塊4

黒2).焼土少量含布。しまり弘貼床。

a'層 赤褐色土<2.5YR哨)に、暗褐色土(1OYRa/4)と混ざり、間f"'に褐色土(7.5YR4I4)が入り込む。(赤5 暗3

褐2)a層叩紘軌焼結眉.

b層県褐色土UOYR2/2)に崎褐色土(10YRa/4)と褐色土塊(10YR4l6)/;<(!叫4 暗3 掲3)で程在.しまりあり.

c層嵩色土法UOYR4/3) 開制に黒椙色土塊(IOYR2I3)が入弘地山田めた土a 極硬い.

d層 11¥褐色土(10YR21司lこ、褐色.:I::(10YR胡)特大塊、暗褐色土(1OYRa/4)が(県5 暗3:1+)2)で程在。し

まりあり、唖いa貼床土@

e層黒褐色土(10刊 213) 褐色土塊。焼土/1唱少量官有.炭化措含有.しまりあり.貼床土e

f層黒褐色土(旧日213) 褐色土油少量、特大塊微量含有.腕土少量官有。しまりあり。地仏膚に近い土@

g閣誕褐色土(IOYR2I3) 褐色土:(10刊 AI6)中壇多量.焼土・炭化物'1岨多量官有a しまりなl.

h眉 褐色土(10YR胡)と黄褐色土境(10YR肺)カ混ざり、その際聞に暗補色土臼OYR:叫が入る。(褐5 貴3

暗2).ややしまりありa 焼土民化境少量含有。

h'層 h層と基柑9に同眉だが h層に焼土多量含有ロ

1層黒褐色士:(lOYR2I3) 黄褐色宣IJJl焼:i::tl岨多量、焼土中風少量含有.染色土塊多量含有.

J層暗褐邑土(10YRa/4)と黄褐巴土境(10・問団)が混在、府b，に黒褐色土(10YR2l3)が入る.(1晴 5 黄2 鼎3)

ややしまりありa 掘り方土坑Z覆土.

k層階褐色土(10沼 3/4)1こ、責悔色土(10可制が(暗6 黄4)て程在。 黒色土塊少量合布。ややしまりあり。

掘り方土坑2置土.

第 39図竪穴建物遺構図 30<SI74) 

64 



第H章今回報告区域検出遺構

39. 5174 

〈立地・規模 ・形態>B地区北側のき・く 42~ 43 Grの旧地形鞍部から西側尾根部へ差し掛かるあたりで、上層

削平を受けている区域に位置する建物。SI76の西側に隣接している。建物の北西側に近代撹乱を受け、建物床の

標高レベルより 40 ~45cm扶られて削られ消失 している 。 また、西壁隅も上層削平を受けて壁が消失 している。

竪穴規模は 730~ 750 x 740 cm、面積は 54.8ぱとなる。大型建物である。特大建物としてもよいかもしれない。

中央4本主柱、中央に炉を伴う 。このような大型建物には必ずカマドが付設するのだが、検出されなかったため、

撹乱部分にカマドが位置していたと考えて間違いなかろう 。北西壁ライ ンに歪みがあるが、建物プランはほぼ正

方形を呈す。建物主軸は N-590 -w。壁高は 12~ 18 cmで、ある。

〈柱穴〉中央4本主柱である。柱穴規模は、 P1が径 76cm深さ 56cm、P2が径 54cm深さ 72cm、P3が径 65cm深さ

76 cm、P4が径 60cmi奈さ 60cmである。これらの柱間寸法は、 P1・2聞と P3・4聞が4∞cm、P2・3問と P4・1聞

が330cm、並列に均等配置されている。P1とP3には柱圧痕が残存している。P1は部分的にしか残ってはいない。

掘り方底部では‘柱のあたり 'が残存、この径は 22cmで-あった。建物廃絶時に柱は全て抜き取られ埋め戻されて

いる。抜き取りは横軸を基準に内側方向へ抜かれている。また、柱設置については掘り方の段掘りとスロープから、

建物中心方向から壁方向へ向かつて柱を建てているものと判断する。

〈覆土堆積、覆土内遺構、遺物出土〉覆土では、壁崩れと考えられる土が壁際で若干認められ、 4分層される人為

的な性質の土が充填、所々軟質を示す。覆土内には、 P1とP4の中程に上層土坑が 1基確認されている。規模は

不明だが掘り込みをもち、覆土には白色粘土が混在、この建物の時期とは異なる W期の遺物が多く出土する。竪

穴からの出土遺物は、 P4周辺から南東壁中央辺りまでの一帯で多く出土するが、相対量としては少ない。床面張

り付き状態で検出されている遺物は 1点もなく 、全て床面より 5cm以内で、浮いて、必ず間層が入る状態で検出さ

れている。出土造物は総数で、須恵器食膳具 53点、須恵器貯蔵具 12点、土師器食膳具 21点、土師器煮炊具 335点、

カマド石などの石製品が22点である。時期はほぼ 11期にまとまる。建物もこの時期になるだろう。

〈床の状況、中央被熱炉〉床は、中央がフラットで、北東壁から P2・3を結ぶラインにかけ 4cm程度窪むO これに

対し、 P3から南西 ・南東壁にかけての黒褐色土ベースで貼床されている区域あたりが、 4cm程だ、が高い。床面に

は、粘土ブロックの分布が確認されている。この粘土ブロ ックの位置は図面上で、 P1の左上部分、 P3すぐ上部分、

P4の上部分と左下壁との中間位の部分であり 、黄褐色粘土がかたまって出土する。また、図面上で P1左下から

墜聞の中間と、カマドに相対する壁中央で、まとまった白色粘土と焼土分布が確認されている。床は、全体の 3/4

に貼床が施されている。この他は地山床であり、北東壁 ・南東根期半分から P2とP3を結ぶ範囲で黒色系地山床、

P1の西側で黄褐色系地山床、南西・南東壁の際でも地山床を確認している。4本主柱で固まれた中央の非常にラ

ン夕、ムな範囲で、床の著しい硬化が見られる。また、 P1の西側から壁にかけての範囲と、中央硬化から P2・3を

結ぶ小範囲でも硬化が認められる。これらの中で最も硬化するのが中央部分であり、他2カ所は中央硬化には及

ばない。中央の炉は、貼床が被熱しているもので、 2カ所検出している。

〈堀り方、堀り方土坑〉貼床は薄く、 2cmが主体で、最大で、も 4cmの厚さである。この貼床の下には、掘り方土が薄

く検出されており、竪穴掘削から貼床構築までに l度調整を行っている。掘り方土坑は P1・4を中心とする位置

に集中して 3基確認されている。P1にかかる大型が 1基、この他は小規模なものである。掘り方土坑 1は、床を

剥がしてからの深さで 15cm程度の浅いものである。この中には黄褐色土 (lOYR5/6)ブロックをベースに暗褐色

土 (lQYR3/4)が混在し隙間に黒褐色土 (10YR2/3)が混入する粘性も締まりもある土で充填されている。掘り

方土坑3は、不定形プランを呈し、 P4側の底面が有段となっている、深さ 2~ 5cm、一段下がって 10cm程度の、

掘り方土坑 I同様浅いもので、掘り方土坑 Iの覆土と似ているものである。

40. 5175 

〈立地・規模・形態>B地区北側中央、旧地形鞍部にあたる、く 40Grに立地する。この建物は竪穴屋外の 6本主柱で、

煙道が竪穴外へ直結する通常小型カマドが付設されるもの。 竪穴の規模は、 380 ~4∞ x 290 ~ 320 cm、竪穴面積

は11.9ばである。竪穴外の主柱までの規模は、 6∞x400 cmを測り、建物規模は 24rrlとなる。小型から中型クラ

スの建物になる。建物主軸は N-500 -w。
〈柱穴〉柱穴は、竪穴の短辺壁側の竪穴外に各々 3本ずつ配置する。竪穴プラン ・竪穴剥lに対し、柱穴がずれてい

るように思われるだろうが、意外と並びは良い。ほほ長方形に収る並びをしている。ただし、 P6のみ 1本分内側
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にずれて しまうのだが。柱筋も通っており、 P6を例外にすれば、長軸が6∞cm、短軸が4∞cmと、 規格がしっか

りする。柱間寸法は、カマド側の間隔は 180cmと揃うが、カマドと反対側の柱問寸法はばらつく 。P6・5聞が 162

crn、P5・4聞が 118crnで‘ある。柱穴規模は、 P6のみ径 65crn、他5本は径 40crn、i奈さは 22-40 crnで旧地形に添っ

ているi采さをもっ。

〈カマド〉カマドは、壁中央に付設される通常小型カマドで、竪穴外へ煙道が延びるタイプの戸外直結煙道型であ

る。煙道長 22crnで‘建物の柱穴までに至らない。竪穴から柱までの聞がどのような構造になっていたのだろうか。

本来も っと長かったものが削平のため上層部分が消失してしまったのだろうか。両ソテ1土真っ直ぐ壁に取り付き、

ソデ、手前末端にはカマド石が固定されている。ソデ土には、右ソデに粘土を混ぜたにぶい黄褐色土が主体、左ソ

デには黒褐色土と粘土を混ぜた土を主に使用しており、両ソデで、構築士が違っている。床は焚口焼結層から 10度

の傾斜角を保って奥壁に至り、壁で、立ち上がって、壁外の煙道は 25度の傾斜角をもっ。床面には奥壁近くを除

き全面が貼床される。焼粘土を多量に混在する締まりの強いものである。焚口被熱焼結層の奥に支脚が残存する。

支)即は、頂部径で短径 6.4crn長径7.3crn、底部径で短径 7.8cm長径 10.5cm、長さ 19.4cm、幅が頂部 6cm底部 11cm 

を測る。頂部先端にはススが付着、底部片面は被熱し赤化する。重量は 2∞g、材質は凝灰岩で被熱により脆くなっ

ている。なお、この支脚地点から奥の床では、奥壁手前 10cmまでの範囲に被熱が認められる。カマド規格は、 屋

外煙道端からソデ焚口末端までの長さ 95c皿、奥壁からソデ末端までの長さ 73c皿、幅外寸前c皿、焚口幅内寸 46cm、

ソデ幅 20-24cmで‘奥壁付近に至っては 40cmを測る。煙道では煙道床下に掘り方土が確認でき、さらに k層では

被熱層が検出されている。この面が I次カマドの可能性をもち、これを埋めて煙道をかき上げしている可能性が

ある。カマド廃棄では、支脚の抜き取りはなかったものの、カマド内に釜類カマド外に鍋類を廃棄している。

〈床の状況と堀り方、覆土堆積、遺物出土〉床は、ほほ全面が貼床され、ほほフラットな面を呈す。若干中央部分

が窪むが、 2cm程度のもの。北壁際の一部分のみ地山床となっている。貼床は薄く、 2cmしかなく、竪穴掘り込み

後に床面を水平にするために施されたような印象である。カマド焚口を中心に不定楕円状に床の硬化が認められ

る。床には褐色の地山粘土ブロ ックを中心に貼られた部分と、黒褐色土をベースに硬化する褐色の地山粘土ブロッ

クを混在させた土を貼った部分があり、褐色粘土の床では弱い硬化が認められる。また、床下には掘り方土坑が2

基検出されている。いずれも貼床層を除いて 10cm程度の深さをもっ浅いものである。覆土は 15-20 cm残存、壁

崩落土が壁際で認められ、その上に 1・2層と分層可能なのだが基本として類似土層である一括廃棄土が堆積する。

床面の凸凹面も少なく、壁際の崩落土も確認されるので、埋め戻しまでに少し時聞が経過しているのかも しれない。

出土遺物は総数で、須恵器食膳具 12点、須恵器貯蔵具7点、土師器食膳具7点、土師器煮炊具 159点程度である。

床に張り 付く 状態で検出されたのはカマド周辺に限られ、遺構図に固化しているものは全て床からの出土である。

時期は 11-1 2期にまとまっており、建物の時期も同様と考えられる。

41. SI76 

〈立地・形態・規模)B地区北側中央き・く 41-42Gr、旧地形鞍部にあたる位置に立地する。重複する SI73II 

はSI76の後に建てられたものであり、 SI76の方が時期は古いものとなる。本建物は、中央に 4本主柱をもち、基

本的に壁は通常の落ち込みを有するのだが、北東壁 ・東壁一部では壁周溝と支柱をもっ。北西壁中央には左へ曲

がる L字型カマドが付設、カマド右脇に 2基のピット、中央にはピットと被熱床炉を伴う。竪穴プランは隣丸方

形型を呈す南壁、壁周溝 ・支柱を伴う壁では P9あたりで角を持ち、北壁にも隅丸とは言えない直線的な面が確

認できて、全体として多角形的プランを呈している。竪穴規模は、縦 610-670 cm壁周溝までを含めると 700cm、

横 630-660 cm。面積は 40.6ぱで大型建物に位置づけられる。竪穴主軸は N-460 -w。壁高は32-50 cmo 

(4本柱穴〉中央4本主柱の規模は、掘り方で径 70cm、深さ 80-100 cmである。柱は P2のみ内側に 1本分ずれて、

これ以外はき ちんと配置されている。柱間寸法は、 P1・2聞と P3・4聞の横軸方向では 280cm、縦軸方向の P1・

4問では 300cm、P2・3問では P2がずれているため 290cmを測る。廃絶時に柱は抜き取られているが、下層で.柱

のあたり'が残存する。また、 4本とも柱圧痕が硬化面として残存する。これらにより、柱の太さは 20cmで、ある

ことがわかる。堀り方下底部には、柱の基礎固めと考えられる層を確認している。廃絶時の柱抜き取りは横軸を

中心として、 P2-4は外側である南西壁方向へ、 P1のみ内側方向である北東壁方向へ抜かれている。柱の深さは、

P1とP4が同じ深さであるのに対し、 P2は15cm、P3は10cm深くなっており、 一定ではない。
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第 H章今回報告区域検出遺構

(SI75) 

SI75掘り方平面図 (S=1I120)

S 175覆十・姻り方士届註

1層燥褐色土(10YR21由 明褐色結土.(7.5YR師，)d岨少目、

粒多目官有.炭イヒ境少量含有. ややしまりあり.

2層 罵訓話器色土:U0YR2r2-2I1) 明褐色結土d岨多目，中壇

少量、位多目含有e炭化小塊多目官有。

※1 . 2層は類似の埋土屈だが分眉可能.

3層制褐)色土(1OYR2r2-21u:2層より黒〈 、明褐色粘土

粒少量含む程度.

4漕県{褐色土:U0YR2r2-剖 炭化中塊少量、黄褐色粘土

(IOYR胡 Xカマド粘卦中壇画多量含有。カマド関連白土.

ソデ主点、、

a屠 掲邑土:(7.5YlW4) 硬質粘土塊層.鮎床極硬化土層。

b層黒褐色土(7.5YR3I却と.褐色土(7.5YlW4)結土境とが5

割毒患て?iIi¥:弘所々黒色土塊を少量告有。しまりあり.

c層 F絹邑土(J0YR2/2) 暗褐色土:(7.5YR胡)粘土大塊 中

唖多量官有。所々に褐色硬化粘土塊も含有。貼床土膚。

c'層烈締色土.(J0YR2r2-2I1)暗褐色粘土大塊含有o d層

の:1::が所々 混払

d届 IIJて褐色士(7.5YR3I司 褐色土.(7.5YlW4)粘土小塊・中境

多量全有。黒色粘土中塊eT目含有。しまりあり。

旦 H-IO.5ωm 主

一て〈二一一一←L一一一一ニ二二フτ一一7T (1/60) 

τb  a b 3 

纏り方土坑 1
G G' 

2m でき三戸

G'H断而 H-IO.300m

冶 4 江計二f

SI75カマド平面図・断面図 (S=1I30)

S 175カマド掴り方士層 註

a層にぷい黄褐色土(JQ'四細と、にぷい褐色.(7.5YIW4)粘土中塊が5割率で混

在。ソヂ構築土.

b眉斜褐色土品0YR21却 にぷい褐色油土小塊多量含有.ソデ石栂り方小穴内土.

c周 黒褐色土白0YR21叫 にぷ、褐色結土中塊多量官有@ソヂ揖築土。

d層地山被熱層，

e層黒褐色ニむ加 YR却2) 黄褐色白OYR崎)砂質粘土中噛誼焼粘土中壇多量告

私しまり強い土e カマド貼床士。彼熱する糾尭結には至らな同

f眉県褐邑ゴ己(1OYR2I司 に五 、褐色結土中塊極多量合有。しまり強。貼床土層。

g眉笹色焼粘土居(5YR&'6) 世熱焼結層で、極めて申閉じ焼きが強いため極色だ

が棒々に赤褐色白.5YR胡)を呈す.

h眉赤褐色怯熱粘土眉白.5YlW凶 貼粘土周の生焼け土層。焼きしまり弱。

1眉 にぷい褐色粘土(7匠R5/4)と巣褐色土白0YR2/2)の混在土層。盛物貼床土層.

j厨呆褐色士白OYR21司にぷい褐色結土中塊が3容混在。

k層 にぷい赤褐色焼粘土大塊，(5YR414占 粘土貼付の燃焼床面白 I ~カマド床面ワ
l層 県掲巴土(10YR2/2) 明褐色結土中塊少量.暗褐巴焼粘土中塊多量告有固

m周暗褐色土臼0YR3/3)明褐邑粘土A嶋極多量含有.

支脚実測図 (S=1I6)

a H-1O.500m 

。
よと H-10.5∞m 

掘り方土坑2

a' 

S 175カマド橿士十嵐 註

1)冒黒褐色土臼0YR2/2) 明黄褐色結士(1OYR6I国小

塊 。中塩多量焼土中塊多目、黒土中塊少量含有.

2屈斜褐色土(1OYR2/2) 明貰褐粘土大塊所々、中

撞 4嶋極多量含有。焼土中塩多量含有。

3眉県掲色土白0YR2/2) 焼牛'1胡明黄褐色粘土小

壇多目含有。黒褐色土(10YR.V泊所々 境状こ混，:(F.

4層明褐色油土(7.5YR5I6)中塊と、感褐色士

(1OYR.V曲との混在土.焼土中塊少量含有.カマド

ソデ土崩壊土.

51!!黒褐色土白OYR.V国 明褐色結土中塊多量L焼土

中塊 '1嶋多量含有。カマ ドソデ土崩埴土。

c H-IO.5ωm C 

つ可弓プ 5貯水--
1m 、=呈~地山 、

fI1 J e 20cm 

第 40図竪穴建物遺構図 31(SI75) 
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第 1íl~ 建物遺構

〈壁周溝・支柱〉 壁周溝と支柱は、建物全体の約半周する ように北東壁と南東壁半分にて検出 している。支柱は

全部で 5本。支柱穴の規模は、径 22-45cmで、中柱が細め、深さ 50-85cmで、ある。柱問寸法は P7・8問 120cm、

P8・9間140cm、P9・10間と PlO・ 11聞が250cmで、ある。これら支柱の柱通りは悪い。隅柱でもある P7.P9・

PlOを通すと、中柱である P8.PlOがずれる。P7.P8には柱痕が残存しており、太さは 12・3cm程で、あった。他

3本は、建物廃絶時に抜かれ埋め戻されている。抜かれた方向は P9が壁周溝に平行に南方向へ、 PlOが壁周溝に

平行に南東方向へ、 P11が竪穴内カマド方向と恩われる。また、支柱の設置段階においては、段堀やスロープか

ら見ても、多方向から設置したようだ。これら支柱の設置・廃絶時には、規則性もなく監督性もないと言えよう。

なお、 PlOの覆土で黒褐色土上面が被熱しており、この上層は、黄褐色土粘土ベースに暗褐色土が混在 し隙聞に

黒色土が混入する締まりの強い土で、再度埋められている。被熱層は、上面から 10cm下がるレベルで2-3cmに渡っ

ていた。壁周溝の規模は、幅 12-16 cmが主体で、南東壁においては 22cmの幅を もっと ころもある。深さは床のレ

ベルから 10-15 c皿で、ある。壁周溝覆土では壁側に軟質の黒褐色土、床面側に褐色土と暗褐色土が混在する締ま

りのある土が確認できている。この側壁側の軟質黒褐色土が、「板jとしての痕跡である可能性があるo

(建物の一部増改築) 北東壁・東壁一部での壁周溝と支柱は、前述報告での SI54やSI69と同様の構造である。さ

て、プラン的にこの検出壁以外の壁では隅丸方形である。この隅丸方形のラインを復元するように線をヲ|いてみ

ると、検出された壁周溝と支柱は、このラインを支柱が一本分外側へ飛び出すように位置している。以上を踏まえ、

またこの部分が建物の一部に限られる ことから、建物の増改築が行われたものと考えられる。

〈カマド〉カマドは、北西壁の中央やや左手に焚口、;鹿道が左手に曲がる L字型カマドである。右ソデは直線的に

奥壁に取り付き、左ソデが焚口末端から 82c皿地点で・左に屈曲、この屈曲部内側に 20cmの障壁部が設けられている。

屈曲地点から煙道ソデは壁に若干窄まりながら排煙部に至る。そして煙道は段をもって竪穴外へと続く 。ソデに

は被熱が3カ所確認されている。障壁の焚口側は、上層部分が赤褐色 (5YR4/8)、中層部分が暗赤褐色 (5YR3/4)

と褐色 (7.5YR4/6)をし、焚口付近の両ソデ内側の被熱は赤褐色 (5YR4/6)を呈す。床は、焚口の被熱焼結層で

緩傾斜をもち、被熱焼結が切れる地点で傾斜転換し平坦となる。これが50cm程続いた地点で、傾斜角 14度で一

段あがり、平坦面が40cm程続く 。更にその後は、 19度の傾斜角となる。奥壁の床角度は、奥壁に近い部分でn層

が検出され、この層の上面がうっすらと被熱していたことで判断した。しかし、この角度では煙道床の角度と繋

がらない。一部分だけ蝶り上げていたのかとも思うが不自然な印象だ。また、 c層は床自体も熱を受けた痕跡、が

顕著に表面に現れ焼土が極多量に含有するとともに表面が固くなるというもので、被熱焼結層の奥から障壁を越

える範囲に広がる層であることが確認された。このレベルが本来の床面である可能性は高い。 n層は c層よりも

上層になり、この n層上商の被熱層の更に上層に崩落天井土が確認できている。要するに、n. 0層は埋土とは

言い難いのである。カマド規模は、焚口側ソデ末端から奥壁までの長さ 158cm、幅外寸 103cm、焚口内寸幅 60cm。

煙道が屈曲する外側地点から建物壁までの長さ 205cm、建物外の排煙部末端までの長さで 216cm。煙道幅が、屈

曲地点で外寸 80c皿、排煙部分の壁近くで外寸 60cm、排煙部で外寸 30c皿である。ソデ幅は 25cm、基底部のみ残

存する部分については 30cmに至る部分もあるが、 25cmが主体で、ある。

(カマド崩壊土の分布・カマド破壊の状況〉 調査時の掘削段階にて、手前では左ソデ幅の 2/3を被る位置と、右

ソデ全体を被る位置から障壁部まで、奥では奥壁までの範囲で、逆 U字状にカマドの天井土を検出している。天

井がこの部分だけ一気に落ちたものと考えている。この他、カマド崩壊土は、建物をセクションラインで区切っ

た区画のカマドを含む 114の区画内で、柱穴が覆い被さるように逆 V字状に極めて多量に検出されている。この

土は覆土上面より10cm下から床面にまで及ぶもので、床やカマドとの境には間層が入っている。また、カマド崩

壊土はカマドとは対角となる区画にも点在して廃棄されている。カマド廃棄に伴うカマド破壊については、煙道

とカマド焚口から障壁までの範囲は壊し、他は天井がそのまま落ちている。カマドソデ石も取り外されたのち建

物内に分散するかの如く捨てられている。建物内のカマドから向かつて左壁に 3点、カマド煙道際の壁に l点、

カマドに相対する壁の左側に 3点確認している。カマド石は、焚口に取り付けられたものと考えられ、被熱を受

け非常に脆くなった凝灰岩である。被熱の度合いで白色を呈すか赤化している。

(床の状況〉床は、北壁隅と南壁隅の 2カ所を地山床としており、これ以外は貼床されている。カマド ・主柱穴を

含み南東壁中央を結ぶ範囲で、床は極めて硬化している。床は地山床と 3種類の質の貼り床土で構築されている。

床面の状態は、中央の被熱炉付近が若干窪み、 P2・3を結んだラインより右側も窪むものの 4cm程度のものであ
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る。また P1.4を結ぶラインより左側は高まりがみられるが6cm程度のものある。殆ど平坦と言っても良いだろ

う。床面の凸凹も見られなし、。寝間を特定するならば、 P1・4を結ぶラインより左側が可能性をもとうか。また、

建物の出入口は、硬化面が続く南東壁中央になるものと考えられる。

〈中央被熱炉、竪穴内施設〉 建物中央には P5とした径60cm深さ 22cmの円形プランを呈する土坑状の穴が検出さ

れている。P5と貼床をまたぎ不定椅円の被熱を確認している。被熱は、貼床部分では貼床が焼け、 P5では上層が

焼けている状態である。被熱がP5に及んでいることから建物の廃絶時・最終段階においてはピットは埋まり、中

央炉として機能したと考えられる。カマドの右手には、 2つの不定楕円プランの P6と灰i留めピットと名付けた土

坑状の穴が確認されている。P6は3層の覆土から成るもので、焼土や炭が多量に含有するもの。カマドに伴う灰

j留めの機能をもったのであろう。灰溜めピットは、床面でのプラン検出ができなかったのもので、掘り方掘削特

に検出している。土器を多量に含み、覆土は上下 2層からなるもので、上層は黒褐色土 (10YR2/3)と暗褐色土

(lOYR3/4)が5割率で混在し焼土小ブロ ックや黄褐色土層ブロックが多量に含まれる締まりのないもの。下層は

暗褐色土 (lOYR3/4)ベースで黒色土ブロ ックを少量含む粘性のあるものである。カマドの脇にあるので、やは

りこれもカマドとともに機能するようなものであったと考えたい。ただ、 2つのピットが同時に機能していたので

はな くて、先に灰溜めピッ トを使い、これを埋めた後にP6を使用したのではないかと考えている。また、灰溜めピッ

トは、 当初 SB89のP6と考えていた。よって、土器の取り上げは SB89のP6で取り上げて しま っているが、この

竪穴建物からの出土のものである。

〈堀り方、堀り方土坑〉貼床は厚さ 4c皿程、この貼床下からは掘り方土坑やピットが検出されている。掘り方土は

検出されず、貼床は竪穴掘削底商を補う形で施されたものと考えられる。また、床面レベルで掘り 方土坑プラン

が確認できたものもあり、貼床土を最上層にもたないものもある。床を切って掘り方土坑を造ったのだろうか、

それとも構築時に掘り方土坑を埋めることと床構築を同時に行った所以であろうか。掘り方土坑は、 主柱穴縦軸

聞に大型のものがそれぞれ1基ずつ配置され、主柱穴 P1.3・4を結ぶ三角範囲を中心として小規模なものが多く

配置する。掘り方土坑が多いので掘り方土坑4まで掘り方土坑ナンバーで名付けて他はピットナンバーを付けた。

掘り方土坑の覆土は大きく分けて 3種類に分けられる。lつ目は、 黒褐色土、黄褐色土ブロック、暗褐色ブロッ夕、

褐色土ブロックなどが混在して斑状を呈するタイプ。2つ目は、上記のような斑状だがブロックが小単位で、上層

に黒褐色土層をもつもの。3つ目は、黒褐色土のみが充填されているもの。グルーピングとして、 1つ目は掘り方

土坑 1・2.P16・P1702つ目では、掘り方土坑303つ目では、掘り方土坑4.P21 . P220なお、 P13からは杯A

蓋の転用硯(図番号420)が出土している。

〈床下検出の埋め戻しピット〉 床下の P12、P18は掘り方土坑とは様相が違っている。P12は暗褐色土に焼土が極

多量に混在する覆土をもっ、 i奈さ 35cmのもの。上面レベルが床レベルよりも 5cm程下がった位置で検出されてい

る。覆土からカマドに関連するものであった可能性があり、建物廃絶時には埋められて床として機能していたと

思われる。P18は、貼床下のレベルから深さ 20cm程度のもので、上層に焼土フーロックを極多量に含有する黒褐色

士、 中層は暗赤褐色土ベースに暗褐色士と混在して黄褐色土ブロックが含有する焼土層、下層には赤褐色土特大

ブロックが集中し隙間に暗褐色土が入り炭化物も含む層からなるもの。いかにも灰i留めピ ット的な土層を呈して

いる。おそらく以前は灰j留めとして機能し、建物廃棄時には埋まっていたと思われるものである。次に、 P12や

P18のような確実性は薄いが、可能性が伺えるピットが3つある。P14は深さ 20cm程度で、土器が多量に廃棄さ

れている。覆土には、黄褐色土大ブロック 6割に暗褐色土3割と黒褐色土 l割が混在する中層、下層には 7cm程

の焼土層を確認できている。ここまででは、 完全に灰溜め機能をもっと理解できるだろう。ただ、最上層は周囲

と同じ貼床土で充填されているため、掘り方の段階のものなのか、建物機能時のものなのか判断しかねるもので

ある。P19・20についても埋め戻されたものである可能性がある。P19・20はP1のすぐ左脇、煙道手前に位置す

るもので、 P20がP19を切って掘り込まれているもの。これらの覆土は、 P20は暗褐色土ベースで、褐色土・黒色土・

黄褐色土ブロック ・焼土・炭化物が非常に多量に含有する。P21はP20と同質の覆土をもつが焼土の割合がP20

よりも多い。なお、 P20は深さ 15~ 18 cm、P19は深さ 15cm程である。

〈覆土堆積、覆土内遺構〉覆土ではカマド付近で大量のカマド崩壊土が認められ、これ以外では、含有する黄褐色

土フ守ロックの大小と量による違いで 2分層されてはいるが、同一層と判断可能で、 自然堆積層とは異なり、一括

埋土と考えらるもの。また、南東壁の周溝の無い方の壁、掲載図面上では下壁の左側にあたる部分の丁度壁際の
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I}冒晶掲色土(lOYR2I泊 費褐色土，)匂lcJ>
量含有.炭イじ塊含有。焼土小塊多量

大塩微量含有。しまりあり。

2層晶褐色土(1町R2f2)に晴特色土

臼OYR測 が2割毘品賞褐色土。0YR5/6)小~大塊橿多量官有.焼土

'1胡やや多目、大塊所々微量含有。し

まりあり.

3眉鼎褐色土-10崎 2fiJ 暗絹色土中岨

臼0YR3'4)少量含有。褐色:t(lOYR4I6)

'1嶋少量古有.しまりあり。

4層 黒褐邑土(10YRM自 椙邑土塊微量告

有.極軟質。

B 

¥防

5173日

S 176主柱穴揖 町古十周 量生

l掴鼎諸色土 10四 2ゆ 焼士、黄土壇

少量含有。

2圏県褐巴j:(10YR2l2)暗褐色土姐微

量、焼土塊含有。しまりらり.

3眉褐色土臼OYlW6)と、暗褐色土

(1OYR3/3)が5割率で混在骨」虐官

有。ややしまりあり.

4眉褐邑土(10YR41心 水分多〈軟質ム

5眉黄褐色土(10四出壇と、暗縄色土。0YR3'4)が (貰6 暗4)で現在.

黒色土塊少量官有.粘性強め。しま

りあり.

6層暗褐色土也0YR3'司に黄褐色土塊

臼町R5I帥、 織褐色土壇白0四2ll由が

混払 (暗5 貰3 黒2)0砂賞。

しまりあり.

7層黄褐色結土(IOYR剖) 地山的だ

が、突き固められており、硬1'0

8届 褐色土(lOYIW6)に暗褐色土が混

在。砂質黄土壇混入e 水分多〈軟質.

F H~IO ， IOOm 
F 

S 1 7 6 楓り方土 周 註

a層貰褐色土塊の開聞に僅かに暗褐色土白0YR3/3)入る。地山を固めた床e

a惜 a層也恥

b層黒褐色土:(IOYR回)に、貴土塊ー暗褐巴土塊(10YR3/3)が混入.(呆5

黄2 暗3)0しまりあり@

c層黄褐色土塊，(10'四団)と褐色土が混ざり、暗褐色土(10YR3'4)+黒褐色

土:(IOYR2J3)が閣制を埋める。倹 3 褐5 黒暗2)。粘性あり。

d眉黒褐色土白oYR2l2) 焼j:，)岨地山，)、塊微量含有。しまりな Lo
e圏 黒褐芭土(10YR2J3) 褐色土:(!oYR4l6)中境、黄土中型車、焼土多量に含

有。しまりなし.

f周黄褐色土臼OYR醐)塊ベースで、黒褐色土(10四回)と償壇6 黒4)

で寵ざる.しまりあり、硬い固 貼床土.

g層暗褐色土(10YR泊〉と褐色土塊が(暗7 褐3)で寵在。貼床土。

h層 県褐色土(1OYR2J3)に暗褐色土が2曹j混私貧土担多量含有.

8176周溝土層断面図
H~9，9∞m 

G G H 

B H~IO.400m 

工広
S 176周溝士層註

1)11黒褐色土(1ぼw司 僅かの

褐色土境混入.極軟賞。

2層褐色土(10YR柑 に、暗褐色

土が4曹混在.しまりあり.

C H~IO，200m C 

D 

(1/60) 

2m 
3 

0 

H~IO，200m D 
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第 H章 今回報告区域検出遺構

S 1 7 6 P 5・P6 + 厨註

P5 

a層賂褐色土(1oYRm>に黒色土(IOYR2ll)が3曹l混也やや硬い。炭化物多量含有。使土多量含有。伊面レベル〉

a曙 a膚世熱眉.

b層暗褐芭土(IOYR抑)と褐色土塊とが(時7 裕3)で混也褐色土は粘土質。 しまりあり、粘性強.

P6 
1層晴褐芭土(10司iR3I3) 焼土炭化温多量官省e

1m 1 2圏暗褐巴土(10司叩担)に褐色土塊が3111混在oJ1tit線 使土多量合宿。

3屠県褐色土(1OYR2/3)と暗褐色士(10'四正叫が(黒白 暗4)で混在.炭化塊焼土多量音有.

c 
灰溜めピット

No.77 

⑨ 
考ミ G 

b' 

a' 

母10 la' 被熱焼結 e 7 e' 

¥ 10 I..Jj 

1m ~j !-'-'''-
(1/30) 一了可J 一一「

，. ， 

5 176カ マ ド覆十十周 許

l層熟品色士(10四 却)に 暗褐色土(10Yru叫が1割程程ざる.焼士小塊、責:tJ1味 明褐色土小塊多目官有.

しまりあり.

2眉暗褐色土10YR3l4)，赤褐色土白5YR細小~大塊.明褐色土臼0'日瑚が欄3 赤5 明褐2)で混ざ

る.真展褐色j:(!OYR2l3)霞量が開聞に入る.しまりやゃあり

3層 県褐色土(10叩 2/3)が褐色土(1OYR4I4)と(黒6 褐4)で混在。 黄土油、焼土壇多量含有。しまりなし.

4層黒崎色士 1OYR2/3)に、焼土塊、黄褐色塊が(県6 焼2 黄2)で混在。提化境多量含有。しまりるり。

5層県褐巴土也0YR21苗に、黄褐色土大塊と機7 貰3)で混在する。しまりややあり.

6層黄褐色土境(IOYR副主の障問民事褐色土(1OYR2/3)が2割入る。カマドソデ崩壊土。

711l 黄泊色土 白0YR51同小~士塊がベースで、砂質貰檀色土(1OYR8I闘と混ざり、開聞を暗褐色土(IOYru叫が

入り込む。 (黄7 黄砂2 晴 1)。しまりあり、ざらつく。カマ ドソデ、天弁部が崩壊時に倒れ込んだもの.

8層暗褐色土臼0YR:l叫 がペースで黄褐色土境(1OYR5I帥と貸極色土焼，(IOYR踊)が備6 黄3 黄檀1)

で混在する.しまりあり.

9眉晴晴色土 !o叩3/3) 黄刻、塊多量含有。しまりややあり.

10眉男快調色土(IOYR2I3)黄土中大塊がI割ほど混在。 焼土炭化塊を多目含有固しまりあり。

日層黄褐色土壇白OYR瑚 が暗褐色土(10YR3l4)と混ざり、二町時澗を黒褐色土境(IOYR却 が壊まる。償5

暗3 黒2)。焼土台有。極硬質でしまりあり。カマ ドソデ尉曜土。

8176掘り方平面図 (5=11120) ※数字は揃り方土坑番号
(他はピット番号で表示)

句ろ

。円。
句

S 176カマド掴り方士層註

a層赤椙色土(5YR岨J酷熱焼結.

b層暗赤褐色土(5YR31鴎塊抗極暗褐邑土(5YR2/3)3割と混色赤褐企土(5YR41司壇も古有。

c層極暗褐色土(7五YR2I曲、赤褐色土(5YRA18)境、暗赤褐色土(5YR3ゆが 4極暗4 車4 暗赤3)程在。

ややしまりあり。

d層暗赤褐色土(5YR31防の開閣に極晴褐色土(5YR213)がl割入る.焼結し、硬L、。
e層 に早い捧褐色土(5YR414) 地山桂熱風

f層賞褐色粘土境(10叩 瑚 に、暗偶色土ω四 測 が(貰日暗4)で混在。黒色土少量含有@しまりあり.

8層暗褐色土白OYR3l4)と.褐色土(10YR胡Jが {暗6 椙4)で混在.しまりあり。ソヂ基底部分.

h眉思褐色土(1OYR2I泊 費土塊微量含有.カマ ド揖築のベース土ワ

i層黒褐色土白0YR21司 褐色土(IOYR胡)塊少量官有固しまりあり.躍柏町貼床。

J層 砂質貰褐色土(10喧官剖坤 隙間同こ黒褐色土塊入る.しまりあり硬L、ーカマドソデ.

k眉暗褐色土(1町R3/4) 黒褐色土塊」少量含有。焼土台有。粘り、しまりあり.

l眉品褐色土(1OYR2/3)に褐色土臼OYR胡)が倶6 褐4)で混也焼土、炭化民黄褐色土境少量含有.

rnRI赤褐色土白5YR必紛大塊の院側に暗褐色土白OYR舗 が2割混入.黒色土軸量含有e 硬川

n層晶褐色土白OYR2/3)に、黄土大塊が 11FJ混在.焼土多目告有。 1 I 

O眉 糊位白川 却 に褐位(IOYR酬 明臨黄訓岨多目封 。しまりなLoヵマ ド床部か? | ぐ4~40

第42図竪穴建物遺構図 33(SI76) 
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第 I節 建物遺構

(8177) 平面図・断面図

(5=1/100) 

ー

A 

C 

一¥J一九J-

H~9.800m 

。π3
(1/ω0) 

第43図竪穴建物遺構図 34(8177) 

中間地点で、覆土内被熱が確認されている。床面から 30cm上の 1・2層聞に位置する。

SI77掘り方土坑(P7)断面図

(5=1/50) 

D 

S 177堀り方土坑土層註

1層黒褐色土(10'四212) 明褐

色土(7.町R516)/J、塊多量、黒

色土小塊含有。

2層 黒褐色土:(10ゼR212) 明褐

色土小塊少量、粒多目含有。

しまりやや欠け。柱痕状つ

3層にぶい黄褐色土

(10'四，4/3) 明褐色土小塊・

中塊極多量含有。黒色土小

塊少量含有。

〈遺物出土〉出土遺物の総量は、須恵器食膳具 190点、須恵器貯蔵具67点、土師器食膳具51点、土師器煮炊具 1，205

点。床面よりも覆土の方が多く土器が出土している。床面、カマド廃棄に伴うもの、床下や掘り方土坑から出土

する土器の時期は、ほほ II1 ~ II 2 期にまとまり、 P6 出土の浅鍋 (SB89 図番号 77) も II 2期にあたるものである。

この建物の時期は、 II1 ~ II 2 期でよいだろう 。

42. 5177 

〈立地・推定規模・形態・状況) c地区北側のB地区との境、て 46~ 47Grの削平区域に位置する。この建物は、

柱穴と考えられるピッ トとカマド地山被熱のみが検出されている。地山被熱の東側奥には支脚抜き取りピットが

検出されている。P1. P2については削平されているとは言え浅く 、主柱とするには無理があるのかもしれない。

ちなみに、 P5は深さ 20cmしかなく、 P6は深さ 83cmと非常に良好なのだが、対応するものがない。また、 P7は

当初 SK107として扱っていたが、この竪穴の掘り方土坑とするのが妥当と考え変更している。設定した主柱穴が

合ってれば、主軸は N_900 -E。推定復元面積 20rri程の小型建物となる だろうか。出土遺物は、須恵器食膳具で

II 1・2期に相当する杯 G蓋の口縁部破片 2点、土師器煮炊具 10点、 土製支脚 1点が出土する。

43. 5178 

〈立地・規模・形態)c地区北側の B地区との境で、て 44・45Grと45Grに位置する。近代に農道として使用され

ていた部分のみ残存し、建物の北東部分約 112は削平により柱穴以外完全に消失している。農道部分も削平を受

けていると考えられ、残存壁高は 1~ 4cmしかなく、かろうじて残存するといった状況。中央4本主柱、おそら

く壁付設の中央カマド、竪穴中央に被熱床をもっ建物である。主軸は N-480 -w。竪穴規模は、推定で620x 640 

cm程、推定面積40rri程の大型建物になるだろうと思われる。

〈主柱穴〉中央4本主柱である。柱穴規模は、径50cm深さ 80cm。柱間寸法は大体揃っているのだが、 P2のみ外側

へずれている。横 ・縦軸とも 285cmで、ある。柱は、建物廃絶時に全て抜かれ埋め戻されている。P2は不明が、他

は縦軸方向で、壁側へ柱を抜いている。また、柱の設置に関 しては掘り方の形状から様々な方向から柱を建てており、

統一性はないものと思われる。

〈床の状況、堀り方〉北西側は、削平により床が削られ地山が露出している。カマドも地山被熱面のみが検出された。

被熱面の両側に見られる窪みはカマド石の取り外し痕跡の可能性があるが、この建物規模にしては、焚口幅が非

常に狭くなってしまうので、この窪みはこの建物には関係ないのかもしれない。残存する貼床は薄く、厚さ4cm程度、

最大 8cmで、ある。硬化面は P4・3を結んだ一帯に確認され、建物中央には床被熱が検出されている。掘り方には

掘り方土坑が3基確認できる。掘り方土坑 lは壁際に位置し、深さ 15cm以内で細長く、底面が若干凸凹するもの。

掘り方土坑2も細長く、底面が段を持ったり凸凹するもので、深さは 20cm程度で、ある。
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第E章今回報告区域検出遺構

〈覆土堆積、遺物出土〉 覆土はかろうじて検出できているといった状況である。当然遺物も少ない。出土総数は

須恵器食膳具6点、須恵器貯蔵具5点、土師器煮炊具が47点である。P3から II2期の杯A蓋の出土する他、ハ

ケ調整の土師器長胴釜が 1. II期、ロクロ成形の長胴釜がN期と、時期の異なる遺物が出土している。大型建物

としてはW期に下るものが本遺跡、ではない傾向があるため、少なくとも II2期までの建物とみてよいだろう。

44. SI79 

〈立地 ・規模 ・形態)SI78南側に位置し、SI78と同様の削平状態で、建物の 3/4は主柱穴以外完全に消失してい

る。残存する部分も削平を受けており、残存壁高は 4cm、最大でも 8cmしかない。カマドは削平部分に付設して

いたようであり検出されていなし、。4本主柱構造の建物であり、主軸はカマドの位置を想定して、 N-670 -wまた

はN-1570 -w。建物規模は460x 推定530cm。推定面積24rri程の、小型から中型規模の建物である。

〈主柱穴)4本主柱である。P1のみ完全削平を免れ、他は柱の下底部分8~ 15 cmが検出された状況である。P1の

柱穴規模は、径60~ 70cm深さ 75cm、全ての柱の下底中央が窪む形となっている。覆土の最下底層に基礎固め土

が残存する。柱の並びは P3が外側にずれているが、他の 3本は柱筋も通っており柱問寸法も 270cmと安定してい

る。P3のために、柱間プランが台形となっている。また、建物廃絶時に柱は全て抜かれ埋め戻されている。

(床の状況と堀り方、出土遺物〉 検出された床の北側は、削平のため掘り方が若干残る程度、この部分以外では

貼床が検出されている。東壁の縁は地山床としている。貼床は薄く 3~ 4cm程度の厚みで、ある。床面では掘り方

土坑のプランが見える状態で、大型の掘り方土坑が l基検出されている。出土遺物は、須恵器貯蔵具4点、土師

器煮炊具 17点程度のみと極めて少ない。床面から検出された長胴釜(図番号447)が 1. II期にあたり、 I期に

あたる須恵器中整胴部、 1 . II期にあたる土師器ハケ釜胴部破片が出土している。

45. SI80 

〈立地・規模 ・形態) SI79の東側に位置する建物。建物北側が著しく削平を受けており、約半分が柱穴下底部を

除き消失している。この建物は、 4本主柱で、 L字型カマドが西壁に付設され、中央からずれた P1・4間の中程に

被熱床炉をもっ。竪穴規模は、ある程度復元可能で、あり 、縦横ともに推定550cmo 30 rri程の面積になろうかと思う。

いずれにせよ、中型クラスの建物となるだろう。主軸は、N-690 -w。
〈主柱穴) 4本主柱である。柱穴規模は径50~ 70 c皿、深さは P1が90cm、P4が75cmで、ある。削平された P2・

P3はP4と深さが同一であり、 P1のみ深く掘り込まれている。柱の並びは、 P4が柱一本分外側にずれ、他3本の

柱並びは良好で、筋も通っており、 P1・2間で250c皿、 P2・3間で300cmで、ある。建物廃絶時に柱は抜き取られ埋め

戻されている。柱の設置に関しては、 P1は東壁方向から、 P4は南壁方向から柱を建てたと思われる。

〈カマド〉カマドは右ソデや焚口の殆どが削平により消失するが、西壁中央からやや左寄りに焚口が付き、左手に

屈曲する L字型カマドである。残存ソデ自体も削平の影響により薄いものである。左ソデ焚口側末端に小ピット

が検出されており、ソデ石抜き取り痕かもしれない。焚口から奥壁側へ55cm地点で‘左に屈曲、この地点に内側に

突出する 15cmの障壁が存在する。煙道は、排煙付近に向かうに従って窄まってゆく 。ソデの基底部は見られず、

掘り方も浅い。床は焚口被熱で若干の傾斜を見せているものの、検出された部分に限って言えば排煙部に至るま

で平坦であったようだ。床は、黒褐色土ベースで貼床されている。カマド規模は、奥壁からカマドソデ末端まで

の長さが 125cm、幅は推定で外寸 110~ 120 cm。煙道ソデ屈曲部分から壁ではない立ち上がり部分までの長さ 130

cm、煙道幅が屈曲地点で外寸70cm内寸 38cm、排煙部分で外寸 60cm内寸 25cm、ソデ幅 28~ 30cmを測る。また、

カマドは竪穴の貼床を施した後に構築されている。

〈床の状況、堀り方〉 床は、残存部分では良好な状態を示している。カマドの対壁側は削平により地山が露出す

る状態である。P1・4を含む中央では著しく硬化する貼床土が確認されており、黄色系粘土を突き固めて施され

たもの。この硬化から壁側の区域では黒色系の土をベースとした貼床で、硬化していない。掘り方土坑の覆土が

そのまま床として使用されている部分もある。床自体は 2・3cmと薄く、竪穴掘削時に床面調整するため貼床 した

ものであろう。残存床は、硬化部分がやや窪むものの平坦である。掘り方土坑は南壁側に不定形で細長いものと、

他小規模なものが検出されている。掘り方土坑 1は深さが20cm程度、これ以外の掘り 方土坑は 10cm未満の浅い

ものである。

(建物内施設、被熱炉床面) P1とP4を結ぶ丁度中間位置に、貼床の被熱炉が検出されている。また、西壁側の

カマド煙道ソデから壁に添って 360cmに至る範囲、面積にすれは、約1.3rriの三角形を呈す区域が確認されている。
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l層黒褐色土白αYR2I2) にぷい黄褐色土(1OYR5/4)中壇多目 'J~多量.黒色I，れ骨少量官有.

2眉黒褐色土臼oYR2l2) にぷい黄褐色土臼OYR5/4)，J、塊中岨多量、県色土中壇多目.焼土IJ".少量含有.

a層黒褐色土(lOYR2局ベースに明褐巴土(7.5YR瑚大塊ー中塊練7 明3)で盟弘しまり強。貼床土凪

b層 県掲色土(10YR2J司に明褐色土中境 。小塊極多量官有.黒色土塊含有.

c層黒褐色土(10YR3l2)ペースに明褐色土木塊 ・中壇が自制 明4)で混也しまり弘焼土混じる。

d層明褐色土(7日R5/6)ペースに黒褐色土臼oYR3l2)や撚邑土揖が(明褐7 蝿3)で理じる.地山ペースに

県土混ぜ込みの貼j~硬化廊。

B 178主柱 穴掛 り 古 十 周 註

a眉にぷい褐色:1:(7町Rli/4)と、に品、貴縄色土(10YR岬 とが5塑揮で混広 所々黒色土(10四2Il)カ混じる.

a'廟 a層よりにぶい責褐色土の量が多L、
b層黒色土(lOYR2ll)と、にぷい明褐色土(7.5YR描-51.叫とが繍6 明褐4)で混在。

c層明褐色土(7.5YR岡) 県色士(7.5YR2IU塊状が少量合弘明褐色土品地山に近いがやや色が〈すむ.

d圃黒褐色土血OYR2J由 明褐色士(7.5YR5I回中日多量官有.掘り方土層上周.

』ョニーニ=ニゴ(1/120)

第 44図竪穴建物遺構図 35(8178) 
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掘り方土坑2断面図

8178掘り方平面図 (S=1I120) 
※散字は掘り方土坑番
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8 179覆士・掴旬方士層註

l掴蝋働色土(!OYR2I2-2/U: Iこぶし、褐色土(7.5YR5I4H嶋・阿む崎山量含有。

2眉!間色土(IOYR2I2-抑にぷい黄褐色土ÜOYR5l3)/J ，壇中壇多量舎仏 にぷい~5邑j:'1噛多量古有.

a層黒褐色土(W・m担-2/司l二、にぷい褐色土(7.5YR5I4)小~メ識が4劃混む焼却、塊少量官官。しまりある貼床土。

b眉黒褐色土(1OYR2I2)Iこ.にぶい褐色土小中塊カIII事l聾在。しまりある貼床土。

c層融褐色土(!OYR2l2)に.にぷい褐色土中 大塊が4i1'湛在。黒色土塊も盟じる。

d層処褐色土(IOYR2I2)に、に品物色土中塊 小塊が2曹腿在。炭イt.d岨多量古仏 製色土塊も混じるE

e層鳴褐色土(!OYR3/2-ω.にぶい椙色土小~大掛鳴4 褐6)で程在.しまりあり。

第45図竪穴建物遺構図 36(8179) 

この部分は床面よりも 14cm程高くなっており、地山である。またこの盛り上がり部分から更に西壁の立ち上がり

が確認できることから、棚として機能した可能性があるだろうと考えている。しかしかなり低いという点、こ

の付近からの完形遺物もないので、自信はない。また、削平されたカマド右ソデの右脇に P5とした小ピットが検

出されている。

〈覆土堆積、遺物出土〉 覆土においては、最大で 14cm残存するが、カマド付近土層と壁際で壁崩落土の他は単層

堆積層であり、 一括埋め戻しの可能性がある。出土遺物の総数は、須恵器食膳具20点、須恵器貯蔵具 15点、 土

師器食膳具 11点、 土師器煮炊具 197点である。出土する遺物の時期は I期からV1期までと幅広い。実測されて

いない遺物からは 1. II期に位置づけされるものが目立つ。主柱穴から時期の新しいものが出土してはいるが、

堀り方土坑から 1-II 1期に位置づけられるものが出土する。本遺跡のこれまでの竪穴の変選 (望月2∞6)から、

L字型カマドの付設する中型クラスの建物は、 II2期までの時期に留まる傾向がある。総じて、建物の時期は II1 

-II 2期あたりが妥当と考えられる。

46. SI81 

〈立地・規模・形態)c地区中央て・と 39・40Gr、旧地形鞍部から西への削平にかかる区域に立地する。西側のカ

マドにかかる部分が深い削平を受け全体の約1/8を消失、上層削平も見られる。更に SK127や S183に切られて重

複するために壁を 2カ所消失しているo 規模は 8∞x770 cm、面積59.2rriの特大クラスである。中央4本主柱で、
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ー巧I/く II 6P D j勺 lぜ / / 
上(lO'句四514H、中境多量焼土小拙

少量、黒色土'1岨少量含有。
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第H章今回報告区域検出遺構

酋壁の中央から右に屈曲する L字型カマドを付設、建物中央に被熱炉を伴う 。北壁中央が外側へ膨らむラインを

もち、東壁は直線的である。検出されている唯一の壁隅から予想すれば、全体的に隅丸方形型のプランになると

思われる。主軸は、 N-790 -w、西へ向く 主軸方位をと っている。

〈主柱穴>4本主柱である。Plが削平により下底部のみの検出。規模は、径 65~ 70 cm深さ 64~ 74 cm。個別では

P2が64cmで、 Plもほぼ同様、 P3が76cm、P4が74cmで、あり、旧地形に添った柱の深さと言えよう。柱の配置は

竪穴の壁に対して柱間軸が平行とならず、左回りにひしゃげた状態となっている。柱は、柱間軸に並列に均等配

置されてはいるものの、 Plのみ外側に l本ずれる形となっている。横軸の柱聞は 380c皿、縦軸の柱聞は 430cmを

測る。これらの柱は、建物廃絶時に抜き取られ埋め戻されている。抜き取り方向は、 Plが分からないのだが、他

3本は横軸を中心に内側方向へ抜き取っていると思われる。柱の設置に関しては、スロープや段堀りから横車Hを中

心として南側から北方向へ掘っ立てたものと思われる。

〈竪穴内施設>P4の壁側に P5が検出されている。楕円形状プランを呈すもので覆土は、 2層からなる。下底面近

くに黒褐色土に、にぶい黄褐色土の小・中ブロックを極多量含有する層、その上層でこの土坑の主体となる黒褐

色土とにぶい黄褐色土小ブロックが多量および炭化小ブロックが多めに含有する。主柱の埋め戻し土と同一層の

特徴を持つものである。焼土や炭化物の含有が目立たないので、貯蔵穴のような機能を果たしていたのだろう。

〈カマド〉カマドは、西壁中央に焚口が位置し、ソデが右に曲がる;壊道をもっ L字型カマドである。カマドの約

112が削平を受け、左ソデは焚口の基底部が僅かに残っているだけで消失している。焚口に見られる被熱焼結層は、

中央が更に強く焼けて黄褐色を呈す状態、この奥に支脚抜き取りピ ットが検出されている。煙道は西壁に添いな

がら排煙部に進むに従って窄まっている形態となっている。ソデ煙道には、にぶい褐色粘土に黒褐色土が l割程

混在する土を使用しており、焚口のソデには、時褐色土ににぶい黄桂色の砂質粘土を混在させた土を使用している。

また、ソデ下に基底土をしっかり取り付けている。このカマドのソデは、案外厚みのないものである。床は、焚

口付近で平坦を呈し、煙道で壁に対して傾斜を持つ床面となっている。焚口の高さに比べ排煙部付近 Eラインで

は12cm程高くなり、煙道では緩やかな床面傾斜を呈している。床は、検出された部分全面が貼床されている。 j

層の士層註が抜けてしまったので、ここに記述しておく 。 j層は、黒褐色土 (lOYR3/2)に、にぶい黄褐色土小

塊が極めて多量に含有する、締まりのある h層と同質土層である。カマ ド規模は、奥壁からカマド焚口側のソデ

末端までの長さが推定長 190cm、幅推定長の外すで 94cm。屈曲地点が不明なのだが、右ソデ外側地点から壁まで

の煙道ソデ長 330cm、排煙部末端まで含めると 360c皿、煙道幅がcライン付近で外す 70c皿、 eライン付近で外寸

40 cmを測る。なお、ソデ厚は 14~ 21 c皿で、ある。

〈覆土堆積、覆土内遺構〉 覆土は、壁際にて 3層や 8層のような壁崩落土を確認し、カマド付近でカマド崩壊土を

確認している他は、上下 2層からなるものの同一層と判断可能な覆土である。廃絶後にしばらく放置されてから

埋め戻されたと考えられよう 。覆土内からは、 SK142とした上層土坑が検出されているが、詳細については、第

2節第 I項土坑にて述べることにする。土器の実測が今固ないが、次回報告になるだろう 。

〈遺物出土〉出土遺物の状況では、覆土からの土器が多く上層から下層まで満遍なく出土する。特に中央辺りとカ

マド煙道前に多目である。床面直上や張り付いて出土するものは少ない。出土遺物は総数で、須恵器食膳具 169点、

土師器食膳具 140点、須恵器貯蔵具 172点、土師器煮炊具 2.l67点である。この他土製支脚、ロクロ成形の円筒土器、

製塩土器などの土製品破片が 13点、砥石や台石 ・カマド石などの石製品が 19点出土する。時期としては、床に

張り付いて出土するものが 11 ~ 1 2期や 11新期、掘り方土坑やカマド内から出土するものが 11 ~ 1 2期と、

信恵性の高い遺物が同時期におさまっており、建物の時期はこれと同様でよいと考えられる。また、カマド煙道

の壁隅で完形の杯H身(図番号456)が下層から出土しており、この建物の棚状遺構の存在を臭わせる出土状況

となっている。この他、床に張り付いて金鉛?が、床より 3cm浮いた状態で、刀子が出土している。

〈床の状況と床被熱炉、堀り方〉検出された床は、 全て貼床されている。4本主柱で囲まれた中央部分が著しく硬

化、この周辺は硬化していない。貼床は 2~4cm程度の薄いもので、中央では地山粘土ブロックを叩き締めており、

この周囲は黒土を混ぜた土を貼っている。床面は、ほほフラットを呈すが、傾向として大抵中央付近が窪むこと

が多いのに対し、この建物は中央よりも周囲が若干窪んで、いる。ただし、 P3から壁にかけてのあたりは若干高く

なっている。中央で大小 2カ所の貼床被熱炉を検出、特に大きな方は著しく焼結している。掘り方には、 Pl.4

聞に大型掘り方土坑が位置し、 壁際を中心に小規模なものを配置する。小規模なものは、土器を混在させている
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S 181置士士層註

l圃 蝿褐色土(10YRm-
加) 明褐色土

(i.5YIW刷、壇多目含

有，世fl'lJ、塊少量含有。
2層処褐色土(W四2/2-

制明褐色土小塊多

目、間イI'lJ嶋多量含私

※ !、2層は額四届。黒

味の遣いで分眉.

3眉品褐色土

(1OYRm)明椙土ノl、塊

多量合街.晶色土中塩

多量官有.焼土l岨多

量含有.

4層鼎褐巴土(10'河 盟~

百3)明褐土小壌中塊

極多量含有.

5層 熊褐邑土

(ω1叩OY而R2/2) 明褐土剖

壇-中塊多目音有.院

土ノl岨多目含有。カマ

ド近〈の土@

611 黒褐色土

(10司l'R3/2) 黄褐色土

(10YR胡)が5曾混在.

焼土中塊多臣官有.カ

マド焼土廃棄の土.

7眉馳褐色土

(IOYR.'lI目黄褐色土小

塩中壇多量含有.焼

土'J唱少量、炭fl'lJ哩
多目官有.カマド焼土

に統〈土.

8周蝿嵩邑土

(10河旦泊費褐色土小

揖橿多量含有o (カマ

ドソデの崩れたような

細かな判劃炭似岨

少量官有.
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H~10.700m 

S 1 8 1掴り方士届 註

a層 にぶい褐色土 7.5YR5I4)硬化プロ ック層地lJ枯土を叩き蹄めた土層。障問に黒梅色土がわ

ずかに入る.鮎床硬化土層.

b層黒褐色土(101昭 31にぶL慌褐色土中塊多量、焼土小境中塊多量含~"
c眉黒褐色土(10YR3必と、にふい褐色硬化粘土胞を程在させた貼庇層。 G黒6 褐4)。薗は

硬化していなL、。

d層黒褐色土臼0YR3/2)ベ スに、にぷい褐色粘土中塊が4劃屋町混在する。 傾化燥ではない)

黒色土小塊多目含有.

d情暗褐色土(1OYR3I4)ペースに、にぷい褐色粘土中境極多量官有.

e眉黒揖色上(10YR2fl止 にぷい褐企土中壇大壇暗褐色土 1OYR3I3)が. (黒4 暗2 椙

4)由比率で混在する。

f層県揖色土れ0YR21司 にぷい褐色土小塊多量含有。焼bl'骨少量含有。

f咽時掲色土(10YR21却にぷい褐色土'1、塊中塊多量含有.

g層県船色土白0YR21司、暗褐色土臼0YR31司、に品、褐色土中蜘頓3 暗4 褐3)で混在。

h唐暗出色土白OYR.'削ベースlこ、 lこぶい褐色土"岨5割率で混謹:するe熟巴土中壇ところどこ

ろ入る.焼土中岨を多量告布。

h'眉 h圃と同層だがベスが黒担色土(10YR31由。
:層黒褐色土(10Yl也f司ベースに、にぷL特色土中壇 ，大壇極多量含有.しまりあり。貼探土。

S 181柱 穴旭町方十周註

a眉黒褐色二七(1OYR3局、に品、黄褐巴(1町R.5/4)大塊位黒色土大

塊町混在土日県褐4 貧4 黒2)，

b層黒褐色三七 10YR2l2)に、にぷい賛褐色(10可YR5/4)小塊中壇が4割

混在混在.黒褐色土(10四 3/'t)所々 古布。

c層にぷい黄褐色土中強大壇に灰褐色土臼0)官M却が4割埋症@
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5 181カ マ ド 担土・掴 り方土層註

F' 

G' 

l届県褐色土(1OYR2I却に品、黄褐色lOYR咽小塊多量官有.所々に品、黄褐色(lOYR6.心(カマド土川崎集

中的に理じる。焼土4岨 中明多目官有.

2層調褐色土(1OYR2/2)， ICぷい黄褐色土'1岨多量含有。焼土小塊中塊多量含有。

3層 にぷい褐色土口oYR5/3)ベースに、黒褐色土(10YR3/司E存4 焼企f、~大場極多量含有@カマド崩壊土。

4層梨両色土(1OYR2/2) にぶい貰褐邑bl、塊、焼bl、塊多量古有.支脚抜き取り穴.

51!l県側色土lOYR2I2-2/UIこ、明黄褐色土(10YR6.回小塊中塊が i割腹在。炭 ω、塊少量官有。

6唐黒褐色土(lOYR2I2-泌明貰褐色剖嶋粒多目含有.やや砂置帯びる.炭 v:岨 多目含有.

7摺 黒尚色土(1OYR2/2)明黄褐色土(l0YR6.同小塊多目含有。焼土粒舟量含有.

a層控色焼粘土(5YR醐)貼付粘土焼結層。特によく似を受けている状態で~tしている。

a慣にぷい笹色土 (7.5'四 7/.心 極硬化した焼床。

b層褐色土(7.5可四414)中塊 ー小塊と黒褐色土(10司l'R3I目、黒褐色土(10YR2/2)'1、壇との醒在土。カマド貼床土e

c層描褐色土(7町R2tl) 褐色土(7.5YR4I4)小境、焼土小中塊多量吉有。炭化中塊多目含有.しまりあり。

d磨暗褐色土，(lOYR3/3)1二、にぷい黄檀色(lOYR制 砂質粘土中蜘、暗躍在握在.カマドソデ粘土.

e層 に品、絹邑 (7.5YR5f4)粘土大塊間に黒褐色土(10刊 測が l宮崎呈混入.カマド煙道ソデ士。

f層黒褐色土(loYR3l2)に、にぷい黄褐色結土(1OYR5I4)中塊が5曾l坦甚与カマド煙遭ソデ韮底土。

g暦黒錫色土，(lOYR2/2) に品、黄褐骨l噛多量、炭イvl嶋多目、熊芭土中塩多目含有。しまりあり.貼床土。

h眉黒田色土(1OYR2I2-抑貰褐色土(lOYR出 ')d岨多量、黒色土小塊多目官有。しまりあり.カマド煙道床。

暗黒褐色土(lOYR2I2-刻黄褐色bl岨多量，黒色土d岨多目含有。揖色土(7町R4I4X:地山士)中塊多昌吉

有.地山漸事層的，

J眉黒褐色土(10・叩3J叫 に品、黄褐色1I岨中瞳極多量含有.しまりあり，h唐と同質土層.

k層赤揖色~明赤褐色地山酷熱用(5YR4I6-5 YR3J4) 

l眉黒褐色土(10YR2l2-3/4)黄梅色土 (10河 硝)小中境橿多量含有。焼bl岨多目含有。ピット土層.
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S 183橿十・福 町方十周註

l層黒褐巴土(1OYR2I2l 褐色:!:tl岨多目制10焼キj岨少量合一有。

2眉畢{働色土 叩YR2f2-210 椙色土小指多目合丸焼土11岨 多目含有.

3層駅間色土臼0'同盟~旬。 褐色土焼土珂小中塊多量含有園開vl唖吉台。

4暗黒褐色j己(10YR2f2-ω にぷい黄褐色土(10'羽田q混在.黄褐色土(1OYR瑚

のカマド土を極多量含有。焼土中嶋 ，大塊所々混じる.カマド崩寝士。

a眉黒褐巴土(1OYR測 にぷい黄褐色土ノj鴫 極多量舎有。しまりあり.貼沫土層.

b届明褐色粘土(7.5YR副主塊土層鮎床硬化土居。

8183カマド断面図 (S=1I30)
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5 183カ マ ド床下士嗣 註

a眉にぷい黄褐色粘土ωYR.5/4)中塊に、灰黄褐色土(10叩 岬 が3割程

程在する.焼土中壇-t量含有する.カマド粘土。

b層黒船色土(1oYR2l2)ペ スに、にぷい黄褐色中塊が5曹率で混在。し

まりあり.ヵマド貼正士。←部弱〈世熱する。

c層暗褐色土(10YR31司ペースに、にぷい黄褐色:!:tl、中噛が3曹隈混在

する。炭化黒色土の小品少量古有する。

d府県掲色土(10YR3ゆベースににぷい賞縄色土小中瞳が3甑程握在。

する。焼士小中塊多量含有する。

e層にぷい黄椙色土小 中壇に.暗褐色土.(10YR3ゆが3曹限混在する.
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5 184カマ ド櫨寸 ・掴町方十嵐註

1I曹 県悟色J:(10YR2却 焼粘土'1岨 中 槙 灰白色踏むl岨中境多量含有。

2層 黒褐色:1，(10刊 2fl-:Y2) 焼粘':J:./JV--大塊、灰白粘土'1'-よ塊極多量含有.

炭化中大塊多目含有。土器使形大破片)を含む士風

(1/60) 

('み，

~，Ji芥\.w

コ'.J，f a府 守掲色土(1oYR2l2l にぷい抱色粘土.(7，5YR.5/4)中場、浅黄色結土白5Y?，叫

中壇が匝熱して変色、この塊頗が8割程合有.炭化中大壇多目含有。 しま

りあり。

b暗黒褐色土(7.5YR21国 やや酷熱して変色かつにぷい褐色結土中嶋が5曹隠

合".カマド床の世熱焚口床o a層カも強〈世黙した焼結眉.

c層 司R諸色土(1oYR2l2l炭化中塊多目含有。にぷい栴色11、.中塊多量合有。誼

熱はしているがb櫛程ではない。粘土貼るが費口程ではない.

下Qrム了==

8184 
カマド平面図

断面図

(S=1I30) 

Z
-
ヨ
剖
町
-
4

⑧ 

C' 

E
a司
司

--
M
Z

円
剖

粘土分布

ッく('~Q
コ必

i司

A' 

A' 

B H~ 10，800m 

----<:ζ二

(8184) 
平面図・断面図 (S=1I60)

一¥
舎

一

/

/

0

.

a

¥

 

市

/J1
5

¥

焼

l
E

，

¥

¥
 

結
一、

2
J
J
4

担¥
何

糊
f
r
ht

ぃト

¥

被

8 

。""貼床

C 

B' 

@ 。

2I7 

、ι

，、、

A H~10.800m 

⑧ H~10 ，700m 

a' ~ H~IO，800m 

C' 

S 1 84覆士士用 註

1層出褐色士(1OYR21司 にぷい賞褐色土(10刊 印刷、塊

多目合有e焼:!:tl叫多量官有.民イ1:;1嶋多目含有.

2層黒褐邑土(1OYR21司 にぷい貴裕色土:lJ、壇多量含有。

3層隈褐色土(1OYR21却 にぷい黄褐色刻、塊少量吉弘
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ものが多い。これらの土坑には 2つのパターンが見られる。lつ目は、下層に黄土ブロック混在土、上層に黒色系

土を覆土にもつ深いもので、掘り方土坑2・3・6である。2つ目は、下層に黄土混在士、上層が貼床土で構成され

る不整形で浅いものであり、掘り方土坑4・7・8である。掘り方土坑 1.10は下層に焼土 ・炭化物が多量に含まれ、

いわば焼土坑的なものと捉えることができ、カマドに伴うような灰j留めピットとして使われていた可能性があろ

うと考えられる。しかし、建物廃絶時には機能していなかった可能性が強い。

47. SI83 

〈立地・規模・形態> c地区中央で、つ・て 39Gr、S183の北東壁を切って位置する建物である。柱穴はなく、竪

穴に掘り込まれた隅丸長方形状を呈し、壁コーナーに無煙道型のカマドが取り付くものである。規模は、 3ω~

320 x 270 ~ 280 cm。面積は 8.5rriと、本遺跡の中で最も小型の部類に入る。主軸は、N430 -w。
〈カマド〉 西壁隅コーナーに設置される無煙道型カマドで、壁に付設しない逆U字状プランを呈すタイプである。

カマドはソデが僅かに残存して、焚口の弱い被熱を検出している。ソデ基底土は設けておらず、カマド貼床はソ

デ周囲にまで及んで施されている。この F層で建物の貼床と同じ土が確認されており、建物貼床を施してからカ

マド構築したと考えられる。奥壁の更に奥側から壁までの聞に、ソデ崩壊土がまとまって検出されており、この

土中で土製支脚を検出している。床に関しては、焚口付近は平坦で、焚口被熱の奥壁側から 15cm程カマド内に入っ

た地点で緩やかな傾斜を呈し、また平坦となって奥壁に至る。カマド規模は、奥壁から焚口側ソデの末端までの

長さが外寸で 70cm、幅が外寸で 82cm、ソデ幅が 16~ 24 cm、焚口幅が内寸で42cmで、ある。

〈床の状況と堀り方、覆土堆積〉床は、東壁際と南壁際一部が地山床となっており、この他は全て貼床されている。

貼床は浅いものであり、 基本的に黒褐色土系で黄土粘土との混在土が主体だが、南壁隅区域では一部黄土系の粘

土ブロックをそのまま固めて床としている。掘り方はなく、床下士坑や掘り方土坑は見られない。覆土は、カマ

ド崩壊土が覆土中に認められ、これ以外は 2層からなるものとなっている。これらの覆土は黒褐色土の色味の遠

いだけであり、同一層と判断してよいだろう 。自然堆積層とは認められない人為的な覆土でもあり、一括で埋め

戻されたと考えられるものである。

〈遺物出土〉出土遺物は、覆土から出土するものが多く、床に張り付く遺物は少ない。建物内のカマド周辺から多

く出土する。須恵器食膳具が 148点、 土師器食膳具が36点、須恵器貯蔵具が79点、土師器煮炊具が703点、こ

の他土製支脚等の土製品 4点、砥石や管玉なと与の石製品 13点である。時期は II1 ~ N期と長期に至る。床に張

り付いて検出された平瓶(図版516)や、カマド崩壊土出土である土製支脚は、この建物の廃絶時に伴っていた

ものと考えられ、これらの時期がII2 ~ 皿期にあたる。 またこの他にも床に張り付いて出土する杯 B 身(図番号

508)・土師椀 F (図番号 519) は II2-II3 期にあたる。 床直上で出土するものでも II2~II3 期が多く、総じて

この建物の時期は II2-II3期あたりとみてよいだろうと考えられる。

48. SI84 

(立地・規模・形態> c地区中央で、つ 38Grに位置する。この建物は、当初土坑と考えていたものが、カマド被

熱と土器転用支脚及び貼床を検出したことにより、竪穴建物として位置づけたものである。貼床自体薄いもので、

掘り方も見られない。黒褐色地山に構築される竪穴建物特有の、顕著な床硬化が検出されないようなタイプである。

唯一検出される南側の壁立ち上がりは、プランがかなりの隅丸形を呈している。カマドだけは、コーナーカマド

であったことは間違いないと考えられる。柱穴も検出されていない。規模は横長が最大で 365cmを測り、縦長を

大きく推測したとしても、小型規模の建物になるだろうと思われる。主軸は、 N-1240 -E。

〈カマド被熱、遺物出土、覆土堆積〉 カマド被熱は、顕著に検出されている。この被熱中に、下に石を置いてそ

の上に小型釜を伏せた状態で載せ、床内に埋め込まれた状態で転用支脚が検出されている。出土遺物は総数で、

カマド周辺から被熱や床に張り付く状態で煮炊具が中心に出土している。須恵器食膳具が 17点、土師器食膳具が

2点、須恵、器貯蔵具が9点、土師器煮炊具が 154点である。この他カマド石 l点や匝鉢破片 l点が出土する。遺物

の時期は幅広く、カマド周辺の土器は張り付いていて、時期を判断できるよい資料である。支脚に転用された短

胴小釜 (図番号 531)はN2~V1 期にあたる 。 また、この他の煮炊具も、 N2~V1 期の時期lや V 1 -V2 期の

時期と 2 通りに見事に時期が集中している。 V1~V2 期のものは上層遺物である 。 この建物は少なくとも V 1 

期には廃絶されたと考えられる。覆土では、壁際で壁崩落土が確認でき、下底面で床の一部とも考えられる薄い

層を確認できる他は、単層覆土である。
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SI90平面図 ・断面図 (S=1I60)
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黒色系
貼床

(SI90) 

C' 

B' 

⑧ 

⑮ P3 

B' 

C' I S190 "'-韮穴週四士臨

a層操褐色土(1OYR2'l)にぷい貰褐色土中

壇(10YR5/4)41割程合省.しまりあり.

b層鼎褐色土(1OYR3却 にぷい褐色土

(7_5Yru叫小中壇3割躍含有する。し

まりやゃあり.

c層灰黄褐色土(10・I'IW司が4111程、にぷい

椙色土中止塊6割程混在する.黒色土

揖も混在込しまりあり.

d眉!IA褐色土(10'双2却にぶい椙色土ノl岨
少量含有。しまり欠け.

e層にぶい椙色士大塊仁、駅跡色土

0' I _ 'D(1~四回~叫が 3割程混払しまり強。
e'.層 5聞に比べてややしまり弱い.

f層に品、世褐色土-(10YR4/3) にぷい褐

巴土中境多目音イ込しまり?i:1す軟質.

g層県褐色土(10YR21司、 にぶい褐色土メ鵠

が5割自転で混在。しまりやゃあり.

P6 (S=1I60) 

F H~lO_800m F' 

犬、二/
E' 2 

S190 P6j;畠註

l眉黒褐色土(1OYR2'l)に品噛色結

土小塊多目、中塊少量含有。炭化小

壇少量官有.しまりあり。

2層黒椙色土(1OYR3fl) にぷい裕色泊

土中塊多量告街。しまりあり.粘質.

2m 

(1/60) 



日 I 9 0 彊十十層註

l層県褐色土(1町R2I2) やや褐色味強いか?にぷい尚色二七7町R514)'I""少量含有.炭化

4岨 .焼jyl岨微量含有。埋土上層の軟質流込土。

2層黒褐色土(!0YR2/2) にぷい渇色土ノl嶋やや多目、焼土ー炭化小塊微量含有.埋之上層の

軟質流込土e

3膚黒褐色土(iOYR2/2) に品、帰色土l、.中境多目、部分的に多量含有e焼土 ・劇 bl岨少

量官有.建物埋土.

4眉黒褐企土(!0YR2/2) 褐色土(IOYR胡 )'1、中塊多量含有.しまり品川県色士塊混じる。

5掴瓢蹄色土(1町R211-2I2) に品、褐色1ジド勧OJ>量含有。壁際建物埋土.

8眉黒褐也土(1OYR2/2) にぷい褐色jyl、・中塊多量官有。焼土A岨多目含有。建物埋土

7眉晶褐色士(1OYR3/2-却 に灰貰褐色土白0四岨2割毘在。にぷい褐色1ュA、境極多量合

有.壁際建物埋土。

8眉黒褐色土(1OYR2/2) 褐色土(lOYRAI6)粘土{カマド粘土}中揖多量焼土 炭!bl、塊多目

骨有。カマド付近の土。

9層黒褐色土(IOY限必 褐色粘土中塩極多量吉弘

10層県{鈎色土(i町R2/i-212):Iこ品噛色土11""多量含有.しまりあり.

11暦灰世褐色土(1OYR4I司 にぷい褐色土小中壇多量官有。しまりあり.

12層 撚褐色士(10YR2/2):3掴よりやや船、に品、褐色jyl塊多量含有.しまりやや3明 。

』

昌弘
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d d' 
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E I 9 0 掴り方十層 註

a周 黒褐色:!:(IOYR2/2)と明褐色粘土 7.5YR5/防、制品色土臼0YR21盟、 塊状に混在。貼床の極硬{ヒ土e

b層 県掲色ニ凶 0YR21由に‘明褐色粘土が混在.貼床土.甫く存在。

c眉黒褐色二七(1OYR2/2)ベースに熟褐色士(1OYR2I司が少量混じる。しまりやゃあり。貼床下の土e

d眉黒褐色土(IOYRaI副 焼土中壇‘炭化中境多量古有。軟質

e眉黒褐色土臼0YR21司 にぶL褐色土粘土(7.5YR5/4)中壇多量含有.しまりあるが.貼床軟置土。

e 層黒褐色土(ioYR2/2) にぶい椙准油土小崎極多量含有.軟民基軸甘にe層と同層.

f層黒褐色土.(10YR2l2-叫 明褐色土中・大塊多盈含有。黒色土中撞少量含有。しまりあり。貼床土.

g眉黒揖色土血OYRal司 明褐色粘土中大塊(~化泌極多量含有。 県色土埋も少量含有。しまり強く 、 貼床a眉土
に近い。但し硬化はしていなL、.

h厨黒褐色土(江0YR21叫 にぶい褐色土。 皮R掛4)'1暗鬼 焼却岨少量含有.やや軟質土.

i眉 に晶、貰褐色土自0YR41司 にぷい黄褐色白0YR5/刷、塊多量官有.果樹色土壇も混じる.しまりありg 粘質土e

J層剥締巴土(IOYR2I2-却司 明褐色土(7.5YR描)'1、中壇画多量官有白O幼.焼刻 、中塊多目合布@炭イbl岨

少量含有。しまり1J;:け軟賞。

k眉 にぷい貰褐色士(10YR岬 に品、褐色土小境極多量焼土中岨多目含有。軟質土@黒褐色士(10YR2/2)も含有.

i層謀略色士(10YRal国 明褐色結土硬化中塊、極多量全有。黒色土埴も混じる. g眉とほぼ同膚だが、極軟質。

m層 黒褐色土(10YRal叫 にぷ、前縄色(IOYR4I3)，1、。中塊極多量全有園院土中境多目官有。しまり強a

n岡崎褐色土臼OYR測 に.0;噴褐芭(1OYR5/4)，1、塊極多量音布。黒椙色土塊も混じる@しまり強.

。層黒椙色土(10YR3/2-21却 にぷい褐色(7.7YR5I心暗土中塊多量含有 (1層より少な川 。匝軟質で、もろL、.

SI90カマド平面図・断面図

(5=1130) 
H~ l l. O∞m 

t) 杯A7タ

ベタ

焚口ソデ石
抜き取り痕

図 No民2(V蕊きらゐ
長胴銭 守ブ一部濯 ~ 

。

c 

5 190カマ F班十 ・掴り 古十踊許

※以下記述のにぷい褐色粘土は(7.5YR5/4)、 基本としてカマ ドソデに使用されているものである。

11冒県褐色土白0YR2/2) にぶい褐色結台!、中唱が多目に合泊。焼.::bJ"¥，;揖が多目に合tする.やや軟質.

2府県ば椙色土(1OYR2I1-百世 にぷい褐色粘土I、ー中塊多量含有する.焼土，1岨が多目に含有するa

2'眉黒褐色土(IOYR2I2-叫 にぷい褐色油土刷岨が極めて多量に含有する。しまり知ずる。

3阜県褐巴土(10刊2)2-測 にぶい褐色粘土と焼粘土中蜘噛めて多量に含有する.

4層黒褐色士(10YR21目 にぷい尚色粘土極多量官有。焼土中塊少量含有。

5眉暗褐色:!:(!OYR舗 にぷい褐色結土小塊、にぷい賞檀色粘土l岨(IOYR剖)多量合有。カマ ドソデ崩壊土。

6眉暗褐色土白OYR却 j にぶい貸笹色粘土焼土中塊多量に含有。炭化中塩多目に含有。しまり択ける.

6'層 6層と同層だが焼土中塊、炭化中壇が少量合有する.

7眉黒褐色土(IOYRaI渇 焼土中塊、員長色土中風にぶい椙色粘土中壇多量官有。しまり究け。カマ ド崩壊土ワ

8層烈働色土(10YR盟 ~叫 にぷい褐色結士が多目に合宿する。焼土小塊も多目に含有する。盟物寝土.

9掴灰黄褐色土UOYlW2)に、にぷい揖色粘土中 大塊4割ほど混私黒色土少量古有。カマ ドソデ廟瞳土.

10層黒出色土(10YR2/2) にぶい褐色粘土町中塊が多量焼土中塊が少量含有する。

11眉 熱色土自OYR2lI) にぷい褐色対土町中唱が少量含有する。しまりあり。

12層鰍倒色土(1OYR212→ 11):2閣と同質土眉.に.0;い椙色粘土の小中塩2割ほご世在。焼土小塊少量宮九

日府県揖色二七(1OYR2I司と、に品特色粘土田中叫が ~~\ 4 褐塊6)の割合で誕在する.

13'眉 13廟と同贋だが、にぷい褐色粕土壌は少なく、多目程度の含有量忌

14層 尾張潤色土(10YR2l2-211) に品、褐色粘土刷、壇が多量に含有する.

14'眉 14眉と同質だが、に品、褐色結土境町含有は少な凡

15層蝿臨色土uoYR2/2) にぷい褐色粘土刷岨が多量に含有する.壁際崩落土。

a眉 黒椙色土(1OYR2/2) にぶい褐色土の中塊が多量に含有する。黒色土塊も醒じる。しまりあり.貼凍土.

b層 明椙色濃粘土(7.5YRMl) カマ ド貼ft床粘土が怯製娘描し、緩めて硬化する層。

b曙 赤褐色土但5YR4/6) 地山磁然用。

c層黒樺色土uoYR2/2)ベースに、に品、賞褐色粘土中 ・大胡が411i1ほど混弘 しまり強。 カマドソデ土@

d層 黒褐色土臼OYR測 にぷい褐色土1I唱極多量、焼土中壇多量合省.1&色土浪ん匝熱しないカマ ド貼床土。

e層黒椙色土(ioYR2/2) に.0;い褐色土対曜が多量に含有する。黒色土混入.しまりあり.カマド貼床土.

f眉灰黄褐色土(IOYR叫 にぷい抱色土の大塊が極的て多量に含有する.しまりあり.

g層製高虫色土臼0YR2l2-211) 明椙色粘土(7.5YR出)中大塊が多量合有。しまりあり.カマ ド煙道貼床土。

h眉黒褐色土(iOYR2t.由、暗褐色土UOYRa/3)， にぷい褐色土が醒在する層.割合は (県3:'ff4 褐3)。

t眉明褐色硬化粘土U.5YR瑚l二、灰賞褐色士(IOYR叫が胤止に混じる.カマ ドソデ士。

1暗黒褐色土(IOYR2/2)I二、明褐色泊土U.5YR5必}小中壇が4¥li1腿在.晶色土壇混入e しまη強。ソデ基底土@

j'層 J層よりやや県〈、黒褐色土uOYR3/2-2Il抗、 明尚色粘土塊が211i1ほど混在する.

k層 黒褐色土(10YR2/2)に、明褐色結土の土壇が3制Hまど程在する。しまりやゃあり.

l層 明褐土粘土.(7町R5崎中境に、黒褐色土(10四 泌が4割ほど混在する.カマ ドソデ土.しまり強.

m層 黒褐色土(10'司¥'R2I2) 明褐色土U.5YR5I6)中塊が少量含有する。やや軟質.カマ ドソデ基底土.

P5断面図 (5=1130)
S I 90 P 5十周註

l層黒褐色土(7.5YR湖黒褐色土(埋土と同膚)少量混も

民!bl-塊多量、焼:!:'I岨多目含有。に品、黄褐色土

白OYR刷 小塊多量含有。

2廟褐色土(7町IW司 にぷい首相色土小中塊、焼土

炭ibl嶋多量官有。
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SI90断面図・掘り方平面図 (S=1/60)
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49. 5190 

(立地・規模・形態) c地区て・と 35・36Gr、旧地形鞍部に位置する建物である。西南壁の隅が削平により消失

されるが比較的良好な遺存状態を示す建物である。この建物は、カマド付設側のみ歪みをもつものの壁は直線的で、

全体プランとしては北壁によりやや台形状を呈してはいるが、隅丸方形状プランと言ってもよいだろう。4本主柱

であり、北壁に右に屈曲する L字型カマドが付設し、壁周溝が廻って壁周構内に支柱をもっ建物である。A地区

で検出された SI23と同様の構造の、 4本主柱と壁支柱で屋根を支える構造である。建物の規模は、 620-670 x 

570 cm、面積 36.8ぱ、中型クラスである。壁高は 17-36cm。建物主軸は、 N-350 -E。

〈主柱穴〉中央の 4本主柱は、いかにもしっかりとした掘り込みをもっ。柱穴規模は、径 66-76 cm深さが床から

86 cmで、ある。下底面に柱圧痕が残存している。柱筋は P3のみ若干東壁側に柱がずれるため柱の中央を通らない

のだが、他は柱筋がしっかりと通り、また柱閉す法も横軸間で 310cm、縦割!聞で 350cmと、並列に均等配置され

ている。柱覆土では、下底部分で柱痕と考えられるような締まりに欠ける黒褐色土が検出されており、この上層

に壊土が検出されているため、建物廃絶時に、柱の下底部分のみ切り取られた可能性がある。しかし、柱穴内で

果たして本当に切り取ることが可能であったのか疑問も残るため、抜き取り時に柱の根元が腐っており、上部分

のみ抜き取ったのではないかとも予想している。これらの柱痕土の上層は建物理土と同じ士であり、柱を取り外
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した後、埋め戻しはされていない。柱覆土の上層は軟質である。また、 P2のみ下層柱痕土と上層埋土の間の中層

にカマドソデがブロック状にそのまま投げ込まれている。P2はカマド近くの所謂穴であり、カマド廃棄に伴い近

くの穴へ廃棄したのだろう 。柱の設置については、掘り方の段堀やスロープの状況から、 P1とP2は縦軸を中心

にしてカマド側へ、 P3とP4は建物隅を結ぶ対角線を中心として内側から外側へと、柱を立てたと思われる。

(壁周溝と壁支柱〉 壁周溝はカマドを除く 壁に廻っており、規模は上端幅で 22-25 cm最大 35cm、下端幅で 6-

10 cm最大 15cm、深さが4cm程度-25cmを測る。この壁周溝の中に壁支柱が検出されている。壁支柱は13本で

ランダムに配置されている。壁支柱穴の規模は、径 20-24cmを主体とし大きなもので 30-38cmに至り、深さ

も周溝面からで 20cm程の深さが主体、浅いものでは 12-14 cm、最も深いもので 25cmで、ある。柱聞は 50cm間隔

の所もあれば、長い所では 180cm間隔の所もある。要するに、配置も大きさも深さもばらばらである。覆土では、

壁周溝部分で、板塀痕跡と、板塀を固定したと考えられる土が検出されている。

(カマ ド〉 北壁の中央から若干右側にずれて焚口が取り付き、 L字型に煙道が曲がるカマドである。焚口には、

カマドソデ石を抜き取った痕跡が両ソデ末端に見られ、非常に強い被熱焼結層の奥にも支脚抜き取り痕が確認で

きる。左ソデの約半分が破壊されているが、 右ソデ及び、煙道は良好に残っている。ソデは粘土と黒色系の土、こ

れらの混在土で版築状に積み上げて造られており、ソデの基底部分も念入りに構築している。床は全面が貼床さ

れている。床は焚口の被熱焼結部分が若干窪むが、支脚抜き取りピットの奥壁側の末端辺りまで 8度の傾斜をも

っ。この奥は奥壁まで平坦を呈す。床の成形は、奥壁から煙道に至って深く掘り下げた掘り方に混在土を充填し、

更にこの上面に貼床が施されている。焚口付近と排煙部付近では、堀り方はなく貼床のみであった。床面は緩や

かながら傾斜を持って焚口から排煙口に至っている。カマド規模は、奥壁から残存する右ソデ末端までの長さ 120

C皿、但しソデ石の抜き取りがあるため、本来は長さが 150cm程と推測可能だろう。幅外す 104cm、焚口幅内寸 67cm、

ソデの屈曲地点から壁までの煙道ソデ長 180cm、煙道幅が屈曲地点で外寸 78cm 内τj-53 cm、排煙部付近の壁ライ

ンでの外寸幅 52cm内寸 28cm、壁外の煙道幅外寸 40cm内寸 25cm。ソデ幅が 18-22 cmを測る。燈道は墜に添い

ながらも排煙部を窄めてゆく形をとっている。

〈他のピット〉 煙建物内には、カマド右ソデ右脇に位置する P5と、建物西側に位置する P6の小土坑が見られる。

P5は、上層に建物埋土と同様の土、下層には焼土や炭化小フーロ ックを多量に含有する覆土をもち、カマド脇とい

う位置からも、カマドに伴う灰溜め的機能をもっていたものと考えられる。P6は、下底面ににぶい褐色粘土塊を

多量に含有する粘質締まりのある土、上層に P5と同様の建物埋土と同じ土が覆土となっているものである。カマ

ド付設側の壁際に位置することからも、貯蔵穴と して機能した可能性が非常に高いと言えよう 。

〈床の状況と中央床被熱炉〉床は、全面が貼床され、著しい硬化は、 P2・4を結ぶ範囲で中央に位置する被熱炉を

含め極めて不整形なプランで認められ、 P1・6周囲や P3右側区域にも硬化部分を確認している。また、 P2のP3

側へ柱問中程までの範囲では比較的軟質、西側(左側)も軟質な床となっている。この軟質範囲が中央区域の被

熱炉にまで及んでいる。本遺跡での、カマドと 4本主柱に閉まれた空間が最も硬化するという床の傾向に対して、

特異な状況をもっと言えよう 。また、この区域のみ若干床が低くなっている。他の床面は平坦を呈している。カ

マド付近一帯と、カマドに相対する壁中央部分には、明褐色粘土に黒褐色土が混入する地山に近い状態の貼床が

施されている。明褐色土貼床は、薄い部分で 2cm、厚い部分では 15cmに至る。建物中央には貼床が被熱する炉が

2カ所検出されている。床の状況は、他の建物の床と比べ、少し特異なものと言える。

〈堀り方〉貼床の下に広がる浅い窪みを呈する掘り方の他に、掘り方土坑が大小の規模で

の3基の小規模土坑を中心として、この周囲にさらに小規模なピット状のものが隣接する。土坑覆土には、黒褐

色土ににぶい黄褐色土や明褐色とのブロックが多量に混在するものが主体を占めており、これらの土が非常に脆

く締まりのない質を持っていることが特徴である。

〈覆土堆積〉覆土堆積では、自然堆積層が確認できる。下層にカマド崩壊土が見られ、壁の崩落土が中央に向かつ

て緩やかに平坦となっている土層が確認でき、この上に流込土が堆積している。前述した壁|僚の板塀痕跡土層は

そのまま壁に取り付くように残存しており、板塀は床面に倒れなかったものと判断できる。板塀の長さがどのく

らいあったのか不明であるが、倒れ込む程の長さで、建物廃絶時に残っていなかったとみえる。また、堆積層は、

中心が窪む形状、典型的な自然堆積層を呈していると言える。また、これも前述しているが、柱の上層埋土も 同

様の土であり、この建物は柱も抜かれた後、とにかく放置されて廃棄されたと考えられる。
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〈遺物出土〉出土造物は総数で、須恵器食膳具が97点、土師器食膳具 29点、須恵器貯蔵具 64点、土師器煮炊具

が872点である。この他に円面硯 I点、陶製紡錘車 l点、製塩土器などの土師土製品 6点、石製品 25点が出土す

る。遺物は覆土内に多く満遍なく混入しており、床面からのものは少ない。床に張り 付いて出土するのは、カマ

ド周辺の煮炊具が最も多い。建物内の床に張り付いて出土する遺物の時期がII1期、 II1-II2期に集中してお

り、またカマド周辺の煮炊具も12-II1期に時期が収っている。これらの信恵性の高い遺物から考えれば、建

物の時期は II1期を中心としてみてよいだろう。覆土内の下層や床直上から出土するものも時期の主体が 12-

II 1期となっている。この建物からは、圏足円面硯や転用硯、脚付銃など注目すべき遺物が出土している。また、

覆土上層から出土するものはN'V期の時期にあたるものが多い。

50. 5196 

〈立地・規模・形態・出土遺物) c地区南側のて ・と32・33Grの、旧地形で東側尾根部の鞍部側縁辺に位置する

建物である。壁側柱穴とピットとして表記した掘り方土坑群、地山被熱のみ検出された。床や掘り方など完全に

消失してしまっている。柱穴は5本 (P8・9.10・11・12)検出されているが、 更に北東側が削平されており、お

そらくこの部分にも柱が位置していたと考えられ、 6本の側壁柱で屋根を支える構造の建物であっただろう。柱穴

規模は、径 30Cll1、深さ 15-25 Cll1程度しか残存していない。柱問寸法は P9.10聞でl30Cll1、 P8・9間で 210Cll1、

P11・12聞で2∞Cll1であり、ばらけている。ただし、両者とも柱筋はしっかり通っている。地山被熱は、カマド

焚口被熱の地山に及ぶ下底部分がかろうじて検出されているという状況である。これが南東側隅にて検出されて

いることと、 P8との関係から、カマドは東壁の右隅で、壁に対して垂直に付設するタイプであったのではないか

と考えている。また、竪穴面積は予想して 23rrl程、小型建物になると思われる。出土遺物は総数で、 須恵器食膳

具が2点、 須恵器貯蔵具3点、 土師器煮炊具が34点と極めて少ない。時期も I期からV期までと幅広い。P1か

ら皿-N1期にあたる土師器浅鍋が出土している。また、 1 . II期にあたるハケ調整の鍋、 E期に属するロクロ

成形の鍋破片が同量出土 している。須恵器貯蔵具の平瓶底部が出土しており、 南加賀地域では皿期までにしかみ

られない器種である。これらを考え合わせれば、建物の時期はE期相当になるのではないかと予想している。
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第 H章 今回報告区域検出遺構

第2項掘立柱建物

今回報告する区域で検出された掘立柱建物は、拡張建物を含め B地区で 80棟、今回報告分の C地区で 11棟で

ある。掘立柱建物番号は、 A地区からの連番で付けられており、 SB25-SB104がB地区となる。この内 SB42・

43は欠番となっている。C地区報告分は、 SB107-109・128-132・160・161である。今回の調査区では、倶IJ柱

建物が圧倒的に主体である。 しかし、 A地区では検出されていなかった総柱建物や廟付建物?も確認している。

また、倶IJ柱建物の中では、棟持ち柱をもつものや束柱をもつものが確認されている。

文中表記では、 長軸側を桁、短軸側を梁として、桁行x梁行として表示する。なお、桁 ・梁の区別が区別を付

かない場合は、北剥iに最も近い柱列を軸としている。建物主軸については、桁行を主軸と設定して、北からの角

度を表示した。掘立柱建物の各名称は、 奈良文化財研究所 2003r古代の官街遺跡 I遺構編』に基づき、引用参考

しながら一部表記した。出土遺物については出土量を破片数換算で数量とし、時期については田嶋明人氏の北陸

古代土器編年で表記する。

1 . S825 

調査区西側中央の B地区と C地区の境、た ・ち39・40Grに位置する。西桁に 2列の柱穴が検出されたことで、

切り合いから拡張立て替えされた建物と判断したもの。拡張前を SB25A、拡張後を SB25Bとした。この建物は、

重複の多い区域にあり、 SI43・SB34を切って、 SB29に切られていることを確認している。この他、 SB30・SI42・

SI46.S141と重複する。SB25Aは桁行 7.0m梁行 5.0mで、面積 35rrl、SB25Bは桁行 7.0m梁行 5.2mで、面積 36.4rrl、

いずれも 4間x3間の建物である。建物主軸は N-150 -E。柱間寸法は、桁間 180cm、梁間 160cmと、規格的である。

柱筋の通りは、 Aの方は良いのだが、Bの方は若干ずれる。掘り方プランは円形で、規模は径72cm深さ 24-40cm、

段堀りやスロープをもち、四隅柱が深めとなっている。覆土は抜き取りを示す土層である。その埋土は、 黒褐色

土に黄褐色ブロ ックが5割混在するものが主体となっており、 Aでは焼土が含有せず、 Bでは焼土や炭化物ブロ ッ

クが多量に含まれている。建物の内部に西桁横に小ピ ットが2本分検出されており、この建物に関連するものか

もしれない。出土遺物は、須恵器食膳具6点、須恵器貯蔵具4点、 土師器食膳具 I点土師器煮炊具 95点であり、

VI1-W1期のものが少量混在するが、 I期のものが主体的である。

2. S826 

建物規模が桁行 5.6m梁行 4.6m、面積 25.76rrlを測る、 3間x3問の側柱建物である。調査区西側中央の B地

区と C地区の境、ち・つ 40・41Grに位置する。この建物は、 SB27. SB28 . SI40と重複しており、 SB27を切っ

ている。建物主軸は N-3r .E。柱問寸法は、桁間 150-180 cm、梁間 120-148 cmで、東桁と南梁の柱間す法は揃っ

ている。掘り方だけの検出ではあるが、柱筋の通りはよい。円形ないし方形の掘り方プランをもち、掘り方には

一部段堀やスロープが見られる。掘り方規模は、径 70cm、深さ 16-44 cmで、旧地形に添う深さをも っている。段

堀やスロープの状況から、柱は北梁方向から掘っ立てられたか。出土遺物は、須恵器食膳具4点、須恵、器貯蔵具 1

点、土師器食膳具 31点であり、時期はIII-N1期のものである。

3. S827 

建物規模が、桁行 6.4m梁行 4.8mで、面積 30.72ぱ、 3間x3間の側柱建物である。SB26と同様の位置で、 S剖14却O.

S18加O.SB2部6.SB2お8と重複、 S臼18加Oを切つていることを確認している。建物主軸は N_20

いだろう 。柱間寸法は、桁問 2∞cm、梁間 160cmで、規格的な配置である。掘り方プランは方形主体である。円

形となって図化されてしま っているものの、検出当時は方形であったようだ。ただ、 方形の向きや上端の並びに

関しては、 P9のみひしゃげた掘り方配置を取っている。掘り方規模は、径 60-72 cm、深さ 56cmで、ある。柱は

抜き取られ、黒色系の土で埋め戻されている。出土遺物は、 土師器煮炊具であるハケ調整の釜胴部破片 3点のみ。

II1-II2期の時期にあたるものである。

4. S828 

建物規模が桁行5.6m梁行4.4mで、面積24.64r討を測る、3閑x3問の側柱建物である。SB26.27と同様の位置で、

S140・SB26.SB27と重複しており、 SB26を切っていることを確認している。建物主軸は N-300 -E。柱問寸法は、

桁間 188cm、梁間 128-180 cmで、ある。柱の並びは、東桁行はよいが、西桁行は中柱がややずれており悪い。梁

行に関しでも、北梁 P3が外側にずれており、悪い。 しかし、しっかりした掘り込みをもち、掘り方プランは円形で、

径が60-64cmを呈す。深さは25-36cmで、旧地形に添う深さとなっている。掘り方には段堀やスロープが見られ、
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第 54図掘立柱建物遺構図 1(S825' S826・S827)
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柱を北梁行方向から立てている可能性がある。P7.P8では、柱痕跡を確認している。これら以外は全て抜き取られ、

埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳具4点、須恵、器貯蔵具4点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 12点

であり、時期は V1 ~ VI1 期のものと確認されている 。

5. 5829 

建物規模が、桁行 5.0m梁行 3.8mで、面積 19.0rriの、 3間x2問、側柱建物である。B地区西南た 39・40Grに位

置する建物である。この建物は、 SB25. SB30・SB34. SI42 . SI43 . SI46と重複する。建物主軸は N-380 -Eで、

SB30やSB34とほぼ主軸を同一にする。SB34を切って柱穴が掘られていることを確認している。柱閉す法は、桁

間160cm、梁間 180cmで、規格的な配置である。掘り方プランはほぼ円形を呈し、底面が若干窪む。規模は径 64

-80cm、深さ最大 32cmで、ある。柱筋はおおよそ良いが、 P5のみ若干内側に入る。建物廃絶時には、柱は抜かれ

埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、須恵、器貯蔵具2点、土師器食膳具 1点、土師器煮炊具 58点

であり 、 時期は II ~m? 期に位置づけられる 。

6. 5830 

建物規模が、桁行 6.2m梁行 4.8mで面積 29.76rrio 3問x2聞の側柱建物である。SB29と同様の位置であり、

SB25 . SB34 . SB29 . SI42 . SI43 . SI46 . SI44と重複する。なお、 SI42を切っていることを確認している。建物主

軸は N-390 -Eで、 SB29やSB34とほぼ主軸を同じにとるもの。柱間寸法は、桁間 250cm、梁間は、北梁が 180cm、

南梁は P6・7聞が296cm、P7・8聞が 184cmを測る。掘り方プランは、不整形や楕円形状、方形状となっており、

径44~80cmと大小様々なプランを呈す。 深さは 16-30cm、基本的に立ち上がりをしっかりもつものが主体的だが、

側面がスロープ状となっていたり段堀されていたりするものもあり、掘り方の向きや並びに統一性を欠くものと

なっている。柱筋の通りは概ね良好だが、 P4が若干ずれている。建物廃絶時に柱は抜き取られ埋め戻されている。

出土遺物は、須恵器食膳具4点、須恵務貯蔵具 2点、 土師器食膳具3点、土師器煮炊具48点であり、時期は II-ill?

期に位置づけられる。なお、本建物は SB34の拡張建物である可能性がある。

7. 5831 

建物規模が、桁行 5.8m梁行 4.6mで面積 26.68rri、3問x2聞の側柱建物である。SB29・30と同様の位置で、

SB32・SI45・SI44・SI46と重複する。建物主軸は N-320 -Eで、 SB29. SB30・SB34とほぼ主軸を同じにとる。

柱問寸法は、桁間 160~ 220 cm、梁間 136-228 cmで、柱聞を均等には配置していない。柱筋は、 P2が内側へず

れ、また P9も若干外側へずれるものの、通らないことはない。プランは円形を呈し、径42-64 cmを測る。深さ

は10-24 cm、桁行は旧地表に添う深さを呈している。また、比較的四隅の柱がしっかりしてプランも大きい傾

向にあるが、中柱が浅いものもある。P6のみ柱痕跡が残っており、廃絶時に切り取られたようだ。確認できたの

はこの柱穴だけだ.った。出土遺物は、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具6点のみで、 I期あたりのものか。

8. 5832 

建物規模が、桁行 7.2~ 7.4 m梁行 4.8-5.2 mで面積 36.5rriを測る、 3間x2問の側柱建物である。西桁が外側

へ飛び出すように配置されるために、建物全体プランがやや台形状のひしゃげたものとなっている。SB29~ 31 

と同様の位置で、 SB31・SB33. SB54 . SI44・SI45. SI46と重複する。建物主軸は N_20 -Eで、 SB27と同主軸で

ある。柱問寸法は、桁問 208-252 cm、梁間 188-328 cmと、柱間を均等に配置していない。P5が若干内側へず

れて配置されているものの側桁が通らないことはなく、柱筋の通りは比較的良いと言えるだろう。プランは円形

や不整形を呈し、径 38-68cmを測る。深さは 12-32 cm、旧地形に添ったものとなっている。また、廃絶時に

は柱は抜き取られて埋め戻されている。覆土からは、掘り方側面に残る掘り方埋土と埋め戻し土を確認している。

統一性 ・企画性 ・監督性のない簡易な印象の建物である。出土遺物は、須恵器食膳具3点、須恵器貯蔵具 l点、

土師器煮炊具9点、凝灰岩のカマド石 l点、中世遺物が混在して出土する。時期は II-ill?期に位置づけられる。

9.5833 

建物規模が桁行 6.2-6.4 m梁行4.4-4.6 mで、面積 28.35ぱ、 4間 (3間)x 2聞の側柱建物である。B地区す・

せ40・41Grに位置し、 SB32.SB35と重複するもの。建物主軸は N-320 -E、SB32と同主軸である O 西桁の柱筋

が通らず、東桁側では P7が丁度 I本分飛び出すように配置されており 、P7の筋を通そうとすると建物がひしゃ

げた形状となる。建物北東部分が削平を受ける区域に入っていることもあり、掘り込み自体は浅いが、東桁行 ・

南梁行の方は底面からの立ち上がりがしっかりしている良好なものとなっている。
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第 1節建物遺構

西側の中柱2本は、全く柱筋がとおらず、非常に浅い。またこれらの柱穴の覆土は焼土や炭化物などの含有物も

少なく、もしかすると、建物建設を途中で断念しているかもしれない。プランはほぼ円形を呈し、径は 40-60 

cm、深さ 10-20 cmで、ある。また、建物内ピットから完形の長頚瓶が検出されており、樫納された可能性をもつが、

この建物に伴うかどうかはわからない。出土遺物は、須恵器食膳具 2点、土師器煮炊具 6点のみ、時期は不詳で

あるが、掘立柱建物としては古代に位置づけられる。

10. SB34 

建物規模が、桁行4.7m梁行 4.0mを測り、面積 18.8rri、3問x2聞の側柱建物である。B地区た 39・40Grに位

置、SB25. SB29 . SB30・SI42. SI43 . SI46と重複する。建物主軸は N-340 -E。柱問寸法は、桁間 140-160 cm、

梁間 200c皿である。P5のみ若干ずれるために桁行の柱聞は均一にならない。とはいうものの、仮IJ桁が通らないこ

とはなく、この P5を除けは¥非常に柱筋の通りは良いと言える。柱穴はしっかりしており、やや方形状を呈すも

の、円形、不整形のプランをもって側面に段堀やスロープをもちながら掘り込まれている。規模は、径 64-88cm、

深さ 28cmo深さは拍ijっている。段堀やスロープは、北側に多いようであり、北方面から柱を立てているかもしれ

ない。この建物は、桁行・梁行がきっちりして、しっかりした印象を受ける。廃絶時には柱は抜き取られて埋め

戻されている。出土遺物は須恵器食膳具 1点、土師器煮炊具 5点で、時期は 1. II期にあたる。

11. SB35 

建物規模は桁行 4.72m梁行 3.8mを測り、面積 17.9rri、3間x2聞の側柱建物である。B地区中央西寄りの、し

40・41Grに位置、 SB33・SB38と重複する。建物主軸は N-410 -E。柱閉す法は、桁問 152c皿、梁間 192cmである。

なお、 P2は検出されなかった。また、 P7は若干外側に位置。桁行の柱筋の通りは良く、柱問寸法も各々均等に配

置されており、規則性をもっ。掘り方プランは基本的に円形であり、 P3のみやや不整形を呈す。その規模は、径

32 -64 cm、深さ 10-28 cmで、ある。掘り込みの深さから、 P3あたりが一番深く、 P8が最も高かったという旧地

形に添って掘られたことが分かる。建物廃絶時に、柱は抜かれ埋め戻されている。出土造物は土師器煮炊具3点で、

時期は 1. II期 ?ということである。

この建物の北側に SB39が位置する。SB39は、 SB35と殆ど主事flが同じであり、また、柱の配列がそのまま続い

てもおかしくない位置関係となっている。SB35では P2が検出されず、また SB39では南梁の柱が2本なのである。

SB39の時期が I期。両者の時期は同じでもあり、両者は lつの建物でないかと思われるのである。もしかすると、

SB39の南梁2本の柱は間仕切りであった可能性もあるのではないだろうか。ただ、そう断言できないのは、もし

大型建物であったなら、もっと柱穴が大きくしっかりしているべきと考えるためである。2棟が繋がっていなかっ

たとしても、 2棟連続した建物であった可能性も高いと考えている。

12. SB36 

建物規模が、桁行 5.6m梁行 4.4mを測り、面積 24.64ぱ、 3間x2聞の側柱建物である。B地区中央の、さ ・し

38・39Grに位置、 SB37・SB52・SB55・SI47. SI48 . SK64 . SK68と重複する。なお、 SI47、S152を切っている

ことが調査時で確認されている。建物主軸は N-320 -E。柱問寸法は、桁問は基本的に 180cmだ、がP4・5聞が220cm、

P5・6聞が 160cmとなっており 、梁聞は加0-240 cmで、ある。柱穴は前記のような差はあれ、柱筋の通りもよく、

しっかりと掘り込まれている。柱穴プランは、円形若しくは不整形であるが、方形プランも見えて抜き取り時に

不整形となってしまったものの方形プランを持っていた可能性もある。柱穴規模は、径40-88cm、深さ 20-33 

cmで、ある。側面には、段掘やスロープが見られる。その方向は一定となっておらず、柱の掘っ立てに監督性はなかっ

たものと思われる。出土遺物は須恵器食膳具4点、土師器食膳具 1点、土師器煮炊具25点であり、時期は II3-

E期にあたる。

13. SB37 

建物規模が、桁行 6.0m梁行 3.6mを測り、雨積 21.6ぱ、 3間 x2問の側柱建物である。B地区中央、と 39・

40Grに位置する。この建物は SB36・S147. S152 . SI53A.・ B. SK64 . SK75 . SK76と重複、 SB38と隣接する。

建物主軸は N-320 -Eをと る。柱問寸法は、桁問 250cm、梁間 180cmで‘ある。掘り方プランは円形や不整形を呈し、

規模は径 40-60cmで'SK内に位置するものは小さく、深さは 15-20 cmで、ある。P7のみ径も大きく、この柱穴

だけ並びの上で外側にずれているが、これ以外のものに関しては柱筋の通りはよいものとなっている。出土遺物

は土師罷煮炊具3点のみであり時期は不詳である。ただ、古代の建物であることは確かだろう。

92 



(S836) 全て H=IO.700m

~ 
(S837) 全て H=IO.600m

-~ 
I 

もP2 @金i I ~寺町言もイ 。一-(CtP1 

日 P1 @ 
P3 

P3 

。P9 P4⑬ う @刊 -11.三j点4吋PJ J均 。P4

セ，

。P8

-(QP7 

事F⑬ P5

(S838) 全て H=IO.600m

か
院

i
¥

，
i
;
 。P9

e<d' 

L}f!..s<t，η 
吋 L匂

ーの P8

，ーー‘・"_ーーーーー-， 

ポ10

@ P2 

5152・53

ーー -ー一ーー-----

5147 。/ギ

第 H章 今回報告区域検出遺構

~ 
F 

J 
J 

咋 d

(S839) 全て H=IOωOm

\._~ 

⑬ 

⑬同

ゅ手ーやP9 9 

4m 

(1/ゆ0)

第 57図掘立柱建物遺構図4 (S836・S837・S838・S839)

93 



第 1節建物遺構

(SB40) 全て H~ IO.600m

一ー-090 0dず|

。P4 。附

@ P3 

。P11

5135 。P2 。門

@ ぷ;4(Q)竺
l拶|

(SB44) 全て H~I l.l OOm

r---、

。P1

~P14 

。問
。同

-¥Q)P11 

。P2 0 P3 0 -

⑨ 
ミト

P4 。P5

CrE芦 ③ m 

。P7

~ 

(SB41) 全て H~IO.800m

一⑫P1 ⑫ ~ 
P10 

P4 

。P9

|匂B ⑨

2 4m 

(1/100) 

第 58図掘立柱建物遺構図5 (SB40・SB41. SB44) 

94 

~ 



第 IIi;:t今回報告区域検出遺構

14. S838 

建物規模が、桁行 4.92m梁行 3.84-4.12 mを測り、面積 19.58rrlo 3問x2聞の側柱建物である。B地区さ 40・

41GrのSB37の西側に隣接し、 SB35・SB39・SB61. SB63 . S147 . S152 . S153A . Bと重複、遺構密度の高い区域

に位置する建物である。建物主事IIはN-360
ーEで、 SB37とほぼ主軸を同じにもつ。柱間寸法は、桁間 120-250 cm、

梁間 164-208 cmで、ある。柱穴は円形プランを呈 し、規模は径 20-44 cm、深さ 12-40 cmを測り、掘り方側面

に段堀を有するものもある。深さに関しでも非常に浅いものと深いもの、断面が火皿状となっているものもあれ

ば細長いもの、逆に底商から立ち上がりをしっかりもつものと様々である。柱筋の通りに関しては、桁行は良く、

梁行は P2とP7の中柱が通らない。東桁行のラインが東側に偏っているために、建物全体のプランはやや台形状

を呈す。全体的に無計画で簡易な印象の建物である。建物廃絶時には、柱は抜き取られ、埋め戻されている。そ

の埋め戻 しの土は黒褐色土に黄褐色土ブロ ックが含有する人為的な土であり、掘り方側面には、掘り方埋土が残

存する。出土造物は、須恵器貯蔵具 l点、土師器煮炊具 l点で、時期を判断することは難しく不詳である。

15. S839 

建物規模が、桁行 5.36m梁行 4.0mをislJり、面積 21.44rrlo 3間x2問 (3問)の側柱建物である。前述した

SB34との関連が伺われる建物でもある。SB38と同様の B地区中央こ ・さ41Grで、 SB38・SB61. SB62 . SB63・

S152・SI53A.B. SK74と重複する遺構密度の非常に高い区域に位置する建物である。建物主軸は N-390 -Eで、

SB36やSB37とほぼ主軸を同じにもつ。柱問寸法は、桁聞が 148-220 cmで、ある。梁間は北東側が200cm、南西

側は 3本列となっており 3聞の内中央寸法が 140cm、両サイドが 132cmとなっている。柱穴は、方形や円形プラ

ンを呈す。ただし、調査時の検出掘削直後には方形プランと確認されている。柱穴の規模は、 径44-60 cm、採

さ10-24 cmで、ある。建物北側・西側が削平区域にあたり、特に北側は著しい削平区域となるため、 P1の形状は

不明なのだが、これらの柱穴の 4隅が比較的しっかりと掘り込まれている。南西梁行の 2本に関しては、簡素な

掘り込みを持っている。柱筋の通りはよい。そして、覆土で黒褐色土に黄褐色土ブロックが多量に含有する土を

確認しており、これらの柱は、建物廃絶時に抜かれ埋め戻されたものと考えられる。出土遺物は須恵器食膳具 1点、

須恵器貯蔵具2点、土師器煮炊具9点で、時期は I期にあたるものが出土している。

16. S840 

建物規模が、桁行 6.48m梁行 4.8mを測り、面積 30.59ぱ、 4閑x4聞の側柱建物である。B地区南側の、た-

ち37・38Grに位置、 S135'SB50・SB51. SB53と重複する。建物主軸は N-10l0 -E。ただし主軸に関しては梁行

方向がほぼ北方向に沿っているため、 二|ヒに対し横向きに配置された建物と考えられる。柱問寸法は、桁間 140-

180 c皿、梁間 120cmを測る。柱穴配置としては、ずれているものもある。南側桁行では Pll. P12が若干外側に、

梁行では、 P7が若干内側に位置し、 P15は竪穴建物内で検出されたこともあり、外側にずれていて柱筋が通らな

いが、これを除けば柱筋の通りは比較的良好と言えるだろう。柱穴は円形プランを中心に、抜き取りの影響か不

整形を呈すものをもち、柱穴規模は、 径72cm深さ 20-44cmで、ある。桁行の深さが旧地形に添うものとなってお

り、梁行では隅柱を深く掘り込んでいる。また、底面が窪む程度の段を有すものもある。全体的に監督性は薄いが、

規格性の伺える建物。出土遺物は須恵器貯蔵具 1点、 土師器煮炊具 13点であるが、時期は不明である。但し、古

代の建物となることは確かだろうと思われる。

17. S841 

建物規模が、桁行 5.76m梁行 3.84mを測り、面積 21.95rrl、3間x2聞の側柱建物である。B地区中央の、し -

す37Grに位置し、 S138. SB49 . SB58と重複する。建物主軸は N-300
ーE。柱問寸法は、桁間 ・梁間とも 194cmで、

柱は均等に配置されている。柱穴プラ ンは円形を中心に方形プランもみられ、柱抜き取りの影響か不整形を呈 し

ているものもある。柱穴規模は、径 64-80cm、深さ 36-60cmで、ある。この建物は SB49. S138を切って建てら

れている。出土造物は、 須恵器食膳具8点、 須恵器貯蔵具7点、土師器食膳具 l点、 土師器煮炊具 66点と多い。

SB49として遺物を取り上げていないため、両者のものが混在する状況と思われる。時期はIl1期のものが主体で、

V期のものが混在する。また、中世 I期の遺物も混在して出土している。SB41柱穴の状況から、Il1期であろう

と思われる。

18. S844 

建物規模が、桁行 7.0m梁行 5.0m、面積 35.0ぱを測る、 4問x3聞の側柱建物である。C地区南側でB地区と
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第E章今回報告区域検出遺構

の境つ・て 46・47Grに位置し、 S190・SB45と重複する。SB45に切られていることを硲認している。建物主軸は

N-350 -E。柱間寸法は、桁問 160-180 cm、梁間 140-180 cmである。堀り方プランは円形を中心に方形状 ・や

や不整楕円状を呈しており、規模は径 56-68cm、深さ 32-68 cmを測る。深さのレベルはほぼ一定となっている。

柱抜き取り痕跡が確認できており、堀り方埋土が側面に残存するものもある。柱圧痕が検出されている柱穴があり、

その径は最大 26cmで、あった。柱圧痕が確認されていないものでも、掘り方下底に窪み状の落ち込みを捉えている

ものもある。柱筋の通りに関しては、 P1. P6・P8. PlOがやや外側にずれ、特に P8では、柱 1本分が外側に位

置する。堀り方にはスロープや段堀を有するものが見られるが、一定方向から柱を立てたと考えられるものでは

なく、様々な方向から柱を立てたと思われる。出土遺物は、須恵器食膳具 3点、須恵器貯蔵具 l点、土師器煮炊

具 16点であり、時期は 12期が主体、 V2 -V1 1期のものが少量混在する。

19. S845 

建物規模が、桁行 4.6m梁行 3.52m、面積 16.19ぱ。3問x2問で、中央に束柱 1本を有する側柱建物である。

C地区南側で B地区との境、つ 37・38Grに位置し、 S135. SB44 . SBl31・SB132と重複、いずれの建物も1切切3匁Jつて

いると調査時に確認している。建物主萌刺軌Iiは N-60ぴ。

ため、北に対し横向きに配置された建物と考えられる。柱間寸法は、桁問 120-176 cm、梁間 176cmで、ある。堀

り方プランは方形を呈し、底面に柱圧痕が検出されているものがある。柱圧痕を結ぶと、柱筋の通りは良い方だ。

P5が若干外側にずれ、 Pllもずれるのだが、中心から外れている程度である。また、この柱圧痕の最大径は 28cm 

であった。堀り方の規模は、在60-76 cm、深さ 24-60cmを測り、堀り方の外側に段堀やスロープをも ってい

るものが多く、外側から柱を掘っ立てたものとみている。堀り方の並びに関しては、堀り方外側のラインにおいて、

P3-5が揃っているが後はばらけており、この 3本辺りが基本となって掘削されたと思われるが、掘削人に正確

な技術はなかったようだ。また、深さに関しでも一定となってはおらず、四隅と梁行は深くしっかりしているの

だが、桁行の中柱は浅いものとなっている。覆土から P2・Pllで下底に基礎固め土を確認している。

また、建物廃絶時に、柱は抜き取られているが、 一部の柱穴で・柱のあたり .が確認できる。柱穴径は 22-24

cmあたりと思われる。この建物は、規則性・監督性が若干垣間見られるような建物であり、束柱が1本だけだが、

倉庫の可能性は否定できないと考えている。出土造物は、須恵器食膳具 1点、土師器煮炊具9点であり、時期は

II2-II3期が主体、 V期のものが少量混在する。

20. S846 

建物規模が、桁行 5.2-6.0 m梁行 3.52-3.8 mを測り、面積約 19.76rri、3問x2問の側柱建物である。B地区

南側の尾根部削平区域にかかる、 せ・そ 34Grに位置する。建物主軸は N-350 -E。柱問寸法は、桁問 112-220 cm、

梁間 140-240 cmで、ある。堀り方プランは円形・椅円形で、径 36-72 cm、深さ 12-36 cmを測る。柱の配置は、

北梁行と西桁行の P1が梁行側と桁行内側に配置されていることにより、北梁行が狭まって全体がひしゃげた形

となっている。ただし、柱筋は通っている。深さに関しては、旧地形に添った深さの並び、を持っており、南側が

最も地形的に高く、 Pl辺りが最も低いことを示している。また、比較的四隅の柱はしっかりした形状をとってい

るのに対し、中柱は浅く小さなものとなっている。全体と して計画性に乏しく、簡易な印象を受ける建物である。

またこの土坑のすぐ近くに土師器焼成坑や屋外炉などが位置している。出土造物は、 須恵器食膳具 1点、土師器

煮炊具 16点、カマド石等の石製品 5点で、時期は I-II期に位置づけられるもの。また、中世 I期にあたる椀や

皿等が21点出土する。

21. S847 

建物規模が、桁行 5.2m梁行 4.0m、面積 20.8rriを測る、 3問x2聞の側柱建物である。B区南側の尾根部削平

区域にかかる、す ・せ 35Grに位置し、 SB48.SK56と重複する。建物主軸は N-380 -E。柱問寸法は、桁間 176cm、

梁間 200cmを測る。柱穴プランは円形や不整円形、方形状を呈 し、側面に段堀やスロープをもつものもあり、下

底面が窪んで段をもっているものもある。柱穴の規模は、径40-76 cm、深さ 16-32 cmと旧地形に添ったもの

である。柱穴の配置は P2が内側にずれており、北梁行の柱筋の通りは悪いが、他の柱筋の通りはよい。覆土は抜

き取り・埋め戻しを示すものとなっている。出土遺物は、須恵器食膳具9点、須恵器貯蔵具2点、土師器食膳具4点、

土師器煮炊具41点、石製品 I点で、皿-N1期に位置するものである。また、中世 I期のもの 4点が混在している。
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22. S848 

建物規模が、桁行 5.4m梁行 3.72m、面積20.08ぱ。3間x2聞の側柱建物である。B区南側す・せ35・36Grに位置、

SI39 . SI50・SB47.SK56と重複、 SK54. 57・58とも重複しこれらの土坑が建物に収まるように位置する。建物

主唱IJはN-380 -Eで、 SB47と同主軸をとる。柱問寸法は、桁間 160-180 cm、梁聞は 160cmなのだがP7・8聞の

み250cmで、ある。柱穴プランは円形を中心に不整形となっているものもあり 、柱穴規模は径 48-84cm、i奈さ 10

cm-48 cmをiWJり、側面に段堀を有するものが多いが、 一定方向ではない。しっかりと深く掘られているのだが深

さは一定ではなく、また旧地形に添った状態を呈する並びも見られる。柱穴の並びは P7のみ軸に平行に東側へ

ずれる程度で、規則正しく並んでおり 、柱筋の通りもよい。廃絶時に柱は抜き取られ埋め戻されており、この痕

跡が覆土で確認されている。この建物の西・南では、 屋外被熱が密集している。出土遺物は、須恵器食膳具2点、

土師器煮炊具29点である。これらは II2期にあたるものである。この他中世 I期に相当する椀破片が2点出土、

混在する状況である。

23. S849 

建物規模が、桁行 5.6-6.32 m梁行 3.8m、面積 22.64ぱ。3問x2聞の側柱建物である。B区南側し ・す 37Gr

に位置し、 SI38. SB41・SK56と重複する。建物主軸は N-280 -E。柱間寸法は、桁間 180-228 cm、梁聞は 160

-250 cmである。柱穴プランは円形を中心に不整形 ・楕円形を呈すが、 SB41との重複と抜き取りもあって、この

ようなプランになったものと思われる。柱穴規模は径 72-80cm、深さ 20-32 cmを測り、 P7・8は径28cm深さ

10 cmで、ある。建物の全体プランが、南梁行の P8が外側にずれるために全体に台形状となっている。P8のずれ以

外では配置は良い。柱筋の通りは、上記のように南梁行は通りが悲しこれ以外は良い。プランや深さ、柱の並

びなど、P7・8が異質で、本当に この建物のものであったのか、という疑いさえ出てくるのだが、現地での確認で

判断したこともあり、他に柱穴が検出されていないため、この建物の柱穴として位置づけしている。出土遺物は、

SB49として取り上げているものはなく、SB41と重複のためまとめて取り上げている Oよって、時期は不明であるが、

建物の建て替えの可能性ももたれるし、また、 II1期と V1期と 2時期の遺物が出土しているので、どちらか一

方がこの建物のものと判断することもできょうか。

24. S850 

建物規模が、桁行西側 5.68m東側 6.0m、梁行 3.6m、面積約 21.0rriを測る、 4問x2間 (3間)の側柱建物で

ある。B区南西端の C地区との境た・ち 37・38Grに位置、 SI35. SB40と重複する。建物主軸は N-230 -E。柱間

寸法は、桁行1ll1Jが竪穴建物との重複により柱穴が検出されていない状態であり、梁聞は北側が 180cm、南側が 104

~ 128 cmで・ある。柱の並びは、 北梁行の並びがしっかり して柱筋も通るので良好だが、他は南桁行で柱筋が通らず、

西桁行の柱配置も不均一である。ただ、全体がひしゃげた形になろうとも、四隅の柱は通るので、建物は建つも

のと思われる。非常に簡易な建物になるのだろう 。柱穴プランは円形、規模は北位置の柱で径60cm、重複してい

る柱は 30cm程である。深さは 32cmを測るが、それぞれの底面レベルは一定ではない。出土遺物は、 須恵器食膳

具 I点、 土師器煮炊具 1点で、時期は 11期と判断されるものである。

25. S851 

建物規模が、桁行 4.6m、梁行 4.4m、面積 20.24ぱ、 3問x3聞の側柱建物である。B区南の、そ ・た37・

38Grに位置、 SI37'SB40・SB50・SB53と重複する。建物主軸は N-220 -Eで、 SB50やSB54と同様の主軌をとる。

柱問寸法は、桁問 96-160cm、梁間 108-188 cmで、あり、正確な配置規格はない。柱穴プランは円形を呈し、柱

穴規模は、径 32-68 cm、深さ 12-28 cmを測る。四隅が比較的しっかりしていると言えようか。柱筋の通りは

良いと思われるが、柱穴の配置はばらつき、 Plはプラ ンも大きく外側に飛び出している。出土遺物は、須恵器貯

蔵具 l点、土師器煮炊具 1点で、時期は不詳である。

26. S852 

B区中央の、さ 38.39Grに位置、 SI47. SI48 . SB36 . SB59 . SK64 . SK70と重複する。建物主軸は N-550

・W。桁行 4.68m、梁行 2.56-2.8 m、面積 12.54rri、4問x2間の側柱建物である。柱問寸法は、桁問 84-152 

cm、梁間 124-140 cmで、ある。北梁行が狭い為に、建物全体のプランがやや台形状を呈す。柱穴プランは円形で、

規模は径 28-42c皿、 深さ 12-44cmを測る。柱筋の通りは、 P4・5・11が内側へずれるため桁行の通りは悪い。

深さも旧地形に添っている所もあるが、 一定とはなっていない。柱穴も小さく、段掘の状況からも柱も細かった
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ものと想定でき、簡易的な印象を受ける建物である。出土遺物は、須恵器食膳具 I点、須恵器貯蔵具 1点、土師

器食膳具2点、土師器煮炊具 10点で、時期は II2-m期である。なお中世 I期の造物が3点出土、混在する。

27. S853 

B区南側せ ・そ ・た37・38Grに位置、SI37. SB40・SB51. SB54・SK47・SK46と重複する。建物主軸は、

NS  -E。桁行 8.0m、梁行が北側 6目8m南側 7.8mの、身舎の建物プランが台形状を呈し庇がつく、片庇の建物と

考えているものである。入側柱列と桁行が平行で、この部分の梁行柱問寸法は 260cmで、ある。51首jx 3間 (4間?) 

の建物である。柱の配置としては、柱問寸法に非常にばらつきが見られ、入側柱 P7の柱筋が通らないが、この他

は柱筋の通りは良い。柱穴規模は、径44-68cm、深さ 12-40 cm、プランは円形や不整形を呈し、側面に段掘

を有するものもある。出土造物は、須恵器食膳具2点、土師器食膳具 1点、土師器煮炊具 16点、カマド石 1点が

出土する。中世 I期の遺物がl点混在するが、建物の時期は II2-皿期に位置づけられる。

28. S854 

建物規模が、桁行 6.48-6.64 m、梁行 4.l2-4.72 mで、建物面積 29.99ぱ、 3間x3聞の側柱建物である。建

物全体のプランが台形状となるなるもの。B区中央南寄り 、せ・そ 38・39Grに位置し、 SI37. SB32 . SB31・

SB53 . SB55と重複する。SK79とも重複し、この土坑が内部の北東端に位置する。建物主軸は N-30
0 -E、SB41

やSB51と同じ主軌をもっ。柱問寸法は、桁問 192-224 cm梁間 l∞-160cmで、ある。柱穴の配置に関しては、

P8.9・11が外側にずれているために、西桁行と南梁行の柱筋の通りは悪くなっている。柱穴規模は、径 40-56 

cm、深さ 20-54cm、プランは円形を呈し、側面には段塀を有するものもある。柱穴自体はこぢんまりしている

のだが、梁行の中柱は別として、意外と深くしっかり掘られている。ただ、柱そのものは細かったものと思われ、

配置状況などからもいても、簡易な要素が見える。出土造物は、土師器食膳具7点、 須恵器貯蔵具4点、土師器

煮炊具 50点と、柱穴から出土する量としては多い。時期は II1-II3期に位置づけられる。また、この他中世 I

期の造物が2点出土し混在する。

29. S855 

建物規模が、桁行 6.l2m、梁行 4.6m、建物面積 28.l5rriの、 3問x3間の側柱建物である。B区中央す ・せ

38・39Grに位置、 SB54・SK61と重複する。SK61は建物の内部に収まるように位置している。建物主軸は、

_350 -E。柱間寸法は、桁閑 250cm梁間 144-160 cmで、ある。柱穴プランは円形 ・方形 ・楕円形を呈し、規模は

径48-86 cm、深さ 8-20cmを測る。上層がかなり削平されている建物である。柱の配置に関しては P1のみ外

側にずれるが、柱筋の通りは概ね良い。出土遺物は、 須恵器食膳具 2点、須恵器貯蔵具 l点、土師器煮炊具 13点

であり、時期はm-N1期に位置づけられるものである。

30. S856 

建物規模は桁行 7.4-7.8 m梁行 3.0-3.68 mで、南梁行が窄まり、建物プランとして台形状を呈す、建物面積

25.38 rri、5問 (4間)x 2聞の側柱建物である。B区中央東寄りの、 し・す 35・36Grに位置、SI50・SB57と重

複する。また、 S]7・S]8の被熱層が建物内外で重複して確認され、建物の東側に S]lとする鍛治炉跡が隣接する。

主軸は N_340 -E。柱問寸法は、桁問 100-220 cm梁間 128-220 cmで、あり 、柱穴配置においては統一性のないラ

ンダムな配置となっている。柱穴プランは円形・楕円形を呈し、規模は径 32-56cm、深さ6-32cmを測る。深

さとしては、梁行にて旧地表に添った形状を呈して東側の地而が高かったことを示しているが、全体には四隅の

みしっかり深いということもなく、 J機々な深さと形状をもっている。柱筋の通りは良いが、無計画で、簡易な建物

であったと思われる。出土造物は、須恵器食膳具 11点、須恵、器貯蔵具 3点、土師器食膳具 3点、土師器煮炊具40

点、カマド石などの石製品 2点と、掘立柱建物としては、出土量は多い。時期は 12-II2期相当にあたる。また、

この他中世 I期に位置づけられる遺物が 12点出土し混在している。

31. S857 

建物規模は桁行4.6m梁行 3.2mで、建物面積 14.72rrio 3間x2問の側柱建物である。B区中央東寄り、し ・す

35' 36Grに位置、 SI50・SB56と重複する。この建物の近 くには、 S]7・ S]8被熱層が確認される。主軸は N-340

-E。柱問寸法は、桁問 104-160 cm梁間 148-176 cmである。柱穴は円形 ・不整形で、規模は径 32-68cm、深

さ8-48cmを測る。柱穴は、凹隅のみしっかり深いということもなく、様々な深さと形状をもっている。P2が

梁行ラインの外側に位置、P5も外側に飛び出るように配置されているが、柱筋が通らないということはない。
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P8は非常に小さく完全に内側にずれているのだが、竪穴建物の下底で検出したものでもあり、もともと浅かった

為にこのような形状で検出されたのではないかと予想する。いずれにしろ小型で計画性に欠く建物である。出土

遺物は、須恵器食膳具 l 点、土師器煮炊具 19 点、カマド石などの石製品 3 点で、時期は rr~ 皿?期に位置づけら

れるものである。また、この他中世 I期の造物が l点出土し混在している。

32. S858 

建物規模が、桁行 6.0m梁行 3.32mで、建物面積 19.92ni、4問x2聞の側柱建物である。B区中央東寄りの、し -

す 37Grに位置、 SI38. SB41・SB49と重複する。主軸は N-420 -E。柱問寸法は、桁間 108~ 2∞cm、梁間 132~ 

2∞ cm。 柱穴プランは円形 ・ 不整形・椅円形を呈し、規模は 24~60cm、深さ 8 ~ 70cmと、様々な形状 ・深さを

呈している。柱の配置に関しては、 P12がずれており柱筋が通らない。P1・6・7は若干外側に飛び出す様に配置

されているものの柱筋は通っている。計画性を欠く建物と言える。出土遺物は、須恵器貯蔵具3点、土間i器食膳

具 l 点、 土師器煮炊具 14 点で、時期は rr ~ III 期にあたる。 また、中世 I 期の遺物が 4 点出土し混在する。

33. S859 

建物規模は桁行6.4m梁行4.0m、建物面積25.6ni、4間x2聞の側柱建物である。B区中央こ ・さ35・36Grに位置、

S148・SB52.SB60と重複する。主軸は N-30。 ーE。柱問寸法は、桁問 128~ 212 cm梁間 180~ 200 cmで、ある。柱

穴プランは円形 ・ 不整形 ・ 楕円形を呈し、規i僕は 36~68cm、 i奈さ 12 ~ 28 cmで、あり、旧地形に添った深さを持っ

ている。柱の配置では、桁行の P6・10が若干外側に飛び出す如く位置、梁行でも中柱それぞれが飛び出 して配置

され、 P2では柱筋が通らない。上面削平の影響により、いずれの柱穴も浅いのだが、掘り込みはしっかりしてい

ると言えよう 。出土遺物は、須恵器食膳具3点、須恵、器貯蔵具 I点、土師器食膳具 I点、土師器煮炊具 22点で、

時期は I期に位置づけられる。

34. S860 

この建物は桁行 8.72m梁行 3.2mの4問x2聞の側柱建物に間仕切りの付くタイプ、若しくは、 3間x2間部

分が身舎で北梁行に廟の付くタイプであろうと思われるものである。建物面積は 27.90ぱ。B区中央け 38・こ

37・38Grに位置、 SB59と重複し、 SK65.66とも重複するが、SK65は建物内部に収まる形で位置している。主

軸は N-310 -E。柱間寸法は、桁聞の P1. P3から南側部分で 184~ 228 cm、P1・P3から北側の梁聞が両方とも

272 cmである。桁聞は、南梁間で 160cm、北梁間は 148~ 184 cm、P1・3間の梁間寸法で 140~ 192 cmを測る。桁

問128~ 212 cm、梁間 180~ 200 cmで、ある。柱穴プランは円形、規模は 28~ 76 cm、深さ 6~ 36 cmで、ある。柱穴

の並びに関しては梁行の中柱の柱筋が通らず、桁行の並びから若干ずれるものの何とか柱筋は通っていたものと

思われ、建物は成立したものと思われる。ただ、よく掘り込まれているしっかりした柱穴を持つ反面、貧弱なも

のも多く、府付きとするには疑問が残るものでもある。出土遺物は、 須恵器食膳具 l点、 土師器食膳具2点、土

師器煮炊具 20 点で、時期は III~V1 期に位置づけられるものである。

35. S861 

建物規模が、桁行 5.08m梁行 3.8mで面積 19.3ni、3問x2聞の側柱建物である。B区中央北西寄り、こ・さ

40・41Grに位置、削平区域であり、また遺構密集区に位置する建物である。重複する遺構は、 S152. S153A・B.

SB38・39・62・63.SK74である。主軸は N-46O -E。柱問寸法は、桁間 160~ 180 c皿、梁間 180~ 200 cmで、ある。

柱穴プランは円形・方形・楕円形を呈し、径 28~ 52 cm、深さ 16~ 32 c皿を測る。柱の配置に関しては、酋桁行 ・

南梁行が均等配置されており、これらを基準に他が掘り込まれたと予想するが、 P4が外側に若干ずれている。柱

筋の通りは比較的良好で、ある。建物廃絶時に柱は抜かれ埋め戻されており、覆土で焼土などが多量に入る人為的

埋土を確認している。出土遺物は、土師器煮炊具7点のみで、時期は 1~ rr ?期に位置づけられるものである。

36. S862 

SB61と同区域の遺構密集地帯に位置する。主軸は N-380 -E。建物規模は、桁行 5.08~ 5.2 m梁行 3.2~ 3.8 m、

面積 17.99ぱ、 3間x3聞の側柱建物である。南梁行が窄まる形状で全体に台形状のひしゃげた形状となっている。

柱問寸法は、桁間 140~216c皿、梁間 80 ~ 148cmて、ある。柱穴プランは円形・方形・椅円形を呈し、径 20~ 52 cm、

深さ 16~ 36 cmをifilJる。建物自体ひしゃげるが、柱筋の通りは良い。深さや形状にばらつきがみられ、計画性に

欠く印象であり、簡易的な建物であった可能性は高いと判断する。出土造物は、須恵器食膳具 1点、須恵器蔵具2

点、土師器煮炊具7点であり、時期は rr2 ~田期に位置づけられるもの。 また、この他中世 I 期に相当する造物
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破片が2点出土し混在している。

37. S863 

SB61・62と同区域の遺構密集区に位置する。この遺構は、おそらく桁行と考えられる 1柱穴列のみ検出された

ものである。検出されたのは 3問分で、長さ 4.2m、桁間寸法 100-180 cm。主軸は N-470 -Eと考えられる。柱

穴は円形・方形を呈し、径44-68 cm深さ 6-24cmを測る。上部削平の影響で、浅いがしっかりとした掘り込み

をもち、底面に有段、深さは旧地形に添っているもの。遺物は出土しておらず、時期不詳である。

38. S864 

SB61・62と同区域の遺構密集区に位置する。この遺構も、しっかりした掘り込みをもっ 1柱穴列のみ検出され

たものである。検出されたのは 3間分で、長さ 4.0m、桁問寸法 120-140 cm。梁行と考えられょうか。主事ltは

N-400 -E、SB39の主軸と同じであり、 SB39の庇的なものとも思われる所であるが、 SB39が I期の年代を示し、

柱穴の規模等からも別のものと思われる。柱穴は方形を呈し、径40-72cm深さ 12-28 cmを測る。削平の影響

でP1が貧弱で、あるのだがP4と同じレベルの深さをもっており、本来同様の柱穴であったと予想可能で、両端の

柱穴がi栄く中柱が浅いタイプのものと思われる。 出土遺物は、須恵器食膳具 l 点、土師器食)~昔具 3 点、土師器煮

炊具 21点で、時期は ll2-ll3期に位置づけられる。

39. S865 

建物規模が、桁行 6.2m梁行 4.4m、面積 27.28rri、3問x3聞の側柱建物である。B地区中央、け 39・40Grに

位置、 SI54と重複、 S]l3とも建物南東で重複する。主軸は N-35。 ーE。柱閑寸法は、桁間 172-232 cm、梁間 120

-152 cmで、あるが、相対する位置に柱がきれいに配置されている。柱穴プランは円形・方形を呈し、径48-72 cm、

深さ 24-60cm測る。堀り方側面に 12本中 9本が段堀をもっているが一定方向ではない。柱筋は、 P9が若干外

側にずれ、 P5もずれて平面図上表現されているのだが、 SI54によるものであり、 全体的に柱筋の通りはよかった

ものと考えている。建物廃絶時には柱は抜き取られ埋め戻されており、覆土で確認している。出土遺物は、須恵

器食膳具7点、須恵器貯蔵具4点、土師器食膳具2点、土師器煮炊具 35点、カマド石など石製品 1点であり、時

期は II2期に位置づけされる。

40. S866 

建物規模が、桁行 6.92m梁行残存で、 3.72mを測り、推定面積 35.43rri、3間×推定2聞の側柱建物である。B地

区北東側の削平区域、か ・き35Grに位置、 SB68と重複する建物で、西側の特に削平の著しい部分にかかり、全

体の 1/4を消失している。主軸は N-560 -E。柱間寸法は、桁問 2∞-260cm、梁間 252-260 cmを淵IJる。柱穴プ

ランは方形・不整形を呈し、径 26-44 cm、深さ 12-36 cm、上面削平の影響が色濃く現れていると思われる。

柱筋の通りは良く、深さは旧地表に添って掘り込まれている。遺物は出土しておらず、時期は不詳である、

41. S867 

SB66の南に位置するもので、 SB68と重複する。SB66同様に西側が削平され、おそらく全体の 112を消失して

いる側柱建物である。主軸は N-550 -E。建物規模は、桁行 5.08m、梁行残存で 2.0mを測り、桁行5間×梁行は

2ないし 3聞か。残存南梁行の 2倍と想定すれば、 25.4rri程となる。柱穴プランは円形・不整形を呈し、径 24-

48 cm、深さ 8-32 cmをiJlljり、上田削平の影響が色濃く現れている。桁行の深さは旧地表に添っているのだが、全

体的には深さにばらつきがあり、簡易な印象を受ける。基本的に柱筋の通りは良いのだが、 P8のみずれが生じて

いる。出土遺物は、 土師務煮炊具 l点のみで、時期は不詳である。

42. S868 

SB66・67問で両者と重複し、西側削平により建物の一部しか残っていない建物。桁行と思われる並びは 4問で

残存長 4.4m、梁行と思われる方は 1間分しか検出されず、残存長 1.68mで、ある。柱問寸法は、桁行 80-140cmと

不均一であり、梁行は 1∞cm。柱穴配置では P4にずれがあるが、柱筋は通るものである。主軸は N-360 -Eとし

ておく 。柱穴プランは円形・不整形 ・楕円形と様々で、径 32-48c皿、深さ 18-44cmと様々な値をもっ。計画的

に建てられたものではなく、簡易な建物なのであろう。出土造物は土師器煮炊具 1点のみで、時期は不詳である。

43. S869 

B地区北寄りの、き 39・40Gr、SB85A. Bの南梁行に重複するもので、 1柱穴列のみ検出されたものである。

柱穴規模は、径40-60深さ 28-60cmを測り、しっかりと掘り込まれている。この柱穴列は、 SB85Bの南梁行
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第 1節建物遺構

の可能性があったものの、両者の覆土が違うことなどから、別のものとして扱っている。検出された柱穴列は 5

聞で長さ 6.88mを測る。柱問寸法は 112~ 200 cm、プランは円形で側面に段堀やス ロープをもつものである。柱

圧痕が検出されており、その径は 20 ~24cmであった。 柱筋は P4 が若干ずれるものの、通りは良いものと思われ

る。この柱穴からの遺物は出土しておらず、時期不詳である。

44.5B70 

建物規模は桁行 5.6m梁行 4.52mを測り 、面積 25.31ぱ、 3問x2聞の側柱建物である。B地区北東え ・お38・

39Grに位置、 SB71. SB剖と重複する。建物内部に被熱床が検出されているが、この建物に伴うか否かは不明で

ある。主軸は N-340 -EでSB81と同じである。柱聞す法は、桁間 180~ 2∞cm、梁間 224cmでユある。柱穴プラン

は円形 ・不整形を呈し、径 48~ 92 cmで平均 80cm程、 i栄さ 40 ~60 c皿、 Pl 以外の全ての柱に段堀が確認される。

段婦は一定方向を呈しておらず監督性は伺えないものの、しっかりとした掘り込みをもっ。柱筋の通りは良い。

また、覆土では掘り方埋土が側面に残存する他、下底部分で基礎固め又は柱根本のレベル調整土と考えられる層

を確認、埋め戻 し土も確認、廃絶時に柱は埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳具4点、須恵器貯蔵具 l点、

土師器煮炊具41点と、掘立柱建物としては多く、時期は II3 ~III期に位置づけられる。

45.5B71 

建物規模は、桁行 6.2m梁行 4.4mを測 り、面積 27.28ぱ、 3間x2聞の側柱建物である。B地区北東え~か 38・

39Gr、 SB70 ・ SB84 と重複する 。 主軸は N-20。 ーE。 柱間寸法は、桁問 2∞ ~212 cm、梁間 216cm。柱穴プランは

円形・方形を呈 し、径 60 ~72cm、深さ 48~60 cmで、しっかりした柱穴をもっ。 円形プランは元々方形であっ

た可能性がある。柱筋の通りは良い。P5・6'7・10には柱跡が残っている。これら以外の柱は廃絶時抜き取られ

埋め戻されている。また、殆どの柱穴下底で基礎固め又は柱根本のレベル調整土と考えられる土が検出されている。

出土造物は、須恵器食膳具 l点、須恵器貯蔵具2点、土師器煮炊具 14点と、砥石 I点が出土し、時期は、 1 1 ~ 

n 2期に位置づけされる。

46.5B72 

建物規模は、桁行4.4m梁行 3.2mを測り 、面積 14.08ぱ、 2問x2聞の高床 ・総柱建物である。建物の一部が近

代撹乱により消失している。B地区北西く ・け43Gr、SI74. SB73と重複する。主軸は N-600 -w。柱閉す法は、

桁問 220cm、梁間 160cm。柱穴は方形を呈し、径 56~ 64cm、深さ 36~ 44 cmで、しっかり掘り込みをもっ柱穴

である。方形プランの上端ラインが直線で揃うということはないが、柱筋の通りは良く、並列に均等配置されて

いる。P5のみ柱跡が残存し、この径が 24cmであった。これ以外は廃絶時に抜き取られている。また、P9のみ基

礎固めと思われる土を下底で確認している。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、土師器煮炊具2点と、カマド石が1

点出土し、時期は E期?に位置づけされる。

47.5B73 

SB72と同様の位置と主軸である。建物規模は、桁行 6.2m梁行 4.6mを測 り、面積 28.52rri、3間x2聞の高側

柱建物である。SB72同様に建物の一部が近代撹乱により消失するもの。柱問寸法は、桁間 188~ 220 cm、梁間

220・240cm。柱穴は円形で、径44~ 64cm深さ 40~ 60cm、Plのみ深めだが他は同じような深さを呈し、 しっか

りした掘り込みをもっ。側面に段堀やス ロープが見られるが一定方向には定まっていない。P1. 3 ~ 5で柱跡、を

確認しており、この径は 15~ 20 cmを測る。これ以外は抜き取りされている。また、P3・5で覆土底面に地盤固

めか根固めの土を確認している。柱穴の並びに関しては P3が外側にややずれるものの、総じて柱筋の通りは良好

である。出土遺物は、須恵器食膳具 3点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 12点であり、時期は II2期である。

48.5B74 

B地区北西端、け ・こ44Grに位置。削平によりかなりの部分が消失する建物であり、桁行と思われる 2問分、

梁間と思われる l問分の柱列が検出されたもので、側柱建物と考えるもの。柱問寸法は、桁問 128~ 160 cm、梁

間 140cm。 主軸は N-200

ーE と しておく 。 柱穴プランは円形で、規模は径 40 ~64cm、深さ 20 ~40cmで、ある 。 梁

行側が拡張立て替えされており、 P3では柱を抜いた後しっかりと土を入れて上層を貼った痕跡を覆土で確認して

いる。柱筋の通りは良い。出土遺物は、須恵器食膳具 l点のみ、 1~ II 1期に見られる時期のものである。

49.5B75 

B地区北西側け40・41.こ41Grに位置し、SB76・77.78と重複する建物である。建物規模は、桁行5.72m梁行4.6
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mを測り、面積 26.31rrl、3問x2聞の側柱建物である。主軸は N-510 -w。ただし主軸に関しては梁行方向がほ

ぼ北方向に沿っているため、北に対し横向きに配置された建物と考えられる。柱問寸法は、桁問 192c皿、梁間 220

-240c皿。柱穴は円形・方形・不整形を呈すが、円形・不整形プランも元々方形であった可能性がある。柱穴規

模は、径 52-80cm、深さ 20-40cmで、しっかりした掘り込みをもっ。全ての柱穴底部に柱圧痕を検出してお

り、柱筋の通りは非常に良好である。柱圧痕から測った径は 30cm弱。覆土には側面に堀り方埋土が残存、他は抜

き取り後の埋め戻し土である。P9のみ柱基礎固め土を確認している。柱抜き取り痕跡を P4・6・7で確認しており、

抜き取り方向は全て西梁行方向であった。完全で、はないが柱配置は計画的で規格性をもっと言えよう。また、南

桁行の堀り方上場ラインが揃っており、この柱列を基準として、この建物は建てられたと考えている。柱穴掘削

当初のみ指導者・監督者がいたのかもしれない。出土遺物は、須恵器食膳具2点、土師器煮炊具 16点、カマド石

が I点であり、時期は皿期前後と位置づけされる。

50. S876 

建物規模が、桁行 3.0m梁行 2.72mを測り、面積 8.l6rrl、2問x2聞の高床 ・総柱建物である。SB75と同じ位

置であり、 SB75・78と重複する。主軸は N-430 -E。柱間寸法は、桁問 148-152 cm、梁間 128-140 cm。柱の

内外に添柱を持つものが多い。柱穴は方形状を呈し、径 52-64cm深さ 12-32 cm、四隅の柱が深めである。しっ

かり掘り込みをもつが、総柱としてはやや規模が小さい。また、 P8・9のみ柱圧痕を検出している。柱筋の通りは、

P3が若干外側へずれるが良好であり、南桁行はプラン上端外側ラインが揃っている。建物廃絶時には柱は抜き取

られ埋め戻されており、柱穴側面に堀り方埋土が残存しているものある。出土遺物は、須恵器食膳具 I点、土師

器煮炊具5点、カマド石等の石製品 2点が出土し、時期は II2-N?期に位置づけられるものである。

51. S877 

建物規模は、桁行 3.32-4.12 m梁行 3.4-3.72 mを測り、面積 13.24rrl、2間x2聞の高床 ・総柱建物と考えて

いるもの。B地区北側け 40・41Gr、SI54. SB76と重複する。主軸は N-420 -E。柱閉す法は、桁問 176-2∞cm、

梁間 140-208 cm。柱穴は円形を呈し、径 28-56cm、深さ 10-34 cmで、掘り込みは比較的しっかりする。覆

土は SB76に似て、柱抜き取り土層となっている。総柱建物としては柱穴も小さく、建物プランが台形状のひしゃ

げた形を呈し P8が軸から外れることもあり、建物が建っか否か疑問も残るが、柱筋は通っている。出土遺物は、

須恵器食膳具 l点、土師器煮炊具3点で、時期は II2-N?期に位置づけされるものである。

52. S878 

B地区北西側、く -け41・42Grの削平区域に位置するもので建物の丙側約 1/2を消失している。SI74・SB75・

76と重複する。主軸は N-420 -E。建物規模は、桁行 6.4m梁行残存 3.8mを測り、推定面積で 24.32ぱ程になろう

か。4間x2間若しくは 3聞の側柱建物である。柱問寸法は、桁間 140-192 cm、梁間 180-2∞cm。柱穴は円

形・不整形を呈し、径 28-52cm、深さ 20-40cmで、桁行は旧地形に添った深さをもっ。柱穴の配置に関しては、

P3がl本分外側に飛び出すようにずれ、 P6も内側にずれており、 P3を通そうとすると全体がひしゃげた形状と

なってしまう。規格性の乏しい建物である。柱穴には添柱と，思われる小ピットが付設するものが多い。出土遺物は、

土師器煮炊具9点で、時期は 1. II期に位置づけされるものである。

53. S879 

B地区北東端い・う 38Grに位置、 SI68と重複する。削平により建物の東側が消失、梁行は 1問分のみ検出され

た。主軸は N-490 -E。建物規模は桁行 6.08m梁行残存 2mを測り、面積は推定24ぱ程になろう。おそらく 3間

x 2間と思われる側柱建物である。柱閑寸法は、桁間 180-240cm梁間 200cmo 柱穴は円形、径48-60cm深さ 8

-32cmで、梁行は旧地形に添い、桁行は P5のみ浅いが他は底面レベルが揃う。桁行の柱筋の通りは良いが、梁

行P2がずれている。廃絶時には柱は抜き取られている。遺物は、出土しておらず、時期は不詳である。

54. S880 

B地区北西端、う 38-40・え39Grに位置し、削平により建物の北側を消失する建物である。SI70・SB81と重複する。

主軸は N-350 -E。桁行3問分が検出されており、残存建物規模は、桁行残存 5.6m梁行4.32mを測る、側柱建物

である。面積は残存で 24.l9凶。柱問寸法は、桁問 180cm、梁間 216cm。柱穴は円形・方形を呈し、径 52-80cm、

深さ 22-52cmで、しっかりした掘り込みをもつものである。柱圧痕が検出されているものがあり、径が25cm程

である。柱筋の通りは良い。廃絶時には柱は抜き取られており、単層の埋め戻し土が覆土となってる。SB81との
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切り合いは、 SB80が新しいものと覆土士層で確認されている。出土遺物は、須恵器食膳具 I点、土師器食膳具 1点、

土師器煮炊具 17点で、時期は E期頃と位置づけされるものである。

55. S881 

SB80と同位置で、削平により建物の北側を消失、桁行 3間分が検出されているもの。主軸は N-340 -E。残存

建物規模は、桁行残存 6.2m梁行 3.8mを測る側柱建物である。面積は残存部分で 23.56rrl。の柱問寸法は、桁問

180 -220 crn、梁間 188-2∞c皿。柱穴は円形・方形を呈し、径 56-72 cm、深さ 28cmで、しっかりして掘り込

みレベルが同ーを呈す。全ての柱穴に窪みを伴う柱圧痕が検出されており、径は最大 24crn最小20cmで、あった。

柱筋の通りは総じて良好だが、 P6のみ若干外側に位置しており、 P6を通すと桁行と梁行が直行せず、梁行に歪み

が生じる。廃絶時には柱は抜き取られており、単層で締まりのない埋め戻し土が覆土となっている。出土遺物は、

須恵器貯蔵具 1点、土師器煮炊具5点で、時期は II-N期と位置づけされるものである。但し、 H期頃とされる

SB80に切られているため、 SB81もE期頃のものと判断される。

56. S882 

B地区北端う・え 40Grに位置、 SI71・72・SB83と重複する。SI72の調査を先行したため建物北側は検出され

ておらず、北東も削平されている。桁行と考えている 3間は残存長 5.2m、梁行検出の l聞は残存長で2.8mを測

る側柱建物と思われるもの。柱問寸法は、桁間 120-180 crn、梁間 192crnで、ある。面積は、 3間x2問と想定すれ

ば、 19.66ぱとなる。柱穴は円形 ・楕円形を呈し、径 26-48 cmi奈さ 20-36 crn、柱筋の通りは良い。廃絶時に柱

は抜き取られ、単層で締まりのない土が覆土となっている。遺物は、出土しておらず、時期は不詳である。

57. S883 

桁行 I間分と梁行2問分が検出された側柱建物である。SB82の南側に位置する建物で、 SI72の調査を先行した

ため建物北側は検出されていない。残存桁行長3.2m、梁行3.6mを測る。柱間寸法は、桁間・梁間とも 180cmで、ある。

柱穴は円形・方形を呈し、径 36-44 crn深さ 32-44 crn、柱筋の通りは良い。円形として掲載図面上に表現され

ているが、調査時には方形を呈していたようだ。柱穴は小さいが深くしっかりと掘り込まれている。出土遺物は、

土師器煮炊具 l点のみで時期は不詳である。

58. S884 

建物規模が、桁行 5.6m梁行 4.4m、面積 24.64rrlを測る、屋外に棟持柱を伴う側柱建物である。B地区北側、え・

お38・39Grに位置、 SB70・71と重複する。主軸は N-320 -E。柱間寸法は、桁問 160-2∞cm、梁間 160-268 cm。

柱穴は円形を呈し、径40crn、深さ 12-32 crnを測る。梁間す法が均等でない配置をしており、この梁間中柱に繋

がるように屋外に柱穴が検出されたことで棟持柱とした。ただ、棟持ち部分が桁行軸に平行とならずひしゃげる

ため、疑問も残るもの。棟持柱とした柱穴は径32-56cm深さ 32-44 crnを測る。但し、側柱にしろ、両者棟持

柱にしろ、柱筋の通りは良い。出土遺物は、須恵器食膳具2点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 11点、カマド

石l点が出土し、時期は II2期と位置づけされる。

59. S885 

B地区北側、か・き 39・40Grに位置、SB69・86・87・96と重複する。主軸は N-310 -Eで、 SB88や SB96と

同様の軸をもつものである。この側柱建物は西桁行に 2列の桁行をもっ。内側の列を A、外側の列を Bとする。

両者の関係は、 Bの覆土がAを切っていることを確認しており、拡張立て替えされたものと判断している。建物

規模は、桁行 A6.8m B6.68 m、梁行が A4.6m B4.8 mを測り、面積は A31.28rrl、B32.06ばである。柱問寸法は、

桁聞がPlト 12を含めないで 220cm、梁聞は A220-232 crno BはP13・14が違う可能性があり、これらを含め

なければ232-240 crnで、ある。P11・12は桁行中央に位置、この建物に伴うのかわからないのだが、均等に配置

されているものである。伴うのであれば、 Bの方なのであろう。柱穴は円形を呈し、径 40-76 cm、深さ 32-48 

crnで、ある。柱筋の通りは良く、梁行で、は旧地形に添った深さをもっており、梁間の中柱は浅いものの、しっかり

とした掘り込みをもつものである。なお、建物廃絶時には柱は抜き取られ埋め戻されている。出土遺物は、須恵

器食膳具2点、須恵器貯蔵具2点、土師器煮炊具25点であり、時期は II2-II3期と位置づけられる。

60. S886 

SB85西側の、き 40・41Grに位置、SI76・SB87と重複するが、 SI76の調査を先行させたために梁行 3問分と桁

行 1間分が検出された側柱建物である。主軸は N-580 -E。梁行長は 4.72m、桁行長は残存で 2.6mで、ある。柱問
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寸法は、桁問 176cm、梁間 112-160 cm。柱穴プランは円形を呈し、径 24-48cm、深さ 12-44 cmを測る。柱

の並びに関しては、 P1がずれるために西梁行が広がる形状をとり、桁行・梁行を直角にすると P1が通らなくなる。

これ以外の柱筋の通りは良好で、ある。ただ、柱穴の深さはばらついており、柱穴の配置から考えても簡易的な建

物であったと思われる。なお、遺物は出土しておらず、時期は不詳である。ただ、古代の建物であることには違

いないだろう 。

61. SB87 

SB86と同様の位置と状態を示す建物である。検出された3間分の梁行は4.0m、桁行は 1問分検出され、長さが3.2

mである。建物主軸は N-500 -w。柱閉す法は、桁関 180cm梁間 112-160 cm、側柱建物である。柱穴プランは円

形を呈し、径 36-50 cm、深さ 20-44cm、堀り方側面には段堀やスロープが見られる。廃絶時に柱は抜かれ埋

め戻されていることを覆土で確認しており、下層に堀り方埋土が残存するものもある。柱圧痕の残っているもの

が検出されており、この径は 20cmで、あった。柱の並びは良くなく、桁行柱を通すと、建物はひしゃげた形状を示

すこととなり、また、 P4も若干内側にずれている。柱も細く、深さもばらつきが見られ、 SB86同様に規格性の

ない簡易な印象の建物である。遺物の出土はなく、時期不詳だが、古代の建物でよいだろう 。

62. SB88 

建物規模が、桁行 4.2m、梁行 3.6m、3間x2 (3)聞の側柱建物である。建物面積は 15.l2rrlを測る B地区北側、お・

か40・41Grに位置し、 S171.SB96と重複する。主軸は N-310 -E。柱間寸法は桁問・梁間とも 100-180 cmである。

柱穴は円形・不整形・楕円形を呈し、径 32-60cm、深さ 10-28 cmを測る。P6・9が外側に飛び出る様に配置

されるが、柱筋の通りは良好である。廃絶時には柱は抜き取られ、埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳

具2点、土師器煮炊具3点、カマド石等の石製品 4点で、時期は lll-ll2期に位置づけられる。

63. SB89 

B地区北側、か ・き42・43Grに位置し、 S176. SB90・SB98と重複する。建物規模は桁行 5.6m梁行 3.88m、

面積 21.72rrlの、 4間x2間側柱建物である。主軸は N-340

ーE。柱間寸法は、桁間 120-180 cm、梁間 180-200 

cmで、ある。柱穴プランは円形や不整形を呈し、径40-56cm深さ 12-40 cmを測る。深さが桁行で旧地形に添う

状態を示すところもあるが、しっかり掘り込まれているものである。柱穴には柱圧痕が残存するものが多く、こ

の径が最大で 24cmで、あった。P8が外側にずれるものの、P8以外の柱筋の通りは良い。また、廃絶時に柱は抜かれ、

埋め戻されている。SB90と重複する事に関しては、土層断面で SB89がSB90を切っていることを確認しており、

SB90が古い。出土遺物は、 SB89で須恵器食膳具6点、土師器煮炊具 37点であり、時期は II2期に位置づけられ

るもの。この他中世 I期の皿破片 l点が出土混在する。なお SB90から出土する遺物の時期は II2-頂期に位置づ

けられていることから、両建物は II2期間に拡張し建て替えられたとすることも可能であろう。

64. SB90 

SB89と同様の位置・重複をもっ建物である。建物規模は、桁行4.6m梁行 3.6m、3間x2間の側柱建物である。

建物面積は 16.56rrl、主軸は N-350
ーEである。柱間寸法は、桁問 140-160cm梁間 180cmを測る。柱穴は、円形・

方形を呈し、径60cm深さ 16-40cm、側面に段堀やスロープをもつものが多く、しっかりと掘り込まれている。また、

柱筋の通りも良い。柱は抜き取り埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳具2点、須恵器貯蔵具2点、土師

器食膳具 1点、土師器煮炊具 12点、この他カマド台石 1点が出土し、時期は ll2-ll3期である。

65. SB91 

B地区北西の、き・く 43・44Grに位置する建物で SB92と重複する。近代撹乱により建物中央を消失するもの。

2問x2聞の高床・総柱建物と考えられるもので、建物規模は桁行 3-3.4 m、梁行4.2m、建物面積 13.44ぱ、 主

軸を N_540 -wにとる。柱間寸法は桁問 140-200 cmで、梁間 180-240 cmで、ある。柱穴は円形・方形・不整形

で、径44-80cm、深さ 36cmを測り、堀り方側面や底面に段堀を有するものがある。柱圧痕が4本だけ認められ、

その径は最大 28cmであった。柱の配置や並びについては、柱筋は通るのだが、 P1がずれるために、北端のみ歪

んだ形状となるようである。これで総柱建物として成立するのか疑問が残るものの、他の部分の検出があるので、

成り立つのであろう 。出土遺物は、須恵器貯蔵具 l点、土師器煮炊具 1点のみ。時期は不詳である。

66. SB92 

SB91の南側に位置し、北東梁行に近代撹乱を受ける建物だが、規模復元は十分可能で、建物規模は、桁行 6.09
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m梁行 3.88m、面積 23.59ぱの 4問x2閥、側柱建物である。北東梁行は 3聞である可能性があろうか。主軸は

N-620 -w。 柱穴プランは円形で、側面に段堀を有するものがあり、径は 28~56cm深さ 16 ~ 36 cmと中柱が浅い

傾向をもちつつ、深さは旧地形に添ったものとなっている。柱の並びに関しては、 P4がやや外側にずれ、 P9は完

全に内側に配置されて柱筋が通らない。この 2本を除けば柱筋は通っている。廃絶時には、柱は抜き取られ埋め

戻されている。なお、南西桁行では、軸の外に位置して小ピットが検出されており、関連があるのだろうか。また、

南梁でも同じような屋外に位置するような小ピットが2つ検出されている。出土遺物はなく、時期は不詳である。

67.5893 

B地区北端、建物の殆どが削平のため消失しており、柱穴 3本列のみ検出された建物。柱穴プランは円形・方

形を呈し、径80cm深さ 32cmを測る。削平区域であるにもかかわらず、しっかりとした掘り込みをもち、深さは

旧地形に添っている。南北軸とすれば検出された 3本列は梁行でよいのだろう。この梁行の長さlはま 3.6mを測る。

主軸は N-48O。

とした。A柱穴でで、は柱圧痕を検出、この径は最大 36cmで、ある。また、 Bでは締まりの強い黒褐色土に明褐色粘土

を混在する土が埋められており、これを切って Aが構築されたことを確認している。これら柱穴 ・柱の規模から、

おそらく総柱建物と判断可能であり、 B建物から A建物へ立て替えらている。よって、面積は推定で 13rri程にな

ろうかと思われる。出土遺物は、須恵器食膳具 I点、土師器煮炊具5点で、時期は I期と判断される。

68.5894 

建物規模が、桁行 5.8m、梁行 3.8~ 3.92 m、3間x2聞の建物面積 22.04rriを測る側柱建物である。B地区北側、

お・か43.44に位置し、 SB95・98と重複する。建物の内外には地山被熱層が確認される。主軸は N-400 -E。柱

問寸法は、桁間・梁間とも 180~ 200cmである。柱穴プランは円形を呈し、径 52~ 60 cm、深さ 32~ 52 cmを測る。

柱穴内には柱圧痕の残存するものがあり、最大径が22cmで、あった。柱の配置に関しては P8が若干外側に配置す

るために南西梁行がやや広がる形状を呈すが、柱筋の通りは良好と言えよう 。建物廃絶時には柱は抜き取られて

いる。なお、重複する SB95・98は出土造物より同じ時期に立てられていたものと考えられる。覆土の斬り合いか

ら、 SB94が最も古いものと判断している。出土遺物は、須恵器貯蔵具2点、土師器貯蔵具2点で、時期は E期に

位置づけられる。

69.5895 

SB94と同様の位置で検出したもの。建物規模は、桁行 3.8~ 4.2 m、梁行 3.6~4.0 mを測り、面積は 15.2ぱの

3問x2間側柱建物である。主軸は N-390 -E。柱間寸法は、桁間 120~ 180 cm梁間 168~ 208 cmで、ある。柱穴プ

ランは、円形 ・ 楕円形で、径 36~56cm深さ 16 ~ 26 cmを測る。柱 3本分に柱圧痕が確認されており、この径が

最大 18cmで、あった。柱の深さに関しては、基本的に旧地形に添っているものと考えられ、柱の並びに関しては桁

行と梁行が直角にならず、歪んだものとなっている。ただし柱筋は通っている。柱穴の規模や配置から、計-画性

のない簡易な建物と言えるだろう 。なお、出土遺物は、土師器煮炊具 l点のみで、時期は不詳である。

70.5896 

建物規模は桁行 5.4m梁行 3.32m、建物面積 17.92ぱの 3間x3問、側柱建物である。B地区北側お・か 40・

41Grに位置し、 SI71. SB85 . SB88と重複する。主軸は N-300 -E。柱問寸法は、桁問 160~ 180 cm、梁間 112cm 

を測る。柱穴プランは円形 ・不整形・楕円形を呈し、径 30~ 72 cm、深さ 20~ 48 cm。柱穴側面に段堀やスロー

プが見られる。柱穴の配置は軸からずれるものも見られるが、柱筋の通りは良好である。柱穴はしっかりと掘り

込まれた良好なものがある反面、浅いものもあって一定ではなく、旧地形に添った深さを呈する並びも見られた

りと、様々である。建物廃絶時に柱は抜き取られ埋め戻されている。また、 P8の下底に基礎固め若しくは柱根本

のレベル調整のための土を確認している。出土遺物は、須恵器貯蔵具 I点、土師器食膳具 1点、のみ、時期は不詳

である。また、この建物は SB85と繋がるように隣接して位置しており、桁行同士が繋がる状態であるが、柱穴の

規模などから別のものと現地で判断している。

71.5897 

B地区の SI76南側に位置、柱穴 1列のみ良好な状態で検出されたもの。柱穴プランは円形で径 40cm深さ 20 ~

38 cmを測る。P3がずれるものの、しっかりとした掘り込みをもっ。3聞ないし 4間分で、長さ 4.6mで、ある。側

柱建物の一部であろう 。出土遺物は、須恵器食膳具 l点、土師器煮炊具5点で、時期は E期頃?と判断される。
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72. S898 

SB94・95と同様の位置である。建物規模は、桁行 2.44-2.68 m、梁行 3.52-3.8、2関x2聞の側柱建物とし

て検出したものである。建物面積 9.36rrl、主軸は N400 -E。柱穴プランは円形 ・楕円形を呈し、径 32-50cm、

深さ 20-28cmを測る。柱穴の配置は均等ではなく、 P3がずれることにより、 P3方向が広がる如くひしゃげた形

状を呈す。柱穴には柱圧痕が残存しており、隅柱に認められる。この径が最大 22cmで、あった。また、建物廃絶時

には柱は抜き取られ埋め戻されており、この覆土がSB94P1に近似する。この建物は、小型の簡易な小屋といっ

た印象のものであるが、 SB94が隣接することもあり、何か関連するものかもしれない。出土遺物は、 土師器煮炊

具2点で、時期は I. II期に位置づけられる。

73. S899 

B地区北端に位置し、削平のため建物西のおそらく半分を消失している建物。規模は桁行6.8m、梁行残存長で3.52

m、3問x2聞が妥当だろう。推定面積27.2ぱ程になろうかと思われる。柱閉す法は、桁関2∞-260cm、梁間 250cm。

主軸は N-4r-E。柱穴は円形・不定形を呈し、径は 38-50c皿深さ 16-26 cmを測 り、 旧地形に添った深さをもっ。

P4のみ柱圧痕を検出している。柱筋の通りは、 P3が外側にずれる状態であるものの、比較的良好で、ある。出土遺

物は、土師器煮炊具4点のみ、時期は I. II期に位置づけられる。

74. S8100 

建物規模が桁行 5.2m梁行 4.48m、面積 23.29rrlを測る、 3間x2聞の倶IJ柱建物である。B地区北側、え ・お

42・43Grに位置、 SB101と重複する。主軸は N-330 -E。柱問寸法は桁行 140-180 cm、梁行 216cm。柱穴プラン

は円形 ・方形 ・不整形を呈すが、本来方形であったと思われる。柱穴規模は径60cm、深さ 28-48cmを測り、柱

穴底面に柱圧痕が検出されており、 この径が最大 30cmで、ある。掘り込みはしっかりしており、特に四隅は深い。

また、底面で段を有するものが多い。P4のみ若干ずれるが、柱筋の通りは非常に良い。また廃絶時には柱は抜き

取られており、埋め戻されている。重複する SB101との関係だが、覆土で SBl01をSB1∞が切っている ことを確

認しており、 SB100はSB101の柱穴を利用しながら、縮小して北へずれて新たに SB1∞を建てたものと思われる。

出土遺物は、須恵器食膳具2点、土師器食膳具 I点、土師器煮炊具 15点、カマド石 1点であり、時期は II1-II

2期に位置づけられる。

75. S8101 

SB100と同位置で、 SI73と重複する。建物規模は、桁行 5.2m梁行4.2m、面積 21.84rrlの、 3問x2問、側柱

建物である。主軸は N-320 -Eで、 SBlOOと同じ主軸である。柱間寸法は桁間 168cm、梁間 200cm。柱穴プランは

円形・不整形を呈し、径 38-64cm、深さ 28-52 cmを測る。西桁行のみ柱圧痕を確認しており、この径が20cm 

程である。柱筋の通りは良く、建物廃絶時には柱は抜き取られ埋め戻されている。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、

須恵器貯蔵具 1点、 土師器煮炊具 1点で、時期は II-N期に位置づけられるものである。

76. S8102 

B地区北端え 42・43Grに位置、北側削平により、おそらく桁行と考える 3本分の柱穴と南梁行が検出されてい

る側柱建物。なお、SB1∞ .104と重複する。桁行は、3聞ないし4間になるのだろう。残存する桁行は5.2m梁行5.08

mで、ある。面積は推定して、桁間 3聞ならば26.5rrl、桁間 4聞ならば34.5rrl程になるだろう。主軸は N-250 -E 

である。柱間寸法は、桁間 160-180 cm、梁間 120cmで、あり規格性が高い。柱穴プランは円形 ・不整形を呈し、

径は 40-52 cm深さ 24-40cmを測るしっかり した柱穴で、四隅がより深いものとなっている。梁行の柱穴全て

に柱圧痕を確認しており、この径は最大 18cmであった。また、これらの柱は廃絶時抜き取られており、覆土には

締まりに欠ける人為的な土が入っている。柱筋の通りについて、梁行で柱圧痕を通らないのは、柱圧痕の一部分

のみ検出されたためと思われる。よって、概ね通りは良いと思われる。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、 須恵器

貯蔵具 l点、土師器煮炊具9点であり、時期は II3期に位置づけられる。

77. S8103 

B地区北端え ・お44・45Grに位置、建物の殆どが削平区域にかかることもあり、おそらく桁行と思われる 3本

のみ検出されたもの。梁行も予想可能だが、土坑によって位置不明となっている。主軸はN-320 -E。残存桁行3.8m、

柱間寸法は桁問 180cm。柱穴プランは方形 ・不整形を呈し、径は52cm深さ 20-28cmを測る。P3のみ柱圧痕を確認、

この径が24cmで、あった。柱痕跡も確認されており、この径は 24-26cmで、ある。この建物は柱を切り取って廃絶
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第 H掌今回報告区域検出逃構

している。また、 P2の下層で基礎固め ・柱根本のレベル調整土と思われる土層を 4cm確認している。柱筋の通り

は良い。遺物は出土しておらず、時期は不詳である。

78.58104 

SBl02と同様の位置であり、 SB102と重複する。北側削平により、桁行と思われる 1問分と南梁行のみ検出さ

れている側柱建物である。残存桁行は 3.6m、梁行 4.4mを測る。3問x2問になるものと予想すれば、面積は推

定24rri程になろうか。柱間寸法は桁間 180cm梁間 2∞-228cmで、あり、主軸は N-200 -E。柱穴プランは円形 ・

不整形を呈し、径48-72cm、深さ 20-36cmを測り、しっかりした掘り込みをもっ。2本のみ柱圧痕が確認され

ており、柱筋の通りは良い。出土遺物は須恵器食膳具 1点のみ、時期は不明である。

79.58107 

C地区北端、て 48Grに位置、削平により建物の殆とぐを失っており、 3本の柱穴列のみ検出されたもの。長さは 3.0

m、桁閑寸法は 150-160 cmで、ある。この並びが桁行とすれば、 主軸は N430 -Eとなる。柱穴は円形・方形を呈し、

径 48-76 cm深さ 24-32cm、柱筋の通りは良い。柱穴上端から 4-5cm下で、柱痕跡が確認で、き、上層には軟質

黒褐色土が認められる。柱の径は 15-17 cmで、あった。廃絶時、柱は柱穴内で切られたようである。なお、遺物

は出土しておらず、時期不詳である。

80.58108 

SBl07のすぐ南側に位置するもので、削平により建物の 1/2を消失、 SB109と重複する。建物規模は、桁行 6.0

m梁行 4.4m、面積 26.4rriの3間x3問、側柱建物である。主軸は N-240 -E。柱間寸法は、桁問 180-220 cm梁

間120-160 cmを測る。柱穴プランは方形 ・不整形で、径48-80cm、深さ 24-52 cm、段堀をもつものがあり 、

四隅が深めに掘り込まれている。下底には柱根固め若しくは地盤固めの層が3-8cm存在し、 P2はこの層の下に

更に白色粘土を詰めている。柱筋の通りも良い。出土遺物は須恵器貯蔵具 1点のみ、時期は不詳である。

81. 58109 

SBl08と重複、削平により一部を失っているが復元は十分可能である。建物規模が、桁行 3.4m梁行 3.2m、2

間x2聞の高床・総柱建物である。面積は 10.88rri、主軸は N-360 -E。柱間寸法は、桁問 160-180 cm、梁間 160cm。

柱穴プランは円形を呈し、径 44-68cm、深さ 28cmを測る。P3・5のみ柱圧痕を検出しており 、この径が20cm、

2本だけ廃絶時に柱を切り取っている。この他のものは抜き取ったようだ。P3が若干広がり気味だが、柱筋の通

りは良い。出土遺物は、須恵器食膳具 1点、土師器煮炊具3点で、時期はN-V期に位置づけられる。

82.58119 

建物規模は、桁行4.8-5.32m、梁行3.2-3.4m、面積 16.69ぱを測る。3間x2聞の側柱建物である。C地区中央南、

そ ・な37Grに位置する。主軸は N-320

ーE。柱間寸法は、桁問 112-212 cm、梁間 152-180 cmで、北梁行部分

がやや窄まるような形状を呈し、規格性に欠ける柱配置となっている。円形・不整形 ・楕円形を呈し、 径 28-48 

cm最大 72cm、深さ 26-44cmを測る。柱穴は深いが細くて、柱筋の通りも悪いことから、簡易な建物であると判

断できる。P2・6・8・9で柱痕跡を検出、径は 16-20 cmで、あった。これら以外の柱は抜き取られている。出土

遺物は、土師器煮炊具9点で、時期はW期に位置づけられる。

83.58128 

C地区中央て・と 40Grに位置、SI81と重複する。削平により建物の1/3を消失する。建物規模は桁行5.08m梁行4.12

m、建物面積 20.92ぱ。3間x2間の側柱建物である。主軸は N-1060 -E。柱穴は円形・方形を呈し、径56-72cm、

深さ 44cmを測る。四隅がやや深めだが、似たような掘り込みレベルもち、良好な柱穴と言える。柱穴配置に関し

ては P5がやや外側にずれるが、総じて柱筋の通りは良い。隅柱2本に柱圧痕が残存、また全ての柱の下底部で、

基礎固め ・柱根本のレベル調整土層を確認している。廃絶時には柱を抜き取り埋め戻しが行われている。出土遺

物は、土師器煮炊具 19点で、時期は 1. II期に位置づけられる。

84.58129 

C地区中央と 39・40Grで、 SI81. SB128と重複し、削平のため一部分のみ検出したものである。どちらの柱列

が梁行 ・桁行なのか復元不可能なのだが、仮に P1・2の列を梁行と設定しておく 。残存する桁行は 3.6m、梁行 3.0

mで、ある。主軸は N40 -E。柱穴は円形で径48cm最大 66cm、j奈さ 20cmを測る。P3としているものは形状が他に

比べ異質であり、違うものなのかもしれない。どの柱穴にも下底部に、礎固め ・柱根本のレベル調整土層が確認
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第 E草今回報告区域検出遺構

されている。また、建物廃絶時に柱は抜かれ、埋め戻されている。出土遺物は須恵器食膳具 l点、土師器煮炊具

25点で、時期は 1. II期に位置づけられる。

85. 88130 

建物規模が、桁行 5.6m、梁行 4.0m、建物面積 22.4rriの、 3問x2問の建物である。C地区中央て・と 38・

39Grに位置、 S181. S183・SB131. SB132と重複する。梁行の中柱が、両方とも外側に飛び出して設置され、こ

の柱穴が他よりもより深く掘り込まれ規模がしっかりとしていることから、棟持柱と判断した。この建物は、近

接棟持柱構造もしくは半独立棟持柱構造と考えられる。主軸は N-250 -Eにとり、柱間寸法は、桁問 160cmまたは

240cm、梁間 2∞cmで、ある。柱穴は円形・方形を呈し、径 52cm深さ 16~ 52 cm、棟持柱は径 68cm深さ 68cmを測る。

また、柱痕跡が検出されているものは、棟持柱 2本と P9である。これら以外の柱は抜かれ埋め戻されている。棟

持柱は別として、柱筋の通りは良く、掘り込みや配置に関しては有る程度の規格性をもっ建物と思われる。出土

遺物は、 須恵器食膳具 l 点、 須恵、器貯蔵具 2 点、 土師器煮炊具 11 点で、時期は II ~N? 期に位置づけられる。 ま

た、現地でSBl30がS181・83を切って構築されたことを確認しており 、S181が 11 ~ 1 2 期、 S183 が II 2 ~ II 3

期にあたることから、 SBl30はII3期頃からW期頃にあたることとなる。

86.88131 

SB130と同様の位置で、 S181. SB45・SB130・SBl32と重複する。3間x2聞の側柱建物で、 P9が I本分飛び

出す様に配置されている。P9を通すと P7・8がずれ、建物全体が歪となり、 P9を通さなければ桁行 ・梁行事Iiが

直角となって柱筋も通る こととなる。桁行 5.36m、梁行 4.4~ 4.68 mを測る。建物面積は 22.88ぱ、柱間寸法は、

桁間 200~ 248 cm、梁間 140~2∞ cmで、ある 。 主軸は N-570 -w。 柱穴プランは円形 ・ 不整形を呈 し、径 48~60

cm深さ 16~ 52 c皿を測る。深さに関しては南桁行が旧地表に添い、また中柱が浅めの傾向をもつが、総じてしっ

かりとした掘り込みをもっ。建物廃絶時には、柱は抜き取られている。出土造物は、須恵器食膳具 5点、須恵器

貯蔵具 2点、土師器食膳具4点、土師器煮炊具44点、カマド台石 1点が出土し、時期は II2 ~ m期に位置づけ ら

れる。

87.88132 

SB130・131と同様の位置である。建物規模は、桁行5.8m梁行4.8m、面積27.84rri、3問x2聞の側柱建物である。

主軸は N-330 -E。柱間寸法は桁間 172~ 2∞c皿、梁間 220~ 260cm。柱穴プランは方形・円形・不整形・楕円形と様々

で、径 36~ 76 cm深さ 16~ 36 cmを測る。中柱が比較的浅く 、梁行では特に小さい。また、柱穴の配置に関しては、

P7が若干内側にずれるものの、総じて柱筋の通りは良いものである。建物廃絶時には柱は抜き取られている。出

土遺物は、須恵器食膳具 l 点、土師器煮炊具 11 点であり、時期は II 2~ II 3 期に位置づけられる。

88.88160 

C区つ ・て35・36Grに位置、 SBl30と同様の構造をもっ建物であると考えるもの。梁行の中柱が壁面より外側

に位置 し、しかもしっかりと して深い掘り込みを伴う 。ただ、この建物は桁行の長さが左右で異なり 、西桁行で

は4.08m、東桁行では 4.44mを測る。梁行は 3.12mで、ある。柱筋はしっかり通るのだが、建物の南側のバランス

が悪い。 柱穴は円形 ・ 方形を呈し、径 40 ~64cm深さ 24~48cmを測る 。 方形プランの場合、径の大きなものが

多いのだが、この建物の場合非常に小さい。深さに関しては北梁行方向が徐々に低くなるという旧地形に添った

深さを持っている。建物廃絶時には、柱は抜かれて埋め戻されている。柱間寸法は、桁行 120・128・140・152cm、

桁行は 148・152・160cmで・あり 、全てがぱらついているということは言えない数値である。主軌を N-480 -wに

とる 3間x2間の、近接棟持柱構造若しくは半独立棟持柱構造をもっ、側柱建物である。面積は 13.55rri。出土遺

物は、土師器食膳具 I点、土師器煮炊具23点で、時期は 1. II期に位置づけられる。

89.88161 

S190南側に位置し、 S190の調査を先行したため、梁行と思われる 3本の柱穴列が検出されたものである。また、

桁行方向の柱穴と思われるピ ットが2カ所検出されている。梁行は 4.2mを測り、柱問寸法 212cmで、ある。桁行の

柱間寸法は 180cmを測る。3間x2間の建物と予想するなら、面積は 23rri程になろうかと思われる。建物主軸は

-lr -E。 柱穴は方形 ・楕円形を呈し、径 48~72cm深さ 12 ~ 26 cm、覆土には黒褐色の締まりのないもの認められ、

廃絶時に柱は抜き取られている。掘り込みは、旧地形に添ったものとなっているが、 立ち上がりのしっかりした

ものである。なお、遺物は出土しておらず、時期は不詳である。
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第2節土坑及び炉状遺構

第 1項 土坑

第 II章 今回報告区域検出逃椛

今回報告する地区から確認された土坑は 75基である。下記のように土坑分類されるような特徴のものが検出

されているが、今回新たに、 A地区では検出されなかった土師器焼成坑が4基確認され、これについては第 3節

で詳細を述べるものとする。土坑番号は A地区からの連番を付している。B地区では SK42~ 105、この内土師

器焼成坑がSK43・44・0・52、欠番は SK48・59・82.103である。竪穴建物に伴う施設と して判断した SK80と、

土器溜まりの一部として判断した SK42も欠番とした。C地区今回報告分は、 SK109・112・127・137・142・

154・183である。よって報告対象は、 土師器焼成坑と欠番となった土坑を除く 65基分とする。

土坑分類については、昨年度報告に準じている。A類土坑を通常の土坑、 B類土坑を土器の比較的多い大型土坑

で、当初は粘土掘削が目的とされ、その後土器廃棄として利用されたとするもの。C類土坑は柱穴状の小型土坑。

D類土坑は竪穴建物の掘り方土坑状を呈す土坑。E類は被熱焼結した小型炉の床下土坑位置づけ。F類土坑は焼

成土坑で、土師器焼成坑ではないが、何かを焼いたとされる土坑である。内訳は、 A類土坑 25基、 B類土坑 18基、

C類土坑4基、 D類土坑 11基、 E類土坑 1基、 F類土坑4基、 E類と F類の混合したものが l基、 B類と E類

が混合したもの I基である。また、出土遺物については、出土量を破片数換算で数量とし、時期については田嶋

明人氏の北陸古代土器編年で表記する。では、詳細を述べてゆく 。

1. SK45 

B地区こ 34Gr内、 SI66の南側に隣接するもの。規模は長径 123cm X短径 113cmを測る、やや楕円の小型土坑

である。覆土下層に白色粘土を含有する土層をもち、上層に褐色土ベース土層、上下の間層的なものとして黒褐

色土が入る。土坑の性格は不明なのだが、土坑分類型は通常の土坑と して位置づけている A類とするのが妥当

と思われる。出土遺物は、須恵器貯蔵具 1点、土師器煮炊具2点のみ、時期は不詳である。

2. SK46 

B地区そ・た 36Grの、 SI35・36・37聞に位置する。3基の土坑が密集したもので、各々 SK46-A、46-B、46-C

とした。SK46-Aは北側に位置、長径 100cm X短径 90cm、深さ 30cmを測る小型土坑である。底平坦面に竪穴建

物カマド構築粘土が検出されており、粘土i留めの機能をもっていたものと予想する。形状が柱穴状であること

から、土坑分類型は C類に位置づける。SK46-Bは中央に位置し、 長径 370cm X短径 240cm、深さ 15cmを測り、

不整形を呈すやや大型で浅いものである。B類土坑としたが、土器が流れ込み溜まった印象である。南側に位置

する SK46-Cは、長径 204cm X短径 140cm、深さ 20cmの不整形プランを呈す小型土坑で、ある。覆土上面に被熱

層が検出されており、この土坑は被熱焼結した小型炉の床下土坑と位置づけが可能で、、分類型はE類となる。また、

更に底面地山でも径 30cm円形の被熱面が検出されており、何かを焼いた痕跡として分類される F類と位置づけ

できる。SK46全体での出土遺物は、須恵器食膳具 68点、 須恵器貯蔵具 35点、土師器食膳具 12点、 土師器煮

炊具 543 点、カマド石等の石製品 10 点である 。 時期は I2~rr1 期 .rn期 ・ V2 期と判断される。 なお、本土

坑は SB53と重複、S136と隣接し、出土遺物の時期が重なっている。

3. SK47 

B地区せ 37Grに位置し、 2基の士坑が重複、各々 SK47-①、SK47-② とした。SK47-②を切って SK47-①が

形成され、これらの上面に鉄浮を多量に含有する流入土を確認している。両者とも|偶丸方形を呈して深く、底面

からの立ち上がりがしっかりしている。SK47・①の規模は、長径 270cm X短径 186cm、深さ 34cmを測り、 SK47-

②は長径430cm X短径 290cm、深さ 32c皿を測る。両者とも埋土に焼土 ・炭化小ブロックを多く含有し、土器の

出土は少ないが典型的な B類土坑と判断される。隣接する竪穴建物に関連すると思われるが、ただ、 SK47-①は

確実に SI38煙道を切っており、また SK-47②は確実に SI37を切っている。前述したが、この土坑からは多くの

鉄浮、粒状浮が出土することが目立ち、中には炉壁も出土している。いずれも廃棄されたものであり、近隣の鍛

冶炉との関連も示唆されょうか。出土遺物は、 SK47全体で須恵器食膳具 100点、須恵祷貯蔵具 40点、 土師諜

食膳具 17点、土師器煮炊具 687点、土製支脚・出雲型土製支脚を含む土師土製品 5点、カマド石・砥石 ・石製

紡錘車を含む石製品 5点である。時期はN2古段階が主体で、 I.rr期のものが混在する如く少量出土する。尚、

隣接する建物は多いのだが時期の重なりは見られず、少し離れた SB60がl唯一時期の重なるものとなっている。
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土坑遺構図 1(SK46) 

4. SK50 

B地区そ 35Gr、SK52土師器焼成抗の上面に位置する長径 86cmX短径 64cmの被熱面を有す小土坑で、ある。下

底面付近の黒色土層 b層上面にて地山粘土を貼った層が被熱焼結するもの。よって焼成土坑とされる F類土坑

とする。なお、土師器焼成坑との関連性はない。出土遺物は、須恵器食膳具 11点、須恵器貯蔵具6点、土師器

食膳具4点、土師器煮炊具 113点で、時期は II2期主体~皿期までと判断され、 I期のものが混在する。

第 75図

5. SK51 

B地区そ 34・35Grに位置する、土坑の一部がSK49に切られるものの下層は残存する不整形大型土坑である。

規模は、長径 320cm X短径 205cm、深さ 40-70 cm、底面は凹凸で土坑状ピットが集中するような形状を呈す。

B類土坑とする。遺物は上層出土が主で、須恵器食膳具66点、鉄鉢を含む須恵器貯蔵具20点、土師器食膳具 15点、
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I層黒褐色土(10四2/2) 赤褐色土 (5YR岨 )中・大塊橿多量

含有.炭イむj、塊多目含有。灰賞褐色土 (10Y取泥)小塊少量

含有。 覆土居。 土器官有。

a層 赤褐色土 (5YR岨)硬貨焼土塊と鳥褐色土(IOYR2I3)混在
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l層黒褐色土(10 =) 焼土 ー炭化中塊、黄土焼塊多目官有。

2府黒褐色土(10 =-211) 焼土小塊炭{刷、塊少量古有。

図N046
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( 1/40) 

3府泉娼色土(10YR2坦) 焼土中塊多量官有。炭化中塊多目合有。炭化k塊まばらに官有.

4層黒褐色土(10YR2担)と黄土大塊の混在L土 保8 貨2) 焼土中・大塊多目、制ヒ中塊多目含有。

5回線街色土(10=-211) 黄土小塊多目、焼土 I"JI.~.昆黒色土中塊多目含有.

第 76図土坑遺構図2(SK47・SK50・SK51)
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第2節 土坑及び炉状遺構

土師器煮炊具 435点、支l掬・ 土錘・製塩土器・手控ね品等の土師土製品22点、カマド石等の石製品 5点が出土し、

時期は II3-皿期とされる。尚、本土坑は SB46を切っており、隣接する SB47と時期が重なっている。

6. SK53 

B地区た35Grの、 S136内東端の上層に位置する。建物覆土と異なる赤味を帯びた覆土をもつことと遺物の時

期に差があったため、 土坑として扱ったものである。規模は、長径 110cm X短径 62cmの楕円形を呈し、深さは

不明。分類型ではA類に位置づけしてお く。出土遺物は須恵器食膳具 17点、須恵器貯蔵具 10点、土師器食膳具

4点、土師器煮炊具 102点が出土する。時期は、 II-]¥I期と判断されるが、 E期が主体と思われる。

7. SK54 

B地区せ 36Gr、S151を切る形で位置する もの。規模は、長径 260cm X短径 232cm、深さ 22cmの浅い楕円形の

土坑である。底面は一段低くなる部分もみられるが、比較的平坦面を形成する。覆土に灰白粘土ブロックを多量

に含有、下層に進むに従い灰白粘土の含有は少なくなってゆく 。出土遺物は須恵器食膳具 60点、須恵器貯蔵具

10点、土師器食膳具 15点、近江系長胴釜胴音11破片を含む土師器煮炊具 207点、出雲型土製支脚を含む土師土製

品2点、石製品 3点である。時期は]¥12新-V1期が主体で、 II2-皿期のものが混在する。土坑分類は B類

でよいだろう 。なお、この土坑は SB48と出土造物の時期が異なるため関連性はないものと判断され、隣接する

多くの建物についても同時期の遺物は確認されていない。

8. SK55 

B地区す36Gr内に位置し、S150埋没後に当土坑が掘削されている。不整楕円形を呈し、長径286cmX短径184c皿、

深さ 38cmのB類土坑である。底面は凸凹し、覆土には黄土 ・灰白粘土・炭化・焼土ブロ ックを多量に含有する。

出土造物は、 須恵器食膳具 66点、須恵器貯蔵具 12点、土師器食膳具 22点、土師器煮炊具 253点、土師土製品

として土錘 I点、カマド石 ・砥石等の石製品 6点が出土し、 時期はIII-]¥I1新期と判断され、 1 . II 2期のもの

も混在する。なお、本土坑は SB57・58問に位置しており、いずれも時期の重なりが見られるものの、関連につ

いては両建物聞にこのような位置で掘り込むのかという疑問が残ると ころである。

9. SK56 

B地区せ 35に位置する。長径 152cm X短径 140cmの隅丸方形を呈し、深さ 52cmを測る。覆土の特徴は薄い。

底面からの立ち上がりが直立に近く、もっと長方形であったなら墓坑としての位置づけも可能であったかもしれ

ない。柱穴状の小型土坑として C類土坑と位置づけしておく 。出土遺物は、須恵器食膳具14点、須恵器貯蔵具3点、

土師器食膳具 3点、土師器煮炊具 90点、 土製支脚 l点、 石製品I点が出土する。時期は II2-皿期あた りと判

断される。なお、本土坑に収まる如く SJ02が約 20cm上面で‘存在するが関連性はない。また、 重複する S151・

SB47は時期の重なりがみられるが、 SB48は出土遺物の時期が異なり関連性はないものと考えられる。

10. SK57 

B地区せ 36Gr東端、 S139を切る形で位置する小型土坑で、規模は長径 110cm X短径 95cm、深さ 22cmの円形

プランを呈し、底面を平らにもつ浅いものである。覆土は、 黒褐色土に褐色粘土中ブロ ックを多量、焼土小・中

ブロック少量を含有するといった特徴の薄い一般的なものである。出土遺物は、 土師器煮炊具 13点 ・砥石 l点

と少なく、時期は不詳である。A類土坑に位置づけられると判断される。

11. SK58 

B地区す・せ 36Grの南西端で SK54に切られて位置する小型のもので、 2基の土坑が重複する。大規模で浅

い方を SK58-①とし、この上に小規模で深い SK58-②とする土坑が掘り込まれている状況。SK58-①は、隅丸方

形の径 150cmを測るもので、深さは 13cmo SK58②は、楕円形を呈すと思われ、径 120cm、深さ 38cmを測り、

底面で一段深く掘り込まれている。両者とも覆土は一般的で、土坑分類は A類土坑と判断される。出土遺物は

両者で、須恵器食膳具 4点、土師器食膳具 3点、土師器煮炊具 31点である。時期は不詳だが、 SK58-①からは

ロクロ成形の煮炊具主体、SK58-②からはハケ調整の煮炊具主体で、出土 している。SK54から出土する遺物がW

2新-V1期とされるため、この土坑は]¥12期以前のものと判断される。

12. SK60 

B地区す ・せ 39Grに位置する長軸 ・短軸とも 120cmを測る、不整円形の小土坑である。深さ 10c皿と頗る浅

いが削平区域であるためであろう 。覆土は竪穴建物の堀り 方土坑状を呈し、出土遺物は須恵器食膳具 I点、土師
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第 2ß~ 土坑及び炉状遺構

器煮炊具 6点のみ、時期は不詳である。分類属性は D類土坑に位置づけられる。

13. SK61 

B地区す 38・39Grの削平区域に位置し、長軸 330CDl X短軸 250CDl、 深さ 20CDl、浅い不整形大型土坑である。

底面はやや凸凹しており、覆土には堀り方土坑的な要素も見られるが、規模から一応 B類土坑としておく 。出

土遺物は須恵器食膳具 10点、須恵器貯蔵具6点、土師器食膳具6点、土師器煮炊具 80点、石製品 4点である。

時期は II2期主体と判断され、 I期のものが混在する。尚、本土坑と SB55は、遺物の時期も異なり関連性は薄い。

14. SK62 

B地区し 40GrでSB35と重複して位置する。規模は、長軸 104CDl X短軸 90CDlの円形を呈す、深さ 15CDlの小

型で浅い土坑である。覆土は一般的、底面は平坦を呈す。出土遺物は少なく、須恵器食膳具 l点、須恵器貯蔵具

l 点、土師器煮炊具 16 点、石製品 I 点であり、時期は田 ~N 1 ?期と思われる。土坑類型は A類としておく 。

15. SK63 

B地区し 41Grの北端、 SB35の西側に隣接して位置し、 長軸 149cDlx短軸 90CDl、深さ 24C皿を測る平坦底面

をもっ楕円形の小型土坑である。覆土は軟質で、中層以下でカマドソデ粘土を多量に混在しており、竪穴建物に

伴う廃棄土坑の可能性が高い。土坑分類はA類としておく 。遺物は出土しておらず、時期不詳である。

16. SK64 

B地区さ ・し 39Gr内に位置し、 SI47埋没後に掘り込まれたもので、規模は長軸 394CDl X短軸 240CDl、深さ 30

CDlを測る、不整楕円形の大型土坑である。底面は北へ向かい一段下がるが、ほほ平坦を形成する。覆土上面で I

層が被熱する硬化しない焼面を確認、よ って本土坑の性格は、大型で土器を中心に廃棄した土坑の埋没後、上面

にて炉を設えて何かを焼成 したと捉えられる。土坑類型は、 B類、 E類の 2つに位置づけられよう 。出土遺物は、

須恵器食膳具 45点、須恵器貯蔵具 36点、土師器食膳具 17点、土師器煮炊具 272点、土製支脚 ・土錘等の土師

土製品 3点、カマド石 ・砥石等の石製品 5点である。時期は II3 ~皿期主体と思われるが、土師器はN . V期と

判断され、 2時期のものが混在している。なお、本土坑は SB36と出土遺物の時期が同じである。

17. SK65 

B地区け・こ 38Grに位置する、規模が長軸 300CDl X短軸 250CDl、 j奈さ 32cDlを測る隅丸方形の大型土坑である。

底面が北東側へ一段下がっておりテラスを形成している。覆土の特徴は、 3・4層にて焼土を極めて多量に含有

し、土層はテラス側からの流土層的なものとなっている。土坑類型は B類と位置づけする。出土遺物は、須恵

器食膳具 12点、須恵器貯蔵具 31点、土師器食膳具 17点、土師器煮炊具 292点、土製支脚 I点、金床石等の石

製品 2 点が出土する 。 時期は II2 ~ II3 期主体と思われ、 1 . N~V期の土師器が混在する 。 なお、本土坑は

SB60内に収るように位置するが出土遺物の主体時期が異なり関連性はないものと判断する。それよりも隣接す

るSB65の主体時期と重なり、同時期に機能した可能性がもたれる。

18. SK66 

SK65西|携に位置する不整形の大型土坑である。規模は、長紬 285CDl X短軸 200CDl、深さ 13CDl、底面は凸凹し、

土坑分類型はB類。出土遺物は須恵器食膳具41点、須恵器貯蔵具28点、土師器食膳具 10点、土師器煮炊具 141点、

カマド石等の石製品 9点、土錘 I点。時期は II2 ~ 皿期と判断されるが、主体は II3 ~ rn期と思われる 。

19. SK67 

SK66西側に隣接、 長軸 220CDl X短軸 154CDl、深さ 20CDlを測る、やや無花果形の小型土坑で、底面は西側で

一段低くなる。覆土は堀り方土坑土層的で、 D類土坑と位置づけられる。出土遺物は須恵器食膳具 12点、須恵、

器貯蔵具 9 点、 土師器食膳具 2 点、近江系長胴釜を含む土師器煮炊具 42 点で、 時期は II 2~II3 期と判断される 。

20. SK68 

B地区し 38Grに位置し、規模は長軸 272CDl X短軸 250CDl、 i奈さ 50CDl、やや隅丸方形の大型土坑である。覆

土にはカマド土、焼土塊や炭化材等が多量に認められ、また遺物も多量に廃棄されている。本土坑は、重複す

るSI48竪穴建物を切って掘り込まれており、竪穴建物廃絶後の窪地を利用したものと思われる。規模等から典

型的な B類土坑と位置づけする。出土遺物は、須恵器食膳具 101点、須恵器貯蔵具 66点、 土師器食膳具 14点、

土師器煮炊具 392点、 土師土製品 I点、カマド石・砥石を含む石製品 5点であり、時期は II2期終末が主体と判

断され、 II3期も含まれる。なお、本土坑は多くの建物と隣接するが、その中で SB52が同時期となっている。
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平面図・断面図 (S=l/40)
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1府 黒褐色土(1OYR2J2) 黄土粒少なめ、

炭itl)、塊・焼土小塊少量含有。

2府黒褐色土 (IOYR2I2)黄土小塊を多目

含有.焼土小塊少量、炭イtI)、境少量含有。

3層 呆褐色土 (IOYR2I3) 赤褐色屍土の

小塊極多量に含有。焼土混在土層.

4層 黒褐色土 (IOYR2I2-鈎) 焼土ノj、塊

多目、黄土小塊多量合有.炭itl)'塊少量

合唱.

5層黒褐色土 (IOYR2I2-2/3) 黄土1)嶋

極多量含有.焼土小塊多目含有.炭イtI)、

塊多目、

6層 泉 街色土 (IOYR2I2-2/3) 黄土多量

混在.地lJ黄土との漸移層。

。

伊":'n，

A ぐilJ!!3?

2m 

(1/40) 

第 78図土坑遺構図4(SK64・SK65)
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(SK64) 

平面図・断函図

(S=1I40) 

H-ll.lOOm 

S K 6 4 十回註

l厨黒褐色土 (10YR3/2-2/2)と暗褐色土

(10YRJ/3)が(熟5 暗5)で混在.砂質

褐色土(10"可ffi4l4)1)、~大塊、焼土粒多量官

有。黒色刻、塊含有。ややしまりあり。

2周般褐色土 (1町1'R3/2-2庖)と暗褐色土

(10YRJ/3)と砂貨の褐色土 (IOY削 '4)小

~大塊が保3 暗3 褐4)の割合で混弘

黒色土中塊少量含有。ややしまりあり.

3層明黄褐色土(10YR716)と暗褐色(10河泊)

が(暗3 明焚7)で混在する。焼土粒散盈

告有，

4屑赤褐色土 (5YR岨)と暗褐色土(1OYR3I4)

が白相暗2)で混払赤褐色土は焼土で小塊

状のものも含有。被熱焼面L
5厨赤褐色士 (1OYR3I4)と陪褐色土 (5Y島岨)

が 佃音4 赤6)で混在する。赤褐色土は焼

土で小塊状。

⑨ 
A 



第2節土坑及び炉状遺構

21. SK69 

B地区さ ・し36Grに位置する小型土坑で、長軸 140cm X短軸 134cmの不定楕円形を呈 し、深さ 16cmを測る

ものである。底面はやや平坦で、、まばらに点在する被熱面を硲認しているが、硬化は見られず生焼け状態となっ

ている。また同時に炭化材塊を検出している。本土坑は、何かを焼くために掘削され、その後廃棄土坑として機

能したものと思われる。土坑分類は F類とする。出土遺物は、須恵器食膳具 I点、須恵器貯蔵具4点、土師器

食膳具 2点、土師器煮炊具 10点と極めて少ない。時期は1I1-1I2期に位置づけられようが、 N1-N2期の

ものも混在する。なお、この土坑は SB56-58と隣接しており、いずれも時期の重なりが見られる。

22. SK70 

B地区さ 38Gr南端に位置し、長軸 130cm X短軸 122cm、深さ 13cmの不整円形小土坑で、ある。覆土は軟質の

掘り方土坑的なもので、 D類土坑ということができ、底面は凸凹状である。出土遺物はなく時期は不詳である。

23. SK71 

SK70東隣に位置する。長軸 120cm X短軸 114cm、深さ 26cmを測り、底面はやや平坦を呈す、ほほ円形の小

土坑である。覆土は掘り方土坑埋土に似ており、分類は D類土坑として位置づけしておく 。出土遺物は須恵器

食膳具 7点、須恵器貯蔵具 3点、土師器食膳具4点、土師器煮炊具 60点、時期は 1. II期主体で、 III-N1期

のものが混在すると判断される。なお、本土坑は SB52・59と時期の重なりが見られる。

24. SK72 

B地区さ 41Gr削平区域に位置する小土坑である。プランはほぼ円形を呈 し、底面は平坦で、、長軸 106cm X短軌

90cm、深さ 15cmを測る。土坑分類型は A類と判断可能だが、プランが円形でもあり、柱穴状小型土坑と して C

類と位置づけておく 。出土造物は須恵器食膳具3点、須恵襟貯蔵具2点、土師器煮炊具7点のみ、時期は II2-

II 3期が主体であり、 III-N1期のものが混在する。なお、本土坑は、 SB62ピット (II2-皿期)に切られ、ま

たSB61ピット(I-II期)を切って掘り込まれている。よって、II2 -III期の時期に機能したと判断可能だろう 。

25. SK73 

B地区さ 41Gr削平区域に位置する円形の小土坑である。S152・53とSB62ピットを切る形で存在する。規模は、

長袖 105cm X短軸 94cm、深さ 13cmを測る。底面はやや平坦を呈し、覆土には焼土・カマド粘土ブロック・炭化

材が混じるため、竪穴建物に関係した土坑である可能性をもっ。土坑分類型は A類と位置づけておく 。出土遺

物は須恵器食膳具 5点、土師器煮炊具8点であり、時期は1I2-1I3?期と思われる。なお、この土坑は SB38(時

期不詳). SB62 (II 2-皿期). SB61 (1 -II期)内に収る形で位置し、 SB35(1-1I期)に隣接する。S152(II 

2期)を切って作られているため II2期以降は確実なのだが、前記の全ての遺構時期と重なっている。

26. SK74 

B地区こ 40・41GrのS153を切る形で位置する大型土坑で、規模は長軸 254cm X短軸 214cmの不整楕円形を呈

す。深さは 40cmを測り、削平区域であるため本来はも っと深く掘り込まれていたものと考えられる。底面は平

坦で造物を多量に伴い、覆土にはカマドソデ土ブロック ・焼土を多量に含有し、ソデ石も検出されている。よって、

本土坑は竪穴建物廃絶に関連して機能した土器を伴う大型廃棄土坑で、分類型をB類と位置づけする。出土遺物

は、須恵器食膳具 37点、須恵器貯蔵具 45点、土師器食膳具 10点、 土師器煮炊具 170点、土製支脚 l点、カマ

ド台石等の石製品 3点が出土し、時期は II3期古段階と判断される。なお、本土坑は多くの建物と重複・隣接す

るが、その中で S154.SB36には出土造物で時期の重なりが見られる。

27. SK75・76・77
B地区こ 40Gr内の削平区域に位置する 3基の土坑が密集するものである。全体規模は長軸 470cm X短軸 280

-340 cm、不整形プランを呈す。3基それぞれについて記述してゆく 。SK75は西側に位置する長軸 258cm X短

軸 160cmを測る楕円形状のもので、深さは 10-18 cmを測り、底面に I段の窪みを有する浅い土坑である。覆土

は堀り方土坑の特徴をもっており、土坑分類型では D類に位置づけられる。遺物の出土は、須恵器食膳具 17点、

須恵器貯蔵具 13点、 土師器食膳具 3点、土師器煮炊具 39点、 カマド石 1点であり、時期はN3古段階期と判断

される。SK76は南側に位置する長軸 320cm X短事I1138 -168 cmを測る不整隅丸方形状の土坑で、あり、深さは 10

cmと頗る浅いものである。土坑分類は B類。出土造物は須恵器食膳具 l点、須恵器貯蔵具3点、土師器食膳具 1

点、土師器煮炊具 6点、石製品 2点と極めてまばらに点在する程度で出土、時期は不詳である。SK77は北側に
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平面図 ・断面図 (5=l/40)
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S K 6 8 十 周 許

l層黒絹色土 (10=) 就褐色士B.にぷい黄掲

色土(lOYR日'4)塊大焼土小中境川 県色土小塊
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ぞれ多量に混在(あわおこしの機)。しま りない

3層 黒褐色士 (10四 2/3) 賀福色土小塊、明褐色土

中境炭化材'J、少畳合。

4府 県褐色土臼O四 2/3) 明褐色土'J叫 ・炭化材粒
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自 尚2)で混在する。地山粒世畳、焼土粒少量含

有。炭化粒徴量合有。しまりない
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l府 黒褐也土 (10=)と褐色土 (1OYR4ωが(，¥¥¥9 褐1)で混在す

る。賞褐色土小塊微昆炭河ヒ材徴畳含有。しまりない

2層黒褐色土(1町R2/3)と栂血土が (黒6 褐4)で混在する.焼土中塊、

炭化材中塊、黄褐色土大塊少量合有。しまりない

3膚 熟樋色士 (1OYR3/2) 焼土 ・撚色土中ー大塊少量含有園しまりない

4厨黄褐色土 (lOYR描 )と黒褐色土 (10=)が(，¥¥¥4 黄6)で混在

する.焼土・黒色土炭化材、各j、境官有。 しまりない

5層暗褐色土(10= )と黄褐色土が5割串で混在.焼土境、黒色土塊微

盈含有.しまりない

6層黒褐色土 (10=)と黄褐色土混在偲6 黄4).焼土小塊、炭化

小塊含有.しまりない
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1唐 崎褐色土 (7.5刊泊) 焼土中塊多量含有.焼土混在土.県褐土中嶋多目含有.

2府黒褐色土 (10YiW2) にぷい黒褐土4嶋~ヰ魂極多量含有。しまりあり。

3層黒褐色土(1QYR3/2) 炭化 ー焼土中境相官私にぷい貨褐色刻、塊多目古有。

4層黒褐色士(lOYR3/2) にぷ噴褐Eツl嶋~大塊極~Jil:.黒土小嶋多臣官有。しま りあり。
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第 79図土坑遺構図5(SK68' SK69 . SK74) 
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第2節 土坑及び炉状遺構

位置する長軸 288cm X短軸 210cm、深さ 10-20 cmをiJ!ljるもの。底面に落ち込みをもち、出土遺物は須恵、器食膳

具 13点、須恵器貯蔵具 13点、土師器食膳具2点、土師器煮炊具 93点であり、時期は II3-皿期と判断される。

なお、土坑分類型はB類とする。これら 3基の前後関係は、 土層断面から SK76が最も古く 、次いで SK77、最

も新しく掘り込まれたものは SK75と考えられ、出土遺物の時期とも 一致している。よって、SK76はII3期以

前となるだろう 。なお、 SK75・76.77と隣接する建物等との関連性についてだが、 SK76は時期が漠然として

おり判断出来かねるので除外する。SK75は周辺の建物と時期の重なるものはなく、少し離れた SB60が唯一同

時期にあたるものとなる。SK77と時期の重なりがみられるものは、 SI54、SB36・62・65・75である。

28. SK78 

B地区す36・37Gr、SB58P5・6間に位置するのだが、 SB58P6を切って掘り込まれたもの。規模が長軸 134

cm X短1納104cm、深さ 30cmを測る楕円形の小土坑である。覆土は通常で、分類型は A類とする。出土遺物は、

須恵器貯蔵具3点、土師器煮炊具 22点、カマド台石 l点と少なく、時期は II3期主体で II3-llI期と判断される。

29. SK79 

B地区せ 38Grに位置する小土坑で、長軸 140cm X短軸 104cm、深さ 28cmを測る。プランは不整円形を呈 し、

土坑分類型はA類土坑と位置づけしておくが、覆土は自然堆積層である。出土造物は、 須恵器食膳具 l点、須

恵器貯蔵具 1点、土師器煮炊具 26点と少ない。時期は不詳だが、土師器煮炊具はハケ調整の釜が殆どであり、

I期-II3期までなのだろう 。なお、この土坑は SB55との関連性はなく、 SB54では時期の重なりがみられる。

30. SK81 

B地区さ 37・38Gr西側に位置する、長軸 110cmX短軸84cm、深さ 10-13cmを測る隅丸方形の小型土坑である。

底面には方形状の落ち込みをもち、このために中部でテラスを形成する。A類土坑としてよいだろう 。遺物は

極めて少なく 、須恵器食l膳具 4点、須恵器貯蔵具 2点、土師岩井煮炊具4点で、時期は II3-llI?期と思われる。

なお、この土坑は SB52内に収るように位置しており、出土遺物の時期は重なっ ている。

31. SK83 

B地区け・こ 39Grに位置し、 SB65を切って掘り込まれている不整円形の小土坑で、 長軸 160cm X短軸 146cm、

深さ 38cmを測るもの。底面はほぼ平坦を呈し、覆土には暗褐色土に黄褐色土ゃにぶい黄褐色が2-5割混在し

灰白色粘土ブロックや焼土を多量に含有する層を中心として、この上層に焼土と炭化材を更に多く含む層、最も

下層では暗褐色土に灰褐色土が混在するメイン土に灰白色粘土を多量に含有する層をもっ。いずれも締まりのあ

る層である。遺物の出土はほぼ上層に限られ、須恵器貯蔵具 3点、土師器食膳具2点、土師器煮炊具 47点、カ

マ ド石 1点である。時期は、 II3-皿期に位置づけられる。以上から、竪穴建物関連の土坑と判断可能であろう 。

土坑分類型は A類としておく 。なお、近接する SI54、SB60と出土遺物の時期が重なっている。

32. SK84 

B地区い 33Gr、調査区西端の削平区域で検出された小型土坑である。周囲が削平され尽くしている中で、か

ろうじて検出されているもの。規模は、長軌 114cm X短軸 90cm、深さ 18cmを測る。出土造物は、 土師器煮炊具

1点・中世の域 1点のみ、時期不詳である。覆土は一般的だが、軟質土である。分類型では A類と位置づけする。

33. SK85 

B地区け ・こ35Gr内に位置する大型土坑である。北側が近代削平を受け消失している。規模は、長軸 280cm 

×短軸残存長 262cm、i奈さ 46cmを測る、隅丸方形の深いものである。底面が平坦でもあり、粘土採掘坑とする

には不整形さに欠けるように思われる。また、 最下層での土層から、粘土溜め土坑として機能していた可能性も

もたれるが、最終的には土器廃棄を目的として使用されたものと思われる。土坑分類型では B類と位置づけし

ておく 。遺物の出土は上層に集中し、下層からの出土は少ない。その総数は、須恵器食膳具 13点、須恵器貯蔵

具7点、土師器食膳具4点、土師器煮炊具 95点である。時期は II2期主体でIIl-II2期と判断される。なお、

この土坑に近接の竪穴建物 SI66も同様の時期と判断されてお り、関連する可能性がある。

34. SK86 

B地区け35Grほほ中央に位置する。長軸 112cm X短軸 102cm、深さ 38cmの円形を呈す小型土坑で、ある。底

面は基本的に平坦なのだが、中央で 8cm深い小ピッ トを形成している。覆土全体にカマド粘土が混在、竪穴建物

に関連した廃棄土坑である可能性が高い。土坑の形状から分類型はC類とする。出土遺物は須恵器食膳具5点、
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(SK75・76・77)

平面図・断面図
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SK75・76・77土層駐

1層 品端色土(1OYR2J1) 附ヒ中境多量λ焼土中塊多目合有.褐色士 7.5YlW4l
中塊少なめ告有o SK75竃土
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炭化中塊少量含有。SK75覆土

3層黒褐色士。0YR3!2-叫褐色土粘土小塊を多量含有.民{t;凶t焼土小塊
少量含有。SK76覆土

4層 黒褐色土.(10~ 補色土粕I:'J嶋粒多目含有. 焼土!J 塊少量含有.しま
り欠け軟賞。SK77覆土

5府精褐庖土む凶R3/1)褐色土粘土粒多量、 'J嶋多目含有.黒色:bJ、塊含有.し
まりあり。SK77覆土
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1周 目出縄色土(1OYR2庖)

やや褐色味強い.賞褐色土

(lOYR抽 )小塊少なめ.

焼土粒炭化粒少量合布。

2府 議褐色土 (1OYR2Jl-

Z厄) : I膚の黒褐色土所々

混ざる.焼土小塊少量含有。

貨栂色土小嶋殆ど入らな
L、.

3/111 灰貨褐色土 (10YlW2)
と黄褐色土 (lOYR踊 )中

塊との混在土 (灰貧4 質

的.黒褐色土中塊所々混

ざる.
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S K 8 6 十 周 註

l層黒褐色士(1OYR2f.l) 焼土中境炭化中塊少量含有。黄褐色土小塊 ・

粒多目含有.しまりやゃあり.

2層黒褐色土 (IOYR3I2-2I2) と浅黄色白5Y714)粘土、にぷい賀直色

土 (IOYR副叫 が(黒3 浅黄l にぷい黄慢6)白割合で混在する。

3唐無褐色土 (IOYR2I3) にぶい貨褐色 (lOYR却 )混在。にぷい黄位

色土塊黒土塊少量含有。

4厨黒褐色土 (10YR3l1) 黄褐色土粒多虫、黒色土小塊少量古布。

5層黒褐也土 (10YR2l3) 黒土中境賞褐色土小中境組合宥。

5'層 にぷい賞燈色土 (1日刊出心塊と、にぶい貨褐也土 (10四回)との

混在土.黒褐色土中境を多目含有。

6層浅黄色粘土 (2.5Y714)中境と、にぷい黄樫色(IOYR回 )が、

(浅黄4 にぷい黄怪6)の割合で混払黒色土所々合布。
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1層黒褐色土(loYR2lZl 焼土黄金l、塊多目、民fl:!J、塊多長官有。しまり欠け。

2層 黒褐色土臼ぼR沼 J 黄褐色牛小・ 中塊多量合有。黒色土小塊多目含有。

/ト⑧
(SK86 . SK87) 

土師器煮炊具9点と少なく、時期は II3期あたりと恩われる。なお、近接する SI66は時期が異なっている。

35. SK87 

B地区く・け 35Gr北西端に位置、近代削平により約半分しか残存していない。規模は長軸 204cm X短軸残存

長 108cmを測り、本来は 2m四方の円形状であったものと予想される。深さは 18cmと浅く、底面は平坦で、南側

に若干のテラスを形成している。土器は少ないが、 B類土坑と位置づけできる。出土遺物は須恵器食膳具 5点、

須恵器貯蔵具 I点、土師器食膳具 3点、土師器煮炊具 22点であり、時期は皿-N2古段階と位置づけられる。

第 81図土坑遺構図7

36. SK88・89

B地区え ・お 35Grに位置する大型土坑である。この土坑は当初 l基と考えて調査していたものの、 出土遺物

の時期が2時期に渡ってかなりの時期幅があったために、 2基の土坑として取り扱ったものである。この関係に

ついては後に述べる。SK89は、長軸 686cm X短軸 260-365 cm、深さ 42-92 cmを測る。小円坑が複数重なっ

て形成されるもので、底面は凸凹を呈 し、遺物は上層から主に出土しており、下層からの出土は少ない。覆土では、

5層にて土を踏み固めた様な硬化を持つ層を確認しており、これを中心に北側に 3つの小円坑が広がるが、硬化

をもたないことが確認され、硬化面の範囲から更に北側に掘り込まれていることが判明。要するに、当土坑は掘

削順をおおよそ追うことができる粘土採掘坑と判断できる。出土遺物は、須恵器食膳具9点、須恵器貯蔵具 10

点、土師器食膳具 6点、土師器煮炊具 102点、砥石 1点で、時期は II1-II2期と考えられる。SK88は、 SK89

が放棄され埋没後、土坑西側の窪みに土器等を廃棄したものである。出土遺物は須恵器食膳具 66点、須恵器貯

蔵具 13点、土師器食膳具26点、近江系一長胴釜胴部破片を含む土師器煮炊具 430点、土錘 I点であり 、時期はV

2-VI1期と恩われる。土坑分類型は、 SK89をB類、 SK88をA類と判断できょう。なお、この土坑に隣接 し

て、出土遺物の時期がII2期主体の SI68、また出土遺物の時期がII1-II2期にあたる SI69Bが位置している。

これらの建物と、 SK89出土の遺物の時期が重なっている。

37. SK90 

B地区き 29・30Grに位置し、 SI65北東に隣接する土坑である。規模は長軸 266cm X短軸 220cmの円形、深さ

50 cmを測り、底面は有段を呈す。削平区域に位置する割に大型を保つため、本来の規模はかなりあったものと
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(SK88・89)
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lli!1 !II褐色土(1OYR3I1) 黄土小塊、焼士小境少量含有。

土器の合有多い.出土虚物の大半は l腐と2層から。

2層 m褐色土 (10YR3/2-212) 焼刻、境多目、黄土ノ1、塊少

量含有。

3唐無(褐)色土 (10YR2l1-2庖) 黄土粒少量含有.合有物

殆ピ含ます.

4層 黒褐色土 (IOYR2I2) しまりあり。明裕粘土 (7.5YR胡)

小・中塊粒少盈含有.

4'屑 4層より明褐色粘土投入らない。

5屑黒褐色土 (10四 3/2)と黒色土塊 (1OYR2I1)と明尚色

粘土塊 (7.5YR3/6)との混在土 (黒褐3 明褐3 黒色4)0
黒色土 明褐色粘土は塊状で踏み固めた織に堅い.

6層黒褐色土 (10YR2l2) 明褐色粘土小 ・中塊多目含有.

しまりあり。

7厨黒褐色土 (IOYR2I2) 明褐色粘土大中塊所々含有.

議褐色土(1OYR3/2)も所々 混ざる.明褐色粘土粒を多目

含有。

8膚黒縄色土(1OYR3/2) 明褐色粘土小塊多量、中大塊

多目含有。しまりあり.
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l庖黒褐色土(lOYR2I2-担) 焼ニむj、ー中境多量含有.炭イt-J嶋相官有。明

賞褐色 (10四師)結土'J、塊少量含有。土11:1を多〈包含する土凪

1'/11/ 1層中に砂質帯びる土居。耕作土との槽理事倍。

2府黒褐色土 (10YR2l2-招) 焼土中小塊多目、 liHt-J嶋を少量含布。

明黄掲色粘土中塊を多目含有。ややしまりあり.

3府黒褐色土仕町R2I2) 焼土中・3句晶、炭化中塊少なめ含有。明黄尚色粘土

中塊少量、小塊・粒を多量含有。しまりあり園

4層黒褐色土(lOYR3I2)と明褐色粘土境作5YR醐)の混在お地山漸移的崎。
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1周期協色土(lOYR2I2-21l) 黄褐色土小塊焼土小身"'

最古有。しまり欠け、軟質。

2府黒褐企土(IOYR2l1-泣) 炭化中境ー焼土小境少量制;0
明潟色粘土中塊 まばらに浪曲L

3暦黒褐也土(1OYR3I1) 明褐む粘土刷、塊多量音有。

。

/ F d - Fa 「、¥

I ¥、
i ¥ 
! 被勲

¥ I 

" ¥ 
、 、，

、、
、、'
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III!l 黒褐色土 (10YR2l2-311) 明褐色粘土 (7.5YR胡)中小塊

多目合有.焼粘bJ嶋"'盈含有。

2層黒褐色土 (1OYR3I1) 焼粘土中塊多量含布。明褐色粘土中

'J、塊多量含有。
3層拠褐色土(1OYR3I1) 明赤褐色 (5YR踊 )焼粘土多量含有。

炉床土.換土混じりの明褐色粘土プロック層を餌床として貼土L、
これが被熱したもの.プロックによってはあまり焼けていないも

のもあり.

4層処褐色土(lOYR2I2)

(1/40) 

⑭ 1m 

<tl 
(SK88・89、 SK92、 SK93、 SK101)

138 

土坑遺構図9

焼土'J、塊明褐地油土小境を少量官有。

。
(1/20) 
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第H主主 今回報告区域検出遺構

予想できる。土層は自然堆積となっている。遺物は皆無で、遺物の出土しない B類土坑と位置づけした。

38. SK91 

B地区き 38・39Gr、SI69. SB85に隣接して位置するものである。規模は長軸 110crn X短軸 70crn、深さ 38crn 

を測る小土坑で、底面はやや凸凹を形成して遺物は含まない。覆土は通常であり、土坑分類型は、遺物の出土し

ない A類土坑として位置づけ可能だが、性格は不明である。

39. SK92 

B地区け 40GrのSI54を切って位置する大型土坑である。長軸 268crn X短軸 250crn、深さ 78crnを測る。北側

に突出部分をもっ隅丸方形を呈すような不整形プランである。底面は北側に一段深くなって楕円形状の落ち込み

をもつが、この他は平坦面を形成している。大型土坑の割には遺物が少ない方であり、上・中層での出土が目立

つ。出土遺物は須恵器食膳具 27点、須恵器貯蔵具 25点、土師器食膳具 13点、士郎器煮炊具 241点、カマド石

や砥石等の石製品 11点で、時期はN2古段階と判断される。本土坑は、大型土器廃棄坑としての性格をもつも

のと考えられ、B類土坑と位置づけられる。なお、この土坑は SK75やSK47のような大型土坑と同様の時期となっ

ている。近接する建物が多いのだが、同時期のものは見られず、 SB60・S]13のみと時期が重なっている。

40. SK93 

B地区き 40Grに位置する長軸 148crn X短軸 120cm、深さ 24crnを測る楕円形の小土坑で、ある。底面には若干

の落ち込みが見られ、南側にテラスを形成していた可能性がある。この土坑の覆土中間層で被熱層が存在する。

この層は、黒土混じりの明褐色粘土ブロック層を床として貼土し、これが被熱したもので、所によってはあま

り焼けていないブロックもある。当土坑は E類の可能性ももつのだが、何かをこの土坑内で焼いた跡と考え、 F

類土坑として位置づけておく 。出土遺物は、須恵器食膳具8点、須恵、器貯蔵具4点、土師器食膳具 2点、土師器

煮炊具 28点、カマド石等の石製品 4点であり 、時期は 1. II . N期以降と判断され、混在している。

41. SK94 

B地区き 40Grに位置する隅丸方形の小型土坑で、長軸 105crn X短軸 96crn、深さ 40crnを測る。底面は平坦、

覆土は通常で、黒褐色土をベースとして明褐色粘土粒やブロック・焼土含有の多少はあるものの、ほほ単層を呈

す一括埋土と判断できる。造物は少なく、 A類土坑とするのが妥当と思われる。出土造物は、須恵器食膳具4点、

須恵器貯蔵具3点、土師器食膳具3点、土師器煮炊具 25点であり、時期は 1. II期と判断される。

42. SK95 

B地区お 38Grに位置し、長軸 134crn X短軸 120c皿、深さ 23crnを測る、隅丸方形の浅い土坑である。底而は

平坦で、覆土は一般的なものであり、分類は A類土坑と位置づけておく 。出土遺物は須恵器食膳具2点、土師

器煮炊具 6点と極めて少なく、時期は 1. II期頃と思われる。本土坑は、 SB84(II 2期頃)を切って掘り込ま

れているため、時期は II2-II3期と判断できょう。なお、 SB70・71には時期の重なりが見られる。

43. SK96 

B地区か ・き40Grにまたがって位置し、規模は長軸 130crn X短軸 103cm、深さ 38crnを測る、円形プランを

呈すもの。底面は平坦、覆土も通常で、性格は不明であるが、 A類土坑と位置づけしておく 。出土遺物は須恵

器食膳具2点、土師器煮炊具 12点と少なく、時期は 1. II期と思われる。

44. SK97 

B地区き 44Gr内西端中央に位置する。長軸 126cmX短軸 116cm、深さ 26crnを測るほぽ円形で底面は平坦を呈す、

小型土坑である。覆土は地山ブロックや炭化物が含まれる黒褐色土層主体の一般的なもので、 A類土坑に位置づ

けられる。出土遺物は須恵器食膳具 3点、須恵器貯蔵具2点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 16点であり、

時期はN2期と判断される。なお、この土坑は SB89・90内に収るように位置するが、時期も異なり関連性はない。

この他近接する建物の中で、 SB98・99と出土遺物の時期が重なっている。

45. SK98 

B地区き 42・43Grに位置する土坑である。長軸256crn X短軸 128crn、深さ 28crnを測る楕円形の浅いものである。

底面は平坦を呈し、覆土は黒褐色土に焼土・炭化物・明褐色粘土の小ブロックを各々少量含有するといった一般

的なものである。A類土坑と位置づけておく 。出土遺物は須恵器食膳具 25点、須恵器貯蔵具2点、土師器食膳

具 l点、土師器煮炊具 102点、砥石 1点で、時期はN2期と される。なお、周辺の建物との関連性は、いずれも
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薄く、 唯一時期の重なりがみられるのは SB60である。

46. SK99 

B地区か 41Grに位置、プランは不整楕円形を呈し、長軸 174cm X短軸 120cm、深さは 26cmと浅い。底面はや

や平坦で、覆土には焼土が比較的多く含有するが一般的なものと捉えられ、 A類土坑と位置づけしておく 。出

土遺物は須恵器食膳具 10 点、須恵器貯蔵具 2 点、土師器食膳具 l 点、土師器煮炊具 64 点であり、時期はN2~

V 1期と判断される。なお、この土坑は SB88のビットを切って掘り込まれている。

47. SK100 

B地区お 44・45Gr北端に位置し、 北西崖面の大きな削平を受け、少なくとも全体の 1/4以上を消失する土坑

である。長軸は残存長で 150cm、短軸は 108cmを測り、深さ 30cm、底面に若干窪みをもつが全体的に平坦な面

を形成する。プランは隅丸方形と予想可能である。覆土は掘り方土坑的なものであり、 D類と判断しでもいいだ

ろう。出土遺物は須恵器食膳具 l点、 土師器煮炊具 2点の僅か 3点のみの出土で、時期は不詳である。

48. SK101 

B地区お 44・45Gr北端、 SKlOOに隣接して位置する。SKlOOと同様に少なくとも全体の 114以上を消失する

土坑である。長軸は残存長 190cm、短軸 180cm、深さ 22cmと浅い。北側に向かつて若干の窪みを形成 し、出土

遺物は、須恵器食膳具7点、須恵器貯蔵具 5点、土師器食膳具 l点、土師器煮炊具 17点と少なく、時期は II2 

~四期にあたると判断される。覆土は SK100と同様で、あり、 D類土坑と分類しておく 。

49. SK102 

B地区お 41・42Grに位置する。プランがほぼ円形で、 長軌 190cm X短軸 170c皿、深さ 32cmの平坦面を呈す。

覆土は通常だが、最下層に粘りをもつのが特徴であり、 A類土坑と位置づけられる。出土遺物は、土師器食膳具

l 点、土師器煮炊具 23 点と少なく、時期は II ~N期と判断される 。

50. SK104 

B地区お 41Gr、SK102の東側に隣接する、規模が長軸・短軸ともに 90cm、深さは 36cmを測る円形土坑である。

底面は平坦で、覆土は掘り方埋土に似ていることから D類土坑と分類できょう 。出土遺物は、 須恵器食膳具4点、

須恵器貯蔵具 l点、土師器食膳具3点、土師器煮炊具 32点であり、時期は不詳である。但し、土師器煮炊具は

殆どのものがハケ調整の釜や甑で、あり、 II3期頃までに収ると思われる。

51. SK105 

B地区え 41Gr杭を含んだ位置、 SI72竪穴建物の上層に位置する土坑である。明確なプランは確認出来ていな

いものの、竪穴建物との覆土の違いや土器の集中廃棄がみられ、建物覆土内からの土器出土状況と様相が違って

いたことから、土坑として判断した。規模は、長軸約 215cm X短軸約 126cm、深さは 16cmを測り、断面から底

面はやや凸凹した形状をもっていたものと思われる。この土坑内では、 黒褐色土被熱と何カ所も点在する炭化

層を確認している。よって、本土坑は竪穴建物廃絶後の窪みを利用した焼成土坑の F類として位置づけ可能で、、

その後土器廃棄坑として使用されたと思われる。出土遺物は、須恵器食膳具 12点、須恵器貯蔵具 2点、土師器

食膳具 9点、土師器煮炊具 86点、カマド石等の石製品 5点であり 、時期は E期と判断される。

52. SK109 

C地区な 37Gr内に位置する、長軌 137cm X短軸 118cm、深さ 26cmを測る小土坑で、底面は凸凹するほほ円

形を呈すものである。中層にて、覆土 3・4層の黄土ブロ ックが被熱により赤化するような黒褐色土被熱が認め

られ、焼成土坑の F類土坑と位置づけする。出土遺物は須恵器食膳具 26点、土師器食膳具 3点、須恵器貯蔵具

2 点、土師器煮炊具 118 点、焼成粘土塊 1 点であり、時期は V2~VI 1 期と判断される 。 本土坑は、 SB119 内に

位置しており、時期的に重なるので関連が伺われる。なお SB112との関連性はないものと判断される。

53. SK112 

C地区と 37Grに位置し、規模は、長軸98cmX短軸90cmの円形を呈し、深さ 15cmの小土坑で、ある。底面は平坦で、

出土遺物はW期にあたる土師器煮炊具 3点のみ、覆土も通常で特徴のない土層となっている。用途不明で、あるが、

A類土坑として位置づけしておく 。なお、若干重複する SB119は出土遺物の時期が重なっている。

54. SK127 

C地区と 38・39Gr内に位置、全体の 1/4を近代削平により消失するが、復元は十分可能である。規模は長軸
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第 84図 土坑遺構図 10(SK109・SK127)

298 cm X短軸 232cm、深さ 35cmを測り楕円形状を呈す。底面は平坦で、覆土下層からカマドソデ崩壊土と考え

られる土が検出されており、竪穴建物に関連する土坑の可能性がある大型で典型的なB類土坑として位置づける。

出土遺物は、 須恵器食膳具 14点、土師器食膳具 2点、須恵器貯蔵具 8点、土師器煮炊具 74点、カマド石等の石

製品 2点である。これらの遺物の時期は 11 新~ 1 2期と判断されるが、この土坑がSI81(1 1 ~ 1 2期)を切っ

て掘り込まれているため、土坑の時期は 12期としてよいだろう。なお、本土坑には多くの建物が隣接、これら

の中で時期の重なりが見られるものは、 SB44・129・160である。

55. SK137 

C地区つ 38Gr北側に位置する小土坑。規模は、長軌 127cm X短軸 63cmの楕円形プランを呈 し、深さや底面

形状は不明で、あるが A類土坑と位置づけできる。出土遺物は、須恵器食膳具5点、須恵器貯蔵具 1点、土師器

煮炊具 24点であり、時期は E期頃と思われる。なお、隣接する SI84とSB132には時期の重なりがみられる。
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56. SK142 

C地区のつ 39Gr内SI81竪穴建物のカマド焚口に相対して位置する、竪穴建物内上層土坑である。B地区

SK105のように土器集中がみられて異質なことから土坑として対処したものである。SI81埋没後に掘り込まれた

ものと考えている。その範囲は、長軸 105cm X短軸 55cmで、ほほ楕円形を呈すのではないかと予想される。深さ

は27cm。覆土・底面形状など不明である。土坑分類型は A類とするのが妥当であろう。出土遺物は、須恵器食

膳具 93点、須恵器貯蔵具 20点、 土師器食膳具 22点、土師器煮炊具 362点、土製支脚等の土師土製品2点、砥石

やカマド石等の石製品 3点である。時期は I期-VI期・中世遺物も混在するが、 主体はW期頃になると思われる。

57. SK154 

C地区て 41Gr、SI80とSI81の中間地点に位置する小規模で浅い土坑である。規模は、長軸 125cm X短軸 100cm、

深さは 6cmを測る。この土坑が位置する区域は削平区ではないので、この深さは元からこの程度である。底面は

平坦、覆土は堀り方的な土層と して判断可能であり、 D類土坑するのが妥当であろう。出土遺物は、須恵器食膳

具 1点、土師器煮炊具9点のみであり、時期は不詳である。

58. SK183 

C地区つ・て 35Grに位置する土坑である。規模は長軸 136cm X短軸 115c皿、深さ 15cmと浅く、楕円形状を

呈すものである。底面は平坦で、、覆土は SK154と非常によく似ている。出土造物は須恵器食膳具 2点、土師器

煮炊具 2点、砥石 1点と極めて少なく、時期はn3-N期相当のものである。用途不明で、あるのだが、この土坑

も堀り方的な土坑として D類と位置づけておく 。尚、 SB160とは遺物時期が異なり、関係をもたないと思われる。

第2項炉状遺構

今回報告する区域から、炉状遺構が検出されている。単独で検出され、被熱面をもつもので、炉と して機能し

たと考えられる。地床炉や屋外炉などと言われるものである。遺構記号は S]とし、遺構番号は連番で付けた。

今回報告するものは、 B地区では S]OI- 18で、 C地区今回報告地域では S]19である。この内、 S]Ol・03は

鍛冶炉跡であり、これについての詳細は第 3節の手工業生産遺構で述べることとする。なお、 S]05は竪穴建物

SI57内に位置していることから、竪穴建物のカマド被熱として判断したので、欠番とする。また、遺構番号の

付いていない炉状遺構が3基確認されている。今回の報告のために、 S]①~③と新たに番号を付けた。この他

としては、第 l節第 l項で既に報告済みである竪穴建物覆土内で検出された炉状遺構がある。そして、これも第

2節第 l項で報告済みなのだが、 土坑状を呈して上面に炉状遺構をもつものがある。

前回報告のA地区では 14カ所検出されたのに対し、 今回の報告区域では増加していることから、やはり掘立

柱建物の増加が要因の 1つだろうと考えている。全体の検出状況だが、旧地形鞍部内に限られており、近代削平

を免れた部分に検出できている。また、 今回報告地区の南東一帯に比較的集中が見られる。炉状遺構は、掘立柱

建物内に収るように検出されているものや、掘立柱建物に隣接して検出されているものが殆どであるが、どの建

物に付設するのか、また本当に掘立柱建物に付設するのか等、炉状遺構との関係が明確に判断される検出状況で

はないので、隣接 ・近接する建物との関連の可能性だけを考えるに留まっている。ただ、唯一S]07から出土す

る杯 AがSB56P6から出土するものと接合できており、この建物との関連は強いと言えるだろうか。炉状遺構

からは遺物が出土しているが、 A地区で出土するような土製支脚や炉石の検出は、 4基のみ認められている。要

するに煮炊き施設としての炉床が依存したものと予想されるような、判断基準となりうる遺物の検出である。確

実に遺構に伴うと思われるものは、掘り方上面で焼石 l点のみ検出された S]02と、 S]13から石製支脚の出土で

ある。他の 2基は、 S]08とS]19であり、離れた所で各々 1点ずつ石が検出されている。出土遺物は、比較的煮

炊具量が多いものの、須恵器が混在する出土状況となっている。

炉状遺構には、人為的に炉としての貼床を施して構築するものや、地山が直接被熱しているものがみられる。

炉を構築するために予め掘削し貼床を施しているものは、土坑状の掘り方とも言えるような床下を形成するタイ

プで、炉の部分だけを掘削をするものと、炉とその周辺一帯を貼床するものがある。これを Aタイプとしておく 。

逆に、貼床をもたないものもある。地山が直接被熱するタイプのもので、黒褐色土の地山が焼け一見被熱してい

るのかどうか判断の難しいものである。黒褐色地山が被熱した場合、粘土が焼けた時のような、何回にも被熱が

及ぶ時に焼結して硬化し、顕著な赤褐色土を呈するような状態にはならない。ただ、 生活面での被熱であるから
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か、通常の黒褐色地山よりも焼土が多量であり、僅かに含まれる生活痕とも言えるような地山粒が焼けて赤褐色

を呈し、更には炭化粒が多く含まれることが特徴と言える。これを Bタイプとしておく 。そして、竪穴建物の

埋没跡に被熱が見られるタイプを Cタイプとしておく 。 しかしこれらの被熱は竪穴建物上面に偶然位置した

だけとも考えられるものであり、もしかするとある程度窪地となった跡地を利用したのかもしれない。人為的に

構築されたかどうかは不明なのである。さて、遺構番号別では、 Aタイプに位置づけられるものは、 S]02・08・

13・15~ 19、S]①。Bタイプでは、 S]04・06・07・12・14・② ・①。 Cタイプは S]09~ 11である。

炉状遺構数は、 S]番号を付したもので今回報告分の B地区では 18基、 C地区今回報告分では 1基、タイプ別に

すると Aタイプが9基、 Bタイプが7基、 Cタイプが3基である。そして既に報告済みの竪穴建物覆土から検

出したもの (Bタイプ)が 13基、土坑状を呈した炉状遺構が5基 (Aタイプ)であり、以上総数は 34基に及ぶ。

1 .人為的な構築がみられる炉状遺構 (Aタイプ)

A タイプの被熱には、様々な掘り方が見られる。ビット状を呈するもの、浅い土坑状となっているもの、貼

床を厚く施すもの、極薄く施すものなどである。そして、炉の部分だけでなく、炉の周辺にも掘り方をもつもの。

但し、掘り方と言っても、明確な土坑状の落ち込みをもつものではなく、規模としては小規模なものである。ま

た、貼床には粘土を基本として貼っているものの方が比較的少なく、掘り方には、黒褐色土ベースに地山黄褐色

ブロ ック等が混在する程度の覆土が多い。掘り方埋土の状態は、竪穴鐙物の掘り方土坑を思い起こさせる。地面

を予め掘り下げ、別の土を投入、床を貼り、火を焚く 何のためにこのような手間を掛けたのだろうか。やはり、

火を焚くという行為を持続させるための場所を設定したと考えられるのである。では、詳細を述べてみる。

( 1 ) SJ02 せ35Gr内の炉状遺構密集区域に位置するもの。被熱部分は径28cmの円形を呈し深さは 5cmで、ある。

この被熱部分には黒褐色地山に粘土を混在させたものを貼っており、これが焼け、黒褐色土が灰黄褐色土に変色

し尚かつ粘土が赤褐色に変化している。更にこの被熱部分の周囲に鞍部等高線に添う形でだるま型範囲に、床と

して構築した掘り方がみられる。掘り方層は、被熱面から北側に長径 50cmの楕円形プラン、南側に長径 80cmの

長楕円形プランをもち、深さ 5~ 8cm、底面からの立ち上がりもなく浅く広い火皿状を呈するものである。掘り

方覆土は、上面に焼土や炭化物が多量に混在する黒褐色土主体のもので、北側貼床では更に下層をもち焼士や炭

化物の含有量が少なくなっている。出土遺物では煮炊具破片が多い。その総数は、須恵器食膳具 18点、須恵、器

煮炊具 5 点、土師器煮炊具 97 点、製塩土器 3 点であり、中世遺物 5 点が混在する 。 時期は須恵器がVIl ~ VI2 期、

土師器がN2~Vl 期、製塩土器が田 . N期と判断される 。 なお、 S]02 と時期の重なる遺物が出土している近

隣建物は SI51とSB47である。

(2) SJ08 す 35Grに位置するもので、 黒土地山上に被熱範囲のみ黄土を貼って炉構築している。被熱面は焼

結硬化しており、 炭化物は目立たない。この被熱函の規模は長径 52cm X短径 30cm、円形プランで断面は火皿状

を呈す。tl:l土遺物の総数は土師器食膳具 l点、 土師器煮炊具 2点のみであり、時期は不詳である。

(3) SJ13 こ38Grに位置する。掘り方規模は、長径 93cm X短径 53cmの不整楕円形を呈し、 深さ 18cmを測る。

底面から若干立ち上がりを有すが、明確なものではなく火皿状を呈して尚かっ底面が凸凹する。掘り方覆土は黒

褐色土と黄褐色土との混在土で、上面 6cmが被熱し上面全面に及んでいる。出土遺物では、長胴釜など土師器煮

炊具がまとま って出土、遺物総数は、須恵器食膳具 1点、須恵器貯蔵具 6点、土師器煮炊具 56点、カマド石 1

点、石製支脚 l点であり、時期はN2期と判断される。なお、 この炉状遺構と時期の重なる建物は近くにはなく、

SB60・109、SI51が同時期にあたる。

(4) SJ15 か43Grに位置、掘り方を予めピ ット状に掘削して上層に粘土を貼って炉を構築しているものであ

る。掘り方規模が長径 46cmX短径 40cmの卵形楕円形を呈し、深さは 30cmに及ぶ。底面に平坦面を有す。上面

中央に長径 37cm X短径 30cm程の不整楕円形を呈 して被熱面が認められ、上面から 9cmの深さで被熱層を形成す

る。非常によく焼けており、表面が被熱焼結する層である。掘り方には黒褐色土をベースに地山ブロ ックである

明褐色粘土粒が多目、炭化物や焼土が多量に含まれる土を充填し、最上層の 6cm部分に火皿状に粘土を貼ってい

る。よって、掘り方土にまで、被熱が及んでいる。出土遺物は、須恵器食膳具3点、 須恵器貯蔵具 3点、土師器

煮炊具 19点である。時期は須恵器がN2期、 土師器がVI3期と判断される。

(5) SJ16 か43Grに位置、 S]l5の西側に位置するものである。構造は S]15と同様である。掘り方規模が長

径 38cm X短径 32cmの円形を呈 し、深さは 25cm、底面が平坦でピ ット状の断面プランをもっ。粘土を貼り付け
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ているのは上面から 2cm程の厚みのみ。被熱層は、掘り方部分も含め上面から 6cmに及び、断面で、は火皿状を呈し

ており、上面では径 26cm程の不整形プランを呈し部分的に被熱焼結がみられ、全体に硬くなっている状況である。

掘り方には黒褐色土に明褐色粘土粒や明褐色焼土粒が多目に含有する土を充填している。出土遺物は、須恵器食

膳具 I点、土師器煮炊具 7点のみであるが、土師器では短胴小釜・浅鍋 ・甑が出土している。時期はN2期と判

断される。

(6) SJ17 か43Gr、SJ16の南側に位置する。貼床規模は長径 53cm X短径 45cmの不整楕円形を呈し、深さ 9

cmを測る。浅い土坑状といった掘り方である。被熱は貼床プランの南側に偏って認められ、その規模は長径 33

cm短径 X25 cmを淑IJる。被熱の厚みは上面から 4cmで、ある。掘り方には黒褐色土をベースに明褐色粘土ブロック

や焼土が多目に含まれる土を充填している。最上層では、粘土被熱層 1-2cmを部分的に検出している。この層

は粘土が貼られて被熱しているものと考えられ、検出時にはかなりの部分が既に剥離した状態であった思われる。

よって、炉床の構築方法は、床下の深さ こそ違え、 SJ15・16と同様と思われる。出土遺物は、須恵器食膳具 3点、

土師器煮炊具 33点であり、|時期は ll2-ll3期とされる。なお、この炉状遺構は、 SB98内に収るように位置し

ている。この掘立柱建物と時期が重なり 、SB98の規模からも竃屋が連想される。ただ、この他にも SB89・90・

94の近接する建物とも時期が重なっている。

(ア)SJ18 き43Grに位置するもの。掘り方のプランは長径 60c皿×短径 55cmの、片方が窄まり気味の楕円形

を呈し、深さは 20cm、底面に平坦面をもたない措り鉢状の断面プランをもっ。覆土には下層に黒褐色土をベー

スとして明褐色粘土小ブロ ックと焼土ブロックを多目、炭化小ブロックを少量含有する土を充填し、その上層に、

焼土ブロックを多量に含有する下層と若干違う土を用いている。この上層が被熱しているので余計に焼土の含有

量が目立つのだろう。被熱は掘りプランの南側に偏っており、締麗な椅円形気味の円形を呈している。その規模

は長径48cmX短径 32cmをifilJり、被熱の深さは 3-5cmに及ぶ。出土遺物は、 須恵器食膳具3点、土師器煮炊具

11点、この他中世遺物が l点混在する。時期は不詳である。

(8) SJ19 つ36Grに位置する。確認された掘り方の規模は長径 130cm X短径 50-70cm、深さが10-12cmで、

プランとしては細長いものであり、 旧地形鞍部の等高線ラインに添った形で配置している。この掘り方の南端に

被熱層が認められ、被熱よりさらに南側では長径 110cm短径 70cmに渡って焼土分布が認められるが、基本は地

山土である。構造としては非常に SJ2と似ているものである。被熱面の規模は長径 28cmx短径 17cm、深さは 5

cm程で、ある。貼床は前述しているように黒褐色度ベースの土であり、最上層でも黄色粘土は貼られていない。また、

焼き締まりも比較的弱いものである。出土遺物は、須恵器食膳具 3点、須恵器貯蔵具4点、土師器煮炊具 52点

であり、煮炊具が目立って出土している。時期は、須恵器食膳具から V期と判断される。なお。この炉状遺構と

時期が重なる建物は、今回調査区では SB60・109である。

(9) SJ① お38Gr、SB70に収るように位置するもので、床を貼って炉として構築されるもの。規模は長径

40 cm短径 32cmを測るが、その他については詳細不明で、ある。

2.地山被熱する炉状遺構 (8タイプ)

Bタイプと位置付けしたものは、直接地山が被熱しているものである。SJ04.06・07・12・14・② ・③である。

この中で最も大きな規模のものは SJ12の長径 58cm X短径 53cm。最も小さなものは長径 34cmx28cmのSJ07で

ある。被熱の深さは、判断できているものでは 8-9cmを測る。Aタイプのように被熱焼結しているものは殆

ど見られない。出土遺物は、 SJ07が須恵器食膳具 2点、須恵器貯蔵具 1点、土師器食膳具 2点、土師器煮炊具

14点石製品 1点であり、時期は H期と判断される。なお、 SJ07と遺物時期の重なる近接建物は SB56. 57・48・

S150である。また、この他の炉状遺構では出土遺物は皆無である。

3.竪穴建物覆土で検出された炉状遺構 (Cタイプ)

Cタイプと位置づけしたものは、竪穴建物覆土内で検出された SJ09-11である。SJ09の径 46cmを測るもの

が最も規模が大きく、最も規模の小さいものでは SJ11で長径 35cm短径 33cmを測る。S]lOは、他に比べ被熱が

弱めとなっている。出土遺物は、 SJ09で須恵器食膳具 2点、須恵器貯蔵具 2点、土師器煮炊具8点で時期はVl

-V2期である。S]lOでは須恵器貯蔵具 1点、土師器煮炊具4点のみで時期はN2期とされる。SJ11では須恵

器食膳具 3点、須恵、器貯蔵具 l点、土師器食膳具 1点、土師器煮炊具 16点だが、時期不詳である。
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第E章今回報告区域検出遺構

第3節 手工業生産遺構(土師器焼成坑 ・鍛治炉)

額見町遺跡は、各種手工業生産を生業とする集落遺跡、であることは、遺跡の概要のところでも述べたが、特に

今回報告する B地区からは、比較的多くの手工業生産遺構が検出されている。SI72の竪穴建物内に付設される

鍛冶炉を除いては、 B地区の南側、ほほ 30m 四方の区域に土師器焼成坑5基と鍛冶炉 3基がまとまって分布し

ており、次回報告予定のC地区 SK146の土師器焼成坑に関しても、これに隣接した区域に存在する。建物の密

集する鞍部平坦地から東側の尾根筋へと傾斜していく建物の希薄地に分布する傾向が強く、集落内でそのような

位置付けがなされていた区域であった可能性をもっ。このような手工業生産遺構のまとまりはH地区にもあり、

そこでは鍛冶炉の密集分布が確認される。

第 1項土師器焼成坑

今回の報告区域では土師器焼成坑が5基検出されている。SK52が7世紀に位置づけられる以外は、いずれも

10世紀以降のもので、集落としては衰退期にあたる時期に土師器生産が行われたことになる。南加賀窯跡群での

土師器生産が終罵する段階以降の生産であり、南加賀窯跡群の工人集落として経営がなされていた当集落遺跡の

性格を示す資料と言えるものだろう。以下に、各遺構の説明を行う。

1. SK43 

尾根筋側の削平区近くに存在する土師器焼成坑で、周辺に建物遺構は存在していない。斜面5度の傾斜地に奥

壁を山側に設定して、床面をほぼフラッ トに掘削するもので、縦軸長 230CID、横軸長 293CIDの横長型隅丸方形プ

ランを呈す。奥壁は比較的立ち気味だが、但IJ壁及び前壁は開き気味に立ち上がり、特に前壁は明瞭な壁の立ち上

がりをもたない。奥壁深 20CID、床長縦 200CID X横 240CID、床面積4.3rrl程度の規模で、平面プランや壁の立ち上

がりなどを含めても、この時期の土師器焼成坑としては異例とも言える、定型的な土師器焼成坑形態を持つ。焼

成坑の被熱は床面中央付近のやや奥壁寄りが最も顕著で、奥壁も強く被熱するが、焼結するような強いものでは

なかった。床面の奥壁際は被熱が弱く、側壁及び床面前壁寄りにいたっては被熱の痕跡すら確認できない。この

部分は黒褐色地山のままであったために、被熱痕跡、が確認しにくかったとも考えられる。被熱焼結の確認できる

奥壁や床面の奥側については、黒褐色地山の上に黄褐色粘土で貼土したために明瞭に焼結したものであり、製品

を置いたと思われる床面中央から奥壁にかけての貼士理由としては、黒褐色地山から上がる湿気を防止すること

が目的であったろう 。

埋土に明瞭な灰層を確認できなかったが、

埋土下層には燃料材であろう炭化材片と稲葉

状黒灰の粒が混在しており、 100点を越える

土師器小片が遺存していた。土師器小片は長

胴釜片 1点、短胴小釜片 2点以外は全て椀類

の食膳具破片で、内黒焼成椀Bと通常土師器

の椀A.Bで構成される。組成や椀類の器形、

法量から見て、窯場での生産が終罵する古代

四1期に併行する時期の土師器焼成坑と判断

される。土師器片は過度の焼成や急激な昇温

により焼き弾けた製品が多く確認され、また、

通常、つくはずがない箇所に大きな黒斑が見

られる破片や粘土の状態で歪んでしまった土

師器片があり、これについては意識的に製品

固定の道具として、焼成坑の中で使われた黛

道具的なものであろうと判断した (写真図版

33 -84-86)。焼き弾けの破片群についても、

当焼成坑の湿気の多い地盤を考えれば、意識

的に床に敷かれていた可能性は高く、焼成中 第 86図 B・C地区の手工業生産遺構密集区域
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第 H章 今回報告区域検出遺構

破損の土師器片をそのまま遺棄したものは極めて少なかったのではないかと考えられる。

2. SK44 

比較的竪穴建物や掘立柱建物の乱立する鞍部区域に立地する。地山近くまで削平を受けているため、旧地形の

復元は困難だが、比較的平坦な地に構築されていたものと考えられる。削平により、土坑としての壁立ち上がり

は把握できていないが、焼結遺存した床面範囲から推察するに、横軸長 3.0-3.5 m、縦軸長 2.0-2.5 m程度の規

模の略方形または楕円形状を呈す土坑プランであったと推察される。床面は黄褐色土地山のままで、被熱焼結の

強い部分では 15cm近い赤褐色被熱層を形成していた。

埋土に灰層の確認はないが、 SK43に近い炭化材片混在の黒褐色土が存在し、 150点を越える土師器片が混在し

ていた。長胴釜片 4点と焼成粘土塊 1点以外は、椀類などの土師器食膳具片で、 SK43同様、内黒焼成椀Bと通常

土師器の椀A.Bで構成され、時期もほぼ同様と考えられる。当焼成坑で、注目されるものは、歪みの激しい土師

器椀破片 28.29と焼成粘土塊 30の存在である。椀破片は焼成前に強く歪んだり、ちぎれたりしたまま焼かれた

もので、製品製作の過程の中で破損してしまったものである。通常は生粘土に戻して再利用されるものだが、焼

成前の土器片として意識的に焼成坑内に入れられたものであり、それは 30の焼成粘土塊に関しても同様の意味が

あると考えている。このような土器生産段階での粘土残浮を焼成道具として使う視点については、拙稿で詳しく

論じているので参考にされたい(望月精司 2005I古代土師器焼成坑出土の焼成粘土塊と土師器焼成技術一二ツ梨

一貫山窯跡の事例検討を中心として一Jr窯跡研究j創刊号 窯跡研究会)。

3. SK49 

尾根筋へ上る斜面に存在する土師器焼成坑で、プラン確認当初は I基の土師器焼成坑と予測していたが、調査

の結果、 2基の土師器焼成坑が斜面に縦に並んで構築されていることがわかった。土層堆積の切り合い関係から

斜面下方の SK49Iの後に SK49IIを構築したことが確認できるが、出土土師器食膳具形態からは時期差を読み取

ることは不可能であり、 SK49Iの廃絶後す ぐに SK49IIが掘削されたものと予想される。

SK49 IIはSK49Iを前庭部的なスペースとして使用し、その斜面上方へ焼成坑を構築したもので、縦軸長308cm、

横軸長 288cmの縦長精円形プランを呈す。奥壁、側壁ともに比較的聞き気味に立ち上がり 、前壁は立ち上がらず

に開口状に緩く傾斜するo 奥壁深 33cm、床長縦278cm X横 250cm、床面積 5.9rrl程度の規模で、 SK43に比べて、

やや大型ではあるが、焼成坑形態が崩れて楕円形化している。;焼成坑の被熱焼結度合いは奥壁中央付近上部が最

も顕著で、続いてその周りの奥壁と床面奥壁寄りの区域、床面中央付近については被熱度合いが弱く、焼結した

感じはない。側壁や前部付近の床面においては被熱痕跡すら確認できない状況であった。床面は黒褐色土に黄褐

色土塊を混在させる貼土であり、特に奥壁から床面奥付近は厚く貼られていた。

埋士には土師器食膳具片を大量に混在させる黒褐色土が堆積しており、特に下層は炭イヒ小塊や炭化材片を多量

に混在する灰層的な土層を呈していた。出土遺物は SK49として上げているため、焼成坑 Iと識別しきれていな

い部分もあるが、 400点を越える SK49出土土師器小片のうちの 7割以上は焼成坑Eに伴うものと判断される。土

師器小片は長胴釜片 1点、短胴小釜片 2点、鍋類片 5点、匝鉢状9点、土錘 1点、焼成粘土塊 1点以外は全て椀

皿類の食膳具破片で、内黒焼成椀Bと通常土師器の椀A.B、皿Aで構成される。組成や椀類の器形、法量から

見て、 SK43に後出する時期、古代W2期に位置づけられるものと判断される。土師器片には焼き弾けた製品が多

く確認され、黒斑の付く破片や粘土の状態で歪んでしまった土師器片など、意識的に焼成坑の中で使われた窯道

具的なものも多く確認される(写真図版34-93 -95)。ただ、当焼成坑の場合、焼成破損品をそのまま遺棄した

ような破片も多く、焼成坑下方まで、土師器片の分布が広がっている。

SK49 Iは縦軸長260cm、横軸長312cmの横長楕円形プランを呈す。奥壁が焼成坑Hによって破壊されているため、

その部分での壁の立ち上がりは不明だが、側壁、前壁ともにやや聞き気味に立ち上がる。床長縦 217cm X横 262cm、

床面積 4.1rrl程度と、焼成坑Hよりもひとまわり小型で、床面中央が窪む形状を持つ。焼成坑の被熱焼結度合いは

奥壁付近と床面中央付近が強く、その他の箇所は焼結する感じはないが、ところどころ焼土化し、被熱している

ことが分かる。床面、壁面ともに黒褐色土に黄褐色土塊を混在させる土が黒色地山に貼られている。埋土は焼土

塊や炭化塊を含有し、土師器小片を多く混在させる土層である。

4. SK52 

これまで述べた土師器焼成坑は 10世紀以降のものであるが、当焼成坑は 7世紀代に位置づけられるものであり、
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今回報告区域検出遺構第 II ~

B 

SK49焼成就 I十 周 許

I層黒褐色土 (10=) 焼

土擁炭化材多量、 土師器片

多め含有.

a麿侵色焼士境 (7.5YR出)

と且鴇色土 (10=)との

混在土 炭化材少量含有。被

熱焼結した焼成坑I鮎床土.

b府県褐色土 (10=) 焼

土ノI嶋・炭イ凶嶋多出合有.

陵熱受けるが焼成度合い弱

い焼成坑I貼床土e

SK49H 全てH=11.40m

⑭ 
2mで

34・35ライン

モ
せ・そライン

イ

(SK49 1 ) 

B 
寸ー

B 

C.Dライン

H=11.40m 

ト

γ 

マJ

B 

¥ごf-

B 

B 

A.Bライ ン

H=11.00m 

(SK52) 

D 

o 1m 

一「
D 

S K52健 虚 坑 十 層 註

l膚黒褐色土(I町R212) 焼刻、塊多量入炭化粒 土器片少量含有。

2層 黒 色土 (10YR2l1) 炭化塊・焼土塊多量含有.

3膚黒褐色土 (10=) 炭化材・炭化境極各量、焼土塊多め含有。

a層明褐色焼土塊僻R胡 )と黒褐色土 (7.5YR2I2)とが8:2で混私

彼熱焼結の貼土.

a 層焼土塊と黒褐色土訓告が4:6程度.被熱がa層より弱〈、炭化材

が食い込む。

b層黒褐色土 (10四 212) 焼却 、塊炭ft-J嶋事的合有。貼応下土.

焼成坑床面l

(土師器焼成坑:SK49 1、SK52)
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第3節 手工業生産遺構(土師器焼成坑 ・鍛冶炉)

額見町遺跡内で唯一の7世紀代土師器焼成坑事例である。SK49の斜面下方に位置し、類似する時期の竪穴建物が

隣接して作られている。SK50に切られているため、焼成坑の上部でのプランや壁の状態は不明なのであるが、床

面がフラットで広い範囲で被熱焼結している点と焼成坑内に遺存する炭化材、焼き弾けのある土師器片の存在か

ら、土師器焼成坑と認定した。ただし、土坑としての窪みは楕円形を呈すが、斜面に対して斜めに作られている点や、

長軸 220crn、短軸 160crnと焼成坑としては小規模で、ある点など、定型化された土師器焼成坑とは異なる形態を有

していると言えよう 。埋土は最下層に炭化材や炭化塊を極多量に含む灰層的土層があり、その中で焼け弾けのあ

る土師器が少量確認された。須恵器がないため、確実な時期の把握は困難だが、古代 II1期から II2期の中で考

えてよいものだろう 。

第2項鍛冶炉

今回の報告区域では、竪穴建物内で2基、屋外で2基の計4基の鍛冶炉が確認されている。さて、上記の土師

器焼成坑は土器焼成のために発生する火や煙により、屋外である方が都合がよいのだが、鍛冶炉に関しては、火

の発生する範囲が狭いことと鍛冶操業における炎の色の識別を容易とするため、太陽光線を遮断できる屋内であ

ることの方が都合がよいとされている。つまり、 竪穴建物内設置は必然的とも言える状況であって、逆に屋外で

操業されること事態が不自然とされる。このように考えると、屋外炉とされる SJ01、SJ03についても何らかの覆

屋が存在していた可能性がある。SJ03は位置的に SB48の建物内に所在するが、掘立柱建物の柱穴に極めて近按ー

する箇所に位置しており、鍛冶炉に伴う建物と判断することには無理がある。SJ01も含め簡易な覆屋的なものが

あったのだろう。明確なピットの並びは捉えきれていないが、鍛冶炉周辺には小ピットが複数確認できており、

柱並びがしっかりしない簡易的な建物が存在していた可能性は十分にある。以下に、各遺構の説明を行う 。

1. SJ01 

SJOlは斜面上方に位置する鍛冶炉で、周辺には掘立柱建物や竪穴建物などの建物遺構が存在しないなど、居住

区ではない個所を意識的に選地している!惑がある。包含層直下で検出できたもので、還元焼結した炉床のみ 20crn 

四方の範囲で不整楕円形状に遺存していた。炉床土は砂粒を混在させる粘土を黒褐色土地山直上に貼り、硬質に

焼結したもので、還元炉床土厚は 2.5crnを測る。周辺包含層からは鍛冶浮や羽口片、鉄製品が出土しており、炉床

上而や周辺からも極小サイズの椀形鍛冶浮を始めとして、鍛冶浮の小さな断片が多く出土している。炉壁等は消

失しているが、炉床の大きさからして、小型の鍛冶炉で、あった可能性は高い。なお、当遺構の帰属時期については、

土器出土もなく、古代であること以外は、推察する根拠をもたない。

2. SJ03 

SJ03は先述したように、 SB48内に位置するが、西側隅柱に極めて近接しており、同時併存である可能性は極め

て低い。包含層直下で検出できており、当鍛冶炉調査後に SB48の掘立柱建物柱穴を確認している。掘立柱建物帰

属時期は出土土器から古代 II2期と判断でき、鍛冶:炉の帰属時期はそれを遡らない古代と予想しておきたい。鍛

冶炉は炉壁などの炉本体が消失した状態で検出しており、還元焼結した炉床のみを調査した。炉床は 12x 18 crn 

の規模で楕円形状に浅く窪んでおり、小さな鍛冶浮を含む埋土が堆積していた。その周りには還元焼結した砂質

土が分布しており、炉床土の上に砂質還元土が薄く存在していた可能性がある。底にi留まった椀形鍛冶浮を剥が

れ易くするためのものであろうか。炉床土は SJ01と同様の砂質帯びる粘土で、黒色地山上に直接貼られている。

厚さ 10crn程度で、酸化被熱層などは確認できていない。周辺包含層からは椀形鍛冶浮、鍛冶浮をはじめとして、

精練炉の炉体構築芯材と して使用された可能性を持つ炉材石 (溶解した鍛冶淳の付着する石)や炉壁が溶解した

粘土質i容解物、製錬:炉の炉壁片なども出土する。当鍛冶炉に伴うと断定できないが、当グリッド出土の鍛冶関連

遺物は周辺グリッドよりも突出して多いことを考えれば、当遺構関連遺物と位置づけて問題ないものと理解する。

3. SI37内鍛冶炉

古代田期前後の時期に位置づけられる S137竪穴建物の床面に構築された鍛冶炉である。炉床の掘り込みが竪穴

建物床面からであることと、付設位置が四本主柱穴聞の中央付近であることから、竪穴建物に付設された鍛冶炉

であると理解される。ただ、当竪穴建物を専用の工房施設と位置付けできるかどうかについては疑問もあり、居

住用竪穴建物の廃絶家屋を鍛冶場に転用した可能性もあると考えている。鍛冶炉は炉壁等の炉体が除去された状

態のもので、炉床のみが遺存していた。炉床規模 25x 23 crnを測る楕円形状で、 全体的に浅く窪む形状を呈す。
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破片少量官有，

a府烈色硬質量元焼結土 (10、四211) 白色砂粒少量含有結土が還元した炉床土.

b層 県掲色還元被が土(10YR2l2) 黄褐色土境合有.炉床土ではないが、 c周
貼土が還元したもの。
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第 90図 手工業生産遺構図4 (鍛冶炉:SJ01、SJ03、SI37内鍛冶炉)
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第3節 手工業生産巡構(土師器焼成坑・鍛冶炉)

炉床下底面は 15x 11 cm程度で、その部分は SJ01・03同様の黒色還元焼結砂質土だが、その周辺は褐色土が還元

被熱した状態で、異なる土が貼られていた。周辺土は炉壁構築土にも似ており、その基底部であった可能性がある。

炉床中央の砂質土については、先述したような椀形浮の剥離を容易にする目的があったものかもしれない。当鍛

冶炉埋土中には小鍛冶浮片が混在し、竪穴建物思土からは鍛冶淳、椀形鍛冶淳、羽口、鉄製品等が多数出土する。

ただ し、いずれも床面から出土しているわけで、はなく、 当鍛治炉に伴うものであるかは判断できない。鍛冶操業

終了後のものと考えるのが妥当だろう 。

4. 5172内鍛冶炉

古代 II1期に位置づけられる SI72竪穴建物の床面で検出された鍛冶炉である。鍛冶炉の設置する箇所は竪穴中

央から左側、四本主柱穴の左柱問中央に位置しており、床面から掘り込まれていることを考え合わせれば、竪穴

建物内に付設された鍛冶炉であると位置づけられる。さらに、当竪穴建物内には床面出土で羽口や鍛冶浮が出土

すること、そして食膳具や転用硯、定型硯、竪穴建物造り付けカマドで使用された煮炊具も床面に廃棄されてい

ることを考え合わせれば、当竪穴建物を居住用として使用するとともに、鍛冶工房としても機能していたと理解

されるだろう 。竪穴建物の中央床面に火処としての炉を設け、鍛冶炉の設置位置は竪穴建物中央ではなく、 主柱

脇の空間で、あったことも、居住建物の中での鍛冶作業空間としての位置付けが明瞭になされていたことを示す。

当竪穴建物は L字型カマド付を設する朝鮮系移民建物であり、なおかつ定型硯、転用硯、金銅製耳環など華審品

を所有する、上位ランクの居住建物でもある。そのような建物に鍛冶炉が付設されていた点が、当集落内での製

鉄技術者の位置づけを示すものと考えられよう 。

鍛治炉は炉床のみ遺存していたもので、炉床規模は 20x 20cm程度を測る略円形を呈す。炉床と考えられる黒

色還元焼結粘土が深く窪むように存在し、それに沿って下層に酸化被熱層が薄く存在する。その上には黒色に強

く還元した砂質土が厚く載っており、その還元土が周辺に広がっている感じであった。図で炉床土と した粘土質

還元層は 1次床面、その上の還元砂質層は面を確定できないが、複数操業の中での炉床土であったと理解してお

きたい。これまで述べたいずれの鍛冶炉でも確認できるものであり、椀形浮溶着防止のための離れ砂的なものだっ

たのだろう。この還元砂質層からは多量の粒状浮と鍛造薄片が出土している。前述した羽口も含め、極小サイズ

の椀形鍛冶浮、鉄製品など、製品加工工程の最終段階に近い操業を主とする鍛冶炉であったと予想される。

¥B (8172内鍛冶炉〉
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S 172内健治炉士層註

1暦 黒色砂質土 (1OYR2J1) この膚自体が強〈還元受けた炉床土状であり、 当

層上面が最終炉商の可徒性もある，鍛造薄片、粒状博多量含有.

a層 熟色硬貨還元焼結土臼町四百111)白色砂粒少量含有粘土が還元した自民床士。

b層 暗赤褐色厳化被熱土(町 R胡 ): SI72掘り方士坑埋土の般化経熱層。

I B' 

第 91図 手工業生産遺構図5 (鍛冶炉:8172内鍛冶炉)
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第日章 今回報告区域検出遺構

第4節 その他の遺構と包含層

今回の報告区域においては、これまで述べた遺構の他に、 土器溜まり遺構と講状遺構、ピットがある。ただ、

土器溜まり遺構以外については、特に説明を要する遺構はなく、西側で検出される数条の溝状遺構についても、

近世以降のものと判断される。以下に、土器溜まり遺構と包含層の遺物出土状況について述べる。

第 1項土器溜まり遺構

1 .古代の土器溜まり遺構

今回の報告区域では、 6箇所の古代土器溜まり遺構が確認される。さ35Gr土器潟まりと、し 36Gr土器溜まり

は隣接するが、他の遺構については、お 38Gr、か43Gr、き 40Gr、て 36・37Grと、分布がばらつく傾向があり、

土器出土量も多いとは言えない。その中で最も土器出土量の多い遺構は、お38Gr土器溜まりで、須恵器食膳具46点、

土師器食膳具 11点、土師器煮炊具 566点、須恵器貯蔵具 22点を数える。須恵器杯A蓋の完形や口頭部を欠損す

る双耳瓶の完形、有台器種底部の転用硯など、残りのよいものもあるが、多くは破片での出土で、土器の時期も

II 2期、 N2、V2期とぱらつき、まとまりを持たない。か43Gr土器溜まりでは須恵器食膳具4点、土師器煮炊

具27点、須恵、器貯蔵具 12点が、き 40Gr土器i留まりでは、須恵器食膳具7点、 土師器食膳具 1点、土師器煮炊具

15点、須恵、器貯蔵具4点が、て 36・37Gr土器i留まりでは、須恵器食膳具 14点、土師器食膳具2点、土師器煮炊

具9点、須恵器貯蔵具8点が出土するが、出土量は少なく、特殊器種等の出土も認められない。

土器溜まりの分布が隣接する、さ 35Gr土器i留まり ・し36Gr土器溜まりは、その土器分布が南西側へと伸びて、

後述する古代末期の上層土器i留まりの下層に潜り込んでおり、包含層で上げた遺物出土状況から見れば、これら

の土器溜まりは単体のものではなく、さ 35Grからそ 35Grにかけて分布する大規模な土器溜まり群であったと理

解可能で=ある。ただ、さ 35Gr土器溜まりの出土須恵器がII3-m期にまとま ることや、す 35Grからまとま って

出土する須恵器食膳具がN2古期に位置づけられることなどから考えて、大規模な土器i留まり群とは言っ ても、

複数の土器廃棄の集合体的な性格のものであったと考えられる。この場所は地形的に尾根部へと上がる傾斜転換

点、にあたっており、鞍部状の小規模な窪地に土器が廃棄されたものと考えられよう。古代末期に位置づけられる

上層土器溜まり遺構が、当土器i留まりの上層に重なるように存在しており、そのことから考えても、地形的にこ

の区域が窪地であったことを物語るであろう。

2.古代末期の土器溜まり遺構

今回の報告区域では、古代末期に位置づけられる掘立柱建物などの明確な建物遺構は穣認されていないが、 土

師一指食膳具を中心にした大量廃棄遺構が、す 35Grを中心とした区域に確認できており、これらをまとめて上層土

器溜まり遺構とした。せ35Gr、す 34Gr、す 35Gr、し 35Grの4つのグリ ッドにまたがって存在しており、中世 1

-II 1期に位置づけられる1.143点の土師器食膳具(一部煮炊具と土製品含む)と7点の白磁や東濃産灰利l陶器が

出土している。特に、す 34Grのグリ ッド杭付近では約 2m四方の範囲で、 土師器食膳具の完形品を中心とした集

中廃棄が見られ、ここだけで 250点もの土師器食膳具が出土している。同じ向きに重ねたりするような意識的な

埋納の様子は見られず、何かの目的で使用したものをまとめて廃棄したものと理解されよう 。

当上層土器溜まりは、前述したように、古代土器溜まり群の上へ廃棄されたものであり、この区域を中心とし

て、周辺の包含層や竪穴建物の埋没後の窪地へ、散乱したかのように分布している。これらの遺物は、 全体で1.7l3

点の土師器食膳具と 22点の岡磁器片で構成されており、造物時期も上層土器溜まり遺構の時期とほぼ同じである。

細片資料が多く、図化できるものは少ないが、遺物出土点数は、上層土器i留まり遺構よりも多く、白磁について

も包含層出土の方が多い。周辺へ散った要因は定かではないが、何かを意図したものではないだろう。

第2項包含層

包含層として提示したものは、特に遺構として特定できずに、グリ ッドで上げた遺物であり、遺構認定できな

かったもの全てを含んでいる。竪穴建物や土坑など、その下層で遺構が特定できたものは、遺構埋土上層として

遺構帰属させて取り上げたが、掘立柱建物の柱穴上層埋土や掘り込みが浅く遺構認定にいたらなかった土坑資料

など、包含層としてあげているため、純粋な意味での包含層資料として提示しているものではない。当遺跡は台

地に営まれた集落であり、純粋な意味での包含層は、谷部や鞍部などの窪地に廃棄された土器潟まり層と理解さ
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第 4節 その他の遺構と包含層
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第 92図 古代末期土師器土器溜まり・包含層出土量分布図

れる。今回の報告地域で言えば、古代の土器i留まりで述べた、さ 35Grからそ 35Grにかけての大規模な土器溜ま

り群が該当するもので、と 37・38Grからし 37・38Grにかけての土器出土量の多い区域は、下層に掘立柱建物や

遺構の特定できていないものが密集したことに伴う、遺構埋土上層遺物を多数含んだためのものであろう 。

以下には、土器用途別の出土土器破片数を提示したが、調査区域が前回報告のA地区よりも広いものの、包含

層遺物総量はA地区の28%減となっている。前回の報告でも指摘したことだが、用途別比率を各遺構で比較すると、

包含層は竪穴建物よりも須恵器率が高く、食膳具と貯蔵具が目立つ傾向があり、それは土器i留まり遺構や土坑等

と共通する傾向を持つ。

出土遺構ごとの用途種別古代遺物破片数 ※ ( )内のパーセント表示は用途種別割合を示す

出土遺構名 須恵、器食膳具 土師器食膳具 土師器煮炊具 須恵、器貯蔵具 土製品 石製品 遺構別計 | 
竪穴建物 2.072 ( 8.4%) 947( 3.8%) 19.866 (80.9%) 1.149( 4.7%) 123( 0.5%) 409( l.7%) 24.566 

掘立柱建物 137( 9.3%) 44( 3.0%) 1.204 (8l.4 %) 67( 4.5%) O( 0.0%) 27( l.8%) 1.479 

土坑・炉状遺構 1.129(13.3%) 280 ( 3.3%) 6，397 (75.1 %) 567( 6.6%) 44( 0.5%) 102( l.2%) 8，519 

土器溜まり 153 (13.4%) 18( 1.6%) 833(73.3%) 114(10.0%) 1( 0.1%) 18( l.6%) 1.137 

包含層・ピット 5.531 (18.3%) 894( 2.9%) 19.872(65.7%) 3，359(11.1 %) 109( 0.4%) 494( l.6%) 30，2591 

用途種別計 9.022 (13.7%) 2，l83( 3.3%) 48.172 (73.0 % ) 5.256( 8.0%) 277( 0.4%) 1.050( l.6%) 
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第四 ~ 今回報告区域出土の造物

第皿章 今回報告区域出土の遺物

第 1節 出土遺物概要と分類

第 1項 出土遺物の総量と時期別比率

今回報告の対象としたB地区と C地区北側区域より出土した遺物は、遺物収納箱 (645x 380 x 145凹)で

278箱を数える。内訳は須恵器 (陶磁器含む)がB地区74箱+C地区 14箱、 土師器がB地区 149箱+C地区24

箱、石製品がB地区 8箱+C地区 1箱、鉄浮 ・鉄製品がB地区 6箱 +C地区 2箱で、遺物片総数で示すと須恵

器 14.321点 (食膳具 9.022/貯蔵具 5.256/土製品 43)、土師器 53.277点 (食膳具 2.183/煮炊具 48.172/土製

品234/中世食膳具 2.688)、石・石製品 1.050点、鉄浮 ・鉄製品 2.800点となる。A地区の種別量比に比べると、

須恵器がやや少なく、土師器が多い傾向を持つが、これはA地区のような古代前半代の土器廃棄場が乏しい代わ

りに、中世 (暦年代的に 11位紀後半から 12世紀前半に位置づけられるため、正磯には古代末期の造物だが、 土

器編年上では中世土器に該当するために中世と表記した)の土師器食膳具廃棄場が存在するためで、両地区とも

竪穴建物への廃棄造物を中心としている点から、概ね類似した構成を示すと言える。当報告地区の調査面積はB

地区 7，700ぱ、 C地区 850rrlの合計約 8.500ばだが、このうち約 3，800ぱは包含層や追構覆土の大半が削平を受

けており、実質的な調査面積は 4，7∞ぱ程度となる。これはA地区の実質的調査面積 4，500rrlに近い数値で、あり、

これを報告書 Iで出した箱数比率指数 (1.000rrl換算での箱数比率。田嶋明人 「古代の土器と中世の土師器Jr中
世前期の遺跡、と土器 ・問磁器 ・漆器』第5回北陸中世土務研究会 1992年)で示すと、 59.lとなる。A地区の指

数が61.1であるから、近似した数値と言えるものであり、造物廃棄においては、両地区とも類似した高い遺物

出土状況であったと評価できるだろう。

遺物の時期は、 『額見町遺跡 IJで述べた縄文時代の土器や石器を別にすると、 7世紀初頭、つまりは回|嶋明

人編年の古代 I期以降の遺物となる。ただ、 B地区内ピ ット (P469)出土のもので、 古墳時代中期に位置づけ

られる可能性が高い土師器煮炊具の略完形品が 1点 (第 166図42)確認できており、 6世紀以前の造物が僅か

だが混在している可能性をもっ。しかしながら、竪穴建物を始めとして、この時期の明確な遺構は確認されてお

らず、破片として混在していたとしても、膨大な古代の土師器群の中では誤差の範院と位置づけられよう。古代

の遺物は、 7世紀初頭の古代 11期から 9世紀前半代の古代V期までが中心で、遺構資料はもとより、包含層資

料でも羽期以降は大きく遺物量を滅少させる 。 VI~VII期 ( 9 世紀後半~ 11 世紀前業) を通して造物出土量の少

ない状態が見られ、土師祷焼成坑など、それまで篠認できなかった土師器生産遺構が顕在化する。古代集落の終

駕時期であり、次の田嶋編年中世 1期以降の中世集落とは別に考える必要がある。当地区では、中世 1-1期(11

世紀中頃)になると再び造物出土が確認でき、中世 1-II 1期(11世紀後半)をピークに一定量の土師器食膳

具廃棄遺構を検出するが、 12世紀後半以降の遺物は皆無に近く、 当遺跡の中世集落は短期で消滅したものと理

解される。ここで言う中世は、暦年代的には平安時代末期の範時だが、前述したような新たな集落展開が見られ

ることと土器様相においても大きな転換様相を看取できるため、意識的にこれらの時期の遺構や遺物については、

古代末期に位置づけずに、古代とは切り離す形で、中世の遺物、遺構と位置づけておきたい。

古代造物は竪穴建物からの出土が多く、全出土量の37%を占める。竪穴建物の時期は 7世紀前半が 10軒、 7

世紀後半が 18軒、 8世紀前半が6軒、 8世紀後半と 9世紀前半が各 1軒と、 7世紀を主体に確認できる。ただ

し、竪穴埋土上半には竪穴建物の時期よりも確実に新しい造物廃棄が確認できており、中世の造物も含め、 8位

紀後半以降の遺物を定量含んでいる。土坑からの古代遺物出土は 12.5%程度を占めるが、A地区で見られたよう

な1.000点以上の土器を出土する大型の土器廃棄土坑はなく、出土量が多い方でも 500点前後のものである。造

物出土量の比較的多い土坑は、 7世紀前半と後半が各 1基、 8世紀前半が5基、 8世紀後半が3基、 9世紀前半

が2基で、土器i留まり資料についても 8世紀前半以降の時期が目立つなど、竪穴建物の時期よりも新しい時期に

中心を持つ。前回報告のA'D地区の I群集落に比べると相対的に新しい時期が中心であ り、特に掘立柱建物や

土坑の時期を見る限り、 8世紀後半においても集落の盛期が存続する可能性を有している。ただ、掘立柱建物は

時期帰属ができていないものも多々あり、包含層資料による時期帰属量比が参考となる。

食膳具のみでの比率だが、各時期に分けた食膳具破片概数 (20点程度の括りで表示した)では、古代 I期が

須恵、器 300+土師器 280、 II l~ II 2 期が須恵器 460 + 土師器 60、 II3~ 皿期が須恵苦言 1.780 +土師器 160、IV
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第 1節 出土遺物概婆と分類

期が須恵器 1.940+土師器 180、V期が須恵器1.060+土師器 80、VI期が須恵器 180+土師器 20となる。各時期

幅が異なるため、年代幅での表示区切りをすると、西暦 600年から 60年間で 580点、 40年間で 520点、 40年間

で 1.840点、 60年間で 2.120点、 40年間で1.140点、 60年間で 200点という出土量推移になる。つまり、包含層

遺物に関しては、 7世紀前半を 100%として換算すれば、後半に 135%へ微増、 8世紀前半に一気に 475%へ激増し、

8世紀後半の 365%、9世紀前半の 295%まで減少傾向を見せながらも、緩やかな減少傾向を見せる。9世紀後

半になって 35%へ激減 し、 集落の急激な衰退を予感させる。

以上の様相は、 土坑出土遺物の様相に近く 、掘立柱建物は 8世紀前半以降、 9世紀前半代まで継続して営まれ

ている可能性を示している。ただ、竪穴建物が存在するまではそこへの土器廃棄が中心となるため、竪穴建物数

の減少する 8世紀前半をもって、包含層資料が増加するのは当然のことであり、特に 8世紀後半以降の土器出土

量の多さは、竪穴建物から掘立柱建物への移行が相乗効果として現れているものである。遺構帰属時期から考え

ても、当地区集落は 7世紀後半から盛期を迎えることは間違いなく、 8世紀前半ないしは中頃までを含む形で集

落の盛期は存続したものと見る。その後の集落推移は激減という状況ではなく、 9世紀前半代までは集落を維持

し、後半代になって衰退終罵したものと理解される。

第2項出土遺物の分類

1.古代遺物

古代遺物は大半が土器・土製品で構成されるもので、僅かの金属製品と石製品が装身具や工具、武器、部材な

どに使われる程度である。金属製品は鉄製品が主で、万子、鉄鉱、釘、金具類、鍛冶道具類、紡錘車、鎌、鍬先

などが確認でき、銅製品では耳環がある。石製品は、紡錘車、緑色凝灰岩の管玉未成品、砥石(大型砥石含む)、

金床石、造り付けカマドや炉の芯材などがあり、ほとんどは砥石とカマド部材で占められる。古代の土器 ・土製

品は、須恵器と土師器に分けられ、それ以外の素材である国産施粕陶器や舶載磁器類などの出土は確認できてい

ない。基本的に須恵器は食膳具と貯蔵具、土師器は食膳具と煮炊具に機能分化しているが、 一部、須恵器に甑や

長胴釜、赤彩土師器に小型壷など、例外的なものも少量ながら確認される。以下に、須恵器と土師器に分けて、

本報告で提示する器種名の概要を説明する。

( 1 )須恵器の器種分類

『額見町遺跡 IJの報告でも述べたように、これまでの小松市の筆者記述報告書に準拠し (r二ツ梨一貫山窯跡1

2002年、 I八里向山遺跡群j2004年)、食膳具については田嶋明人氏の 1988年北陸古代土器編年での分類案 (i古

代土器編年軸の設定Jrシンポジウム北陸の古代土器研究の現状と課題 (報告編).J北陸古代土器研究会)、貯蔵

具類については 1999年の北野博司氏の分類案 (i須恵器貯蔵具の器種分類Jr北陸古代土器研究』第8号 北陸

古代土器研究会)を基本とするが、一部新たに器種名を分類に加えたものもあるため、以下に提示しておきたい。

a.食膳具器種

杯、盤、椀、皿、鋭、高杯に大きく分け、合子型蓋杯を杯H、杯Hの蓋が逆転して無蓋の杯身器種となったも

のを椀G、その口縁部が外反するものを椀Fとし、無台の杯身にあたる杯Aと杯Gそして類似器形をもっ鋭につ

いては、その識別を次頁に示 しているので、 参照願いたい。また、杯A .Bと盤A 'B、椀A .Bと皿A 'Bに

ついてはAが無台器種、 Bが有台器種であり、杯と盤及び椀と皿の違いは口径に対する身の立ち上がりの深さか

ら分けている。銃 bと杯G、そして出現期の杯A、杯Bは有蓋器種であり、その場合、蓋と身を明示する。なお、

杯・盤と椀・Jlllの識別基準についても、次頁で示しているので、参照願いたい。

高杯は、合子型有蓋杯部に脚音11の付 く器種を有蓋高杯と し、 長脚と短脚に分ける。単に高杯と記すものは無蓋

高杯である。無蓋高杯は、伝統的な長脚 2段スカシをもち杯部に稜形成をするタイプを高杯H、同様の杯部器形

で脚部スカシを持たないタイプを高杯E、杯部に稜形成を持たずに脚部が相対的に短くなるものを高杯G (高杯

Gに関しては杯部が小型で杯型を呈す高杯G小と杯部が浅い椀形でやや大型となる高杯G大とに細分する)、杯

部が大型の盤形状を呈し、脚音11は短めに広がる、承盤とも言われるタイプを高杯F、杯B蓋を逆転させたような

身の浅い杯部器形で、長い脚部が付くタイプを高杯Aとする。以上が主な食膳具器種だが、金属器模倣の特殊器

種で、銃にスカ シ付きの脚の付 く装飾性高い高脚銃や稜椀、環状突帯付蓋をもっ有台杯など、仏器的な特殊器穫

があり、それについては個別に本文中で説明する。
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〈銃bと杯G、杯Gと杯Aの識別について}

銃は6世紀後葉に出現する金属器模倣の器穫で、古代 11期古段階の無差で深身、 沈線施紋の銃aから、新段階で杯型の

無台杯身に返りのあるつまみ叢を伴う鋭 bへ主体を移していく器種である。この鋭bについては、杯Gとの識別点を、 金属

器模倣的な細部での精綴な作り (薄手作りで、ケズリやカキ目調撃、丁寧な内面調整など)においており、田嶋氏が古代の

土器研究会シンポジウム報告 (田嶋明人 1997 i北陸での 7世紀の土器Jr古代の土器研究会第5回シンポジウム 7世紀

の土器J)の中で特徴としてあげる「器厚は底部中央で薄く、口縁部への屈曲部直前できわめて厚くなり、屈曲部で再び薄

くなって直立した口縁部に至る0 ・・・ (中略)....外面は通常へラケズリしないJ器形の杯Gと作り方の意識の点で識別可

能と考えている。さらに、杯Gと杯Aとの識別については、杯Gに見られた器厚の極端な凹凸をヨコナデにより平滑にし、

器厚を均一に仕上げ、体部外傾器形化させるといった、つまり食膳具容器としての意識の違い、杯、B身内而調整との共通性

により 、その違いを提示している。杯Aについては、古代]]3期以降、無蓋器種にほぼ統ーされる様相にあるため、特に断

りのない場合、無重量均;身をさすが、 ]]1 . ]] 2期の有蓋主体時期では、 蓋と身を明示することとしている。また、さらにこ

の時期の杯A叢について、厳密には杯B蓋との識別が困難な部分があるが、識別を容易なものとするため、口縁部に返りを

もつものについては杯A室長とし、折り曲げ口縁のものについては綜B蓋として便宜上区分した。杯Aの蓋が全て返りをもつ

ものでないことは承知しているが、蓋の形態からのみでは身の認定要素ができない以上、この時期の相対的な量比の視点か

ら、 上記の類別根拠が有効と判断した。なお、杯Gと杯Aの器種認定については、西弘海氏の平城宮報告で示した分類案と

差異があるので、その点は十分に承知願いたい。

〈杯A・盤Aと椀A'皿A、杯B・鐙Bと椀B・皿Bの識別について〉

当器穫の識別根拠は成形技法痕跡をその拠所としている。つまり、杯盤類は大型円盤を底部土台として、内面境に見込み

の窪みをもち、成形台へラ切り離し技法によって成形するものであり、椀皿類は小型円盤をJ長官11土台として、体部を長く引

きや11ばし、内面見込みの確認できない、成形台回転糸切り離し技法によって成形するものである。前者の技法は、北野博

司氏が 「底部円盤紐水挽き技法J(北野博司他 19941須恵務杯類の製作技法Jr日本考古学協会第 60回総会研究発表要旨J)

または木立雅朗氏が 「板おこし紐作り技法J(木立雅朗 2000i須恵器杯類の製作実験ノ ートJr立命館文学J565号)と名称、

付けた成形技法であり、後者は服部敬史氏等が「底部円柱作りJ(服部敬史他 19791南多摩窯:!JI:群出土の須恵器とその編年Jr神

奈川考古』第6号 神奈川考古学同人会、ただし、 筆者は当技法について「底部円柱紐水挽き技法」が妥当ではないかと考

える)と名称付けた成形技法に相当する。

b.貯蔵具器種

貯蔵具は小型貯蔵具類、鉢類、査類、瓶類、斐類に大別される。

小型貯蔵具類は以下で、述べる壷 ・瓶類のミ ニチュア品として作られたものであり、儀器的な性格を有すものと

理解される。ただ、小型鉢については、鉢類にその原型はなく、専用器種と言えるものである。口縁部外屈する

灰皿型の器形をしており、胎土には大粒砂粒混入等煮炊具に類似した胎土を意識的に使用する。火に掛ける また

は中で火を使う器として使用されたようで、脚を付す燭台形態を持つものもある。壷・瓶のミ ニチュアとしては、

有蓋短頚壷Aや広口壷E.Fのミ ニチユア、長頚瓶A.B、広口瓶C、徳利形瓶Eのミニチュア、横瓶 ・平瓶 ・

提瓶のミ ニチュアがあり、 一部水滴等文房具使用器種もあるが、主に儀器的用具 としての位置付けがなされる。

次に、鉢類だが、貯蔵具に包括してはいるものの、厳密に言えば鉢B (頚部がく字に括れる鉢で、把手付きの

ものもある)、鉢c(体部椀形を呈す有台椀に類似する鉢で、平鉢とも言われる。無台器種もある)、鉢E (口縁

部内湾の鉄鉢器形のもの)、鉢G (金属器系の銃を大型にした ような形状のもので、体部沈線の入るものが多い)

などは仏具的容器であり、鉢A (底部平坦な槽形の鉢で、深いバケツ状のものもあるが、浅身器形が主体で、把

手付 きを基本とする)や鉢F (底部厚く 円盤型に張り出す円筒型体部をもっ鉢)はこね鉢、っき鉢の調理容器に

用途区分されるため、貯蔵具とは区別すべきであるが、器種分類上、貯蔵具に一括して入れることで容易となる

部分があり、一括して提示しである。

壷類は短頚で広い頭部器形を呈すものである。口縁部直立で短頚の器種と口頭部長めに外傾する器穫とに分け

られ、前者は一般的に短頚壷と呼ばれる器種、後者は広口壷と呼ばれる器種である。短頚壷は有台で有蓋、薬費

型の球胴型を呈す壷Aと有台 ・有蓋基本だが、胴部がやや長めとなる壷B、平底を基本とし、長胴器形を呈す壷

C、平底で長胴器形を呈すが肩張り器形呈す壷D、短胴気|床器形の小型のもので底部はヘラケズリ等で丸底気味

とする壷Hに分けられる。ただ、上記分類に特定できないものについては、単に短頚壷とするものもある。後者
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の広口壷系統のものは、肩張り器形だ

が、口頭部外傾、有台を基本とする、

通称肩衝壷の壷 Eと平底の肩丸器形

で、口頭部外傾する、通称直口壷の壷

F、頚部がやや括れて口縁部長めに外

傾する器形で、球胴気味器形、底部叩

き出しゃヘラケズリ、カキ白調整で丸

底気味とする、小斐に近い形状を持つ

壷 Iとに分けられる。これに関しでも、

上記分類が困難な広口系統の壷は単に

広口壷とするものもあり、特に胴部に

波状文や列点文などの装飾を施す器種

は広口装飾壷(壷 J)としたものもある。

瓶類は胴部に比べて頚部を強く絞り

込んだ器種である。細長い口頚部をも

っ長頚瓶と口縁部へ大きく外反する広

口瓶、口頭部に比して長胴を呈す長胴

瓶、短めの口頭部を呈す徳利形瓶、口

頭部とは別に注口をもっ注目瓶、口頭

部を胴部成形軸上に設定しない偏口瓶

などがある。長頚瓶は口頭部別作りの

風船技法 (北野博司 2001I須恵器の風船技法Jr北陸古代土器研究』第9号 北陸古代土器研究会)が基本で、

有台で胴部肩張り器形を呈す瓶A、有台で胴部肩丸器形を呈す瓶Bとに大きく分けられるが、器形的に瓶Aに類

似するものの、風船技法ではなく胴部から口頚部までを順次成形していく 長頚瓶が7世紀代に存在する。胴部装

飾を施すものが多く、底部はヘラケズリ調整を施す丸底気味のものが主体だが、スカシ付きの台脚を付すものも

定量存在し、これについては瓶Fとしておく 。広口瓶は、瓶Aに類似した肩張り胴部器形を持つ、有台の瓶Cの

みである。長胴瓶も胴部両肩に板状把手を付す無台の所調双耳瓶、瓶Dのみであるが (北陸では当形態を基本と

するが、東海から関東地域においては有台で把手を付さない器種が長胴瓶の基本形となる)、当器種においては

様々なサイズがあり、それによ って若干形態に差がある。また、出現期のものは両肩と胴部下位の中央に把手を

付す三耳瓶の形態をなすが、当タイプは胴部が長くはならない形態を基本としており、これに関しては長胴瓶に

することに疑問もある。徳利形瓶は平底を呈す器種で、やや長胴気味となる器形と重心の低い短胴器形とがある

が、瓶Eとして 1器種に扱っている。ミニチユア品が主体を占める器種で、その大型品的な存在と言えるだろう 。

これに輪状把手を付すものは手付瓶、注目を付すものは注目瓶となる。注目瓶は左記徳利形のものの他、胴部穿

孔のみで注目部を別付けする小型の胴部に比して長大な口頭部をもっ曜、細身の長頚瓶に注口部の付く浄瓶、そ

して口縁部以外の肩部等に複数の口頭部が付く多口瓶などがある。偏口瓶は風船技法で胴部成形する器種であり、

胴部成形時に円盤閉塞した場所とは異なる箇所に口頚部を接合するものである。扇平形胴部の側面に口頭部を付

す水筒形の提瓶や扇平形胴部の中心からややずれて口頭部を付す尿瓶形の平瓶、叩き成形で俵形または繭形に成

形した胴部の側面に口頚部を付す検瓶がその代表的器種である。偏口瓶という用語自体は一般的といえないが、

これら器種は包括される特徴を有するものであり、従来、そのような用語規定されてきたものではないが、ここ

では偏口瓶と総称しておきたい。なお、ここでは分類できなかったが、鳥形瓶についても偏口瓶の特殊なものと

考えている。ただ、胴部形状を復元できなかったので、今報告では土製品に入れた。

発類は、胴部成形において粘土紐積み+叩き成形によ り、胴部粗形を作り出すもので、底部を丸底に叩き出し

成形することを基本とした器種である。総体的に大型法量を持ち、広い頚部をもっ、据え置き型の器種である。

口頭部の長短、胴部の球胴・ 長胴の違いはあるが、概ね形態に大きな差はなく、斐においては形態差での大分類

は存在しない。例外的のものとして、広口で身の浅い鉢状形態をもっ浅斐 (把手付器種が多い)と頚部が比較的

る品
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第皿章 今回報告区域出土の造物

狭く、直立短頚口頭部をもっ長胴短頚壷に類似した長胴狭口斐 (有蓋であるものもあり )とが確認できているが、

前者は鉢、後者は短頚査との容器 ・用途としての類似性が指摘でき、器種の識別根拠がややあいまいな部分を持

つ。どちらかと言えば、聾は容量により特大聖、大棄、中費、小斐に分類可能で、あり、口頭部は特大輩、大聖が

長頚タイプ、中護、小斐が短頚タイプといった形態の違いが見られる。ただ、 9世紀以降においては特大 ・大斐

においても短頭化し、法量による口頭部の形態差が失われていく 。

c. 須恵質土製品

土製品については、 分類ではなく 、当遺跡で確認できる土製品の内容を提示する。まず、上記鳥形瓶 1点の他、

円面硯が 18 点、 転用硯は猿面硯や~~~脚円面硯として硯として形状を整えたものが 4 点(杯葦転用のものは除外)

出土する。馬形土製品は 1点、土製紡錘車はやや扇平形のものが1点、 管状土錘が2点、須恵器窯で使用される

貯蔵具専用焼台の破片が20点出土している。全体的な傾向と して、定型硯をはじめとして硯類が多く、 他の特

殊土製品も少ないながらも確認される。また、 須恵器窯道具である貯蔵具専用焼台が今回報告地区からは広く点

在するように出土 しており、製品に癒着した窯土崩壊土片や須恵器転用置台片など須恵器に癒着 した不要物を製

品の出荷に際して、 はつったものであると評価される。

(2 )土師器の器種分類

須恵器と同様に、 『額見町遺跡 Ij報告に基づき、分類名を付したが、以下に示しておく 。

a.食膳具器種

食膳具は器種分類とともに、古代においては色による識別について分ける必要がある。つまり、焼成段階に内

面に発炭素材を入れて黒色に無し焼成させる内黒品と赤色酸化鉄を胎土に混ぜ合わせること で赤い発色の製品を

作り出す赤色品、黄土と鉄粒を混ぜた赤色塗布材により器面のみを赤く焼成した赤彩品、色調の変化をさせるた

めの造作を特にしない通常品とに分けられる。なお、 9世紀以降、外面赤彩塗布し、内黒焼成する椀皿類が出現

するが、これについては外赤内黒品とする。器種では、杯や盤、血は須恵器と同様の器種名とし、椀については

糸切り ロクロ成形の無台椀を椀A、ヘラ切りロクロ成形の無台椀を椀F、非ロクロ成形椀を椀H、ロクロ成形有

台椀を椀Bとする。高杯は中実脚の非ロクロ成形品を高杯H、中空脚でロクロ成形品かっ杯部が杯形 ・椀形呈す

ものを高杯G、中空脚でロクロ成形、杯部の倒蓋形呈す高盤器形を高杯Aとした。

なお、椀A・椀Bで特大法量が一部存在し、須恵器鉢Cに匹敵する法量をもつが、椀A.Bは多様な法量分化

を示し、鉢との境界がつきにくいものもあるため、本稿では全て食膳具として扱った。ただ、赤彩品などで鉄鉢

器形や小型輩、短頚壷の貯蔵具類もあり、これについては特殊仏器類として、貯蔵具に分類する。ただ、数量は

極めて少なく、数量提示では食膳具に含めて提示した。

b.煮炊具器種

煮炊具については、学史上、伝統的に使われてきた聾という用語を、貯蔵具の斐との混同を招くため、使用し

ない。従来の土師器斐は釜と し、甑とセ ットで湯釜と して使用される長胴のものを長胴釜、煮炊きに使用される

短胴のものを短胴釜とした。成形方法により、外面ハケ目調整の非ロクロのものとロクロ成形 ・調整または叩き

を行うものとに分けられ、前者をA類、後者を B類とした。甑は従来どおり、 蒸 し器使用の底部穿孔または筒抜

け状のもので、成形 ・調整により釜同様、 A類、 B類に分類される。鍋については、従来の広口浅身で丸底器形

のものは、浅鍋とし、球胴深身器形のものは深鍋とした。古代 I期においては深鍋と長胴釜との識別の困難なも

のがあるが、基本的に把手付のタイプにあるような器形のものは深鍋とした。これについても釜同様、成形 ・調

整によりA類とB類に分けられる。また、底部がやや平底気味で椀Hに体部器形が類似する上記の鍋よりも容量

の小型の器種が古代 I期に多く使用されるが、これについても煮炊き痕跡から鍋として使用されたものと理解さ

れ、小型鍋と呼称する。他に、 長胴釜に竃の掛け口にかけるための鍔が巡る羽釜がある。

これら煮炊具と類似した混和材を混入させる胎土で、被熱痕跡やスス痕跡を伴う脚台付の鉢が出土する。8世

紀後半以降に出現し、 9世紀代において確認される器種であり、獣脚状の装飾を持つ三足が付くものもある。仏

器的用具として使われる火舎に近い器種と考えており、前者は台付鉢、後者は獣足鉢と呼称する。鉢類として分

類されるものだが、ここでは火を受けた痕跡があることと煮炊具的胎土が使われていることより、煮炊具器種に

包括して提示する。
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第 1節 出土遺物概要と分類

C. 土師質土製品

分類項目ではなく、当遺跡で確認できる土製品の内容を提示する。まず、煮炊きに伴う用具として、竃形土製

品が 38点、円筒形土製品が5点(煙突状含む)、支脚形土製品が60点出土する。A地区 (竃:84点、円筒:6点、

支脚・ 103点)に比べると全器種において出土量が少ない傾向を持つ。生産用具としての製塩土器片についても

A地区の 234点に比べ 1/3以下の 74点であり、 土師器焼成に伴う焼成道具と して使われただろう 匝鉢状土製

品についても 21点と少ない。ただ、漁労網錘として使用される管状土錘は 31点と A地区 12点の倍以上が出土

しており、潟縁を向く斜面であることに関係があるのかもしれない。また、祭杷用具と して、土製馬形が 1点と

手づくね土器が3点出土している。

2. 中世遺物

当報告地区より出土する中世遺物については、大量の土師器食膳具と僅少の土師器煮炊具及び東濃窯産と思わ

れる灰柚陶器または山茶碗と中国産白磁で構成される。越前系の焼き締め陶器も少量出土するが、近世以降のも

のであり、ここでは除外しておく 。土器 ・陶磁器以外に当期に位置付け可能な遺物を確認できておらず、金属製

品も中世へ下るものはほとんどないと見ている。

(1)土師器の器種分類

a.食膳具器種

食膳具は 13世紀以降に位置づけられる非ロクロ成形の土師器が僅かに確認されるが、図示できるものはなく、

ほほ全てロクロ成形の底部糸切り離しによるものとして大過ない。古代の土師器食膳具に比べて作りは雑で、口

縁部に歪みやうねりを伴うなど、ロクロ回転による挽き出しは弱い。このため、図では口縁部ラインやヒダ稜線、

底部ラインをフリ ーハンドで表現しており、古代のロクロ成形土師器の定規ラインとは意識的に変えて表現しで

ある。食膳具は、法量により椀と小皿に分類でき、小皿は1法量、椀は 2法量程度確認される。椀 ・小皿ともに

底部形態により、輪高台と柱状高台、厚底、平底に分けられ、アルファベット記号ではなく、形態名称をそのま

ま使用する。また、焼き上がり状態から、内面を吸炭させて黒色に焼成する内黒品と通常の焼き上がりだが、赤

色酸化鉄粒を胎土に練り込んで赤く発色させる赤色品、白色粘土を使用して意識的に白く発色させる白色品、そ

れと通常土師器発色の通常品とに分けられる。

b. 煮炊具器種

当期の土師器煮炊具は、ほとんど存在しておらず、 煮炊き具は鉄製鍋へと移行した後の段階と位置づけられる。

古代に見られたようなロクロや叩き成形品は存在せず、非ロクロ成形品に限られ、作りは雑で極めて厚手となる。

長胴釜や短胴小釜のような器種は確認されず、小型鍋や浅鍋状の器種が存在するのみである。ロクロ成形の土師

器煮炊具生産からは、成形技法、器形ともに完全に断絶しており、異なる技術系統のもとで出現してきた器種で

あると言えよう 。

(2)間磁器の器種分類

陶磁器類は全て食膳具であり、広域流通の搬入品に限られる。東濃窯産と見られる灰利陶器と中国産と見られ

る白磁が確認できており、灰柚陶器は高台の付く椀器形の有台碗のみ、中国産白磁は有台碗に加えて、無台の小

皿が存在する。なお、器種名については須恵器や土師器の土製椀類と意識的な違いを示すため、陶磁器で使われ

る 「碗jの文字を使用した。

以上、分類を提示したが、本報告においては、鉄浮や羽口、炉壁等の製鉄及び鍛冶に関連する遺物は除外して

報告しである。これは、当遺物群の取り扱いについて、遺跡全体での検討が必要であり、地区別に報告する性格

のものではないと判断したからである。当遺跡は生産 ・鉄加工の工程を行っていることが、集落の成立や遺跡と

しての性格を物語る重要な要素と見ており、遺跡総体での報告を科学分析結果とともに まとめ、報告書Vとして

別冊で刊行する予定である。よって、今回の報告では、鉄生産に関連する遺物群の報告は一切行わず、それと切

り離して処理できそうな鉄製品、つまり、鉄浮や炉壁とともに出土していない鉄製品のみを報告する。
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第四主主 今回報告区域出土の遺物

第2節各遺構出土遺物解説

遺構出土の造物について、個別の説明は観察表に譲るとして、特徴的なものや特記的事項、時期を代表できる

ような一括資料の土器様相などを中心として、竪穴建物、掘立柱建物、土坑、土師器;焼成坑、土器i留まり、炉状

遺構 (鍛冶炉含む)、ピ ット、包含層の}II貢で提示する。

第 1l頁竪穴建物出土遺物

竪穴建物から出土する造物は多く、破片数では 156ページで示した出土遺構別器種破片数構成表のように、 4

割未満であるが、遺物破片の大きいもの、残りのよいものが多く、箱数としては過半数を占めている。構成とし

ては、食膳具が 13%、煮炊具が 76%、貯蔵具が 11%で、時期の古いものが中心ということもあるが、竪穴内へ

のカマド使用土器の廃棄により、煮炊具の比率が高い。以下では、出土量の多い遺構を中心に述べることとする。

1. SI35出土遺物

須恵、器は埋土中層以上より 出土するものが多いため、図示したもの全てを当竪穴建物に伴う資料 とすることは

できないが、5・6の杯Hや9・11. 14の杯Gは下層出土であり、全体的に須恵器の時期のまとまりと土師器

煮炊具類時期との整合性から、図示したもののほとんどは概ね古代 12期を中心とする資料と判断される。須恵

器杯Hには 11期に位置づけられるものが定量確認されるが、口径が大きめなものは商加賀産である場合が多く、

能美窯産の7・8は身口径 10cm前後に小型化している。杯Gは能美窯産がほとんどで、南加賀産は南群のもの

に限られる。古代 12期資料における各窯群産の型式的な差異を示す良好な資料と言えよう。杯Gは身口径8cm

台後半、蓋口径9cm台後半のもので、身底面にケズリは施されないが、蓋のつまみ形態や返りの大きさなど 12 

期の中でもやや古い様相を残す傾向が強い。高杯は高杯G小型、貯蔵具では小型短頚壷の壷Hや伝統的な長頚瓶

形態の瓶F、躍などを確認できるが、須恵質の甑や馬形など新たに登場する器種も確認できており、全国的にも

古い事例と言えるものだろう。

土師器食膳具は椀Hと椀Fで構成される。椀Hの26・27は内面黒色しないもので、内外面ミガキ調整が入る

通常の内湾器形26と外面ハケ目調整を施す作りの雑な 27とがある (ただし、小破片では内面黒色椀Hや内面黒

色の高杯Hが定量確認される)。椀Fは底面ヘラ切り、体部下位手持ちケズリの 28と回転ケズリを伴う深身の

29、浅身の 30とがあり、 28.29は内外商赤彩する。28はミガキ調整なし、 30は内面ミガキ調整のみ、 29は両

面をミガキ調整するなど様々な作りをしているのが特徴と言え、 この時期に赤彩土師器椀Fが存在することは無

理があるが、 30の撤形呈す赤色土器は椀Fの定型前的なものの可能性がある。

土師器煮炊具は短胴小釜、長胴釜、甑ともに伝統的なハケ目調整を基本とする。短胴小釜は 6世紀以来の伝統

的な技法 (在来型技法)である外面縦~斜め方向ハケ目調整仕上げ、内面へラナデ後縦ケズリ調整仕上げのもの

に統一される傾向があるが、 長胴釜においてはこのような在来型技法のものに加えて、内而ハケ 目調整を施す胴

部張りの弱い 36も出現してお り、底部Ha叩き出し成形する朝鮮系技法の 40も確認できる。nl1き成形を施す長

胴釜は地元C系胎土で、 他の煮炊具は長胴器形の長胴釜がB系を呈す以外はほぼ地元A系で占められる。なお、

甑については在来型技法の 42とハケ日調整に一部ロクロナデやカ キ目調整が入る 43とがあり、後者の胎土が

朝鮮系と同じC系であったこともあり、これについても朝鮮系と位置づけた。ただ、 42の在来型甑についても、

底部は中央桟渡しの二孔式底部のもので、在来形態は筒抜け単孔であることを考えれば、これについても朝鮮系

という位置付けが可能であると考える。ロクロ系の 43は叩き成形などを確認できないが、作りは在来型土師器

とは明らかに異なっており、底部桟渡しのための 2方向穿孔など、特徴的である。他に土脚質土製品として、製

塩土器片7点と竃形土製品片 2点があり、竃形はハケ目調整の在来型である。

2. SI36出土遺物

埋土中層より上で出土するものには一部古代田期からV期頃までのものが確認されるが、他の資料は土師器煮

炊具を中心に、概ね古代 II1期を中心に 12期から II2期の範囲に位置づけられる。ただ、須恵器については下

層や床面資料に乏しく、埋土出土のものも時期的に近いものは含めて提示している。須恵器食膳具では50・51・

52の杯A蓋身小型資料、 49の椀G、54の高杯G大型が当該竪穴建物時期のものであり、 47・48の杯H蓋身は古

代 11期新-1 2期にやや遡る資料、 53の杯B身は II2-II3期に下る資料となろう 。

土師器食膳具は破片出土が多いが、須恵器同様に図化できる下層出土資料は少ない。その中でも当期のものと
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判断した ものを図示した。58の内黒焼成椀Hは口径 18cm台の大型のもので、当器種の中では体部が開く低身器

形をしており、新しい様相のものとも評価できょう 。60・61の内黒高杯Hは小型高杯で、脚音11は比較的短くなっ

ている。在来型器種は全て地元A類胎土のものである。59の椀Fは底部へラ切りのロクロ成形品で、内面に放

射状暗紋を施す赤色土器である。これを II1期資料とすれば、当器種の最古段階の資料と言えるものだが、器形

的に見ると、宮都の飛鳥W期の杯 Aを模したような印象を受ける。資料自体は竪穴壁外からの出土であり、資

料の信想性が乏しいことと、窯場胎土のものであるという点から、後出の資料とするのが妥当だろう 。埋土中出

土の赤彩椀 Fと同様に II2期以降とみたい。

土師器煮炊具は、 64の短胴小釜で、カキ目調整を施すB類が確認される以外は、 全て在来型技法のA類で占め

られる。胎土も地元A類が主体で、地元B類胎土はカキ目調整施す短胴小釜等限られている。ただ、長胴釜の胴

部は張りに乏しい傾向があり、古代 12期以降の特徴を有している。さらに、浅鍋が定量存在することも特徴で、

69・71の口縁部が大きく伸びずに深身を呈する器形は、浅鍋が定型化した段階であっても初期の段階、つまり、

II 1期的な特徴を有すものと言えるだろう 。

なお、その他の土師質土製品としては、竃形土製品と煙突状土製品、支脚形土製品、製塩土器がある。竃形土

製品はハケ目調整の在来型技法によるもので、複数破片が出土している。煙突状土製品とした 74は、下底部が

裾広がりし、上向き把手が付くもので、 当初、甑とも考えたが、端部がしっかりと面整形していることや甑にし

ては口縁部へ強く聞く器形であること、甑の外面ハケ目調整とは工具や調整の方向が異なっていること、そして

甑と考えた場合、把手が下向きに付いてしまうことなどにより、甑形態、を逆様にしたような形態のもの、つまり、

古墳時代前期に山陰で顕在化する 「山陰型甑」のような形態を想定した。外面ハケ目調整、内面ナデ調整のもの

で、外面被熱痕跡、はないが、内面は薄くススけるなど、排煙に伴うような使用痕が認められる。胎土は地元A類

であり、焼成良好品である。当資料に類似した形態のものが大阪府寝屋川市楠遺跡 (5世紀後半)で出土してお

り、下底部の径も 35cm前後と近似した大きさを示す。楠遺跡のものは下底部から徐々に窄まり、把手が付され

る箇所より上へは筒状に長く伸びる形態をしており、その上部については堺市伏尾遺跡 (6世紀前半)で確認さ

れるような煙突状の形態のまま口縁部に達するものと理解される。このような土製品について、徳、網克己氏は土

製煙突として扱い、朝鮮系渡来人との関連性を 韓国全羅南道 大阪府寝屋川市 大阪府堺市

示した ことは注目される (徳網克己 2001iカ 大谷里遺跡出土 楠遺跡出土

マドに伴う煙突についてJr平成 11年度中主町

内遺跡発掘調査年報』中主町教育委員会)。ただ、

氏は上記論稿の中で円筒形土製品なども含めて

土製煙突と しており、明らかに形態の異なる円

筒形土製品と同一器種に扱う ことは無理がある

だろうが、円筒形土製品の祖形となる可能性は

あるだろう 。ただ、円筒形の土管状土製品とは

別に扱うことは必要で、あり 、系統的には山陰型

甑に繋がる土製品の可能性がある。この点につ

いては、紙数の都合もあるため、別稿で再考の

機会を持ちたいと考えている。

3. 5137出土遺物

埋土が薄く、遺物の出土量は少ないが、カマ

ド出土の須恵器食膳具や煮炊具等の資料を見る

と、ほほ古代 II3期から E期古段階の時期にま

とまっており、当期の竪穴建物資料としては数

少ない一括資料となろう 。特に、 80の土師器

長胴釜はこの時期の成形方法が確立される以前

の良好な資料である。胴部上半のカキ目調整の

部分では叩き痕跡は認められないが、口縁部外

~，;~ I 
へ(一
γ
弓
FVJFMTmMM仁
王
子

rr

額見町遺跡5136出土

ー_./

※徹見町逃跡以外は徳網

2001文献より転載

第 100図煙突状土製品図 ($=1/10)

172 



一
三三

ー可、

0
1

o
 

cm
 

/
 

(
I
 

(
/

，
、

、
ヘ

ν
¥
 )1)

 

4 〆
，
/ 4

- 一 〆 司，

f l 一f ~ J

つ
---
---
-1 

-r
--
つ

，
 

，
 

a
 

，
 

，
 

，
 

zzz
 

1
 

、

ー ι ，i ' A r ' 1 1  ，， ，t '  ，  
，  ，， 

，  
，  

，  
、

、

69
 

~
/
/
 

~/
 /

 
~/)

/ 

、、
、-

ー
ス
、

、
宅
、
唱
_
-
ー
、
、
一

、ー

] { 吋 ω

組 岬 国 慨 ゆ 困 惑 擦 問 謀 E H 3 桜 ぎ

"
 :' 
70
 

、 、

74
 

(S
13
6 
-
2
、
全
て

S
=
1
/

3
)

竪
穴

建
物

出
土

遺
物

5
第

10
1
図



第 2節各遺構出土造物解説

¥ノ

(S138出土遺物〉

、三三
「下ニベ79

二干
81 

82 

』

一日
ι 

10 cm 

戸

F空ヘ85 亘ヨヘ86

マ二三「ーオ

88 

第 102図 竪穴建物出土遺物6 (S137、SI38-1、全て S=1/3)

174 



第阻掌 今回報告区域出土の造物

面には平行線文叩きの痕跡を残しており、粘土紐積み叩き成形で 1次成形を行い、カキ目調整後に胴部下半を丸

底化したものと言える。丸底化は内面からのハケ目工具による押し出しと底面の指押さえで粗形を作 り、外国の

ケズリ調整で仕上げる方法で、丸底化に叩き出し成形は採用されていない可能性が高い。土師器短胴小釜も含め、

釜類は皿期からIV1期には定型化された成形技法が確立した可能性が高く 、窯場生産品であっても 、伝統的技法

との折衷的要素が113期頃までは併存したことを示すだろう 。また、 土器胎土については、須恵器食膳具を始め

として、 土師器椀Fや土師器短胴小釜 ・長胴釜 ・浅鍋は、ほほ南加賀窯産に統ーされており、 8世紀前半の土器

供給が南加賀の窯場製品にほぼ統ーされていく状況を示す。なお、図示はしていないが、埋土中より竃形土製品

片が出土している。

4. SI38出土遺物

一部埋土中に SI39からの廃棄と思われる I2期-111期の土師器資料やIV1-IV2古期の土坑 (上層土坑3)

または中世 1-11期の小土坑 (コーナー土坑)が重複するが、カマド付近や埋土下層からはまとま った時期の遺

物が出土している。概ね古代 I1期の時期のもので、今回報告資料の中では最も まとま った当期資料群である。

この時期の竪穴建物資料の特徴を示すように、須恵器が少なく、食膳具は内黒焼成品が主体的に存在する。須

恵器杯Hは輩が口径 13cm程度のものであるのに対し、身は口径 10.6cmと小型化しており、若干の時期差も感じ

るが、蓋が南加賀窯産、身が能美窯産であるこ とにその要因がある可能性を持つ。つまり、 当該時期は、 南加賀

窯では杯Hに依然として大型法量を残すが、 能美窯で、は小型化してくる古代 I1期新段階とするのが妥当であろ

う。土師器食膳具は内黒焼成の椀Hと高杯Hを主体に構成される。椀Hは口径 12cm台の口縁部内湾器形の通常

タイプの他、口縁端部短く外屈する深身器形のものが見られる。

煮炊具は短胴小釜と長胴釜、そして深鍋状器形の 98を図示 した。短胴小釜、長胴釜ともに外面ハケ 目調整、

内面ヘラナデ後のケズリ調整を基本とするもので、長胴釜の胴部やや張り気味となる器形など当期の特徴を示し

ている。ただ、 96の長胴釜は胴部横ハケ目調整で、口縁端部外面に横ナデするなど、特徴的な作りをする。なお、

深鍋状としたものだが、口径33.8cmを測る大型のもので、口縁部は甑のようにまっすぐ伸びたまま薄くなる器

形をもっ。ただ、この口縁部内耐を観察すると、乾燥状態で剥離したような痕跡があり、粘土継ぎ目状の擬口縁

となっている。外面はかなり乾燥した状態で、 J]阿部縦ハケ目調整を消してナデ調整(ミガキ調整にも近い)が施

されており、製作途中に剥離したため、口縁部としたものである可能性が高い。当器形や調整等から察するに、

この時期に定量存在する把手付き深鍋が原型であると予想される。外面にススなどの痕跡はないが、内底面には

薄くコゲ状の痕跡が残る。

5. SI39出土遺物

前述した SI38の埋土中に混在する 99-101の土師器資料は SI39との共存性を確証できる根拠はないものの、

101の特徴的な口縁部を有する長胴釜と SI39の長胴釜(122)とが同一器種である点から、同一時期の資料をま

とめて、 SI39からの流れ込み資料と位置付ける。よって、 99-101についても、 ここでまとめて述べることと

したい。

当竪穴埋土でも上層で中世 1期土師器の混在があるが、カマド周辺及び下層資料において まとま った土器群が

確認される。須恵器や土師器食膳具が僅少なために、時期比定は難しい部分もあるが、 110の著 しく口径の縮小

した杯H藁の存在と111の2方スカシ高杯脚が小型化している点、 119の在来型土師器長胴釜器形がかなり胴の

張りを弱くしているものの内面ハケ目調整とはなっていない点などから考えて、古代 I2期に位置づけるのが妥

当と考えられる。また、 SI38流込みの 99.100は土師器だが、いずれも須恵器食膳具同様の作りをするもので、

99は杯G身を、 100は高杯G大型タイプを模したものと言える。杯G身は底面ロクロケズリ調整を施す赤色土器

で、高杯Gも脚を絞り伸ばす技法がとられる赤色土器である。赤い発色を意識した須恵器系食膳具であり、朝鮮

半島の軟質土器に共通する意識が存在していた可能性を持つ。高杯脚音11に黒斑が残っている点から、筈黛焼成品

でないことは確実であるが、脚部に焼き査みや杯部底面に焼成による焼きヒピがあり、高温での焼成を物語る。

朝鮮系軟質土器という観点で共通するものに、カキ目調整や叩き成形を施す煮炊具群がある。食膳具と同じ地

元B類胎土をもつもので、薄手に作り上げ、焼成良好品である点も共通する。しかも、 118の短胴小釜に見る口

縁部器形や 122の長胴釜の口縁部を長く 引き伸ばす器形、 125の甑の底部一本桟渡し形態をもっ点など、在来型

の煮炊具には見られない特異な器形をしており、朝鮮半島にその原型となる煮炊具が存在した可能性があろう 。
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第2節各遺構出土逃物解説

ただ、当煮炊具群は成形途中のカキ目調整を施す前に外面縦ハケ目調整や内面ケズリ調整など在来型と言える

調整技法を併用しており、朝鮮系煮炊具の初期の段階でも 、このような在来型煮炊具技法との融合が行われてい

たことを示すであろう 。在来型煮炊具生産を基盤に、このような朝鮮系煮炊具が成立していった可能性も否定で

きない。これら朝鮮系煮炊具と共伴する在来型煮炊具は、内外面粗いミガキ調整を施す 114の小型鍋と、外面縦

ハケ目調整、内面へラナデ後の縦ケズリ調整の在来型技法を持つ短胴小釜と長胴釜で構成される。古代 11期の

ものに比べると、短胴小釜はやや胴の高さが低く、長胴釜は若干胴が細くなっている傾向が見られるが、 116・

117.121の底面に IXJのヘラ記号をもつなど、釜類製作の伝統的な部分を踏襲したものとなっている。定型

的な浅鍋も確認できない点など、古代 11期の様相を色濃く残しており、 煮炊具群が大きく変化していく初期的

様相を示す煮炊具資料と言えるだろう 。

6. SI46出土遺物

削平された竪穴のため、出土量は少ないが、須恵器食膳具や 140の浅鍋から判断するに、概ね ll3-m期の資

料と考えられる。数少ない当資料の中で注目されるものは 138の外面赤彩を施す大型の土師器葦である。砂粒を

多く含む胎土で、 ロクロ成形するが、ミガキ調整はなく、作りが粗雑な感 じを受ける。つまみはなく、天井頂部

に輪状の貼り付けがあり、倒蓋形杯部をもっ高杯の可能性もある。口縁部は返り状の段があり、厚手である。鉢

などの蓋かと思われるが、確証はない。

7. SI47出土遺物

出土量は少ないが、時期にまとまりがある資料である。141の須恵器杯H葦の器形や 14cmを測る口径、142の

深身を呈す大振りの内黒土師器椀H、143・144の土師器煮炊具器形や技法など、典型的な古代 11期に位置づ

けられる資料であり、その中でも古段階に位置づけることが可能と判断される。額見町遺跡の中では最古段階に

位置づけられる竪穴建物資料と言える。

8. SI48出土遺物

埋土上層より出土する 145・146の須恵器は古代 ll2期のものだが、カマド付近から出土した 147-149の土

師器煮炊具資料は古代 I期のものである。比較的大型の小型鍋が存在し、 長胴釜は在来型の技法で作られるが、

若干胴部の張りが弱いことと外面口縁部ナデが胴部上位に及んで、いることなどから、 12期に下る可能性が高い。

共伴する浅鍋は 11期の小型タイプとは異なり、 しっかり と口縁部を長く外反させる器形のもので、外商ハケ目

調整、下位から底面をケズリ調整する H期の様相をもっタイプである。しかし、口縁部器形と胴部のバランスな

ど定型前的特徴をもっていると言え、 1 2期の数少ない浅鍋資料と言える。なお、埋土出土の須恵器杯B146だ

が、体部下位から底面にケズリ調整を施す初期の

形態をなすもので、内面には顕著な磨耗痕を残す。

9. SI50出土遺物

竪穴建物内に大量に土器廃棄されており 、ll3

期新段階から E期古段階に位置づけられるまとま

りをもった良好な資料と言える。須恵器は 151の

返りをもっ杯A蓋が確認されるが、掘り方土坑内

のものであり、他は肩平器形の杯B叢身と無蓋杯

Aで構成される。-器種一法量段階の資料であり、

杯B蓋口径で 17cm程度、身で 14cm後半台、杯A

で 13.5- 14.5 cmにまとまる。全て南加賀産のも

ので、 160と163には刻書または絵画状のヘラ描

きがある。他の器種では横瓶口縁部と破片化した

2個体分の大斐が出土している。大聾片は 70点

程度の出土量があり、時期は須恵器食膳具よりや

や古いか同時期頃のものである。

土師器食膳具は169の赤彩椀Fのみ図示したが、

赤彩の杯B華や椀類、内黒高杯片が出土する。煮

「可・・F一一一「
戸L~よ二二二三喧『

ミ=主 -7

第 107図 戸津 62号窯の須恵器食膳具と製塩土器

180 



第血:!;t 今回報告区域出土の遺物

127 
n
u
d
yj
 

一子
、

「一 一ガけい

(S142出土遺物〉

戸 一 l 、
129 

132 

(S145出土遺物〉

工二云ト二(lお

三:FJI¥J /
137 

ど三三幸三三斗
138 

ι±ヲ~ 141 ) 、

o 10cm 
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第田章 今回報告区域出土の遺物

炊具は窯場産の短胴小釜と長胴釜、 i支鍋が出土する。171の長胴釜は胴部叩き成形後に内面ハケ目調整し、内外

カキ目調整、最終工程で底部叩き出し成形する定型前の北陸型煮炊具で、 172の長胴釜も内面胴部下半ハケ目調

整、外面ケズリ調整後カキ目調整で仕上げる定型前の様相をもっ。これに対し、浅鍋は定型化された器形、 調整

を有しており、北陸型煮炊具確立前段階の様相をよく示している資料と言えよう 。

当竪穴建物からは土製品資料が豊富に出土している。内外面ハケ目調整を施す地元生産の電形土製品、支脚形

土製品、製塩土器で、特に製塩土器は 37の破片に及ぶ。口縁端部に簡をもっ小型鍋状器形のもので、全体的に

薄手に作られ、よく被熱を受けている。外面は粘土紐積み痕と指頭痕を残し、内面は全体に横ハケ目調整が施さ

れるもので、胎土から南加賀窯産と予想される。第 107図に示すように、南加賀窯の中心支群である戸津支群

62号窯の前庭部で出土する製塩土器によく似ており、上記須恵器についても 当窯生産品と思えるほどの類似し

た器形 ・法量を示す cr戸津古黛跡群 1.1小松市教育委員会 1990年)。

10. SI54出土遺物

カマド周辺からの土器出土は少ないが、下層付近と掘り方土坑からまとまった資料が出土している。須恵器食

膳具の有返の杯A蓋主体構成と体部外傾器形の杯A身が有葉重ね焼き主体である点、杯B身が定量存在する点な

どから、古代 II2期に位置付け可能と判断する。古代 II2期の段階で杯B身が食膳具組成の主体を占める様相は

珍しいが、 194-197に見るように、イ本音15外傾器形で深身を呈す点や、高台がしっかりと踏ん張る形態で、体部

下位から底面にケズリ調整を伴う 197が確認される点など、 II3期の杯Bよりも古相を呈しており、 II2期の範

時と考えて妥当だろう。ただ、その中では新相に位置付けられる資料群と言えよう。なお、杯B身の底部部分を

割り揃えて転用硯とした 203があるが、これは内底面を硯面としたものである。

土師器は内外面赤彩の椀F205と内黒高杯H206が確認される。椀Fは体部開く器形のもので、黛場生産品の

胎土を持つ。内黒高杯は脚部の短くなった形態を有し、短脚化してくる段階の資料と言えよう 。図示していない

が、赤彩椀の破片が竪穴建物埋土から数点出土しており、土師器食膳具は赤彩椀類主体を占める段階と位置づけ

られる。

煮炊具はカキ目調整や叩き成形を残す朝鮮系と在来型煮炊具とが併存する様相をもっ。短胴小釜は 207の在来

型技法によるものと、朝鮮系技法(須恵器系)のカキ目調整による 209・210、内面はへラナデだが、ロクロ成

形台上で成形した後に内面からハケ目調整で押し出し、外面ケズリ調整で丸底にした、朝鮮系的な 208とがある。

長胴釜も内外面ハケ目調整を施す在来型系統の 211-213と口縁音防、ら胴部をロクロ ・カキ目調整する朝鮮系の

214とが存在する。在来型系統は砲弾型胴部に口縁部が短く外屈する特徴的な器形皇す 211・212と口縁部受け

口状を呈し内面ハケ目調整、外面胴部下半ケズリ調整をする 213とがあり、特に後者は近江系煮炊具と呼称され

る。浅鍋は口縁部が長く 外反する定型的な器形となった段階のもので、外面ハケ目調整の在来型系統の 215とロ

クロ成形の 216とが併存する。また、朝鮮系の深鍋器種の可能性がある三角形板状把手 217の存在、ロクロ成形

甑218の存在も、当地域に朝鮮系煮炊具が定着し、在地化している段階の様相と位置づけられよう 。胎土も当煮

炊具に多く見られる地元B類の他に、地元C類胎土が定量存在し、黛場生産品も少量ながら見られるなど朝鮮系

煮炊具生産から北陸型煮炊具生産へ移行する段階の様相と理解されよう 。なお、土製品では支脚形土製品を図示

したが、埋土出土のものであり、造り付けカマドとの関連性は不明である。

11. SI68出土遺物

竪穴建物の北東側が削平されており、カマド付近の土器が遺存していなかったため、竪穴建物に伴う煮炊具の

出土はほとんどない。また、埋土上層に I期の資料が混在しており、これらを除外すれば、 234の杯A葦、 236

の杯B身、 238の高杯G大等の古代 II2期段階の資料としてまとまる。なお、 SI54と同様に、杯B身底音11転用硯

237が出土している。体部下位で割り揃えるもので、高台部を硯面として使用する無脚円面硯に見立てたものと

言える。硯面には墨痕と磨耗痕が確認される。

土師器は内黒高杯H241とロクロ成形の甑 242を図示した。いずれも地元B類胎土のもので、内黒高杯は比較

的脚部が短くなる段階のものである。甑は叩き成形痕をもたないロクロ成形のタイプで、 II2期に見られた朝鮮

系煮炊具の系統とは様相を異にする。類似したものがII2期の標識資料として上げる南加賀窯戸津六字ヶ正支群

4号窯で生産されており(小松市教育委員会 『戸津古窯跡群皿J1993年)、当資料を II2期に位置付け得る妥当

性を示す。なお、口縁部下に稜を形成する当甑タイプは、棒状把手が付されるもので、 E期以降主流化する口縁

185 
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第 114図 竪穴建物出土遺物 17(SI54 -3、SI56、SI66、231のみ S=1/2、他は全て S=1/3)

188 



三雪量、ミ
234 

三斗J
236 

m痕

廷三主=ゴ
237 

I 
I 

1円コ宮
243 

5cm 

j (S= 1 /2) 

夫十二Jj
244 

第四章 今回報告区域出土の遺物

(8168出土遺物〉

jj:¥_ 
239 

238 

dLJL 

242 

O 

(S= 1 /3) l 
10 cm 

ζゴ

(埋土上層)

¥
イ

一
=;
 

、
、

一一-
一一

-pa

l
-
-JZ
M
 

/

一 にLiJl
246 

o 10cm 

(S= 1 /3) II  

第 115図 竪穴建物出土遺物 18(S168、243のみ S=1/2、他は全て S=1/3)

189 



第 2節各遺構出土巡物解説

部稜形成するタイプのものに系統的に繋がるものと理解される。

他の出土品としては 243の鉄製品が出土している。鍬先と思われる鍛造品で、当遺跡では数少ない農耕具資料

である。

12. SI69出土遺物

竪穴建物の拡張建替えが確認されるが、当資料はいずれも建替え後の竪穴に遺存していた資料である。須恵器

食膳具を始めとして出土量は多いとはいえないが、カマド周辺で数個体の煮炊具資料が廃棄されている。

数少ない埋土下層及び床而近くの須恵器食膳具から、古代 112期の資料と判断される。杯A蓋は口径 15CID程

度の比較的大振りのものが多く、返りは小さくはなっているが、天井部器形など112期の新段階的様相とはいい

難い。252・253の杯A身器形なども古い様相であり、 254の杯B身とした口縁部内面に沈線を巡らす薄手の杯部

破片も、金属器的な印象を受ける。112期の古段階に位置付けるのが妥当だろう。土師器食膳具は内黒椀Hと赤

彩椀Fが破片で出土するが、図化できるものではなく、組成的に須恵器主体構成と言えよう。

煮炊具は破片を見る限り、在来型技法によるものが多く、 258の甑は器形や内外面ハケ目調整である点など、

伝統的な技術を踏襲するものである。257の浅鍋についても、器形は比較的定型化したものとなっているが、内

外商ハケ目調整の後に外面下半を手持ちケズリ調整する在来型技法のもので、主体は在来型の煮炊具と言える。

ただ、長胴釜胴部破片で叩き成形痕を残すものが一定量あり、 256の長胴釜は胴部内外面ともハケ目調整だが、

口縁部にロクロ挽き出し状の技法を使う。259の甑も外面ハケ目調整、内面ケズリ調整だが、粘土紐積み成形時

に叩き成形技法を行うもので、朝鮮系技法と在来型技法との融合が顕在化してくる段階の資料と言える。なお、

当煮炊具胎土は、在来型、朝鮮系を問わず、地元B類が大半を占めている。

当竪穴建物の上層埋土から 260の鍛造鉄製品が出土している。扇平で平坦な断面形を呈す三角形鍛の刃部破片

と思われるもので、 未成品の可能性もある。

13. SI70出土遺物

竪穴建物の北東側が崖面で削り取られており 、出土遺物は僅少で、ある。カマド脇ピット中の土師器長胴釜が外

面ハケ目調整、内面ケズリ調整の在来型技法である点や埋土下層の須恵器食膳具から見て、古代 112期頃と判断

される。須恵器は有蓋の杯A身と無蓋の杯A、それに深身の有台杯に体部穿孔したような器種 263が出土する。

外面に沈線が巡る薄手のもので、特殊な杯かとも考えたが、円形の穿孔が四方に開くと予想し、杯B伏せ型器

形を呈す円面硯脚部とする。

14. SI71出土遺物

極めて浅い不整形の竪穴建物であり、出土遺物の一括性にどれだけの信湿性が持たれるか不安な部分もあるが、

比較的時期のまとまった須恵器食膳具を出土していることから、埋土上層のものも含めて図示した。

須恵器食膳具のうち、 265の杯H蓋や 283の高杯Hは古代 11期でも古手の様相、 266の杯H身は口径 10CID程

度まで小型化する能美窯産の古代 12期のものだが、他の須恵器は古代 111-112期に位置づけられる。主体は

11 2期と言えそうだが、その中でも古手の段階に中心があるだろう。282の杯B身は体部下位から底面にかけて

ケズリ調整をする高台高く踏ん張る形態のもので、当該期に位置づけて問題なかろうが、 281の小型杯B身は口

径 10CID程度のものであり、時期判断しにくい。高台が高く丁寧な作りをする能美窯産であり、 112期に存在す

る器種の可能性もある。土師器は出土量が少なく 、ハケ目調整の在来型技法によるものでほぼ占められる。長胴

釜、短胴小釜、浅鍋、甑があり、 ほぽ古代 111-112期に位置づけられるものと見る。なお、 291の土師器は口

縁端部を外に巻き込む椀状器形のもので、 ロクロ成形品でもあり、後出するものと思われる。

15. SI72出土遺物

出土量の多い竪穴建物資料であり、須恵器杯A蓋を始めとして、多くの図化資料がある。時期的に古代 111期

のまとまりを持った資料群と位置づけるが、ただ、 311の返りが微弱化した中大法量の杯A蓋や 314の杯蓋扇平

つまみ、 325の杯B身は埋土上層出土であり、時期的に後出する資料の可能性が高い。また、 293・294の杯H身

についても、口径 11cm台て、立ち上がりの内傾する新しい様相を持つが、杯H小型化の早い能美窯産のものであり、

下っても古代 11期新段階のものと位置づけられるだろう。

以上を除く資料が当竪穴建物に伴う一括性高い資料群と言える。食膳具は須恵器が主体で、有蓋杯Aが大半を

占める。特に、杯A蓋の出土量は多く、 17個体を固化した。口径は 11-14.5 CID程度にばらつくが、口径と器形
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第皿章 今回報告区域出土の遺物

から整理すれば、およそ口径 13crn未満に分布する小法量と13-14.5 crnの中法量に分類できる。内面平坦部に

墨痕を残すもの (300・306・312)が確認でき、特に 312には磨耗痕も確認できた。墨溜めや転用硯として使用

したものであり、 306と312は意識的につまみ部を打ち欠いている。杯A蓋小法量でつまみの意識的な打ち欠き

事例は多く 、299・302・304なととも同様に転用硯にする 目的でつまみ打ち欠きが行われた可能性を持つ。つまみ

は宝珠形だが、やや扇平気味となったものが目立ち、返りは依然、として長くシャープに作る古手の様相をもっ。

これに伴う杯A身は、体部外傾器形のもので、内底面を平滑に仕上げるものが多い。ただ、底而が広く平坦な

323のような新しい器形は少なく、依然として底部が小さく厚く作る伝統的な作りを主体とする。杯A蓋、身と

もに南加賀窯産に統ーされており、その中でも北群産が主体を占める。

他の器種としては床面出土の 315の杯B蓋が注目される。口縁端部を三角にシャープに作り出すもので、 326

の体部沈線を巡らす杯B身がこれに伴う可能性を持つ。初i原期の杯B事例であり、杯部は深身で金属器系の装飾

や端部の丁寧な作りをする。高台は高く踏ん張るものであろう。高杯G大は浅い椀形の器形で、口縁部を薄手に

作り上げる器形など、 336・337の土師器高杯Gに近似する器形を持つ。土師器は内面ミガキ調整を施す赤色品で、

須恵器模倣器種を赤色土師器で作る風習は朝鮮半島の軟質土器生産に基づくものと言えよう 。これと対照的に非

ロクロ成形の土師器椀Hを須恵器で作ったのが329である。外面の粘土紐積み指ナデ成形と内面のナゾリで粗形

を作り、口縁部のみ回転使用したような作りのものである。土師器椀Hをモデルに須恵器胎土で製作したものと

。、っ
ト
品、ぇ一言

以上の豊富な須恵器食膳具に対し、土師器食膳具は少なく 、明確な赤彩土師器が出現してくる前の段階と理解

される。内黒品から赤彩品への過渡的な様相を示し、椀Hは内黒でないものが少量確認される程度である。内黒

品はほぼ高杯に限られ、その中でもロクロ成形品の高杯Gが主体を占めるようになる。赤色粒を練りこんだ赤色

品が定量存在し、 336の高杯G大や 334の椀Fは当期の代表的な土師器食膳具と言えるものである。なお、赤色

品椀Fは外面に横方向のミガキ調整、内面に放射状暗紋が施される。

煮炊具は埋土中上層出土のものが一部あるが、図示したもののうち、 341・342・346-349・350・351・353・

354は当竪穴建物に伴う II1期の資料と言えよう。在来型煮炊具が主体を占めるものの、朝鮮系煮炊具が定量存

在しており 、胎土には地元A類は確認されず、在来型も地元B類かC類となっている。在来型長胴釜の器形は胴

部の張らない器形が主体的だが、内面ヘラナデ調整のものが定量存在するなど、 I期的様相も残す。朝鮮系長胴

釜 350は叩き成形とカキ目調整で作り上げるものだが、底部叩き出し時の内面当てを指で行う点や胴部下半を最

終調整でハケ目調整仕上げとする点など特徴的である。また、 353の長胴釜口縁部器形は朝鮮系器形と言えるも

のだろう。浅鍋は内面ヘラナデの深身器形のもので、定型化段階と言えるが、初期の様相を残すものと言えよう。

なお、 355のカキ目調整の浅鍋については、当竪穴建物よりもやや下る時期の資料である可能性が高い。

特殊器種としては 332の須恵質圏足円面硯と 357の銅製耳環が床面直上から出土している。耳環は腐食が著し

いが、 一部塗金が残っているもので、この時期のものとしては新しい事例だろう 。円面硯は当遺構から出土する

のは脚部のみだが、今回の整理において 『額見町遺跡 Ijで報告済みのA地区土器廃棄場的な谷部包含層 (く

18・し 16Gr)出土の硯面部分と接合し、完形近くまで復元でき たため、復元個体として掲載した。硯面は無堤

無j葬式のもので、脚部は長方形透かしを比較的密にもち、透かし下に稜を 2段もつo 大型ではないが、硯面の厚

い重厚な作りをするもので、南加賀窯南群産と判断される。硯面が上を向くように正位で焼かれており、硯面に

窯内降灰したザラザラした面をそのまま残す。火膨れで表面が薄く剥離した部分もあり、硯面には墨痕並びに磨

耗痕も確認されないなど、碗としての使用痕跡は確認できない。出土状態から判断して、 竪穴建物廃絶時に硯が

破損または意識的に破壊して、脚部のみを竪穴建物へ廃棄し、硯面部分は遠く離れた土器廃棄場へ捨てた可能性

がある。当竪穴建物内には先述したように、杯A蓋転用硯が複数点廃棄されており 、使用痕のない円面硯とは対

照的である。当期の定型硯は実用品という 意識よりも、 華華子品的な高い階層を誇示するような象徴的な文物の性

格が強かった可能性があり (奈良文化財研究所 『古代の陶硯をめぐる諸問題一地方における文書行政一j2003 

年の全体討議にて話題となった)、そのような土製品としての性格が祭記的な廃棄対象になったものと考えられ

る。A地区谷部の土器廃棄場には須恵器大斐や貯蔵具などの廃棄、または同じような時期の須恵質権状錘や須恵

質紡錘車等の特殊土製品が廃棄されており、 祭斑的な行為の後にその用具類を廃棄するような、集落の中での聖

域のような位置付けがなされていた可能性を持つ。
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第 2節各遺構出土遺物解説

16. SI73出土遺物

2軒の竪穴建物が重複する資料だが、ここでは出土量の多い SI73IIのみを取り上げる。埋土下層及びカマド

周辺から比較的まとま った資料が出土しており、 369・373・374・377・379の須恵器食膳具から古代 II2期に位

置づけられるものと言える。杯A蓋は口径 14cm台で、扇平器形、つまみも扇平となるが、まだ返りはしっかりと

している。がFA身、杯B身ともに口径 14cm前後で、体部外傾器形なども類似する。杯Bの高台はしっかりと踏

ん張る器形をしており、古い印象は受けるが、全体的な器形は定型化されたものである。当竪穴建物の須恵器は

南加賀窯南群産が過半数以上を占めており、能美窯産も定量含まれる。

土師器は食膳具がほとんどなく 、381の底部へラ切りの須恵器器形杯Aが確認される程度で、 煮炊具は382の

短胴小釜、383の長胴釜、 384の浅鍋ともにカキ目調整、 叩き成形を施し、在来型はほとんど見られない。特に、

383の長胴釜は能美窯産の可能性が高く、器形や技法的にも初期北陸型煮炊具生産と言えるものである。

17. SI74出土遺物

理土で重複する上層土坑の出土遺物がN2期に位置づけられる以外は、古代 11期にまとまる資料である。当

期の竪穴建物資料としては、須恵器食膳具率が高く、杯Hを複数個体出土するが、能美窯産が主体を占めるなど

特異ではある。杯H身口径で 11cm台、叢口径で 12仙台と小型化しており、 1 1期でも新相に位置づけられる可

能性を持つが、小型化の進行の早い能美窯産で‘ある点は注意が必要だろう 。土師器食膳具は内黒椀Hと内黒高杯

Hのみで、 高杯杯部は大型で浅い器形を呈すなど、古手の印象を受ける。煮炊具は在来型技法の小型鍋と短胴小

釜、長胴釜、甑があり、古代 11期の典型的構成を示す。地元A類胎土を主体と して構成されているが、 一部B

類胎土も含まれる。

18. SI75出土遺物

思土中上層からは古代 II2期の須恵器食膳具が出土するが、竪穴建物のカマド周辺に廃棄される土師器煮炊具

資料は古代 I期のものであり、竪穴建物に帰属できるような須恵器食膳具資料は図示できていない。土師器煮炊

具は、小型鍋と短胴小釜、短胴釜、長胴釜、手付深鍋、小型浅鍋が出土する。釜類の調整技法は、外面ハケ目調

整、 内面へラナデ後のケズリ調整を基本とする伝統的なものであり、胎土が地元A類に統ーされている点、小型

鍋の主体的な存在や 409の短胴釜器形など古代 11期的な様相を持つ。ただ、 410の長胴釜の胴部器形が比較的

胴張りとならない点や 411の手付深鍋が小型化・球胴化している点、 412の小型ながらも浅鍋器形が存在してい

る点は、後出する 12期的な様相とも言え、古代 11新期から 12期の幅で捉えておくことが妥当と判断される。

なお、 409の短胴釜だが、胴部中位には外面から 1cm弱の小孔が焼成後に穿たれている。当器種と しては珍し

くススの付着や内面コゲ痕など使用痕跡がほとんど確認されない略完形品であり、 祭示E的な使われ方をした土器

かもしれない。

19. SI76出土遺物

竪穴建物の東側壁で SI73IIと一部重複しているため、混在遺物もあるが、須恵器食膳具では 419と420の杯

A輩、 425の杯A身、 429・430の杯B身が当竪穴建物に伴う資料と判断できる。杯A蓋身の器形から古代 II1 

期に位置づけられる可能性を持つが、先述した SI72出土須恵器群よりは後出の特徴を持つ。高台が高く深身器

形など当器種の古相特徴を有すものの、定型的な器形を持つ杯B身が確認されることを考慮すれば、やはり古代

II 2期の範障で捉えることが妥当と考えられる。ただ、その中でも最古相と位置づける能美窯の湯屋B-1窯に

併行する時期のものと考えておきたい。そのような視点で考えれば、 417の坪A葉小法量や423・424の杯B蓋、

432の高杯G小も当竪穴建物に併行する資料と位置づけられよう 。

当竪穴建物から出土する土師器は相対的に少なく、内黒椀Hや赤彩椀Fの破片はあるが、図示できたものは

435の内黒高杯Hのみである。杯部の開く脚部の短いタイプで、 当期の一般的な土師器高杯器形と言える。土師

器煮炊具は在来型技法によるものが乏しく、 438の底部回転へラ切 りの短胴小釜、439の内外面カキ目調整施す

短胴小釜、 440の内外面ハケ目調整で仕上げるが、紐積み成形時の叩き痕跡を残す長胴釜、 441の口縁部成形に

ロクロ、胴音11下半丸底化に叩き出し成形を行う 手付深鍋など、朝鮮系技法による煮炊具器種が大半を占める。浅

鍋はハケ目調整の在来型技法だが、器形は口縁部長く外反する定型的なものであり、新しい器種や技法への転換

の早い煮炊具構成を示す。なお、 441の手付深鍋については、叩き出し成形の内面当て具に木製無紋当て具を使

用するもので、 当期の須恵器成形でも確認されない工具と言える (写真 29-50)。把手は三角形板状形態をもち、
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第2節各遺構出土遺物解説

かなり薄手に作られている。日11き成形などから朝鮮系と したが、 口縁部器形や胴部球形を呈す特徴などは大和系

煮炊具と言えるものである (藤原宮西方官街遺跡、 SE1205出土の聾 ABlb類に近似する)。また、叫4のハケ目

調整の甑であるが、底部内面に桟渡し受けの窪みをもっ、特異な形態のものである。

20. SI81出土遺物

竪穴埋土中上層から古代 II3期-N1期の資料が混在して出土するが、下層から床面付近を中心に出土する須

恵器・土師器資料 は、 古代 I期の範障に入るものと言える。須恵器は杯Hでほぼ構成される。口径の大きな 457

で身口径 11cm台、主体的法量と言える 455・456で身口径 10cm台であり、杯Hの小型化が遅れる南加賀窯北群

産である点も考慮すれば、古代 11期新段階を主体とした時期と判断される。この時期に組成の中に加わってく

る精製品的有蓋銃器種が 461(有蓋銃身 a) と460(鏡蓋)で確認できること、 462の低脚を呈する有蓋高杯や、

465の短い口頭部を呈す越の存在など、当期に伴う一括性を示している。ただ、杯H小型化の早い能美窯産の杯

Hについては、 459のように身口径 9cm前後まで媛小化しており、窯差による型式差という点を考慮しでも、 I 

2期への過渡的様相も含んだ資料と位置づけられよう。

土師器食膳具は椀Hと高杯Hのみで構成され、椀Fは出現していない。椀Hは口縁部が短く外屈するタイプと

内湾するタイプとがあり、いずれも内外面をミガキ調整する伝統的なタイプである。ただ、 1 1期には主体を占

める内黒焼成品は少なくなっており、この点も過渡的な要素と考えられよう 。高杯Hも内黒焼成しないものが定

量存在しており、内黒焼成品であっても、 477のように杯部が小型化している点は新しい様相と位置づけられる

ものかもしれない。

土師器煮炊具は小型鍋が定量存在し、短胴小釜、長胴釜、手付深鍋、甑ともに伝統的なハケ目調整を基本とする。

小型鍋は 481・482の伝統的な口縁端部内湾器形に加えて、 483の口縁部が薄くのびる器形のものや 484の口縁

部外反器形を呈す小型浅鍋状を呈すものが出現しており、これについても 12期的な様相と言えるだろう 。ただ、

いずれもミガキ調整を基本とする点で、 1 1期の範瞬にある器種である。短胴小釜、長胴釜、手付深鍋、甑とも

に、外面ハケ目調整、内面へラナデ後縦ケズリ調整を施す在来型技法に統ーされており、胎土も在来型A類であ

るなど、 11期の範障にある。長胴釜の胴部の張りも依然と して強く、 短胴小釜 487の胴部外面には 11期に多

く確認できるへラ記号が記されている。

他の遺物と しては、砥石と製塩土器がある。埋土中上層から土製支脚や円筒形土製品が出土するが、これにつ

いては II3期以降に位置づけられる可能性が高く、混入品と判断した。製塩土器は図示した 498の他に 2個体出

土しており 、498の地元Eと地元A、搬入品Aと、 いずれも異なる胎土を示す。なお、 498の製塩土器については、

口縁部が若干内湾気味となる薄手のもので、古手の器形を呈する。

21. SI83出土遺物

小型竪穴建物であるため、総体的に遺物出土は少なく、特に煮炊具については残りのよい資料がなかったため、

食膳具中心の説明となるが、 比較的下層から まとま った時期の資料が出土している。501の杯A蓋や 508の杯B

身、 515の平瓶は古代 II2期以前に遡る資料だが、その他は概ね古代II3期新相から E期古相頃に位置づけられ

るものと言える。共伴する土師器食膳具は、 519の赤彩椀Fや520の赤彩杯Aなど、窯場産 (南加賀)となって

おり、 521の内黒焼成の高杯Hは脚部がかなり短い、当器種の終鷲期的様相を呈している。

なお、その他の資料として、使用痕跡をもっ脚部穿孔型の土製支脚の完形品や、管玉加工途中の緑色凝灰岩角

柱形剥片が出土 している。当緑色凝灰岩については、濃緑色を呈す材質の硬いもので、緑色凝灰岩の中でも碧

玉的な石材を呈すものである。同一石材のものが、製品(管玉)として l点、中世 l期の土坑 (C地区 SKllO、

次回報告分)から出土している。土師器小皿の完形品数枚とともに出土しているため、副葬品的にまたは祭把的

な行為に基づいて廃棄されたものと予想されるが、製作は遡ることが予想される。同質の石材のものは、近隣に

所在する 6世紀前葉の矢田借屋 16号墳主体部 (管玉 7点、小松市教育委員会 『小松市内遺跡発掘調査報告書IIJ

2006年)や5世紀中頃の念仏林南遺跡 27号住居跡(当資料は製玉加工剥片。小松市教育委員会『念仏林南遺跡IIJ

1995年)からも出土しており、 5・6世紀の月津台地において、碧玉質の石材を使った製玉が行われていたこ

とを物語る。額見町遺跡の資料は、時期的にかなり下る資料だが、華者品として伝世品的に古代まで伝承されて

いたものであろう 。当竪穴出土資料の場合、未成品である点は気になるが、その色彩から華者品の対象にあった

ものと予想したい。
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22. 8184出土遺物

小型竪穴建物資料であるため、 出土した造物は僅かだが、カマド周辺を中心に古代N2 期~V l 期頃に位置づ

けられる煮炊具群が出土しており、当期の竪穴建物資料としては、数少ない基準資料と言える。528~ 530の須

恵祷食膳具の法量、形態などから考えて、 N2新期から Vl期に位置付けられる資料と判断するが、煮炊具群に

ついては長胴釜や浅鍋の口縁部器形から見て、 N2新期の範轄でおさまる可能性があり、より時期は特定される

であろう。

当資料で注目されるのは、 535・536の長胴釜の底部叩き出しに使用される内面当て具文様である。当期とし

ては特殊と言える車輪文風の変形格子当て具が使用されており、南加賀窯産の土師器煮炊具としては最古事例と

なる。ただ、須恵器棄ではN2期に位置づけられるこツ梨一貫山窯 17号土師器焼成坑から出土した短頚タイプ

の小斐に、同様の当て具文様の底部叩き出し痕が確認でき、 VI2期以降になると須恵器華や土師器長胴釜の当て

具文様として複数の須恵器窯で散見される ようになる。古代V期に越前、加賀南部地域において、新たな当て具

文様を導入してくるが、当事輪文風当て具事例は、その出現期がN新期であることを補足する事例であると評価

できょう。なお、 525~ 527の資料は埋土混在資料だが、 525と526は12期の杯G資料であり、 525は能美窯産、

526は南加賀窯南群産のものである。

23. 8190出土遺物

竪穴埋土中上層から古代Nl 期~Vl 期の資料が混在して出土するが、下層から床面付近を中心に出土する須

恵器 ・土師器資料は、古代 11期から1I2期の範時に入るものと言え、特にカマド周辺からまとまった煮炊具資

料が出土している。

須恵器食膳具では 538の中層出土杯H身が古代 11期に、 545・549の杯A叢身が古代 II2期に位置づけられ

る可能性が高い以外は、古代 12期から II1期の杯G (杯A)で占められる。能美窯産と南加賀窯南群産、北群

産とがあり、それぞれ産地によ って器形特徴に違いがある。能美窯産の 546~ 548は身口径で9cm前後と小型法

量を呈し、身が杯G的な内底面凹凸をもつなど、 1 2期的な様相を残すが、身体部器形がやや外傾、外反気味で

あることや蓋 (539・540)のつまみ形態や返りの微弱化などは、 1 2期資料とした SI35の杯Gよりも後出する

様相と判断される。南加賀窯南群産の 542・544は能美窯産よりひとまわり大きいが、返りのまだしっかりとし

た器形で、北群産 543も近似した器形特徴を持つ。産地により器形や法量に違いがあるが、南加賀窯産の杯G法

量や杯H器種のほほ消滅状態から判断するに、 1 2期に遡らせることはできず、古代II1期の範障で考えるのが

妥当であり、能美窯産杯Gが 12期的様相を残すことを考慮すれば、II1期の中でも古相に位置付けられるだろ

つ。

また、下層から床面にかけて 550の銅銃模倣の脚付き銃が出土している。口径の小さな深身器形をもち、体部

上位に沈線を施す、低い脚部が付される特徴を持つもので、このような銅銃を忠実模倣した形態の脚付き銃が存

在することも、当資料がII1期の中でも古手に考え得る要因だろう。極めて薄手に精綴に作り上げた能美窯産で、

内面降灰の状況から有蓋器種と推察される。特注品的なものと位置付けられるだろう 。同じ能美窯産の特殊品と

しては、 筆立て付圏足円面硯の破片がカマド脇の床面から出土しており、また、南加賀窯南群産の須恵質紡錘車

の完形品 l点が下層から出土している。紡錘車はケズリ調整により仕上げる作りの丁寧なもので、使用による欠

けや摩耗痕は確認されず、これに関 しでも特殊品的な扱いができると考える。筆立て付き円面硯については、 全

国的に出土例の少ないものでもあるため、本項の末尾にて詳しく検討する。また、円商硯に関連して、上記須恵

器食膳具で、墨i留めに使用されたような内面に広く墨痕をもっ杯G叢 539が出土する。墨痕部分の磨耗頻度が低

い点から墨擦り行為は行われなかったものと考えられるが、額見町遺跡最古の円面硯と同様に、転用墨i留めとし

ても、当遺跡では最も古い事例である。

土師器食膳具は出土が少なく 、高杯Hの杯部破片を図示できた以外は、椀H破片が少量出土するのみである。

赤彩椀類の出土もあるが、埋土上層出土であり、混入品と考えられる。高杯Hは脚部が不明のため、時期的な特

徴を提示しにくいが、依然として内黒が主体的で、内面ミガキ調整は丁寧に施される。

土師器煮炊具はいずれも外面ハケ目調整、内面へラナデ後のケズリ調整による在来型技法を基本とするもので、

古代 I期からの煮炊具系統にあるものだが、胎土が地元B類主体となる点や 569のような浅鍋の定型化された器

形のものが出現する点は、 H期的な要素と言える。 I期に主体的に存在した定型化された小型鍋は確認されず、
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第田章 今回報告区域出土の造物

565の短胴小釜的な成形技法をもつものが確認されるのみで、当器種の終駕期的様相をもっ。また、長胴釜では

口縁部受け口状を呈す近江系長胴釜が確認される点も H期の特徴と言えるものだろう 。つまり、技法は在来型を

踏襲するが、新たな器種や土師器生産体制が始まる段階と評価できるものであり、 562の胴部の張りが強く厚手

を呈す特徴的な作りをもっ長胴釜や、 566の深鍋と言えるような球胴器形の厚手の煮炊具、 567・568のかなり深

い器形を呈す定型前的な浅鍋器形など、在来型からの変化途上にある段階と言える。定型化されていないこの時

期の煮炊具特徴をよく示す資料群であると評価されよう 。

その他の土製品としては、 570・57lの竃形土製品と 572の製塩土器がある。竃形土製品はハケ目調整のもの

で、庇部と下端部の破片が出土する。製塩土器は体部外傾気味に立ち上がる器形のもので、 7世紀代に見られる

器形のものである。
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〈額見町遺跡出土の筆立て付円面硯について〉

SI90の床面から筆立て付円面硯の筆立て音11破片が出土していることは述べたが、同様の特徴を有す筆立て部

破片がC地区包含層 (て36Gr)より出土しており 、また、 『額見町遺跡 IJで報告したA地区包含層 (こ17Gr)

出土の筆立て部破片とも、胎土や色調、焼成具合、円面硯の形態や厚さ、 筆立て部の形状など、同ーの特徴を有

すことが今回の報告において確認された。極めて特殊な器種が、生産地でもない限り、ひとつの集落遺跡で同ー

の色調、焼成で、同一形態を示す個体として、 3個体存在することは可能性として皆無に等しく、破片どうしの接

合関係はないが、同一個体と考えるのが妥当と判断した。しかしながら、この3つ破片が同一個体となると、 3

つの筆立て部をもっ圏足円商硯ということになる。図示したものは3つの筆立てが付されるという前提で、横長

方形スカシの大きさと間隔を割り出し、 六方スカ シに復元したもので、 6箇所あるスカ シ聞の、 1つおきに 3つ

の筆立て部が貼付されるといった形態を復元した。

伊 嘗
A区こ17Gr
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第 135図 額見町遺跡出土の筆立て付圏足円面硯 (1/4)

当円面硯は、 全体的に器高の低い圏足円面硯であり、横長方形ス

カシである点や硯面陸部が高く盛り上がる形態である点など、圏

足円面硯の中でも古い形態を呈すものと言える。豊浦寺の創建瓦を

生産することでも著名な宇治隼上 り瓦窯出土の円面硯や陶邑 TG64

黛 ・TG70窯、近江山ノ神言葉などで出土する円面硯に類似した特徴

を持っており (西口 2003)、隼上り 窯の時期である飛鳥 I-II併行

に対応するのは無理としても、陶邑窯の飛鳥II-回、山ノ神窯の飛

鳥田など、 7世紀中頃から第3四半期に比定されるものと考えられ

る。SI90で共伴する須恵器群が北陸古代II1期古段階に位置づけら

れる点で時期的な矛盾はなく、 当竪穴建物に伴う円商硯であると理

解して大過ないだろう。

さて、 当圏足円面硯の三方に付される筆立て部は、円面硯成形が

完了した後に、幅 2cm前後、 厚さ1.5cm前後、 高さ4.2cmの粘土柱

を貼付け、外側を多面体に面取り 整形したもので、 上端は硯面外堤

部より 若干下がったところで高さ を揃えである。孔は上端がほぼ8

凹径の円形に統ーされているが、深さや穿孔状態は三者三様で、 全

ての筆立てが機能していたとは言い難い。950は上端ーから真っ直 ぐ

穿孔され、下部に向かつてすぽまり 気味となるもので、深さも 19

mmと筆が立つ十分な深さを持つ。孔径から細い筆管のものと思われ、

毛先を下にして置くためのものであったろう 。これに対し、 553は

真っ直ぐ穿孔されるが、深さが 1cmに満たずに、 筆立てとしては浅

巨TE[]od守宅

L園干~'r-古田 4ミ
宇治11;上り瓦祭出土

声
陶包黛(TG64)出土

主豆一J1
陶邑黛(TG70)出土

JZ苦手ヨミ
近江山ノ神祭出土

すぎ、A区907についても、採さは十分だが、 穿孔が斜めにずれて 第 136図 7世紀の圏足円面硯 (1/5)

側面に貫通してしま っているなど、 筆立てとして機能していたのか

疑問視される。筆立て機能については、本来、 筆を休め置くためのものであり、 筆先が乾かないように筆を下に

して置かれたものであると理解されている (門田 2000)。複数の人聞が一つの硯を同時に使用したり、複数の筆

を同時に使用しながら、 墨書行為が行われない限り、 一つの硯に複数の筆立てが付されることは不自然である。

孔の形態などから見ても、 当筆立てについては、圏足円面硯の製品的付加価値を高めるために、 装飾的に付加さ
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れた性格のものであった可能性が高いだろう 。初期の定型硯自体、華奪品的な価値により所有されていた性格も

強く、筆立て装飾の付加は定型硯の価値をさらに高めたものと推察される。

何故、このような高いランクの円面硯が竪穴建物に廃棄されるのかが疑問視されるが、SI72で出土するほほ

同時期の圏足円面硯同様に、 L字型カマド付設竪穴建物である点が注目されよう 。加えて、両竪穴建物からは転

用硯等の初期の墨書行為に基づく硯が複数出土しており、居住者は盛んに墨書行為を行う立場にあった人物像で

あった可能性がある。当硯の所有者は、当集落構成員を戸籍登録、計帳管理する ような末端の地方行政に携わり、

渡来系移民集落の中で族長クラスにあたるような人物ではなかったかと予想されるのである。

これまで述べた、筆立て付円面碗であるが、 全国的に見て出土事例は数えるほどしかなく 、管見では山梨県天

狗沢 1号窯、静岡県上香貫宮原古墳、愛知県岩崎 17号窯、 三重県六大A遺跡(剥離痕のみ)、石川県輪島市稲舟

窯、 小松市二ツ梨グミノキパラ窯、福井県武生市王子保3号窯、同 4号窯、京都府園部壷ノ谷 16号窯、奈良県

三河遺跡、奈良県本薬師寺跡の 11例 (静岡県吉美中村遺跡A地点出土圏足円面硯の硯面周縁部や内堤外側部に

円孔を穿つものがあり、 これも筆立て退化と門田氏に評価されているが、本稿では除外した)を上げるに止まる

(吉田 1985、門田 2000を参考とし、杉本宏氏からもご教示)。確認例は徐々に増えつつあるが、それでも最近の

円面硯事例の多さを考えると、稀有の存在である ことは間違いなく、それだけに円面硯としての付加価値が高かっ

たと言えよう。 しかも、 当事例は先述のとおり 7世紀第3四半期に位置づけられるものであり、囲内の筆立て付

円面硯では最古とされる岩崎 17号窯出土事例 (7世紀第3四半期)と並ぶ、囲内最古級となる。脚部形態が低く、

横長方形スカシをもっ点や硯面の重厚な形態など岩崎 17号窯事例に類似するが、筆立て部形態も含めれば、本

薬師寺跡事例が最も似ている。岩崎 17号窯以外の事例は 7世紀後葉から 8世紀前半に位置づけられるものであ

り(二ツ梨グミノキパラ窯跡出土については 8世紀後半か9世紀前葉に下る)、当事例を生産する能美窯において、

__ 1":~=一寸 .."j- "_" τ'"T寸三寸÷で ï ..... 円傘ゴヲ~:.

((  ~寸:す現計二王去長当三~i~
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1.岩崎 17号窯跡出土

2.本薬師寺跡出土

3 三河遺跡出土

4.天狗沢1号窯跡出土

5 稲舟窯跡出土

6.王子保3号窯跡出土

7 二ツ梨グミノキ/¥'ラ窯跡出土

8.六大A遺跡出土

9 上香貫宮原古墳出土

10.王子保4号窯跡出土

1l.壷ノ谷 16号窯跡出土

第 137図 日本圏内の筆立て付円面硯 (1/5)
(杉本 1987・西口 2003・武生市 1991・92・三重県 2002・望月 1996・門田 2000より)
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第2節各遺構出土遺物解説

どのような系譜で当製品製作技術が導入されたのかが注目されるところである。

額見町遺跡事例のように、筆立て付円面硯は圏足円面硯に筆立て部が付加されるのが一般的だが、 三足獣足円

面硯に付加される壷ノ谷 16号窯事例、中空円面硯に付加される王子保4号祭事例、上香貰宮原古墳事例なども

ある。また、圏足円面硯でも蹄脚硯風に獣足装飾の付加される六大A遺跡事例や 3-4箇所の獣足装飾を施し、

その部分に筆立て穿孔が施されるこツ梨グミノキパラ窯跡事例など装飾性に富んだ硯に付加されるものもある。

筆立て部の形態は、硯面の外縁部に筒状の短い筆立て孔の貫通するタイプと外縁部から脚部端にかけて長い筒

状の筆立て音11が貼付されるタイプとがあり、いずれも、 筆立て上面が硯面外縁の外堤部上端にほぼ合うように貼

付け整形されている。ただ、額見町遺跡事例で想定した複数の筆立て部を有する 円面硯は現在のところ確認例は

なく、本事例のみが特異な存在と位置づけられることとなる。しかしながら、第 137図に示すように、上香貰宮

原古墳出土事例が完形である以外は、過半遺存するものはなく、 筆立てが付される硯面外縁部が 1/ 3以上を残

すものも僅かしかない。このため、図示 したものの大半が1箇所の筆立て部を付する円面硯であるとは確定でき

てお らず、額見町遺跡事例が特異とされるには早計の感も ある。この点は今後の課題だが、ただ、日本国内の筆

干守
立て付円面硯の直接的系譜が辿れるとされる韓国扶鈴官

北里百済遺跡出土の筆立て付多足円面硯 (吉田 1985及

び亀田修一氏よりご教示を受けた)は、 3つ遺存する獣

足のうち一つにのみ筆立てが付されていることが確認で

さており、筆立ての形態についても最も日本のものに近

似している。韓国の筆立て付円面硯事例が宮北里遺跡の

ものだけであるため、予測の範囲を超えないが、日本に

おける筆立てはやはり l偶付設が主流であった可能性が

私 ト-iJq-点出土し、__J( ており、復元図は足部

復元図 ¥ が2方のみ示されるがら

'-.. ; 多足円面硯と推察され

U 10cm ている。
(1/5) I...  .....，-

高いと言わざるを得ないだろう 。

しかしながら、陶硯発祥の地である中国の事例ではそ 第 138図 韓国扶余宮北里遺跡出土筆立て付多足円面硯

うとは限らない状況がある。中国では陶硯が後i英代に出現し、 筆立て付円面硯は唐代になって出現する。広東省

広州市華僑新村 50号墓出土灰陶圏足円面硯や広東省高州県良徳 1号墓出土青磁圏足円而硯では、硯面の上に水

容れを一つ挟んで直立する 2本の円筒状筆立てが作り出されている。日本のものとは筆立て形態がだいぶ異なる

が、江西省豊城県洪州窯枇出土黄岡蹄脚円面硯や江蘇省揚州市木橋遺祉出土青磁蹄脚円面硯では、硯面縁部に円

筒形の筆立てが2個並列して貼付される(吉田 1992)。後者は日本のものに近い筆立て形態であり、日本国内に

おける筆立て付円面硯と系譜的に繋がる可能性があろう。中国の筆立て付円面硯はいずれも 2個の筆立てが並列

して貼付されてお り、 これが主流の形態であった可 能性が高く 、筆立てを 2個付設するもともとの理由があった

と言える。それが朝鮮半島へ伝播する中で、筆使いの方法や硯の所有 ・使用が変化し、 一つの硯には一つの筆立

てが付加されるようになったのかもしれない。複数の筆立ては、中国のもともとの使用方法の名残として、装飾

的に残存 した可能性はあり、硯の付加価値を高める要素にもなりえた可能性もないとは言えないだろう 。

額見町遺跡の筆立て付円面硯事例は単なる特異な形態のものと してではなく、日本における筆立て円面硯の成

立や系譜を考えるう えで重要な資料と評価されるのである。
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第皿章 今回報告区域出土の遺物

第2項掘立柱建物出土遺物

掘立柱建物出土遺物は総体的に少なく、 1遺構からまとまった遺物出土もほとんどないため、各遺構から出土

した造物の概要については、以下の遺構別遺物時期一覧表に示すことで代えたい。よって、本文では特筆すべき

遺物を出土した遺構のみを取り上げ、以下に述べる。

SB33の柱穴からは図示できるような造物が出土していないが、建物内に掘られた浅い小穴からは 15の須恵器

瓶Aが出土している。口縁部に一部欠けがあるものの、完形品と言えるもので、破壊行為も行われずに土中埋納

されている。一般的な長頚瓶よりも小型法量を有しており 、特殊性をもつが、時期的には口縁部器形や高台、肩

部の張る器形等から古代N1期前後に位置づけられよう。完形品埋納という視点から、掘立柱建物の地鎮祭杷に

おける酒を注ぐ容器のようにも思えるが、内容物は遺存 しておらず、内面の付着物も特に確認できていない。

SB47からは比較的ま とまった資料が出土する。40の土師器椀は胎土と器形から中世 1期に下る資料だが、 他

の土器は古代皿 ~N 1 期に位置づけられる資料で、内外面赤彩の土問i器椀Aが出土 している 。 なお、 41 の棒状

を呈す鍛造鉄製品については、断面長方形を呈す点から、長頚鍛の箆被部の可能性が高いものである。

SB88から出土する 74の須恵器杯A蓋は外面に溶解した窯土が付着するもので、内面には焼成時発泡による剥

離がある。当集落遺跡で他にも確認される製品選別時の廃棄品である可能性が高い。

SB89からは比較的まと まった資料が出土 している。75の須恵器杯A策中の扇平器形や法量、76の杯B蓋の存

在、 77の土師器浅鍋の口縁部長く 外反する器形などから、古代 ]]2期に位置づけられ、特に浅鍋は一つの柱穴

にまとめて廃棄されている。祭ffii:的な柱穴廃棄の可能性を持つ。

逃構名 遺物の概要 遺構名 遺物の概要

SB025 遺物106点。古代 I期主体。Vl1-刊 1期少混在。 SB064 遺物25点。古代 IT2-1I3期須恵器・土師音寺。

SB026 造物36点。古代 ill - N 1 期須恵器・土日:i~器。 SB065 造物50点。古代 IT2期頃須恵器・土師器。

SB027 造物3点。古代 1I1-1I2期の須恵器。 SB070 遺物46点。古代目 3-凹期須恵器・土師器。

SB028 造物21点。古代V1-Vl1期須恵録。 SB07l 遺物18点。古代 12-1I2期須恵器・土師様。

SB029 造物62点。古代 1I-阻期 ?須恵器・土師器。 SB072 泣物4点。古代E期?須恵器。

SB030 遺物59点。古代 1I-凹矧?須恵器・土師器。 SB073 遺物16点。古代 1I2期須恵器・土師器。

SB031 遺物7点。古代 I期?土師器。 SB074 遺物 1点。古代 1-1I 1期須恵器。

SB032 造物20点。古代 1I-阻期?と中世 1期混在。 SB075 造物19点。古代田期前後須恵器・土師器。

SB033 遺物7点。柱穴土器は古代だが、時期不明。 SB076 造物8点。古代 目2-N?須恵、器・土師待。

SB034 造物 6 点。古代 I - lI 期?須恵得 ・ ーI~師得。 SB077 逃物4点。古代 1I2-N?須恵総・十師器。

SB035 遺物3点。古代 I-lI期 ?土師器。 SB078 遺物9点。古代 1. 1I期土師器。

SB036 遺物30点。古代 1I3-ill期須恵恭・土師器。 SB080 造物19点。古代H期頃?須恵器・土師器。

SB037 造物3点。時期不明古代土器。 SB081 造物20点。古代 lI-N期 ?須恵器・土師器。

SB038 造物2点。時期不明古代土様。 SB084 造物15点。古代 1I2期頃の須恵器・土師態。

SB039 逃物12点。古代 I期須恵器・土師器。 SB085 遺物29点。古代1I2-IT3期須恵器・土師器。

SB040 造物14点。時期不明古代土~。 SB088 造物9点。古代1I1-日2邦j須恵器・土師器。

SB041 造物86点。古代 IT1期と V期、中世1期混在。 SB089 遺物44点。古代1I2期須恵器・土問i器。

SB似4 造物20点。古代 12期主に、 V2-Vll期混在。 SB090 造物18点。古代 1I2-1I3期須恵器・土師器。

SB045 遺物10点。古代 1I2-1I3期主に、 V期混在。 SB093 造物6点。古代 I期と V2-VIl期混在。

SB046 造物43点。古代 1. 1I期と中世 1期混在。 SB094 遺物4点。古代E期と V期混在。

SB047 造物61点。古代田-Nl期主に、中世I期少混在。 SB097 造物6点。古代 1I;期頃?須恵、器土師器。

SB048 遺物33点。古代 1I2期主に、中|止l期少混在。 SB098 造物2点。古代 1. 1I期土師器。

SB050 造物2点。古代 11期須恵器・土師器。 SB099 遺物3点。古代 1. 1I期土師器。

SB051 遺物2点。時期不明古代土器。 SB100 造物19点。古代 1Il-lI 2期須恵器・土師器。

SB052 遺物17点。古代 IT2-皿期主に、中世1期少混在。 SBIOl 遺物4点。古代 lI-N期須恵器。

SB053 遺物21点。古代 1I2-皿期須恵器-土師器。 SBI02 遺物11点。古代 1I3期須恵器・土師器。

SB054 遺物63点。古代 IT1-1I3期主、中世 1期少混在。 SB109 造物4点。古代N-VJ羽須恵器・土師器。

SB055 遺物16点。古代田 -N 1 期須磨、器・土師~。 SB119 造物9点。古代W矧土師器。

SB056 遺物71点。古代 12-1I2期主、中世 1期少混在。 SB128 造物19点。古代 I-lI期土師器。

SB057 造物24点。古代 1I-回期?須恵器・土師様。 SB129 造物26点。古代 I-lI鰐l土師器。

SB058 造物22点。古代 lI-ill期主に、中世 1期少混在。 SB130 造物14点。古代lI-N期?須恵器-土師器。

SB059 遺物27点。古代 I期須恵器-土師器。 SB131 造物56点。古代 1I2-凹期須恵器・土師一得。

SB060 遺物23点。古代田-Vl期須恵器・土師器。 SB132 造物12点。古代 1I2-1I3期須恵器・土師器。

SB061 遺物7点。古代 I-lI期?土師音寺。 SBl60 造物24点。古代 I-lI期土師器。

SB062 遺物12点。古代1I2-illJ羽主に、中世1期少混在。
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第2節各遺構出土遺物解説

(S825出土遺物〉

¥ 主芳/目イ

:ズ'1主ベ;コ戸 二二て¥

(S826出土遺物〉 (S827出土遺物〉

下二 三ユ:::::~ ¥ベヤ子
三三世;明一 一

一一一一一一ー一一ー一ーー一一一一一一一一一一一一一一一?ー一一一一一一一ー一一一→←一一一一一一一一一一ーーー-、、、

(S836出土遺物〉

百五二二コ二三二二

、三 千

(S828出土遺物〉

¥今 ，/.'
¥-44 f1 

21 

字予

(S832出土遺物〉

¥ニヒス:

(S833出土遺物〉

d 

第 139図 掘立柱建物出土遺物 1(S825 -S841、全て S= 1 /3) 
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第 140図 掘立柱建物出土遺物2 (SB44 ~ SB52， 41のみ S=1/2、他は全て S=1/3)
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第 143図掘立柱建物出土遺物5 (88129 -88160、全て 8=1/3)

第3項土坑出土遺物

膨大な遺物を出土する大型土坑がないため、全体的に土坑からの遺物出土量は、 A地区に比べると少ないが、

それで、も 8，187点の遺物出土が確認されている。156ページの出土遺構ごとの用途別破片数構成表に示すとおり、

全体の 12.4%を占める量で、遺構種別としては竪穴建物に次いで多い。器種構成は、須恵器食膳具が 13.4%、土

師器食膳具が3.4%、須恵器貯蔵具が6.6%、土師器煮炊具が74.9%、土製品と石製品が1.5%で、破片数として

は竪穴建物の構成比率と大きな差は感じられない。ただ、土坑出土の土師器煮炊具が小破片主体であるのに対し、

竪穴建物では土師器煮炊具の一括廃棄が多く、出土箱数比較では倍近い聞きがある。

以下では、出土量の多い土坑を中心に述べるが、遺物出土は比較的多いものの、複数時期の遺物が混在してい

るものについては除外し、時期にまとまりを持った資料や特筆すべき資料を出土する土坑を中心として取り上げ

る。なお、土師器焼成坑に関しては、士坑とは別に扱うこととする。

1. 8K47出土遺物

古代 11期に位置づけられる須恵器杯H身や石製紡錘車が僅かに混在して出土するが、 主体は古代N2古期に

位置づけられる資料と判断される。器種は須恵器杯B蓋 ・身、杯A、盤A、土師器長胴釜、浅鍋、甑が確認され

ており、須恵器・土師器ともに南加賀窯産で占められる。 13・14の須恵器杯B義中法量は類似する器形のもの

で、 14の内面には転用硯使用痕である強度の磨耗痕と墨痕が確認される。13には墨痕の確認はないが、 14同様

に強度の磨耗痕があり、 20の盤Aについても同様の磨耗痕が確認される。これらについても転用硯の可能性が

あろう 。なお、 19の須恵、器杯B身大法量は、外面体部下半に工具で施したような細かなロクロヒダをもつもので、

作りも精綴であり、金属器的な表現を意識したものかもしれない。

2. SK51出土遺物

古代 12期に位置づけられる極限まで、小型化した段階の須恵器杯H身24が 1点のみ出土するが (能美窯産で

あり、杯H最終段階の型式である)、 他は古代 113期-III期に位置づけられる良好な一括資料である。須恵器は

全て南加賀窯産だが、土師器については南加賀窯産に加えて、地元B類が定量存在し、能美窯産の可能性のある

ものも 1点 (長胴釜 41)のみ確認される。須恵器食膳具は一器種一法量の様相をもっ杯B葦 ・身と高杯Gで構
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成される。杯Bは扇平で口径が大型化する古代田期古段階に位置づけられる矢田野向山 1号窯 I次窯に対比でき、

高杯Gが終駕期的な器形という点でも符合する。これに伴う土師器食膳具は南加賀窯産の赤彩椀Fで、外面下位

から底面をケズリ調整し、内外面を丁寧にミガキ調整する。大型で器高の低いものであり、 須恵器の時期に対比

して問題がない。土師器煮炊具については短胴小釜と長胴釜、浅鍋で構成され、短胴小釜と浅鍋はロクロ成形の

北陸型煮炊具に統ーされる。いずれも定型化された器形のもので、浅鍋は外面下半ケズリ調整のものと町き成形

のものとがある。これに対し、長胴釜は、須恵器成形技法をもっ 39~ 41が存在するものの、内外面ハケ 目調整

を施す在来型技法の 36~ 38が定量共存しており、北陸型へ統ーされる状況とはならない。ただ、胎土からいず

れも南加賀窯産であることが確認できており、胴部下半外面をケズリ調整するなど、底部については叩き出し成

形を行う在来型技法を併用する北陸型煮炊具の可能性を持つ。古代 II3期新段階に位置づけられる二ツ梨豆岡向

山窯 C地区土師器生産関連遺物群 (小松市教育委員会 2005r小松市内遺跡発掘調査報告書 I.1)ではまとま った

土師器煮炊具が確認されているが、定型的な北陸型煮炊具と北陸型と在来型との技法融合した煮炊具、 在来型技

法による煮炊具が併存しており、 祭場での生産が開始されても、依然として在来型技法による煮炊具生産は存続

していたことを示している。

その他のものとしては、製塩土器と土製支脚、管状土錘が出土する。製塩土器は底面木業痕をもっ平底タイプ

で、小型を呈す南加賀窯産のものである。土製支脚は中空タイプで、鼓形を呈す分類 IA2b類 (r額見町遺跡 I.I

207頁の土製支脚分類案)に該当する。胎土は地元B類である。管状土錘も地元B類胎土である。

3. SK54出土遺物

須恵器食j揺具を中心にまとまりある土器が出土している。 図示した 48 ~ 50 の須恵器杯 B 蓋の口縁部器形や

51・52の杯身全体の器形と法量、53~ 59の肩平ながら体部外傾化し、底音11の薄くなった杯A、そして 60の体

部外傾器形の盤A 、 61 の土師器赤彩椀Aの口径縮小した内湾器形などから判断して、概ね古代N2 新~ V1 期

に位置づけ可能な資料と推察する。当遺跡の中では数少ない当期のまとまった資料と言えるものであり、図示し

た資料は多いとは言えないが、破片では肩張り器形の長頚瓶Aと丸肩器形の長頚瓶B、そして双耳瓶も出土して

おり、当期の器種組成を満たしている。須恵器産地は、 60の盤Aが能美窯産である以外は、 土師器も含め通常

の南加賀窯産に統ーされている。

4. SK55出土遺物

当土坑からも須恵器食膳具を中心として時期的にまとまりをもった土器が出土している。図示 した 65の須恵

器杯 B蓋、 67・68の杯B身、 69~ 71の杯Aは、いずれも古代田期新段階から N1期に位置付け可能な、法量

と器形、口縁部形態をしており、概ね当該期に位置づけられるものと考えられる。共伴して肩張り器形の須恵器

長頚瓶Aや土師器赤彩椀A、底面糸切り痕を残す短胴小釜が出土しており、時期的に符合する資料と言える。須

恵器 ・土師器ともに、南加賀窯産にほぼ統ーされており、地元産胎土は確認で、きない。なお、 72の須恵器底部

破片だが、筒状に立ち上がる平底器形のもので、底面をヘラ切り後にナデ調整するものである。内面調整が丁寧

に仕上げられる薄手の作りのものであり、特殊品と言える。内底面の調整から壷 ・瓶類とは思われず、器形から

判断してコ ップ形と推察した。

5. SK64出土遺物

当土坑から出土する土器は多いが、破片が主で、図示できた資料は少ない。ただ、 77の須恵器杯Aの扇平器

形や法量、78の高杯A類の存在、 79の土師器短胴小釜の丸底器形、 80のハケ目調整を施した地元産短胴小釜の

存在などから判断して、古代 II3期新段階から班期頃に位置付け可能と推察する。なお、特殊品として、 81の

土師器小型甑が出土している。口径 17cm、器高 15cmを測るもので、両側に把手をもっ筒抜け底部形態のもので

ある。器形はロクロ成形品に似るが、口縁部が波打ち、内外面をナデ調整で仕上げるなど手づくね状の作りをす

るものであり、ミ ニチュア品的な性格を帯びる祭記具的なものだろう 。地元B類胎土のものである。

6. SK68出土遺物

当土坑からも須恵器食膳具を中心として時期的にまとまりをも った土器が出土している。85・86に示 した須恵

器杯A蓋の扇平銃器形と微弱化した返り形態、 88・89に示した須恵器杯B身の深身で体部外傾を呈す器形や強く

踏ん張る高台形態などから、古代 II2期に位置づけられる資料と言える。しかし、 87や92~ 94に示した扇平器

形を呈する杯B葦や杯Aの存在は、古代 II3期的様相とも言えるものであり、総合的に判断し、 II2期の終末
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段階資料と位置づけるのが穏当と言えよう 。共伴する土師器は、扇平器形で底径の大きな赤彩椀F96、カキ目

調整の短胴小釜 97、そして図示はしていないが、内黒高杯やハケ目調整の在来型長胴釜と叩き成形の北陸型長

胴釜が出土している。貯蔵具も斐をはじめ、横瓶や長頚;瓶A.F、壷 Iがあり、当期を特徴付ける各器種が出土

する。胎土は須恵器で能美窯産が少ないながらも定量存在し、この点に関しでも II2期的な様相と言えるだろう 。

なお、 95の南加賀窯産須恵器杯Aは焼き歪みが著しく、口縁部に焼きヒピのような亀裂が複数入ったもので、

片側に黛土や須恵器溶着片が付着している。須恵器窯内で杯A片を置台として転用して窯詰め焼成されたもので

あり、製品に付着して当遺跡に持ち込まれ、製品出荷の際に、不要な製品付着物として削り落とされ、廃棄され

た遺物と判断される。包含層からも同様に製品付着窯土を削り落とした際の剥離窯土片が複数出土しており、当

遺跡、での須恵器製品選別 ・出荷作業を裏付ける資料と言えるだろう 。包含層で複数出土している貯蔵具専用焼台

の出土についても同様の意味をもっと理解しており、このような須恵器生産関連遺物が出土することが当遺跡

の大きな特徴と言えるものだろう。その他の遺物としては、 98の両端を欠損した万子の万部片が出土している。

身幅が9凹程度の小型のものである。

7. SK74出土遺物

遺物出土量は少なくないが、図化できたものは須恵器食膳具のみである。一器種一法量の様相を持つ杯Bと杯、

Aで構成されるもので、均~B葦の器形や杯B 身高台の踏ん張る器形、体部外傾器形を呈す杯Bや杯Aの特徴から

判断し、古代 II3期でも古段階に位置づけられる資料と考えられる。なお、 102・103の杯B蓋については、内

面に墨痕を伴う磨耗痕が確認でき、転用硯または墨溜めに使用されたことが推察される。

8. SK89出土遺物

遺物出土量が 500点を越える、大型の土坑である。造物の時期は概ね 2時期あり、古手のものは古代 11期に、

新手のものは古代 II1 期~ 1I 2 期に位置づけ られる 。

古手の資料は、 120・121の須恵器杯H身と 129の須恵器提瓶、 131の土師器高杯Hがある。土師器高杯HはE

3期まで残る器種だが、脚部がまだ長く 、地元A類胎土であることから I期に帰属させた。在来型の土師器短胴

小釜も器形や調整など I期に帰属させることも可能だが、 E期以降に定着する地元B類胎土であり、新手資料に

含めた。提瓶はやや生焼けの半完形資料で、胎土や器形などから南加賀窯北群の戸津・林支群で生産されたもの

と考えられる。なお、須恵器杯H身だが、口径の大きなもので、特に 121については能美窯産であり、当業産で

口径 12cm以上を測るものは 11期の中でも古段階に位置づけられる資料と言えよう 。

新手資料は上記以外の土器であり、 122~ 124の杯A蓋小法量の器形や 125の杯A蓋大型法量の存在、 127の

体部外傾器形を呈す杯、A身等、須恵、器食膳具の特徴から、古代 II1期新段階から II2期古段階に位置づけられる

資料と判断される。須恵器は全て南加賀窯産のものであり、中でも北群産主体で構成される。土師器食膳具は赤

彩椀Fの出土が確認されておらず、 130の非ロクロ椀Hや内黒高杯H、132の須恵器系高杯Gで構成されるなど、

非ロクロ成形土師器食膳具からロクロ成形品へ移行する過渡的様相を示している。煮炊具は在来型技法による短

胴小釜や長胴釜が主だが、カキ目調整をもっ朝鮮系短胴小釜 136も確認され、破片だが胴部叩き成形をもっ長胴

釜も複数個体確認されている。在来型煮炊具に朝鮮系煮炊具が定量加わってくる段階の資料であり、近江系長胴

釜と言える受け口状口縁部をもっ 137が確認されることも、当期の特徴と 言えよう。なお、 140の浅鍋は上半カ

キ目調整の完形に近い資料で、この時期のロクロ成形浅鍋としては良好な資料と言える。ロクロ成形台上で大き

な平底の粗形を成形してから、底部を丸底化するために内面から指ナゾリで押し出し成形したものである。押し

出し後、体部下半にケズリ調整を施すが、底面には施されておらず、それは底部が薄く延びてしまったために、

ケズリ調整できなかったことによるものだろう 。

9. SK92出土遺物

当土坑からも複数時期の土器が混在して出土するが、主体となるのは図示した古代N2古期に位置づけられる

資料である。良好な資料群とは言えないが、須恵器食膳具の各器形や土師器赤彩椀Aの器形、長胴釜器形など、

当期の特徴を示 している。全て南加賀窯産の須恵器、土師器で構成される。

10. SK109出土遺物

遺物出土量は少ないが、当遺跡、では数少ない古代V2~VI1 期のまとまりをもった資料である 。 食膳具は須恵

器が大半を占め、杯B、杯A、杯E、熊A、盤Bで構成される。土師器食膳具は両面赤彩椀Aが少量存在する程
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第皿掌 今回報告区域出土の造物

度で、南加賀窯ではVI1期に生産が開始される外面赤彩内面黒色の椀皿類は含まれていない。なお、 167の粘土

紐積み痕跡を残す円筒形の土製品は、南加賀窯産胎土のもので、極めて厚手に作られたものである。

11. SK127出土遺物

造物出土量は少ないが、古代 I1期新段階から I2期に位置づけられる資料が出土している。須恵、器杯H身と

土師器長胴釜、浅鍋が図示できており、須恵器杯Hには口径 9.lcmに媛小化した能美窯製品が確認される。 I2 

期に位置づけられる資料であり、最小径の杯Gが伴う段階と理解される。これに伴う南加賀窯南群産杯H身は、

口径 11.8cmを測るもので、口径の縮小化と立ち上がり低下の様相を看取できるが、南加賀黛では I1期新段階

に位置づけられる。これらを 2時期に渡る資料と見るこ とも可能だが、型式変化の早い能美窯に対し、型式変化

の遅い南加賀窯という、生産地の様相差とも理解可能であり 、この点が当期の須恵器編年を考える上で重要な編

年指襟となる。
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第 2節各逃構出土遺物解説

第4項土師器焼成坑出土遺物

第 E章の手工業生産遺構で、説明したように、今回報告地区からは SK43、SK44、SK49、SK52の4基の土師器

焼成坑が検出されており、土師器焼成に伴って廃棄された土師器片や土師質土製品がその土坑内から出土してい

る。混在した須恵器も土坑内から出土するが、土師器焼成坑の時期に位置づけられる須恵器はなく、全て混入物

と捉えられたため、ここでは出土遺物から除外して提示した。

1. SK43出土遺物

当土坑からは、 当焼成坑で焼成廃棄された土師器片 106点が出土している。短胴小釜底部破片2点と長胴釜胴

部破片 1点以外は、全て食膳具破片で、うち内面黒色焼成されたものが9点存在する。器種は内黒品が全て椀B、

通常土師器は椀Aと椀Bがあり、椀Bには定量の足高高台品がある。内黒椀B (11・12)は内面ミガキ調整を施

すもので、外商は赤彩せず、ロク口調整で、体部下位にケズリ調整を施す。高台は比較的しっかりとした角高台

で、底而に糸切り痕を残す。通常土師器は椀Aが主体で、底而糸切りをそのまま残す作りの雑な薄手のものであ

る。 lのような口径 11cm台のものもあるが、 主体は 2-4の口径 12-12.5 cmのものであり、底径は 5cm前後

を測る。椀Bは7のような口縁部外反器形を呈すやや大型のもので、これには 8・9のような足高高台が付され

るものと理解する。当焼成坑内に遺存する造物が少なく、比較する題材に欠くが、 主要器種が通常土師器椀Aで

あることと、古代的な内黒椀生産や北陸型煮炊具生産が少量ながら存続していることから、窯場での土師器生産

が概ね終罵時期を迎える古代VIIl期に対比でき、後述する SK44と同時期に位置づけられる資料と判断される。

2. SK44出土遺物

当土坑からは、 当焼成坑で焼成廃棄された土師器片 182点が出土している。北陸型煮炊具の特徴を残す長胴釜

破片 2点と浅鍋破片 1点、そして生産に関連する焼成粘土塊 1点が出土する以外は、全て食膳具破片で、うち内

黒焼成されたものが 11点存在する。器種は内黒品が全て椀B、通常土師器は椀Aと椀Bがあり、 SK43と同様

の器種組成を示す。内黒椀 B (23' 25)は口縁部椀形を呈す薄手のもので、内面ミガキ調整を施し、外面はロ

ク口調整で仕上げる。外面赤彩は認められないが、外面を赤く発色させる焼き方を意識的に行った感があり、外

面赤彩を意識した製品と位置づけられる。なお、 24の内黒椀は南加賀窯産胎土のもので、内外面が火色を呈 し、

内面黒色のとんだ状態のものである。時期的にも VI3期に位置づけられる可能性があり、 窯場産土師器片を当焼

成坑の焼成道具として再利用した可能性がある。通常土師器は SK43同様に、椀A主体で、底面糸切りをそのま

ま残す薄手で雑な作りを呈す。口径は 12-12.5 cm程度にほぼまとまる比較的口径の小さなもので、底径は 5cm

前後を測る。椀Bの通常法量は不明だが、 20のような口縁部外反器形で、口径 18cm程度の大型のものが確認さ

れる。これに関しでも、高台は高く踏ん張る形態と予想され、 全体的に SK43に組成、器形特徴が共通する。

SK43と当土坑資料を同時期と位置付け、編年的位置づけをすれば、南加賀窯の古代VIIl期古相資料とした二

ツ梨一貫山窯F地区 8号土坑に類似する内容を持つ(小松市教育委員会『二ツ梨一貫山窯跡.12003年)。ただ、

椀Aの法量は確実に当焼成坑資料のほうが小型化しており、内黒椀を外面赤彩しない点からも、 二ツ梨一貫山窯

8号土坑に後続する時期、 VIIl期でも新相段階に位置づけられる資料と言えよう 。類似した様相を呈す資料とし

ては、加賀市耳閉山遺跡PO-l資料が上げられる (加賀市教育委員会 『耳閉山遺跡.11994年)。当資料では、

口径 12cm台の小型を呈す椀 Aの一群があり、内黒椀の衰退や足高高台をもっ大型椀Bの存在など、当焼成坑に

対比可能な様相をもっと理解される。

3. SK49出土遺物

当土師器焼成坑は 2基の焼成坑が重複するが、両焼成坑で出土する土師器に時期差は認め難く、出土遺物のほ

とんとーが後に掘削された SK49II内埋土や当焼成坑からの廃棄土内に含まれているものであったため、ここでは

2基の土師器焼成坑遺物を一括して掲載した。当焼成坑で焼成廃棄された土師器片は 416点と多く、大半が土師

器食膳具器種だが、他に北陸型煮炊具の特徴を残す長胴釜破片 1点や短胴/J、釜破片 2点、 浅鍋破片 5点、 管状土

錘 1点、そして土師器生産関連の窯道具と予想さ れる匝鉢形土製品9点、 焼成粘土塊 l点なども出土している。

土師器食膳具では、 内面黒色焼成されたものが 29点存在し、器種は大半が椀Bだが、 一部皿と思われる器種が

確認される。通常土師器においても、 皿Aは存在し、数は少ないが定量を占める。主体となる器種は椀Aで、こ

れに椀Bが定量加わる。

内黒椀B (64 -66)は口縁部内面に稜をもち、体部椀形を呈す深椀器形のもので、高台は断面方形のしっか

234 



第四意 今回報告区域出土の遺物
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第2節各逃構出土造物解説
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第皿章 今回報告区域出土の造物
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第 2節 各遺構出土造物解説

りした形態をもち、底面に糸切り痕を残すものである。なお、 67は内黒皿と考えられる器種で、底部は不明だが、

作りは内黒椀 Bに類似する。いずれも、 内面は ミガキ調整を施す丁寧な作りで、外面はロク口調整で仕上げる。

内黒焼成の外面への炭化部分の漏れの状態から、合せ口焼成で焼かれていることが推察でき、外面を赤く発色さ

せる、外面赤彩を意識した焼成方法など、古代VI期に南加賀窯で確立した内面黒色焼成 (合せ口による内黒土師

器焼成は南加賀窯や能美窯特有の技法で、ある。望月精司 19971古代末期における土師器生産形態の変質Jr北陸

古代土器研究』第7号、 北陸古代土器研究会)を継承する製品と位置づけられる。この内黒焼成に関連して、 当

焼成坑からは匝鉢形土製品が複数個体出土している。南加賀窯で内黒椀皿類生産が始まると同時に出現してくる

土製品で、椀皿類を内黒に焼成する際に、発炭材から発生する炭素の漏れを防止するために、合せ口がずれない

ように入れ子にした容器と理解している (望月精司 20051古代土師器焼成坑出土の焼成粘土塊と土師器焼成技術j

I窯跡研究』創刊号、窯跡研究会)。匝鉢のように製品を入れて焼成した窯道具であり、当土製品の存在は、当遺

跡での土師器生産が南加賀窯の古代土師器生産技術を継承していたことを物語る。匝鉢形土製品は、底音1)ヘラ切

り技法による円筒形を呈すもので、内口径は 15ClD前後を測る。この口径は、当;焼成坑から出土する内黒椀 Bの

口径とは合わないが、南加賀祭で出土する匝鉢形土製品の主体となる内口径はVI期から概ね 15ClDと変化がなく、

図示した匝鉢形土製品については、もう少し小ぶりの椀を焼成するためのものであったのだろう 。南加賀窯の匝

鉢形土製品には大型品用の内口径 16ClD前後や 18ClD前後のものも存在している (望月精司 19931匝鉢状窯道具Jr二
ツ梨豆岡向山古窯跡』小松市教育委員会)。

通常土師器は椀A主体で構成される。底面糸切り痕をそのまま残す薄手で雑な作りを呈 しており、口径は 11.5

~ 12.5 ClDと、 SK43. SK44よりもやや小型化する。器高もやや低下し、そのぶん底径が若干大きくなる。椀B

は大型法量のものがよくわからないが、通常法量は 13.5ClD程度で、高台が高く踏ん張る形態を持つ。当法量に

ついて、大型椀とは言えないが、高台が足高状を呈することは、 SK43'SK44で存在した椀B大型法量形態を

継承する器種の可能性もある。血Aについては口径 11ClD台と、椀Aよりも小型法量を呈する低平な器種で、椀

Aと同じような底径をもっOただ、椀Aが口縁部内湾気味であるのに対し、皿Aは口縁部が外反気味となる器形で、

外而ロクロヒダの顕著なものが多い。器形や法量から見て、古代VIl期に出現する皿Bを継承する器種であり、

この時期に出現してくる小皿とは別系統の器種であると理解する。その他の器種としては、 VI期以来の古代的な

技法による北陸型煮炊具が各器種生産されており、底部叩き出しに伴う内面当て具は木製無文当て具が使われて

いる。また、管状土錘なども生産されており、古代に通常見られる土師器器種の生産が行われていると言える。

以上の土師器様相を、 SK43・44と比較すると、椀Aの小型化と深椀型の内黒椀 Bの存在など (明瞭な深椀型

内黒椀Bは出越編年皿 I期からとされるが、その走りとなる深椀形化は出越 II2新期、つまり古代四 2古期併行

期にあると見る。出越茂和 19971北陸古代後半における椀皿食器(後)Jr北陸古代土器研究』第7号)、SK43・

44に後続する時期の資料、古代田 2古期に位置づけ可能と判断される。SK43・44に皿Aはなく、 VI期と断絶感

もあるが、この時期は本来、消滅傾向にある器種であり、当;焼成坑で、の定量出土は偶発的なものであったと理解

されよう。SK43・44においても少ないながらも、 VI期から継続的に生産されていたと見るべきである。従来、

古代VD2期の土師器様相は、古代VI期から中世的な土師器生産へ大きく転換していく時期と把握されてきたが、

当土師器様相を見る限り、内黒椀焼成や窯道具使用、 皿Aや北陸型煮炊具の継続的な生産など、南加賀窯での古

代土師器生産を強く継承するものと言える。ただ、北加賀地域では確認できない土師器様相であることは確かで

(出越前掲論文)、南加賀地域特有の土師器様相ないしは南加賀窯関連遺跡ならではの様相と言えるものだろう 。

4. SK52出土遺物

SK52から出土する土師器は極めて少なく、その中でも 当焼成坑において焼成破損廃棄された土師器となると、

10個体にも満たない。78の外面ハケ目調整を施す在来型長胴釜、 79の外面叩き成形後のカキ目調整を施す朝鮮

系長胴釜、 80の外面叩き成形後のカキ目調整を施す朝鮮系深鍋など、いずれも土師器煮炊具であり、食膳具器

種の焼成は確認できない。いずれも、焼成に伴う焼け弾け痕跡をもつもので、 77の在来型技法に よる長胴釜は

当土坑への混在品と見られるが、 これも含めて、全体的には古代 II1期から II2期頃に位置づけられるものと考

えられる。胎土は全て地元B類であり、当胎土が当遺跡内ないしはその近隣地で生産された土師器であること

を物語る。なお、焼成する煮炊具のうち、半数が朝鮮系技法による煮炊具であったが、ハケ目調整やケズリ調整

などの在来型技法を併用するものであり、地元の土師器製作者との技術的融合の産物と評価されるだろう 。
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第田章 今回報告区域出土の造物

第51頁 土器溜まり出土遺物

古代に位置づけられる土器溜まり遺構と中世 (11世紀後半代前後)に位置づけられる土器溜まり遺構とがあり、

以下に項目を分けて述べることとする。

1 .古代の土器溜まり遺構出土遺物

今回の報告区域では、 6箇所の古代土器i留まり遺構が確認されるが、遺物を図示できたのは、お 38Gr土器i留

まり、さ 35Gr土捺溜 まり、し 36Gr土器i留まりの 3箇所のみである。

〈お38Gr土器溜まり〉 出土遺物は土師器煮炊具が主体を占めるが、大半が破片出土であ り、図示したものは

須恵器のみである。 1. 2 . 4・5の古代II1-II2期に位置づけられる一群と 3・8の古代V期に位置づけら

れる一群とに分けられ、複数時期において土器廃棄が行われたことを示す。須恵器は残りのよいものが多く、 8

の双耳瓶は口頭部を欠いて埋納した完形品である。7の壷A底音1)片は胴音1)以上を欠損するため、時期判断できな

いが、内底面に顕著な磨耗痕跡を残す底部完形品である。査器種の底部内面が顕著に磨耗していることと胴部下

端できれいに割り揃えられていることから、墨痕の確認はないが、転用硯と判断した。

《さ35Gr土器溜まり〉 広範囲に及ぶ土器溜まりだが、図示した土器は時期的にまとまりがあり、単一時期の

土器廃棄資料と位置づけられる。須恵器食膳具の完形や半完形がまとまって出土しており、 9-17の坪蓋 ・杯

身器形から、古代II2期新相段階から II3期に位置づけられるものと理解される。16の杯B身以外は貯蔵具も

含め全て南加賀窯北群産であり、杯蓋内面に磨耗痕の見られるものが目立つ。注目される器種としては 19の須

恵器甑がある。胎土は須恵器と同様のもので、三角形板状把手が付されるタイプである。胴部沈線を施す点など

A地区 SI23出土の須恵器甑に類似しており、同様の器形を呈すものと理解される。なお、同様の器形を有す土

師搭甑がA地区 SIl2でも出土している。これについては、朝鮮系煮炊具と位置づけているものである。

《し36Gr土器溜まり〉 遺物出土量はあるが、出土土器に時期のまとまりがなく、図示した須恵器は古代II3

期から V期にかけて位置づけられるものである。このような共伴資料の状態のため、時期の帰属は困難だが、 27

の転用硯は注目される資料である。中聾サイズの硬質焼成された須恵器斐底部付近の破片を楕円形に割 り揃えて

イ乍ったもので、平面形を整えるように縁部を細かく調整している。長さ 12.8cm、'I']j¥10.7 cmを柳川、硯面として

使用される凹面には顕著な磨耗痕を残す。凸面の接地面付近にも擦れたような磨耗痕が見られ、縁部の割り揃え

た面においても一部磨耗が確認される。明瞭な墨痕は認められないが、比較的長期において使用された転用硯と

考えられよう 。外面の Hb類叩きと内面の Db類当て具から、古代E期頃の須恵器整である可能性が高く 、胎土

は能美窯産と推察される。額見町遺跡において須恵器聾片を使用した転用硯は複数存在するものの、当製品につ

いては形状や整形の丁寧さなど他とは明瞭に区別できる秀品と言えるもので、俗に「猿面硯Jと呼ばれる転用硯

と評価できる。定型硯に近い位置づけがなされるような転用硯であったと考えられよう。

2. 中世の土器溜まり遺構出土遺物

土師器食膳具を中心、とした大量土器廃棄遺構が、す 35Grを中心とした区域に確認できており、ここから出

土する中世に位置づけられる遺物を上層土器溜まり遺構出土遺物として報告する。上層土器溜まり遺構は、せ

35Gr、す 34Gr、す 35Gr、し 35Grの4つのグリ ッドに またがって存在しているが、特に同時期に位置づけられ

る中国産白磁と東濃産灰紬陶器については、他のグリッド出土のものについても 、ここで取り上げることとする。

a.土師器食膳具の概要

上層土器溜まりから出土する土師器食膳具は 975点の破片数を数える。他のグリッドや古代遺構などの上層に

混在するものも含めると 2，048点あり、そのうちの 396点、つま り2割が内黒焼成品である。上層土器i留まり資

料に限っては 15%が内黒で、他は通常焼成の土師器である。通常土師器には赤色酸化鉄粒を練り込んだ赤色品

や白色粘土を使用した白色品、通常土師器色のものがある。黒、赤、白といった色彩を意識 したものであ り、黒

は漆器や瓦器を、赤と白は紅白観念を土器に投影したものと理解される。

全ての食膳具器種は、底部回転糸切 り離しのロクロ成形品だが、ロクロの惰力は弱く、 口縁部は歪み、全体的

に作りが粗雑なものである。器種は椀と小皿に大別され、底部形態からそれぞれ平底、厚底、柱状高台、輪高台

に分類される。平底と厚底、厚底と柱状高台の識別については、当初底部厚で分けていたが、形態的に高台状に

底部突出するものとそうでないものとの識別根拠から、底部が厚くても台状ではないものについては全て平底と

し、厚底は分類から除外した。
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第 2節各遺構出土泣物解説

器種構成は、通常土師器が平底椀44%、柱状高台椀4.2%、輸高台椀 1.4%、平底小皿 31.1%、柱状高台小皿6.7

%で、内黒土師器が平底椀4.4%、柱状高台椀 2%、輪高台椀4.2%、柱状高台小皿2%で構成される。この数値は、

底部識別個体点数での割合表示のため、どうしても破片数が多くなる椀器種が高く出るが、実測点数に示すよう

に、小皿と椀とはその割合が逆転するのが実態であろう 。

土師器胎土について、観察表での胎土表示はH-Oで表示しであるが、 Hは平安末期胎土という意味で、ここ

ではアルファベット部分の分類のみ表記する。胎土は 5類に分けられ、 A類と B類は地元産胎土と考えている。

両者とも細砂粒を多量含有する破面のガサック粘土質胎土で、古代の地元A類胎土に類似する胎土と言える。光

る鉱物を少量含有し、濁った淡肌色系呈すA類と、光る鉱物を多く含有し、赤色酸化鉄粒を混在させて赤く発色

させる B類とに分けられる。これ以外はもともと地元にない胎土であるが、その中ではD類胎土が量も多く、地

元圏内で、の生産を予測させるものである。細砂粒を少量混在するも、全体的に粉っぽい胎土で、白色系統の粘土

素地をもっ点は、能美地域に産地を持つ可能性がある古代地元B類胎土に近い。なお、この胎土は白色粘土その

ままの発色を呈すDl類と鉄分含む、にぶい樫色か酸化鉄粒練り込む樟色を発色させる D2類に細分される。

以上の胎土に対し、 C類と E類は出土量が少なく、搬入品的な様相を持つ。C類胎士は綴密で、粉っぽい胎土特

性をもち、海綿骨針を含む。古代土師器搬入A1類としたものに類似しており、松任地域や金沢地域に多く見ら

れる胎土と言える。酸化鉄粒を練り込んだ糧色を呈す C1類が主体的だが、胎土素地のままの白色を呈す C2類

も少量存在する。E類胎土は極めて微粒の砂粒を素地に含むシル ト質の胎土特性をもつもので、石英質の鉱物を

多量に含有するなど、古代地元D類としたものに類似している。古代においても当胎土は多く確認されているも

のではないため、搬入品的位置づけをすべきものだろう 。C類が北加賀地域の海側胎土とすれば、 D類は末窯産

胎土に類似している点など山側胎土と位置づけられるものかもしれない。

b. 土師器食膳具の器種別類型概要

〈通常土師器食膳具〉

平底椀 全体的な器形から、体部椀形で底部が厚く突出する a類と 、体部椀形で大きな底径をもっ b類、休部大

きく聞く器形で薄手の c類に分けられる。a類はA類胎土、 b類と c類はD類胎土 (D2類主)で、 B類胎土は

底部破片のみの図のため、器形分類していないが、底径小さく、体部立ち上がりのやや立つ器形のものである。

底部が厚いものであり、器形的に a類に近い可能性を持つ。全体としてはD類胎土が主体的だが、 A類と B類は

同系胎土であり、合わせれば措抗した占有率であった可能性もある。a類 (28・29)は内底面にロク口調整時の

螺旋状痕をもち、外面にロクロヒダ状を残すもので、b類は、体部が開き気味で外面ロクロヒダを顕著に残す

b1類 (30・31)と、口径が小さなめで、内面に螺旋状痕をもっ b2類 (32)、b2類に近いが内面仕上げが平滑で、

やや薄手に作られる b3類 (33)の3つに細分される。 c類も、やや厚手で体音[1は内湾気味となり、口縁部上端

摘み上げで体部外面にロクロヒダを顕著に残す cl類 (34・35)と、口縁部形態と体部外面ロクロヒダは cl類同

様だが、底部薄手で大きめの底径を呈す c2類 (36. 37 . 38)、小型底部で体部椀形を呈し全体的に火色発色をも

っ c3類 (39・40)とに細分される。主体はD類胎土の b'c類で、複数の作り手が存在していることを示唆する。

法量は口径 13~ 16 cmに分布するが、口径 13cmの32を小法量、 16cm弱の 37を特大法量として分けることがで

きれば、主体の 14~ 15 cmが一般的な法量と位置づけることができょう 。

柱状高台椀 口縁部まで遺存する資料はなく、体部下半以下の資料のみである。明瞭に柱状を呈すものは 52と

56のみで、他は底部が若干突出する程度のものである。胎土は地元産と言える A類、B類、D類で、平底椀と

同様で、ある。

輪高台椀 当器種についても遺存良好資料は少なく、分類まではいかないが、胎土によって概ね器形に特徴があ

る。A類胎土は 58と61で、体部が厚手で聞かずに直線的に立ち上がり、隅丸方形高台が短く踏ん張って付く 。

62のB類胎土も同様の高台器形をしており、これからも同系地元産であることが窺い知れる。D類胎土の 60も、

類似した高台形態であるが、台径が小さく、比較的薄手を呈す特徴を持つ。これに対し、北加賀系のC類胎土は

体部が薄く直線的に開く器形で(57・59)、外面に顕著なロクロヒダをもち、内底面に螺旋状痕跡を残すものである。

高台は径が小さく足高気味となるもので、断面三角形状を呈す特徴を持つ。

平底小皿 全体的な器形から 、体部が直線的に聞き口縁部上端を若干摘み上げて面を作る a類と、体部下位椀形

に立ち上がり口縁端部で丸くおさめる b類、体部下位椀形後聞いて立ち上がる体部薄手作りの c類、体部立ち気
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第皿掌 今回報告区域出土の造物

味に直線的に立ち上がる d類、全体的に厚手で口縁端部内面が丸く肥厚する体部ロクロヒ夕、を残す e類の 5類に

分けられる。a類と b類はA類IJ台土主に一部B類胎土、 c類と d類はD類胎土 (D2類主)、e類はC類胎土と E

類胎土で、器形類型と胎土類型との整合性が認められる。胎土の主体はA類胎土で、次いでD類が占め、搬入品

的位置づけのC類胎土と E類胎土は僅かしか確認できない。

各類型とも、さらに細分が可能で、、a類は体部薄手で口縁部上端をシャープに摘み上げする a1類 (63-67) 

と、底径大きく底部も薄手に仕上げる a1'類 (70・71)、器形は a1類に近似するが体部厚手で口縁部端面形成す

るa2類 (68・73・74)、底部厚く突出気味で口縁部端面形成する a3類 (69・72)、口縁部端面形成するも全体

的に極めて厚手で雑な作りをする a4類 (78)の5;{重に、 b類は底部厚いが体部は薄手となって口縁部外反する

b1類 (92-98・100)と、底部突出気味で全体的に椀形に立ち上がる極めて薄手の作りをする b2類 (75・76)、

b2類同様の器形だが厚手を呈する b2'類 (77)、b2類をひしゃげた形と した肩平器形の b3類 (89・90)の4種

に、c類は底径が小さく突出気味で、体部外面にロクロヒダを残し、口縁部内面に沈線状の窪みを持つ cl類 (80・

82 -84・86・87)、体部底部とも薄手でやや扇平気味となる c2類 (81・85)、比較的厚手で口縁部内商に稜を形

成して端部へ先細りとなる c3類 (88)、口縁部肥厚してやや外反気味となる c4類 (99)、口縁部外側が肥厚する

タイプで扇平器形を呈す大型の c5類 (91)の5種に、 d類(103・104)は体部外面にロクロヒダを残す大型で

厚手の d1類 (103)とロクロヒ夕、なく 通常サイズの d2類(104. 105)の2種に、巴類は全体的に扇平器形で大

型呈す e1類 (101・102)と、通常口径で口縁部内面に沈線状の窪みを持つ e2類 (79)の2種に分けられる。以

上のとおり、平底小皿については完存する資料が多かったため、かなり細かく類型提示を行ったが、胎土との整

合性など、類型は作り手のま とま りを示している可能性がある。それは器種を越えての作風の共通性 (平底小皿

c類と平底椀 c類での、体部薄手作りやロクロヒダ、発色などでの共通性)からも裏付けられるが、ただ、確認

できたのは一部の類型に過ぎない。

柱状小皿 全形のわかる資料が少なく 、器形分類までいかないが、体部器形において深い椀形を呈すもの(106

- 113)と浅い椀形を呈すもの(114- 116)、体部が開いて皿形を呈すもの (117~ 123)とがある。台は高い

ものから低いものまで様々であり、上記器形との関連性は希薄である。胎土はA類、B類、 C類、D類、 E類が

あり、 A類が主体的で、、特に深い椀形を呈すものはA類かB類やD類の地元胎土に限られる。搬入品的なC類や

E類の胎土は全て体部血形を呈すもので、 A類・ D類胎士に体部皿形を呈すものも一定量見られるが、当器形の

過半数は搬入品系胎土が占める。

当器種の底音11には粘土の練り込み不足による隙問状の空洞が確認されるものが多い。これは底部円盤を円柱で

作ったための痕跡で、所謂底部円柱造りと言われる成形技法によるものか、底部円盤を同じ底径で量産するため

に粘土円柱を作って適当な厚さに輪切りにして底部円盤を作ったものであろう 。粘土円柱を作る際に粘土練り込

みが弱く、粘土の隙聞が生じたまま上記の工程を行ったために、113・114・117・123のように外底面に陥没痕

が出た ものだろう 。116・120については内底面に陥没痕を残すが、 これについても同様の理解が可能と判断さ

れる。なお、このような痕跡は 44や 51のような底部厚作りする椀にも確認できており、同様の技法によって底

部円盤作りを行っていた ことを示唆するといえよう 。図示していないが、柱状高台の底部破片の内底面に反転し

た糸切り痕を残すものが複数確認でき、この点からも底部円盤製作に円柱作り技法が採用されたことを物語る。

〈内黒土師器食膳具〉

通常土師器に比べて作りの丁寧なものが多く、口縁部のゆがみが少ないなど古代的な土師器成形に近い。通常

土師器よ りも優品扱いされた器穫であり、古代的な技法を継承する可能性はある。ただし、内黒焼成方法は古代

の南加賀窯や当遺跡土師器焼成坑の合わせ口焼成とは異なり、地元胎土のものでも伏せ置き法による内黒焼成が

行われたことを示す、外面口縁部の炭化の漏れが波状に認められる (望月精司「古代末期における土師器生産形

態の変質Jr北陸古代土器研究』第7号、 北陸古代土器研究会 1997年)。 後述する底部技法など、古代の成形技

法からは系統的に断絶するものと理解するのが妥当だろう 。

内黒品は椀を主として構成されており、 小皿類は柱状高台小皿 146をl点図示できたのみである。イ本部椀形を

呈するもので、A類胎士、内面ミガキ調整は施されない。椀類は器種組成率では平底椀が定量存在することと

なっているが、図示したとおり、全形のわかる資料はなく 、底部破片にとどまる。前述の器種構成比率で示した、

底部破片計測において、底面黒斑のものもこれに含んだ可能性があり 、その辺は差し51いて考える必要性がある。
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このように、内黒品で主体を占める器種は輪高台椀と柱状高台椀であり、特に輪高台椀が目立つ。当器種におい

ては通常土師器を凌ぐ量であり、それは当器種が何をモデルに、どのような目的で作られているかを端的に物語

るであろう 。

輪高台椀 胎土により器形や調整方法が明瞭に異なる器種で、土師器食膳具の中では C類胎土の占める割合が最

も高い。A類胎土は全て低平な貼付高台で、高台貼付の際に底面糸切り痕を全てナデ消すものである。内面調整

も成形時のロクロナデのままとするものを基本とする。当タイプは、底径小さく、体部上半が直線的に聞いて立

ち上がり口，縁部内面で肥厚する a1類 (124~ 126)を基本とするが、体部が椀形に立ち上がる a2類(127・128)

もあり 、a2類については部分的に粗いミガキ調整が施されるもの(128)もある。A類胎土同様に南加賀地域系

地元胎土と言える D類胎土も貼付高台によるものである (b類)。 ただ、 a類に比べて台径が大きく、高台も高

めであり、底面のナデ消しはなく糸切り痕を残す (129)。体部は椀形に立ち上がった後に口縁部で外反する器形

を呈しており 、横方向の回転使用したような粗いミガキ調整が施される (135)。間隔の疎らなミガキ調整で、底

面付近には施されなかった可能性が高い。これに対して C類胎土は内面に丁寧なミガキ調整を全面に施すもので

ある。底部欠損するもののみであるため、詳細は不明であるが、北加賀地域のものであれば、高台は貼付ではな

く、底部縁辺を摘み出して作るタイプであった可能性が高い。体部器形は、体部下位で張りをも って立ち上がり

口縁部で長めに外反する cl類(131・132)と椀形で深く、口縁部短く外反する c2類(133・134)がある。

柱状高台椀 前述の輪高台椀で定量を占めた C類胎土は確認できず、搬入系ではE類胎土(143)が確認される

のみである。底部が厚いだけで突出する器形のものではないが、内面には横方向の粗いミガキ調整が施される。

体部器形など輪高台椀 c2類に近似しており、同じ北加賀系と言えるものである。当器種において主体を占める

胎土はA類 (136~ 139)で、底部が円盤状に突出するものである。柱状を呈すほど厚いものはなく、厚底椀的

な器形を呈す。内面ミガキは施されず、底面の糸切りは明瞭に残る。D類 (140~ 142) も内面ミガキ調整の施

されないもので、底部の突出する器形を呈す。体部境から底面へやや裾広がりとなる器形を呈 しており、 A類よ

りも底部はやや柱状を呈す。

c. その他の器種について

出土量の 95%以上を土師器食膳具が占めており、他の器種は僅かの土師器煮炊具と管状土錘や紡錘車等土師

質土製品、そして国産施軸陶器と中国産白磁が数点出土する程度である。

〈土師器煮炊具〉

当遺構より出土した土師器煮炊具は、図示した 3点の鍋のみである。A類胎土の 148とD類胎土の 147・149で、

149の底部破片は大型の平底器形を呈す。底面には糸切り痕があり、大型の浅鍋的な器種であったと思われる。

147・148は口縁部外屈する小型浅鍋器形で、内外面ともロクロによる調整痕はなく、外商には指頭痕、内面に

はへラナデ痕を残す。外面に煤が付着しており 、煮炊きに使用された器種であることを物語る。浅鍋的器種では

あるが、器形や技法など古代煮炊具の系譜から完全に逸脱したものであり、当期の土師器生産が古代とは異なる、

全く新たな技術大系、土器様式の中で行われていたことを示す。

〈土師質土製品〉

通常土師器の輪高台椀の底部を転用した紡錘車と管状土錘が各 1点出土しているのみである。前者はB類胎土、

後者はD類胎土で、管状土錘 151は中膨らみしない円筒状の大型のタイプである。転用紡錘車 150は輪高台椀の

底部を焼成前に切り揃えて、底部中央に1.2cm程度の円孔を穿ったもので、円孔周縁には使用による細かな欠け

が認められる。

〈陶磁器類〉

包含層出土のものも一緒に図示しているが、上層土器i留まり出土のものは 152の国産灰糊陶器碗と 161・164

~ 166の中国産白磁碗のみである。灰紬陶器碗は、胎土等から東濃窯産と推察されるもので、施紬が口縁部のみ

の浸け掛けで内面にのみ見られる点や体部から口縁部への器形、口径の大きさなどから考えて、灰利陶器から山

茶碗への過渡期にあたる、明和 27号窯式期の新相から西坂 l号窯式期の古相頃にかけてのものではないとかと

推察される (山内伸浩 「結語Jr白土原 14号窯発掘調査報告書J多治見市教育委員会 1994年)。 白磁はいずれも

破片であり 、161・164・165の口縁部は幅広の玉縁状口縁形態を呈するものである。山本信夫氏の大宰府白磁分

類のN1類に該当するものと予想され、 166の底部破片の削り出し高台形態で軸に細かな貫入が入る特徴等から
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第 161図 上層土器溜まり遺構出土土師器類型分類図 (S=1/5)

見ても、山本編年で言う、 C期に位置づけられるものと推察される。山本C期の暦年代観については 11世紀後

半から 12世紀前半とされており (山本信夫「大宰府白磁分類と編年 (基礎編)Jr石川県立埋蔵文化財センタ ー

研修資料J1993年)、尾野善裕氏の近年提示 した東濃産灰柚陶器編年観 (尾野善裕「尾張 ・美濃の施柏岡器の研

究と課題Jr奈良文化財研究所平成 13年度埋蔵文化財発掘技術者専門研修 (陶磁器調査課程)資料.1)における

明和 27号窯式期~西坂 1号窯式期の暦年代観である、 1030年代を前後する時期から 1060年頃という年代観等

を考え合わせ、当陶磁器群を単一のものと位置づければ、 11世紀後半代とみるのが妥当と判断される。

他の包含層出土の陶磁器類も、東濃産灰紬陶器と中国産白磁であり 、当土器溜りから散逸 したものと見てよい

だろう 。東濃産灰柚陶器は全て有台の碗であり、 156の体部下位ケズリ調整で三日月状高台をもつものは、丸石
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2号窯式に遡る可能性があるが、これ以外は、153~ 155の内面施粕のみの体部破片や 157の内底面に施紬が認

められない底部破片などから、西坂 I号窯式期を中心として一部明和 27号窯式期に遡る時期のものと推察され

る。中国産白磁碗は、158~ 160の口縁部破片が幅狭の玉縁状口縁をもっタイプで、 これには全て細かな貫入の

入る陶器質の胎土をもっ。山本分類の II1類に該当するが、 162・163の幅広玉縁状口縁を呈する山本N1類と

同時期のC期に位置づけられるものであり、 上層土器i留まりで出土する陶磁器類と同一時期の資料と見てよいだ

ろう 。なお、数量は少ないが、白磁皿の底部破片 167・168も出土している。平底で内底面の見込み部に段をも

っ特徴があり、山本分類の V類とされる、 C期に位置づけられるものである。

d.上層土器溜まり出土土師器に関する編年的位置づけ

これまで述べた上層土器i留まり遺構出土土師器群について、共伴する東i農産灰紬陶器や中国産白磁の暦年代観

より、 11世紀後半頃に位置づけられるものであると考え られるが、 再度土師器食膳具の様相について特徴をま

とめ、南加賀地域での編年的な位置づけを試みてみたい。

まずは器種組成の特徴だが、定型化した平底小皿が食膳具の主体を占める段階にあることである。当資料の底

部破片割合では、平底椀が平底小皿を凌ぐが、先述したように実態としては平底小皿と平底椀とが同じ割合を占

める状況であったろう 。また、柱状高台をもっ椀.Jlllが一定量存在すること、輪高台椀の減少、そして内黒焼成

器種が古代的技術とは切り離された形で出現し、 1割以上を占めていることも特徴と言えよう 。

このような組成特徴を有する南加賀地域の資料といえば、田尻シンペイダン遺跡 01大溝資料や松梨遺跡 SD04

中上層資料ーがある crシンポジウム北陸の 10・11世紀代の土器様相』北陸古代土器研究会 1997年)。 中国産白磁

碗の共伴なども共通する要素であり、田嶋編年の中世 1-II 1期に位置づけられることとなる。しかしながら、

各個別器種の器形や法量で比較すると、平底椀器形の違い (口径は同様の数値だが、器形についてはシンベイダ

ンの方が底径大きく、深身で厚手を呈す特徴があり、体部の直線的に聞く新型器形も出現している)、平底小皿

での口径の違い(当資料は 9~ 10 cmに分布するが、シンペイダンは 9cm前後に小型化しており、底径の大きな

盤形の新型器形も出現している)など、シンペイダンよりも確実に古手の様相を持つ。
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第162図 南加賀地域の中世 1-1I 1期土師器(断面黒塗・田尻シンペイダン資料、断面白抜:松梨資料、s=1 /5) 

南加賀資料ではシンペイダン以前の資料となると 、田嶋中世 1-I期の敷地天神山遺跡 l号溝資料が該当する。

当資料よりも平底小皿の口径が確実に大きく、器形が小皿出現期の様相を色濃く出すなど、土師器様相に大きな

較差がある。南加賀で当期の良好な資料が欠落しているという点が問題であり、北加賀の資料で補えば、戸水ホ

コダ遺跡 SK70資料や戸水大西遺跡 SDl66下層資料 (a. b)が当期の資料としてあげられる。平底小皿主体

組成や内黒椀類の増加、中国産白磁類の共伴など共通要素があるが、柱状高台器種は定着の段階にはなく 、輸高

台椀も当上層土器溜ま り資料よりも依然、として定量を占める様相にある。加えて、平底小皿の口径は口径 10cm 

前後と若干大きく、平底椀においては口径 13cm前後のひとまわり小ぶりで椀形を呈するものが主体的である (出

越茂和 111世紀の土器群Jr大友西遺跡II (本文編)j金沢市埋蔵文化財センター 2002年)。 以上総合すれば、

当上層土器i留まり資料とは型式的に隔絶するものと評価でき、やはり 、田嶋中世 1-II 1期に該当させることが
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妥当と判断される (出越氏の古代後半土師器編年ではill3期に該当。出越茂和 「北陸古代後半における椀皿食器

(後)Jr北陸古代土器研究J第7号 1997年)。ただ、その中では最古段階的様相をもっ資料と位置づけられ、田

尻シンペイダン資料はこれに後続する中世 1-II 1期新段階資料と評価されよう 。

なお、当上層土器i留まり資料ーからは、北加賀胎土をもっ平底小皿や輪高台椀、内黒輪高台椀が出土している。

特に内黒輪高台椀 c類は、口縁部で強く外反する特徴的な器形をしており、高台部が欠損するため、全形での比

較はできないが、戸水大西遺跡 SDl66a . b資料に類似する。中世 1-II 1期に位置づけられる戸水大西遺跡

SK195資料では口縁部外反しておらず、当器形は中世 1-1期的器形と評価されるものである (出越氏教示)。

北加賀地域と南加賀地域の土師器様相には型式差とも捉えがちな様相差があり (北加賀の方が古い器形を残存さ

せる傾向がある)、両地域の型式的併行関係は精査する必要性はあるが、当上層土器溜まり資料の北加賀産通常

土師器の平底小皿や輪高台椀は、中世 1-1期に位置づけられる特徴を有しておらず、現段階ではやはり中世 l

-II 1期の中で考えるのが穏当だろう 。ただ、田嶋氏が中世 1-1期の編年概要とした「四期以降進行してきた

法量規格が整備、完成される段階とできょう、それは小皿の形態的完成期ともいえる。 .• • (中略)...小血は

一層規格化 し、口径は 9センチ代に縮小、.• • • (中略) ー 椀Aでは 12センチ前後の小皿との中間的なものが

欠落、淘汰され、大型品からなり 。小皿との法量区分は明確となる 0 ・・ (中略) ・形態では柱状高台が確実

に出現し、椀Bで近畿地域の土師器ないし瓦器に類似したものが顕在化するJ(回嶋明人「加賀地域での 10・11

世紀土器編年と暦年代Jrシンポジウム北陸の 10・11世紀代の土器様相』北陸古代土器研究会 1997年)の諸要

素は、当上層土器溜まり資料に該当する部分もあり、南加賀地域資料による当期の編年指標を再検討する必要性

を感じる。額見町遺跡ではH地区で当期の資料が出土しており、その辺の検討も含め、後の報告で再考したい。

¥キノに宮
、二D ド~そ
でとノ I ~グ
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第163図 北加賀地域の中世 1-I~n1 期の土師器(金沢市戸水大西遺跡資料、 S= 1 /5) 

〈ピット出土土師器食膳具について〉
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以上、上層土器溜まり出土土師器食膳具について述べたが、ピット中からもほぼ同時期の土師器食膳具資料が

出土 している。平底小皿と 内黒輪高台小皿、平底椀、管状土錘があり 、26・27・29の平底小皿は、口径 9cm台

程度、体部外傾器形を呈すことから、上層土器i留まりと併行期の中陛 1-II 1期に位置づけられる。これに対し、

30の平底小皿は口径 10.5cmとひとまわり大きく、古相を呈するものである。器形的に小血定型化段階のものと

位置づけられるが、その中でも初期の中世 1-1期に位置づけられるものとみる。31の内黒輪高台小皿は同じ

ピットから共伴して出土するもので、特殊な器種と言えるが、当期は柱状高台小皿の出現期でもあり 、定型化

以前の様相とも理解されよう 。32の平底椀も口径や器形など中世 1-1期に位置づけられるものと考えられる。

口径 12cm台の体部がま っすぐ外傾する器形で、漆町フルミヤ 3号井戸出土資料に類似する。33・34の管;1犬土錘

は時期不明だが、中世的胎土、焼色特徴をもつもので、大型で、太い形態を持つ点など、中世 l期に位置づけられ

るものと見て大過ないだろう 。このように、ピット出土のものに定量の中世 1-1期の土師器が確認されたこと

は重要である。包含層より出土する東濃産灰紬陶器に、丸石2号窯式に遡る可能性がある、体部下位ケズリ調整

で三日月状高台をもっ 156が確認できており 、この時期に伴う資料と判断される。
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第61頁 炉状遺構、ピット及び包含層出土遺物

1 .炉状遺構出土遺物

第四章 今回報告区域HI土の造物

鍛冶炉などの手工業生産に関連するような遺構は除外して提示しているため、ここで炉状遺構というのは煮炊

きに伴う火処か、祭把的な非日常的行為に基づく火処、または土器製塩などに伴う焼き塩するための火処も可能

性としては想定される。ただ、通常の煮炊具の出土が多いことから見て、多くは日常の煮炊き行為に伴うものと

理解される。出土量の比較的多い遺構は、 SJ02とSJl3、SJl6で、いずれも煮炊具主体に図示しである。

SJ02は2-4の土師器長胴釜と浅鍋、5の製塩土器が出土する。煮炊具器形から古代N2-V1期に位置づ

けでき、製塩土器も同時期のものと考えられる。当製塩土器は底部丸底風となる小型鉢状器形を呈すもので、か

なり薄手に作られている。

SJ13は 10-14の5個体の土師器長胴釜と 15の石製支脚が出土 している。長胴釜は古代N2期に位置づけら

れるもので、南加賀窯産胎土をもっ。いずれも胴部上位以上の破片であり 、外面被熱による煤痕跡などは確認で

きない。ただ、石製支脚は強い被熱による赤色化が認められており、ここで煮炊きした容器類なのであろう 。

SJ16は 18-21の土師器短胴小釜、浅鍋、甑が出土している。いずれも南加賀窯産で、短胴小釜の平底形態

や浅鍋の口縁部器形などから古代N2期頃と判断される。甑とした 19は口縁部へやや窄まり気味となるもので、

口縁部下 3cmにしっかりとした突帯が巡る。甑にしては大きな突帯であり 、口縁部器形などは羽釜に類似する。

2. ピット及び包含層出土遺物

1つのピットからまとまって出土する遺物もないため、ここではピットと包含層出土のものをまとめて述べる

こととする。なお、ピ ットから は中世 l期の土師器食膳具が複数点出土するが、上層土器j留まり考察部分でまと

めて述べているので、ここでは除外する。

a.須恵器及び須恵質土製品

須恵器は古代 I1期から VI2期まで、長期間、各時期のものが出土している。最も古いものはピット出土の

37で、立ち上がりの長さや口径の大きさから古代 I1期古段階に位置づけられる。前回報告のA.D地区もそ

うであったが、今回報告地区でも古代 I1期を遡る時期のものは確認されておらず、当集落遺跡が古代 I1期に

成立する集落であることを物語る。この時期に位置づけられる須恵器は竪穴建物でも決して多いとは言えないが、

包含層からは I1期に位置づけ可能な銃 (104)が出土する。体部中位で沈線が巡り、口縁部へと内傾する器形

のもので、体部下位には丁寧なケズリ調整を施すなど精製品として作られたものである。内面降灰の状態から有

蓋器種と考えられ、古代 I1期の中でも新段階に位置づけられるだろう 。胎土は南加賀窯南群産であり、那谷金

比羅山 6号窯出土のものに似ている。類似する器形の銃がもう 1点出土している (105)。やや厚手でケズリ調整

を施さない南加賀窯北群産のもので、無蓋器種の可能性がある。

他の須恵器器種で注目されるものは、 122から 125に上げた特殊な貯蔵具類である。

122は外面にHa類叩き、内面に Db類当て痕跡を残す厚手の大型鉢で、口縁部破片のため、詳細な器形は不

明な部分を残すが、底部は丸底になる可能性が高い。中華成形途中に何らかの要因で成形を断念せざるを得なく

なったものを、器種変更して大型鉢としたものと予想され、胴部中位で切り揃えて、ナデ調整で口縁部に仕上げ

たものだろう 。口縁部上端まで叩 き成形痕跡が残っており、それをナデ消しているのが観察される。

123は獣足装飾をした瓶類の脚部破片である。脚部は短く踏ん張る形態で、 6箇所の切込みを入れて、爪の表

現をしている。胴部は横瓶のような偏口瓶の形態であり、上部に口縁部、下底部に脚部、側面と後部に羽装飾を

施す鳥形瓶と推察される。北陸では古代II3期からE期に出現し、 V期頃まで見られる特徴的な器種であり、南

加賀から能登、越中、越後、そして会津、出羽にまで波及し、出羽では 9世紀後半代まで当器種が残存する(吉

田江美子「鳥形須恵器についてJr山形考古』第7巻第4号 山形考古学会 2004年)。 額見町遺跡ではA地区

で後部破片と思われるものが出土しているが、これとは異なるタイプのものと言えるだろう 。

124と125は甑と思われるものである。124は三角形把手をもち、把手部分に太い突帯が巡る、突帯付き甑と

推察される。同様の事例は知らないが、突帯の貼付される場所は、通常は沈線装飾が施される部位にあたってお

り、沈線装飾と同様の意味で施されたものなのだろう 。125は小破片のため、確証はないが、 2本の桟が渡る三

孔式の底部を持つ甑と推察する。能美窯産であ り、時期はわからないが、特殊な製品と言えるだろう 。

この他に注目されるものとしては、円面硯や転用硯、窯道具類などの須恵質土製品がある。
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第 2節各泣構出土造物解説

今回報告した円面硯は全て圏足円面硯である。ピット 36の圏足円面硯は、脚部に方形透かしをもつもので、

南加賀窯産 II2 期~m期頃のものである 。 包含層 126 の圏足円面硯は、 II 2 期から E期に位置づけられる南加賀

窯産で、脚部に縦型長方形透かしを 8方向もつ。硯面は厚く、外周に溝をもっ重厚なタイプで、小型であるが熟

練の製品と位置づけられる。包含層 127も圏足円面硯であるが、筆立て付きのもので、既に考察したように、三

方に筆立ての付くものと予想される。横長方形の透かしをもっ器高の低いもので、古代II1期に位置づけられる

能美窯産のものである。SI90出土やA区包含層出土のものと 同一個体になる可能性が高い。包含層出土の転用

硯は、全て杯B蓋の転用硯 (82・83)である。N2期に位置づけられる能美黛産須恵器で、いずれも内面に磨耗

痕跡と墨痕跡を持つ。当報告地区では墨書土器の出土は確認してお らず、転用硯は実用的なものと理解されよう。

須恵器窯道具としては、貯蔵具専用焼台と置台転用品とが出土している。ピット 25・28と包含層 128~ 131 

はいずれも貯蔵具専用焼台で、コースター型を呈すB類に分類される。いずれも南加賀窯産胎土であり、 V期か

らVI期の須恵器窯で使われる形態のものである。底部に窯土が付着したり、口縁部に剥がれた痕跡があるなど、

須恵器窯内で使用されたものであり、製品に溶着したまま持ち込まれ、ここで剥がされたものと考えられよう 。

155 ~ 158の置台に溶着した須恵器窯土塊や溶解土片なども 同様の性格を持つもので、当遺跡内で須恵器選別作

業を行っていたことの傍証資料となるものと理解される。また、包含層 65の須恵器杯Aも窯道具として使われ

たものと理解される。N2期に位置づけ られる南加賀窯産で、焼成前に口縁部を斜めに削り落とし、製品転用の

置台として使われたものと考えられる。貯蔵具専用焼台と同様の位置づけがなされる須恵器と言えるだろう 。

以上、古代に位置づけられる須恵器、須恵質土製品について述べたが、古代II1期から II2期までの須恵器は、

図示したとおり多くの割合を占める。この時期は能美窯産が定量存在することが大きな特徴で、南加賀窯南群産

も定量存在するなど、南加賀窯の中核生産地である北群産の占める割合が低い時期である。II3期以降は南加賀

窯北群産でほぼ統ーされる様相があり、須恵器供給圏や能美窯と南加賀窯の生産動向を考える上で興味深い資料

を提示している。能美窯産が再び増加するのは、古代N2新期からV2期の時期であ り、能美窯で和気地区での

生産が盛んとなり 、南加賀窯の生産が停滞してくる時期に該当する。VI1期以降、須恵器出土量自体、減少する

傾向にはあるが、確認されるものはいずれも南加賀窯産であり、能美窯の衰退を予感させる。

以上のとおり、当窯で出土する須恵器は、南加賀窯産と能美窯産でほぼ占められるが、 一部北加賀産と思われ

る須恵器が出土する。118の小型平瓶がそうで、 12 ~ II1 期に位置づけられる押水高松窯産の可能性をもつも

のである。胎土に大粒の石英を混在させるシルト 質の胎土で、金沢末窯産の可能性もある。

b.土師器及び土師質土製品

ピッ ト、 包含層より出土する土師器、土師質土製品は、破片としては須恵器の量を凌ぐほど出土しているが、

図化できるような遺存状態のよいものは極めて少ない。特に注目されるものとしては 136の赤彩土師器がある。

内外面に丁寧なミガキ調整を施すもので、南|加賀窯産の胎土のものである。口縁部が外屈した後に折り返すよう

に内屈 してお り、つぶれた S字状を呈す。口端部を欠損する浅鍋のような器形も想定されるが、口縁部が内屈し

た後の器形が不明であり、丁寧な作りをする赤彩品であることを考慮すれば、煮炊具器種は考え難いであろう 。

金属器や施紬陶器模倣の器種、例えば羽釜や火舎の ようなものではなかったかと考えたい。その他、 管状土錘や

支脚形土製品、竃形土製品、匝鉢形土製品、焼成粘土塊等を図示したが、特筆する ようなものはない。

C.石製品及び鉄製品

石製品は、大型から小型まで様々な砥石、鍛冶関連の金床石、造り付けカマドや簡易カマドの部材となる切石

など様々だが、出土量は多いとは言えず、ここでは 162の石製紡錘車についてのみ述べておく 。2/3を欠損す

る凝灰岩製のもので、古代 I1期に位置づけられる滑石製紡錘車よりも 、身厚のある形態をしている。表面にミ

ガキ痕跡が残るなど、作 りは比較的悪いが、下端面に崩れた鋸歯文状の線刻が施されるものである。

鉄製品は、銀、刀子、棒状鉄製品、板状鉄製品を図示した。鎌はいずも長頭録で、 166は柳葉形長頚鉱の茎部

下端を欠損する完形に近いものである。刃部断面の両丸を呈すものと予想され、箆被は台関形態を呈す。167の

長頭鍬は、箆被から茎部にかけての破片で、 166よりも大型のものである。箆被が突関形態を呈す。168の長頚

鎌は小型のもので刃部先端と箆被下半を欠損する。刃部が断面三角形を呈すもので、片刃形態を呈す可能性が高

い。171の刀子は両端を欠損する破片だが、刃幅が2cmを測る大型のものである。関は両関だが、位置が不均等で、

やや特異な形態とも言える。169は断面方形の釘と思われる棒状鉄製品、 170は不明板状鉄製品である。
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第 2節 各遺構出土遺物解説
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第166図 炉状遺精・ピット・包含層出土遺物3(ピットー2、包含層一 1、41のみS=1/2、他は全てS=1/3)
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第168図 炉状遭構・ピット・包含層出土遺物5(包含層-3、全て S=1/3)
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付表 額見i町遺跡H報告区域出土古代造物観察表

付表 額見町遺跡E報告区域出土古代遺物観察表

1 .竪穴建物出土遺物
週間 酢セ; 圃別器樋 /11土地占 法量 酌土 色世 時存 時期 圃聾等 欄~.

S1AIE品測8番号9 
5135 l 朝恩杯H董 51351 婦+51344月 ロ13.6 南加通官 5Y7/1・良好 1/10 

2 mM.~ '時 H董 日35.1¥上緬+そ37 |口13.1 7旬加市鮮 2.5¥';;)且針 1/6 SI35-i 

3 Iml1".l{-H輩 5135A UII 口12.1 能聾且サラ七 5Y7Il不且 lノ8 補助ケズリ 1<焼正位 i佐用.ffi無 513ら6

4 痕M!.鈎:H身 S旧5-42.A， !jl廟 ロ12.3，高4.4、畳14.3、 能型通常 7.5Y6/1且肘 2/5 11 底へフ切り植ハケ日ナヂ 亜俊正位 1.使用縦無 51J5.10 

立高Os

5 掴車Jf1l身 5135.16竃前 C下層 。 日11.4、畳13.7、立高0.7 前加砂少 5Y4Il且 112 11 重機11:位 l 5135ド12

6 須]!t杯H身 51J5.l19 11112、畳133、立尚0.9 南加通常 2.5Y7/1良 1/10 11 51J5.15 

7 調車均:11身 5135-10 U9.6.~1日立高0.3 能5陸良サラ土 N5/0良野 1/5 12 使JlIlll.無 5日5-1<1

8 罰~.!!. . 1.不日身 513;H;9.C上倒 口102垂12.2、立高0$ 龍望通常 2.5¥'8/1不且 115 12 盟後正位 l 51J5.13 

9 罰車 t不G董 5135-14.27 口10.0返8.1紐1.4 能美通常 5¥'7/1且 略完 12 王ケズリ 1m幾正位 i、佐用痕無 5日5ト2

紐向。弘前3.3

叩 tti車保口基 51お上婿+ちお [19.6、返削、紐1.6、 能生通常 5Y7Il 良 2/3 12 天ケズリ 盟組正位 I、使用痕無 5135ト3

紐高1.0高3.5

H 調í~!. 杯 G蓋 5135-52 口16.1返8.3 能聾且サラ上 5Y6il.f.l_好 1/4 12 主ケズリ 重後正位 I、使用痕無 51J5.4 

日朝!台。界G蓋 5135s中廟 能聾通常 N6/Q良野 1/3 12 王ケズリ l1i韓正f立I檀IIIlIl無.主ヘフ 51J5.5 

記号rxJ

13 剖W..l;、G身 5135上層 n8.7、商3.4 南加F街E字 2.5Yill略敏 lノ3 12 底ヘフ切り 内体由民間 5135ド17

14 煩車呼G身 5135.98'C上層 41;i高2s 川!植E民主良Jlサラ土
2.5GY6/1堅綴

円会
12 匝ヘラ切り 内円増民間、内底ヘラ記号rIIlJ 5135ド16

151tJ列車 椀F 5135C上贈 5Y5/1 良好 証手持ちケズリ 51J5.18 

16 I JlI!~.両Jf G'1、 5135上層 脚7.<1 市1JI1通常 7.5Y5/1堅緩 脚片 n I? 正位焼 5135ト19

17 須}!'.両陣G'1、 St35B中層 |脚72 南綱l通常 5Y5/1堅級 脚片 s l? 正位焼 日J5.却

18 須忠鉢B 5135-39 円102顕10.1.刷11.4 能葉通常 2.5Y5/1且野 1/10 1-01 5135.21 

19 明盟壷H 5135-27+も38 曹n19向91、3罰9s.刷12.7. 殉加l甫併 2.5Y6/1良 115 2伝』邑 5135.25 

20 罰車・趨 5135竃+つ36 1112.0 期1JI11輔酔 2.5Y7I1堅鰍 U樟片 5135.22 
21 須恵蔵F 5135.102'C上届 L17.1 南1JI1通官 2.5¥'6/1'車線 口頭It 5135ド24

22 割~甑 5135-15 口39.3 F何加通常 2.5Y712且 1120 1-国 外カキ目 5135ト26

23 調車種E 513日 2師 底l日 南1JI1通常 2.5¥'7/1良 U四 H 外出叩き 51J5.27 

剖割忠大量 5m日O [145.0 南1JI1南俳 2.5Y7/1陸線 口揖片 1-日l 外カキ日後備幽列作文 5日5ト盟

25 朝E・1耳毘 513Eト37 4.0x2A 南加通常 2.5¥'4II'iI!ll 脚片 Q-m 匝取り藍車 5135ド29

26 I上師。腕H 51J5.71 口15.6 地5CAI 2.5YR6/4良 1/5 外組ミガキ後下位手持ちケズ世間f伎舞 51J5.4 

'J、内ミガキ

27 土 師 椀11 51~17'49 日14.8、高5.7 地j[;A2 IOYR7I4良 1/3 外ハケ目、内ミガキ 5135ト3

28 土 師 椀F 5135.16 地:n:Al 7.5YR7I4凪 2/3 12-U? 底ヘフ切旬、体下位手持ちケズ両面赤彩 5日ふ1

リ

田 t脚・随F 5135Dよ府 口17.1 地πAI?
l1O0YYR1567A/2e・良良好

1/2。 12-1I? 外下半ケズリ後ミガキ 両l角1荷車 5135.2 

30 _I:師・脆F 513詰'1土ljt.P5'C下局 口19.6 地πBI 1/6 12-1l? 底ロクロケズリー内ミガキ 内而:1¥斑.内出かも' 5135.5 

+SI36+SK46+た37

31 土師短劇 l、蓋A 513S.9'C上届 IJ16.0、朝1'1.0、刷15.6 地ョじA2 IOYR6/3.且 1/15 外ハケ目、l勾へラナデ 内円融帆布、外明剥描 513o凶

32 土師。盟胴小蓋A 513主16.54.116 口15.4.顕13.7.胴16$ 地:n:A2 10YR7ノ2且 lノ6 外ハケ目.内ヘフナデ後ケズリ 内円韓民帯、外胴剥部 5135.7 

33 土師盟胴 l、蓋A 513抽 '1方土坑1 口I7s罰15.7嗣げ4 地主i:A2 IOYR7/3且 1/15 外胴慣ハケ目、内ヘフナデ後ケ内円揖伶術、外胴剥務 5135.10 

ズ'J

剖 t師・恒園小liA SI35A下層 D中層 口14.1、軍i13.5、胴16.9 地冗A2 5YI国14'1込 1/10 9J.ハケ.内ヘラナデ後ケズリ 外亦化剥落。内口悠帯 51J5.l1 

35 上師長胴釜A 513ら82 1 [)9.4、顕172、胴24.0 地元A2 IOYR8/4良好 1/15 件ハケ日内へフナデ 世1H1Il無 5135ド日

36 土師。畏刷釜A 5135.91 日田.0.覇16，5、胴21.0 地元B2 7.5YR7/6良 1/8 12-s 1 内外ハケH 5135トA

37 土師毘廟蓋A 513詰リ方土坑4 口19.0覇18.7 地元B2 7.5YR7I4良野 ロ顕片 12 外ハケ目、内ヘラナデ 5135.B 

38 土師民刷釜A 513ら36 口18.6、事116.1 地元AI IOYR7/3良野 口頭片 外ハケ目司向へラナデ 佐用保無 5135ト11

39 上飾良駅釜A 5135品 口18.6.車16.6 地元B2 7.5YR7/3'良 日新片 12-日l 513与C

40 _t師 畏麟釜B 5135竃22竃揮週 仁125.0 地元C2サフ土 7$YR6/6良好 廟下半片 12-111 外HaU[1き後カキ目、内ケズリ 世周波無、朝鮮*、 51J5.@ 

41 _t師 深 綴A 5135床面 1.2 口222、車却O 地元1¥2 IOYR8/3' !l 1120 外ハケH.拍車療 世月l痕無 5135ド12

42 -1:師仮A 51J5.6曲継~ .;0.-!3 I成口&敏4幻.5高権却5 地元A2 lOYR8/4.n 1/2 I 外ハケ日‘内ケズリ 内下位ヨゴレ上位煤、外ナン、 5135.14

16-18判方土坑1.3 底中央防i本躍し(2穴)

B上Iol.C下附

43 土師甑B SI35-I05. P5床下刺方 し1剖Oほ10.6.高推25.2 地元C2サフ t 7WR7I4血好 1/15 12-IIl 外縦ハケ能力キ目、内ケズリ 世間4匝無胴下端後躍し周2穴 S日ふ15

1:坑3'C中層I¥Jニ騎 穿孔

制 上師製極 t器 日35日中層 地π.1¥2 10Ylm3良野 1110 1-日 内ハケ日調藍 51J5.6 

45 1:1捌竃形A 5135よ脳 地冗A2 lOYR7，ノ3'J込昨 I/'曲以下 12-II2 外ハケ日司内ユピナヂ 内面IJ!付謂 5135.16 

46 石 砥 石 日35竃25 |山X即日 石 安山岩 主形 敏然赤化と臨痕あり、紙面l、重 5135.17

量1.'l3kg

5136 47 調慰問:11量 目指本'I)iA 口128 能葉通常 5B5/1'!;之U子 ν10 11-12 S旧6トA

48 須車杯H身 5136本'1方Z① A下踊 口9.9畳IIs、立高刷、 能美通常 2.5GY6/1且 314 12 底ヘラ切り 皿機正位 I世用彼無 51渓;"11

+513501'府 商2.9

49 覇軍。腕G 5136C下随時s騎+た36 rll1.5高3.3 能J<通常 7SYR5/1艮 iノ2 12-目1眠ヘラ切り 世}IHK鯖 51361 

出 ~i車時 A li.小 5136上層+た35 U92、耳目 市加甫醇 lOBG5/1堅敏 1/5 12-IIl 主ケズリ lK俊正位 I 5136.2 

51 割車阿:1¥身'1、 5136C下層 D中凪 口112高3.3 T何加通常 2SY6!1堅級 1/4 111 底ケズリ 世用痕無、イI董 51J6.4 

52 罰車均:A身小 513配 中層 口11.7.高3.4 南加通常 lOYR7ノl聖敏 1/6 12-111 体 Fケズリ 内U揖晒耗 51;込5

53 調車勾:B身 SI360111府 h8.4，i.ii':iO.5 1何加下街11 5Y6/1畷鍛 1/3 U2-皿3成ヘラ切り 使月!痕鯖 51363 

54 掴車高勾'G大 5口配q'刷+1...35た35 脚9.4.胸高4.5、適正35 南加通常 2.5Y8I2不良
li//4 5 

I1J-m2 i字下位ケズリ 使mjJ(不明 51J<H; 

55 朝 恵 理 SI35C上嗣+$136-13+そ 間9.6 能型クズ石入 5GY5/1且 l ~手持ちケズリ SI36-23 

35 

国 罰m_.題 513623 覇32 市加llill lOYR512 ' ~債 1/6 11 向ンポリjJ( 51J6.B 

57 須m.壷旗 5136C t層+そ36た35 底102 鍛入品、石英 5田，/1良好 成1¥ 有明 51367 

質サラ土.

末ー高怯野健ヲ

58 土師倒H 5136本'1)jI:J}(4+判liD 口182、高5.1 地元AI IOYR7I3.且 1/2 12-日l 外ナデ桂部ミガキ内ミガキ 使111仮緑、内出焼成.外Iif中央 5136-1 
に底部時的凹み

59 t師・椀F 5日6.32+ち35 円16.6、高4.1 出渇BIサラ土 ほYP6/5良 215 11 1-112底ヘラ切り、内外ロクロナデ 赤色土器 5136-19 
後.内肱射状晴文

田 土師・向毎日 日360中層 1J14.3.均:高3.3 地J(;Al 75YR7I4且 J.f;郷片 12-111 外下手ケズリ後祖ミガキ.内ミ f金用保'眠、向車焼成 5136.2 
ガキ

61 土師高原町 5136C上踊 D上M 岡高6.1、基3.6、脚12.0 地冗AI 25YR7/35良J!l 2i//3 3 
12 日l外ケズリ後ミガキ 飽JH彼無.内閣焼成' 5136-3 

土師盟胴小釜A 5136-I.A下財判li上 口14.6顕13.3胴15.0 地冗A2 5YR7/5 外ハケ日向ケズリ 外務藍剥読書.内胴下半!!H官 51ヨシ4
62 

坑2 同126

63 土師田恒胴'1、韮A 5日6.23.24.C，0中層 1J18.1‘1116.3.胴1&0 地Ji:;A2 5YR7/5・n 1/15 I ，~ハケ目、内ヘフナテ' 外鵬赤輩、内11縁依帯 51晶 5

tシ; 上師匝胴"、釜B 5136C下嗣 口16.8、覇14.9 地冗82 5YR6/4且 1/10 12-U I内外カキ日 51品ζ

65 t師長胴釜A 引36-52.53.63副曲 輯16.4.醐22.5 地元B2 7$YR7/4良好 1/4 12-U 1 I ， ~ハケ円ー内へラナデ 使用叙無 51~ 

伍 t師・長酬釜八 5136判Jj土坑2 n21ふ顕18.3、胴19.3 地元日2 7.5YR7川良好 I1/:却 12-目l外ハケ同相内ヘフナデ 使用痕無 5136-7 

67 上師深鋤A 51360中層 rI20.2、顕17A 地冗A2 IOYR8/4不良 日朝片 外ハケ M.内相ハケ日 間1111高不明i 15136-9・10
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遺憾 番号 撞E引'1'器圃 出土地点 桂量 胎土 色焼 揖存 時期 測量等 1tI~. 5た捌番号

SI36 68 土師深鋪A SI3配中層 D中層 口25.6、類却8 地JeA2 lOYR8!4不良 日顕n 外岨ハケ目、内へ7 ナデ 佐用復不明 SI品8

69 土師理鍋 A ISI36-四伍 LIお.6、車却O 地元A2 lOYR7/4' n肝 1/日 1'2-ll1 タキトハケ日内ヘフナデ後粗ミガ外廟下半煤内胴下半薄組 ISI36-12 

70 土師浅鋪A SI36-3'17 口お3.m盟9 地元A2 lOYR7I4且 1/20 IIl-II2 外ハケ目‘内ナデ 内刷ヨゴレ 5136-14 

71 土師。世鍋A 5136-3-43 口剖O.顕31.6 地冗A2 lOYR7/4艮 lノ10 12-01 外ハケ U.内ハケ目後ケズリ 陸用痕無 5日6-13

72U 師'1'付深鍋8 5136-2i 地元B1 7.5YR7/6良軒 把手片 12-01 SI36-D 

73 土師竃形A SI36C下Iól~た担-37 地πA2 7.5YR7/4良野 底片 [2-n 1 外ハケ目、内ナデッヶ 内楳状ヨゴレ 5136-15 

74 t師鍾喪状 5136-20 底35.0 地7eA2 7.5YR7/4良師 1110 12-日l外ハケ目、内ユピナデ 内面全体薄煤1t‘外ハケ日 1l.1I5136-11 

彫上製品に似る

75 石砥石 SI36-31 9.8x5.7x3.1 石:安山由 112 紙面2.健省1."巌330. 5日6-16

5137 76 覇軍勾'B董中 513τ9 日16.9 市加通常 5Y6/1堅板 1/10 D3-m 正へ7 切り 重俊i S137.1 

n 朝恵勾'A 5137篭13 1-114.1、高3.4 甫加通常 7.5Y6/1 ・良 完形 皿 底ヘラ切り 世lIUf(jf; 5137-3 

78 土師 椀F sm本'J;liB 口14s 車場AI 7.5YR7/4良
l1//16 5 皿-皿?W l 

内ミガキ 両面赤事 5137.1 

79 土師・短胴小釜 SI37C 口8.0、顕75 総当面AI iOYR8/2・Jミ ロクロナデ 匝用疲無、ミニチュア 5J37.2 

回土師長胴蓋B 5137竃3.4.".14 口22.8、由19.5 1$場A3 IOYR8/3' Jミ 1/4 E 外胴カキ日後ケズリ、ぽ指覇 外面全体1，'1;.内ナン 5I37.J'4 

胴230.高推32.0 痕、内カキ目後下宇ハケ

81 土師艮胴釜B 5137判方土坑2 口剖s.覇21.0 要拠場A2 叩YR8!3且 口頭片 田-IVI カキ目 5137-5 

田 |土師毘朋韮B 5137竃I.A 地冗回 75YR6川良好 回片 田? 外ケズリー内ハケ目 f史IIUil無

自主一剖 上飾ー浅鏑B 513711判方 口37.3顕339副剖O 描場A3 叩YR8/3良野 1/却 皿 IVI カキ目

制 士郎・管状土錘 5137-31 4.3、孔1.5 地冗AI 2.5Y7/2艮 1/2 重量61g 5137.s 

5138 85 罰m.体 H董 Sl38Brl'緬+5137竃判方 1-112弘前3.9 南加南野 5Y6/1.m級 1/4 11 王ヘラ切り 重焼正{立I 5138-2 

田剖J~ '昨日董 SI38B'C中上層+せ38 口13.1.両42 南加通常 2.5Y6/1堅綴 113 11 王ヘラ切り 腔用銀無、車焼正位 5138は

87 調車・勾'H身 SI38上層土坑2-s上層 !畳日10.6.畳間 能葉通常 5Y6/1良<r 1/6 11 重俊正i立 51384 

+5169 向。75

回 調車ー大聖 5138C上緬 口492 南加甫鮮 7.5Y6/1堅敏 日韓片 11 4条此線 SI持 8

田 土師・続H 513814 

日SL61

地冗AI 2.5YR6!4良肝 1/6 11 内外ミガキ 外赤iヒ制端、内県焼成 51383 

明上自6・揖 H SI38-12-Bド附 地冗AI 7.5YR6/4良野 1/4 11 外展ケズリ後内外ミガキ 叫亦fヒ剥落.内f皇帝 51品 4

91 土 師 被H 5日8竃7-1)下回 口17.1 地冗AI 5YR6/4-!込 114 11 内外ミガキ 外亦化剥続可内!日焼成 51381 

回 |土師 蝿H 513818.D下婦 口14.7 地冗AI 叩YR8/3良好 1/8 11 内ミガキ.~f租ミガキ 使)IJj1l無、内:.1，¥処成 513叫

93 上制高杯H SI3S-17 口152 地5tAl lOYR7/4良好 勾:郎片 11 内外ミガキ 使IIHII無、内出焼成 513剖

制土日潮崎A 15聞 叫 抽~お甜 口¥5.8顕142刷17.9、 地:;tA2 7.5YR6/3. i.l.鮮 時手記 11 外ハケ目、内ヘラナデ後ケズリ |外帯底以外赤化剥iIi内面広<，.l.~ 513S-7 

高16.3 H着

95 土制民胴韮A ISI381'C下層 口19.4、郵16.6‘胴23.8 地冗A2 IOYR7/3良 1/15 11 外ハケ目、内ナデ後ケズリ SIJ8.8 

96 土師長納基A IS138竃1-6 口l刷 、頚16.3、聞25.8 地冗A2 10YR7刈不良 1/2 11-12 外ハケ R.内ヘフナデ 内外剥高 SI389 

97 土師民胴蓋A SI38竃27 口20.β、罰18.2、胴却2、 地πA2 IOYR8!4具 3/5 11 外ハケ日.内ケズリ 外廟鵬、内ナン 513810 

高雄342

98 土師需鍋A SI38レ13却留置16-17 口33.8胴352 地冗A2 IOYR7/3. fJ.会F 1/'1 11 外ハケ目.内指面復後ケズリ 内底薄..げ 5138-12 
22.23判方士坑 Cf胤 高権315

+5175-32 

99 土 師 陣G身 SI380上局 口10.0、高3.45 地冗BI 5YR6/6良鮮 1/5 12-01 庇ケズリ、内底ナデツケ 世1111長舞、須車系赤色土器 51385 

l曲土師向杯G太 SI38-6'O下層 C中層 口13仏栴8.9.脚10.0、 地π61 5YR6/6良肝 4ノ5 12-I11 外体下位ケズリ、内底ナデツケ 世用痕;!I;.須，"-""赤色土器.思 SIJ8.6 

基3.9、昨高4.0、脚高4.9 成布、底中央鍵割れによるヒピ

1
101 土師民刷日 SI却がJ1J土坑2+SK54+ U24.6朝16.6 地Ji;B2 7.5YR7ノ'4'Mf 口頭片 r2~ß I ロクロナデ 5日8-17

せ36

日38 102 絹 恵 郎B蓋小 ISI38上層上坑、も① [113.8、紐22、田高125、 F何加通常 i¥7/Q良野 112 JV2 天ケズリ 使1111誕'壁、重曜日a 51381 

上帽 向2.i

土抗3 103榔刷紳 ISI耳上眉土坑3② +間 台口高14053、5制 7、台師、 南加通常 25Y6/1'匪敏 113 JVl- l民へラ切り 内底、高台、外体路耗強 51383 

JV2.!t 
104 領軍鉢A SI38上層土坑$② 口41.0高推17.9 甫加砂多 2.5Y8/1不良 lノ20 ~' I 外底手持ケズリ内底ハケ 内ヨゴレ状 51J8.6 

105 須盟小受 SI38."胤土坑3 口21.7車19.1園高2.3 南加通常 7.5Y5/1良野 口頭円 W 外 Hb日11き後カキ目内Ob当て 51387 

+SK46+SK伍+た3i 桂ナデ

106 土師通鍋B 日38上層土坑3① 口302、開27.4、鵬27.4 揖場A3 IOYR8/3良 11却 [¥')-[¥'2 外ロクロナデ、内カキ日 肥川1I長男聖 日3s①

SI38 107 土師平底小皿 513Sコナ土坑 ほ3.9 IιA lOYR8/2良 113 中1~ II 1 眠右回花、切り SI3814 

コー+ー 叩8 土師柱状高台機 SI38コーナー土坑 底5.5、庇高1.1 I-I-A IOYR7/3. !<軒 112 中].11) I血右阿糸切り 底押【斑 513815 

土坑 l叩上師柱状高 台 椀 日38コナ 土坑 底72、底高1.3 H.A lOYR7/3良 1/3 中l-sl 底右回糸切り SI3816 

SI39 110 須車体日董 5139-2+ L34.35せ36 口9.i、商3.3 !Ii加甫E字 2.5Y6/1-1:¥量級 1/3 12-01 王ヘラ回り 使JIl録集 5139-1 

111 須車 市町H SI39*'11H坑I+S151A 脚12.6 南hu通常 5Y5/1-堅級 駒J~ 12-ITI 小I¥!I旬、=Jiスカン S139-3 

床ド

112 須思 議 1 S13区跡'1方自 口12.6 T旬加通常 5Y7/1-且 口頭片 11-12 SI392 

113 士師高杯G SI却B 地冗sI 7.5YR8/4良好 杯片 12-lll SI~I 

114 上師小型鍋A 5139-11.14竃 口18.0 地JeA2 日'R6/4 - 1~針 ν却 11-12 内外相ミガキ 外赤化、内i制，!Hf? SI391 

115 上師短胴小蓋A 5139-18，21-23，26-29 U14.9、朝132.麟14.5 地冗A2 2.5YR6/6良好 完形 11-12 外ハケ目、内ヘラナデ後ケズリ 外靖化剥落、内U輯.j.~帯
5139-2 

お竃 高11.6

116 土飾短胴小釜A 51担割 ロ16.9、朝日ふ腕16.7、 地冗A2 7.5YR6/4良好 峨完 12-01 タド、ヶ 日後日韓ナデ.1勾指頭痕 外胴拍イヒ剥稿、内新悠布、外底 SI393 

向日7 後ケズリ ヘラ記号[xJ

117 土師短胴小SiA 5139-10-59 口15.8、頭152、廟17s、 地πA2 lOYR713良 112 11 外ハケ目、内ヘラナデ後ケズリ 外赤化剥務、内線街、外庇ヘフ S13~1 

高15.6 記号[xJ

118 土師短胴小釜B 51却 5.8叩 P5 ロ13.4、頭12.4.廟162 地χB2 7.5YR7J4良好 1/3 12-n 1 外カキ目、内繍ケズリ 外胴中位以下剥高内口頭脂 S139.5 

術、朝鮮品

119 土師長胴釜A SI39描 29.34.35.51 口17.3、曹il5.4.胴22.0. 地冗A2 5YR6/6良If 略完 12 ~fハケ H ‘内ユピナデ俵ケズリ 外部煤.内ナン S139-6 
52-55竃 r.G30.8 

l却 土獅長胴董A SJ39-Z'P5 口18.8、頭162.胴21.6 地冗A2 75YR8/4良好 ν5 12-01 外ハケ目、向指頭4夜、ナデ 外胴下且f.煤、内部ヨゴレ S139~7 

121 土制民鳳釜A ISI39-8.39-48竃事'1方 胴25.6 地丸ニA2 7.5YR6/4-Jミ聖子 ν2 11-12 外ハケ目、内ケズリ、内底ナデ 外刷~底盤、内胴ヨゴレ、外嘩 S139-8 
ツケ へラ記号[xJ

122 上飾民劇釜 B S日9-3+¥0-15田 口23.2覇15.3胴23.0 地冗BI 7.5YR7/4良好 1/5 12-111 外目PH愛F半ハケ日、カキ目桂 外刷 F半樽煤.内ナン.朝鮮系. S139.10 

同 82.85-回 高推31.5 Hallllき、内D当て後ケズリ 端麗あり

123 上師長酬釜B 日39-78竃上層 C判方 口22.0、頭19.1 地元BI 75YR7/6良昨 1/20 12-日lタ4カキ目後Ha叩 き、内Da当て 使IH痕集、朝鮮系 S139.9 

124 土師探鍋B 5139-73-83-P5-1喝 覇19.3、胴28.4 地冗82 75YR7/6良野 1/20 12-lll タド、ヶ日後カキ目.内ケズリ 使 HB!無.朝鮮系 S139.11 

125 t師 甑B 5139-75-77-83-P5 底11.8 地7ts2 5YR7/6良好 ν10 12一日2外ハケ目後カキ H後下降のみ 使用痕'眠、朝鮮果、陵中!たl'ド叫 SI39.12 

ケズリ 、内ケズリ 世(2孔)

SI39 !拓 上師ー平底小皿 5139-72 口102、高2.5、底4s H.A IOYR8I2且 略五 中1.01 底右回糸切り f定期痕無 S139.13 

上届

5142 127 割.，!!.勾:_1¥轟'1、 SI12判方土坑 1-113.0、耳目3 前加通常 2.5Y711堅級 1/10 日l 天ケズリ iR燦 I S142.1 

I ~渇 lこ師阪B 5142判方上坑 地元B2 7.5YR8/4良 把手片 E 5142-2 

SI43 129 i:師長胴釜A SI43刺 }j上坑 口20.1 地πB2 7.5YRi14良 口融n 12-n1 SI'I3-① 

5144 l却剖車勾'H身 SI制判}j土坑 円IO.Eし垂122、立高0.6 能聾通常 5Yill良 115 11新 底へ7 切り 重蝿正f立，問111痕鴛 5144-1 

131調車勾'A身 5144判方土坑 甫加通常 IOBG'1/1良時 1/6 lll-ll2底ヘラ切り 使JllB!，_ 5144-2 

5145 132 罰車時A董小 5145判方土坑 口10.9、耳目 能主通常 i.5YR6/1-.a貯 115 12-日l天ケズリ 値用仮無 5145-① 

133 上師民酎釜A 5145判1i上抗 U岨2.覇15.9 地元B2 75YR813凪 口車片 12-日l外ハケ目 内口縁肌帯 51'15-② 

S146 1剖 tJi:w:-tfs蓋叶E 5146判方上坑 口14.5 南刷I通協 5Y5/1良好 1/15 n3 SI46① 

135 ui車・均'A S146判1i土坑 南刷甫昨 75Y7/1且 1110 01 底へ7 切り S146① 

l羽 罰車隊A S146-1O 南刷I砂多 10BG5/ 1 ・ I.~， 1/8 日 51'16-① 

137 調車線身 514帥リ}j土坑 日14.8 南加l南静 5YR5/1-J込好 1110 ll1 体外下位ケズリ SB6@ 
l潤 上師鉢董' 5146判方土抗 口19.6高2.3 地元BI 5YR6/5・1瓦昨 I 1ノ4 H争 ロクロ車車 使用t眠不明号外而赤帯 S146-2 

261 



付表 額見町遺跡H報告区域出土古代遺物観察表

遺憾 番号 櫨別ー器障 出土地占 法量 胎土 色焼 残干F 時期 調整等 備考 実測骨号

5146 139 土師荷停H 5146判方土坑 口21.1 地7tAl 10YR7I4且H 1/団 11-12 内外ミガキ 世JH症無、内串焼庇 5146-1 

140 土問 i皇踊B 5146判li土坑 口4制、頭39.6 期場A3 IOYR813良 1/却 国-1Y1 カキ目 外煤、剥帯 51.ら3

5147 141 師思持'H董 5147-55 口14.0高4.3 I有加ilil字 2.5Y5/1良野 lノ3 1I 王〈ラ切り ゆがみあり 51.7.1 

142 土師椀H 5147C床+51480"'1M 口15.8 地冗AI 7.5YR6/4良 1/6 1I 内外ミガキ 内出俊11; 5147-1 

143 土師短胴小釜A 5147剖 35田 A下層 口18.7.顕16.8胴19.5 地ヌ:A2 5YR6/3且 1/8 II 外ハケ目、内ヘフナデ後ケズリ 外赤化煤付き剥班、内覇以下 5147.2 

ヨゴレ

144 土師民胴韮A Sl47A下眉 日19.0、頭16.8 地正A2 IOYR7I3・且 口顕片 1I 外ハケ目 5147.3 

51.8 145 調 理 停A董中 5148C中層+ち36 口15.7.返135 南加通常 25Y6/1堅級 1/15 U2 量焼 l、世111痕繁 5148-1 

1.6 噴出勾'B身中 514配中層+SKG8-92+ 台82、台高0.7 繭加通常 10YR7Il良好 2/5 U2 外体下位~底ケズリ 内底全体磨耗強 5148-2 
L担

147 t師小型鍋A 5148竃9 口24.8 地πA2 5YR7I5良 L田 11-12 外ケズリ、内租ミガキ 外赤!t 514Sレ!

148 土師長刷釜A 5148竃2-4，6'19 口1&1‘覇15.6、周22.8 地冗A2 7.5YR7I4良時 1/5 12-lll タトハケ日後胴上位ナヂ、向指頭 外E胸中位以ド笹色、内胴中位以 5148-3 

被桂ヘラナデ桂ケズリ 下薄ヨゴレ

149 t師浅鉢A 5148 i優5.7.8.11- 口四6、顕14.9、胴16.6 地j(;A2 7.5YR7/4誕肝 1/3 12-111 外ハケ目、下半ケズリ、内へラ 外広〈簿煤内ナシ S14S.2 

15-18却 21円 ナデ?

H拘 土師管状 1:鍾 5148竃2. 3.7 x [.4.1LO.35 地冗A2 lOYR7I4不良 時完 51'IM 

5150 151 罰盟主事A董'1' 51印判方土坑l 仁114.6返12.6、返高0.3 南加通常 25Y6/1思線 1115 U2 王ケズリ 重蛙I 5150-3 

152 朝恩師B董'1・日目Pl.17+SI52-10 [117.0 南加通常 5田，/1良鰐 1/3 u3-m 王ヘフ切り 重捜 し 世IlIt員無、向王ヘフ記 5150-2 

号flJ

153 剤車勾's董中 51叫 35+す36 鐙35紐高0.6 所川l通常 IOBG5/1良好 lノ3 U3-m 天ヘフ切り 内王中9と磨耗、重俊 I 5150-1 

154 !II車持B身'1' 5150-23+す36 口14.5高4.4台叩6 甫加過常 5Y5/1堅綴 4/5 ll3 天ヘフ切りナデ 世用侠無 5150-4 

台高0.45

155 調理均 B身中 SI50-26-42+SK56+す30 口14.7、高川、台9.6、 下旬加通常 5Y5/1堅 112 U3-目 天ヘフ切りナデ 使用被無 51日}も5

台高0.55

1，あ 明恵勾'A 5150-1同 115-124-144 仁1142‘高3.7 南加通常 5Y5/1且 5/6 四古 底ヘラ切り 使用復録、内底ヨゴレ 5150-9 
145-147-]叩 161

+SK55 

157 剖車停A 5150-6.1但+1.-36 日13.6荷主6 市加通常 25GY6/1且鮮 2/5 I m古 底ヘラ切り 悼用根無、内体~成タ ル状甚 5150-13 

158 調車均'A 51時 123-136-139-146 口14.1、高3β5 商加通常 5Y5/1良 略完 皿古 底へ7切りナヂ 使用痕無、外体総タ ル披 SI5()..7 

162 

159 mm-l不A 5150-6 口14.0 南加通常 2.5GY6/1良 1/5 E古 51回一14

1同 調盟主不A 5150-96.97'134.135 口13.8高355 前111通常 7.5Y5/1.MJ 112 E古 ほへフ切りナデ 世用痕無、外体ヘラ記号r'J 5回)..12

138.142土坑

161 須 恵 杯A 5150-7.9.Il.A 口13.8、高34 7.5Y6/1良鰐 5/6 E古 ヘラ切りクン工1¥ナデ 使用m無底内外にンミ状ヨゴ 51叫 8

レ付着

162 調車.JfA 5150-104 .113.1.8.1.9 日14.3.同3.3 南加通常 5Y5/1良好 時完 E古 底ヘフ切りナデ 内底中央磨耗弱 51成同

151土坑

163 調 車 耳A 5150竃+し35上層'"7')+口132、向32 南加通常 5GY6/1良好 1/5 阻古 底へフ切り 外底と向底中央出耗強、底舛に S応().15

すお 剖害状不'11記号

164 須J!i.時二A 51叫る3.81'1加 141 ロ13.8、高32 南加通常 7.5Y5/1堅敏 5/6 町古 底ヘラ切り 使用痕無、外体~底にタ ル痕 5150-10 

165 罰車勾'A SI50-57-A+す35'"リ 口14.1、高3.0 南加通協 7.5Y5/1良好 3/5 E古 車へ7切りクシ工具ナデ 内底中央磨耗 5150-11 

l凪 調車。揖眠 5150-羽+SK78+す36 口11.8‘掴高5.4 南加砂多 IOY6/1堅敏 口顕片 u-m 外H叩き、内Da当て 5目。16

167 須車大型 5150-76.A 南加市幹 2.5Y6/1堅級 底片 u3 外HaUP揖カキ目、内D.当て 51時①

5150-71，82-93，98- 新27.0、刷剖O 前加南俳 2.5Y6/1堅敏 1120 ll3 外Hb叩き、内Db当て 使用痕不明、外面原〈降灰しと 515(;① 

114-117-122-125 ころどころに火膨れ焼けハジ

130.133.1曲 l届 168 ケあり。

171-183+也吉婦

169 土師 依F 51団‘+そ38 口14.4 地冗Bl 7.5YR8/3良野 lノ10 ll? 内外カキ目、内ミガキ 両面赤軍 515(;① 

170 土師・恒胴小量B 51田引 79.80.127 口13.0、頭11.5、胴14.0 終場B2 2.5YR6/3'良 lノ2 u3-m 内外ロクロナデ 外全体赤化.蜘l落、内胴中位ヨ S日().I

ほ8.131土抗+L36 ゴレ

171 土師長胴差B 51剖…川 「216覇1&8閣制O 臨場A3 IOYR7/3良日 1/3 E 外虚器叩き桂カキ目t実証叩き、 外綱全体楳付着、内キレイ 5150-3 
-19.21.23.27竃出来 高31.9 内成形当て狼後ハケ日後カキ

下が}方 日後庇当て彼

1i2 上防長胴差B SI田PI-6.g'II.24.28 2農場A3 7.5YR7I5良好 1/4 II3-m 外ケズリ後カキ目、内カキ日後外焼付君 51叫 2

ハケ日

173 土師浅鍋B 5150-25 口372覇剖 i刷34.0 様場A3 IOYR7/4良野 1ノ;犯 m-1Y1 内外カキ目 世間銀無 51悼 4

17，1 土師製塩土器 51田‘床下中'11f 口21.5 地j(A2 2.5YR6川島鮮 1/10 03-皿 外相頭IJ!.内ハケ目 外依然赤化 51叫 S

175 土flj.製温土器 51田PI.22 口21.8 禦場A2 叩YR7/3良 1/10 03-阻 外指頭痕、内ハケ目 5150-6 

176 土閥・製塩土器 51田Pl-15'Pl 祭場.'¥2 7.5YRil3且軒 1/10 U3-阻 件指蘭痕、内ハケ目 険給赤化、剥高 SI5Q.7 

177 土獅ー竃形 51時日+SK48+SK臼 地元日 lOYR7/3良好 上場片 E 内外ハケ目 匝用痕無 51叫 9

178 土鱒ー主脚 SI50-73.i5 下6.6、座高3.9、孔.0.8 臨場B2 2.5YRil3良好 νz ll3-皿 指頭痕 世然赤Jt 51叫 8

5151 179 航車河'B董中 5151.7 口14.7、高2.4、m3.3ふ 南加通常 5Y6/1良 3/5 皿-1Y1 天へフ切り外周ケズリ 世用痕無ー重娩 1.向王ヘラ記 5151.1 

紐高0.9 号rlJ

1剖 置車時A 5151.11 口12.6 甫加通常 2.5GY6/1凪 1/5 国 IYI 底へ7切り 使用痕無 5151.2 

181 土師盟胴小釜B 515ト14+せ36 底&0 窯場A3 IOYR7/4'良 1/10 1Y1-1Y2 庇右回来切り隆 外胴f裏付、剥落 $151.} 

182 上自師長胴釜B 515ト15 口23.8、頚19.9 出場A3 lOYR7/4良 口車片 NI-N2 内外カキ目 外面全f~煤付着 5151.2 

5152 183 領車時B董'1' SI52-3+SK75+こ40 仁115.6 南加術評 2~Y7l 1 良 113 日3 王ケズリ 佐用痕無.重焼 ! 5152-1 

184 須恵均'B身中 5152本lJ1j土坑 台92、台高0.6 南加南群 25Y7/1良好 1/10 U3 庇へフ切 り 位用痕無 5152-2 

1&5 土師浅鍋A 5152本'1方土坑 口30.0.覇232 雄元B2 lOYR713良 口亜日 日2-U3内外ハケ日 使1lIlJ!多傑内線帯夜 SIS2-① 

l師 土師甑A 5152判方土坑+5153刺 口25.0 地χ82 75YR6ノ4且of 1I15 II3? 内外ハケ日 SI52-1 

カ土坑

5153 187 節理体H!t 5153.13 口12.0、受15.3立高0.8 南加南Z字 2.5Y6/1'里線 1/10 1I 重量正位 5153.1 

188 劉車坪A董小 5153 口13.0、返11.1 南加通常 2.5Y7/1不良 1115 U I 51出@

189 劉車腫 5153.A判方 口11.4 陸主通常 10sG4l1.良好 1110 12 5153.@ 
l凹 土師椀H 5153 口14.8 地瓦A1 5YR7!4良 1/10 11-12 内ミガキ 外赤化剥蕗、内邸機成 S153-① 

5154 191 割車杯A筆中大 51臼C上層+S175B仁届 口15.8、返13.6 佐美通常 2.5GY6/1良好 1/15 U2 天ケズリ 重焼 I、沈線 5154.3 

192 凱}M..均'A董中 51副D下届 口15.3、返13.4 市加通常 10'1'6/1・良好 1/15 ll2 量蝿 l 51542 

193 調車坪A蓋小 51剖判方土坑2 口13.6、返11.1 I督加通常 2.5GY6.凡良好 1/15 U2 5154-1 

194 須恵杯'B身中 5154判1i土坑7 口15.5、高4.35、台9.6 南加予何鉾 i.5Y6/1且鮮 5/6 ll2-U3 庇ヘラ切り 内底廊耗強 51臼4

台高06

195 姐車保B身中 51副 35.0上層+<35 口13.8、街4.8、台82、 iIi加南群 2.5Y5/1.1Il綴 2/5 rr2 底ヘラ切り 内底雄事耗強 51シ4る

台前O.i

i岨 調車係B身中 51副本'1方上坑8 口14.0高<1.3台9.0 I何加通常 5Y6/1 聖書綴 1/4 日3 底ヘラ切り 使1HlJ!無 5154-7 

台高0.45

197 須盟持'B身中 5154判1J土坑4.D下廊 口線13.4.高維4.6、百8.6 前加通常 5Y6/1良好 1/3 U2 体下位~低ケズリ 内底磨耗強 5154-6 

台前0.5

l蝿 須~珂'A 5154.33'C下層 口13.4高3.9 南加通常 5Y6/1良好 1/3 s2-03 底ヘラ切り 5154.9 

199 罰車問'A 5154四竃判方判方 口13.2商3師 j~加通常 i.5Y7/1良 2/5 U2-U3 底ヘラ切り 量焼m 5154-10 

土坑I1

2叩 罰車。隊A 5154判方土抗7 口132、高3.6 南加通常 5Y8I1不良 115 11 2~ U 3 底ヘラ切り $154-12 

却I 調 理 師A 5154-29 口112、高3.6 南加通常 5Y8I1不良 2/5 日2-U 3 底ヘラ ~I り 5154-11 

202 調車。高原G大 5154判方土坑 脚10.8 南加通常 5Y6/1良 脚片 U3 5154-13 

剖3 罰車向'B身 5154-30 園面9.7、高2.3、台8.6、 南加甫群 2~Y7.ノl 良軒 定形 直面磨耗強、焼庇俊樹りそろえ 51剖8

(転mli!) 台高0.9

262 



第皿掌 今回報告区域出土の逃物

遺憾 帯号 極別器植 出土地点 法量 胎上 色 蛭 睡存 時期 調整等 備考 実測骨号

5154 204 YiM!.-鉢F SI54-26+SK64+SK85 南加'(発抱) N4/0-，*敏 1/6 D-rn 外成形叩き後カキ目、内吋て痕 使JIHIO!， 51忌<1--14

+SK87+SK89 

却5 1:帥 健F 5154-22 l氏7.7 出場1¥1 10YR8/4良 1J4 ll3 外体下位~底ケズり、内外ミガ 同1両赤彩 515'1-1 

キ

宜)6 上師・高停H SI副判方土坑11 基4.0 地冗81 IOYR7I3・良 1/8 D2 外ケズリ‘I平内ミガキ 内:.¥¥焼成 5154-2 

却7 1:師盟胴小釜A SI制令12 1-'15.6覇14.1 地月:A2 7五YRi!4且 1/8 日2 外ハケ目、内へフナデ 外赤化剥滞、内W"智 SI54.，; 
袋路 上師盟胴小釜B SI詞 13 日14.6覇13.5胴15.7 地RB2 10、守宅814良 1/5 日2-113外l証手持ちケズリ、内へ7ナヂ 外厳然剥落内闘中世以下 ヨゴ SI剖-5

高134 後胴下半ハケH レ

2曲 1:師・恒園小釜B SI54判1i上杭7 [1115、顕12.2、胴1<1.6 臨地A2 7.5YR814.M子 1/10 113 内外カキH 外煤、制蕗、内日韓III帯 5154-3 

210 土師恒胴小釜B SI担A上網 rJ15.0、顎13.7、胴15.7 地χB2 10、tR7/2・且 1/10 03 内外カキ日後ハケ日 外煤内U韓民帯 SI臼4

211 土師長胴釜A 5154-9-0下層 11212、顕18.8、周22.5 地元C2 10YR7I3良好 1/15 日2-ll3内外ハケ目 使m痕黛 5154-9 

212 土師長岡釜A 5154-19判方土坑3.7 !目4.6，覇21.8、周22.8 地元82 IOYR812-艮 215 02-03外ハケ目、l勾ハケ日後ケズリ 外底 ql~た以外薄 〈 煤盲内ヨゴレ 51剖8

PI3 高32.0

213 土師長胴韮A SI:淋リ方土坑9+SK67 口21.4事1I8.0、刷23.6 地孟C2 IOYR7I3且 Iノ8 H2~H31外Ilハケ日後下半ケズリ、内ハケ {吏m度不明、近江系 51剖ー10

214 土師長嗣釜B 51剖判方土坑2+6-8-9 rJZS.4町車21.3、朋23.8 地j(;B2 IOYR7/3良好 1/5 112-113外ハケ日後カキ目、内ハケ目 内.I.!{帝銀か?!，I.¥斑か' 同五7
215 上師団鍋A SI54竃判)j判1r土坑 rl3l.4、車27.0、朋26.0 地元C2 7.5YR7I4'1:s. IJIO 日2-113外ハケ日後底油Iケズリ、内ハケ 外全体に薄〈娘、内底中心に薄日制 11

3-9-10' P13. P14' Pl5 日後底面ナゾリ ，.状

216 土師直鍋B 515'1判方土抗J.4.C下問 U却β 覇剖2胴36.0 野健場82 IOYR8/3不良 1/15 112-113内外剥務不明

D下栂

217 土師探錫B SI旧制方土坑6 地πC2 lOYR7/4不良 把手片 02-113 ゴ fiJ，fti状把手 51臼 13

218 上師舷B SI54 Jif.13.5 地7eB2 7.5YR8/4-H_ lノ8 E 外カキ日 51副①

219 土飾文駒 SI54D上回 下6.5，県南'1.7唱孔13 地元B2 7.5YR7/3.1' 1/3 112-113 指覇痕 外菰化剥高 51臼ー14

Z却 土邸主駒 SI54PI 下7.7岡高打、孔.0.8 地.n:B2 5YR7/4-fitf 1/6 II2-n3 和国復 外，..1ヒ 51臼 15

221土防焼成枯 1-塊 5154C下回 3.5x4.6x2.3 地元CI IOYR6ノ3'且 儀片 5154-16 

SI56 222 1:師植民 5156P2 口132 地冗AI 5YR7/6且 1/10 1I 外下位ケズリ 外盟、内口縁海"げ 5156@ 
223 _I:師健日 5156P2 ι114.7 地7eAI 2.5YR5/4良 1/5 11 内ミガキ.外粗ミガキ 内黒焼成 日56①

SI66 K担話 掴明恵~!~ 杯均:AA董中
51(泌1.2 rl12.6返10.6 I留加通常 5Y7/1良 1/3 I DI-D2 天ケズリ 重後 I 5166.2 

蓋小 516611 口12.1.返10.3 l有却!通常 2.5Y7/1堅級 lノ4 III-1I2 天ケズリ I~用仮'号、車検 I SI“与i

226 壇~!~-~干A身小 51664下婚がJ方 lニ抗 日10$高3.7 I有JJ11南群 7.5Y6/l堅級 Zノ3 IIl-II2 底へ7切り 内Iil::rIゆとと口融内にm耗 516託レ4

227 前車珂'A身<1' 5166P13 南1即通常 7.5Y7/1凪 lノ4 02 庇ヘラ切り 使mm:蕪 SI663 

228 罰盟小槽鉢 51665 円 IO$顕IOA、体11.5 甫加通常 5Y6/1良 1/8 E 511込5

229 土飾肉体G 5166D-f周 車掛BI lOYR7/4良 脚片 日}-112 9ロ~，ク、ヶロナ目デ、内へラナデ
5同 @

2却 土舗民廟韮A 5166円 D下廟 期14.5 地冗B2 2，5YR6/6良1， 1110 1-0 5臨 @

231 量不明惨状 SI66Pl 3.1 x 1.4 xQ.6 両繍タに 重量3g、不明院製品 民器11

232 t師置捌，)、釜B 5166P15 UI6.6.覇15.2.胴17.5 1鍵場A2 10YR813-f.l 1/2 IV2 タトカキ日 外全体傑、内U輯肱帯 5時6-1

233 上師 甑B SI6帥 D下掛 底20.9 機場A3 10YR8J3良好 底部門 1V2 成~叩き後カキ日外HePJI き内 5I(i6.2 

Db当て

51曲 234 須J.!!.坪Alirl' 5168-23 口14.8垣12.6 南加通常 2.5Y6/1堅鍛 lノ3 O}-02 五ケズリ 世用jf{録、竜後 I 51(洛1

235 捌 車 坪A身中 SI68-II.A上層 口13.4 南加南俳 2.5GY6/1不良 1/6 U 1-n2 SI68-5 

236 捌車均'B身中 Sお8-1 n14.4、高..5.台9.5、 I何加甫群 2.5Y6/1良好 1/4 U2-U3 1ftへラ切り 使1111良無 5同8-3

台高0.5

237 須 車 町B身底 5168-25 世7.7高1$ Ttl加通常 5Y6/1堅綴 完形 Il2-U3 IdヘラlJJI) 世而lJl鋭雌粍波、焼成後f宇部 516s.1

(転用観) 打欠き底面を硯面

238 却車両陣G大 Sr68-19+SK89-1日 D下 ロ14.5、時高3.6、基34 甫加通常 5Y6/1堅級 lノ5 02 体部下位ケズリ 使nJm紫、重俊正位焼 S叫 8

239 規車両陣G小 5168P65 脚引、開高3.3、基22 南加通常 2.5Y7/1.'*敏 2/5 02 同立蛙 5路8-9

2.0 調車高阿:G/j、 5168A-r層 駒6.9 T街加I何酔 lOYR7/1良好 駒H 02 SI(迅 10

241 土師荷停H sr68-22.U上樋 基3.6 地冗sI 2.5YR6/S' H.肝 215 I2-II2 外ケズリー河内ミガキ 内{t¥焼喧 S時8レl

242 土師 甑B SI曲制方土坑6.Poト2 口29.4 地克B2 7.5YR6/4'Xミ 1/10 II2-II3 ロクロナデ 5168-2 

243 鉄鍬先 5168-24 5.5 x 3.0 x 12 刃郎片 最遺品1!:Irt:Z1.5g 註器12

5168 244IHB!.l.j:不H身 51田B上崩 口11.9、畳14.0.立高0.9 甫加通常 5Y6/1堅総 lノ8 11 盟理。Ef立 51品6

上層 245 m車杯A董小 5168C 上層+5K89D下府+ 口12.8.]811.0 甫加通描 |お1'7パ略歓 lノ6 日1-02 車焼 1 5同8-2

J!I!土 え39+お39

246 調車。杯G身小 SI68C上掴 能主通常 5田011長野 1/10 12 庇ヘラ切り 5168-7 

SI69 247 調車珂'A輩中 SI69C中層 1: 口Jl4Jι11.8 南加通常 5Y6/1良師 1/5 01-112 大ケズリ 位制仮無 l[<燦 l
5511669g日2 

248 担J!~ • j:不A董'1' 5169A下尉 14$、近132 甫加通常 2.51'7/1堅敏 1/6 ITI-IT2 天ケズリ 使111m無 量俊 I

249 mm-j:不A蓋中 5169-21 1口15.0、返13.1 南加通話 7.5Y6/1且好 115 01-D2 五ケズリ 世月i痕舞、重俊 I S1691 

2却 調yg-j:ィ、A董中 51曲G-D上踊 円15.6返13.6 南lJO通常 2.5Y7I1堅敏 118 01-ll2 正ケズリ 重後 I SI69① 

251 描車 t司、A，:[太 51回竃14 1J17ふ 返14$ 甫加市群 25Y7/1良軒 1110 lll-ll2 重焼 I 516!)@ 

252 噴思ー珂'A身小 SI69.描+P476 n12.0、商3$ I何加通常 2.5Y7/1堅級 5/6 111-112 1i5i.へ 7~) り 降二外面全体原〈糊H.l1
55116陣9①@ 

253 壇Jl~' .t不A身中 5169D上回
1口1116458 

南加南群 2.5Y7/1堅敏 1/8 111 

2剖 苦u;u-勾'8身中ヨ 51叫 拍 B中尉 i車長通常 2.5Y7/3且 1110 D1-D2 口緑内比線 SI6，仏②

255 朝恩同月'G大 SI69C床直+き40 基3.9 南加通常 5¥'6〆1堅鰍 1/6 日1-112 係庇ケズリ 正位焼 SI69③ 

256 土師ー長腕釜B 5169-12'31-33竃3 U232、顕20.0 地Ji:B2 IOYR7/4良金子 1/10 D 2 1~9~ハケ 日 後口顕ロクロナテ' 51691 

Z缶587 
土陶器lIIA 5169本'1土坑2 n41.6、開392 地元B2 IOYR8/3不良 1/8 ll2 内タド、ヶ目.外ト半ケズリ 使111痕不明 S1694 

土師甑A S時9-1-25判方土坑2 口四2 地冗B2 lOYR7/4良 1/10 12-112内外ハケ H 5169-3 

259 土師甑B 51694-10-15' O-f>>1 阪12.8 地冗82 IIOYR貯不良 114 112 外 1-11111さ後ハケ M.内同心円当 世IIIml号、出盛あ り 5169-5 

て後ケズリ

百出 鉄。 角形鎌 SI69B上層 3.3x3.4x0.8 刃酷片 重量65g 鉄器13

$170 261 項草原A身中 5170-4 [112.0、高43 南加砂多 お Y512略級 I 1ノ2 II2 1在ヘフ切り.補助ケズリ 世111痕無 S17s.1 

262 置車勾'A身 snOB+5B剖 81 Iコ118 t何加通常 IOY4l1良 1/4 II2? 底ヘラ切 り

寸i151り

SliO..3 

部3 割車阿面鋭' S17s.1置 がJ方土.trtl 脚16.6 市加砂多 2W6/2良野 脚部品 5lio.2 

部4 土師長胴>.iA SI70竃繍，.，ト1.5，11 口却ふ覇l制、親泣2 地.il;C2 7.5YR6/4-J*. 1/10 "2 外ハケ 目、内ヘラナデ後ケズリ 曲川線不明 SliO-l 
12'15-18 

$171 出5 割w..j:;事H董 SIiJ判方土坑1+5173上 口12，6、高4.0 前加市 5¥'6/1毘級 3/5 11 天ヘラ回り、櫛状工Jlナデ i値JlI痕舞 S'71.18 
婦+5176中尉+さ40+

~、42

2同 111思勾:日身 Sl71A下層+5173上層+ 口10.1、畳12.6、立高0.4 能主通常

~、41

|即時開 1/5 11-12 電鍵正位 5171.19 

267 罰車体A董小 SI71.53'56・59-60+ 口10$返8.8、紐L7 能美良 2.5¥'6/1良好 | 崎完 111-112 米ケズリ 間)Ij痕月Pi.i((焼 l 517トI

SI72本リ方土坑3 紐高1.0、高3.45

部8 割JM.勾 l̂I巾 5171よ眉 紐2.0、紐両0.6 商bil通常 2.5Y612堅緩 紐片 02 五ケズリ 重焼 I 5171-3 

田9 割車珂'A輩小 SI71A上層D上層 選10.3 前加市界 2.5Y512良好 I 1/6 "1-"2 天ケズリ 使JIJ痕勝、可〔焼 I 5171-6 

訂0 担!~勾'A輩中 5171上婦 紐22鐙高12 附加通常 2.51'6/2堅飯 紐片 112 重俊 l 517].2 

271 罰車均'A董中 5171上層 口l制 、五13.0 市加耐震 2.5Y6/3且鰐 1/20 02 天ケズリ 重俊 l 5171-4 

釘2 割J~.tfA葺中 51710上腿 口16.8垣14.6 I旬加繭群 2.5¥'612且飾 1110 02 内而煤航、重地 l 5171.7 

幻3 現 盟 呼A蓋大 5171上廟+え39 口 1~7. 返14五 南加通常 5Y6/1且好 lノ却 02 車焼 ! S171-8 

274 坑曹均'A董'Il SI71上踊 LlI62、耳14.0 F何加通常 2.5Y7/2里線 1/10 日2 量処 I 5171-5 

訂5 割 軍 隊A身小 SI71上嶋+お41 口9.7.高山 能葉通常 5Y6/1'良肝 1/3 日I-U2王ヘラ切り 佐用Il!無 $171-15 

276 tII!'!!:杯A身小 517日4+5173上届 [11 10.1，3.45 南加通常 2.5Y612堅敏 1/4 lll-ll21 曹藷E SI71.16 

訂7 街:'~勾' A身中 SI71上層+え40 南加l通常 2.5Y612. JHT 1/4 112-"3底ヘラ切り 世川痕無 5171-14 

278 抗w，.略A身中 5171 詰 B上凪 市加l通常 5Y8/1・不良 1/4 "2-"3底ヘラ切り 5171-13 

訂9 盟車峠A 5171上層+え39 口130高4.0 向却l通常 5¥'7/1・良 1/2 112-"3岨ヘラ切り ."11 SI71.1l 

部。 筑"!M.'昨A身中 SlilB下層+5176中嗣 口12.9 耐刷"何静 2.5Y6/3-n. 1/5 111-112 5171-17 
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付表 五百見町遺跡H報告区域出土古代造物観察表

遺構 番号 機別器植 m土地点 法量 胎土 色焼 残存 時期 調整等 惜考 実測骨号

5171 国l 割 車 呼sII小 5111.55 口10.4商3.75、台7.4、 佳:llくず石入 7.5Y5/1里線 1/6 U2? 底ヘフ切り

台高0.7

お2 割車勾:s身中 5171-61 台8.3、台高0.8 南川l通常 5Y4/1 ' ~. 1/8 112 臨~体下位ケズ リ 肥川痕無 5171-9 

話3 調車荷停11 SI71A上層+-Sl72C下贈 脚114 尚J.oI通常 2.5¥'512・堅級 1/10 11 倒立健 二万スカン 5171 却
+SI74-5+SK悼 18

理4 剖忠脚I.t鍵' 5171.57 基4.7 荷且i通常 2.5)'612且好 脚片 D2? 5171-21 

お5 m[':・高杯G大 ' 517lA上尉 開 IIs 南加通常 5Y6/1良金1 脚片 I12? 5171泣

Z駈 1:師短刷釜A 5171-6-12 1..114.5.劃13.8、周16.3 地元.'¥2 7五YR7I4且 118 11-111 ~~ハケ目ー内ヘラナヂ 外赤化剥落、内コゲjj{ S171.j① 

287 ，.1:1揃長刷釜A SI7I判}j-A下溜 上層 口21s.顕19.0 地7eB2 7.5YR7川良 1/15 11 1-112 内外ハケ日 5171.(1) 

長出K士師帥 I毘2刷繍釜AA 
5171.27 口222罰17.6 地:1tB2 n¥'R6/4良 口盟片 日1-U2 内外ハケ目 5171.1 

Slil-22判方土坑l 口おふ園田O 地瓦.'¥2 10¥'R7/3' !~ 11却 lIl-II2 内外ハク目 外広 〈盤、内曙〈ヨゴレ 5171-3 
2叩 土 舗 甑8 5171.2>1 地冗A2 IO¥'R6/1' rtl'f 把手H 11 1-113 5171.(1) 
291 上Ilj.鉢? 5171B下層 円23.8 地冗B2 IO¥'R7/2' !! 日韓片 ロクロナデ SIiI.2 

2担 上筒菅状上腫 517ト団 5.3 x 3.9、孔1.4 地冗B2 IOYR7/4良 4ノち 軍量個g 5171-4 

SI72 293 罰!!~ 坪 H 身 5172:1<上 日11.0、受1山、立高0.5 能主通常 5Y612・良野 1/8 11 庇ケズリ 官;;294 #L'l!勾:HII 5172B中脳 口12.0.畳14.2、畳高0.7 能提通常 5Y712・良好 1115 11 
却5 鋪車勾 AJ[小 51728 r.届 | 紐口112 返9.7紐 1.9 南加南!1' 5Y7Il・良府 2/5 111 五ケズリ 重刻u、世間仮無 5172.10 

高0.9、高2.9

22掛97I須規事E勾杯:AAa蓋.'小I、 日i24829
口lO.9、返9.0 itI加南野 5Y6/1際観 1/4 Ul 天ケズリ 軍燥し能川続無 SIn-12 

円122、返10.6‘紐2.1、 甫J.oI砂多 7.5Y7/1且針 略:必 UII荷 王ケズリ 重焼 I、f史用仮無 5172.15 

錘高12高32

298 割車勾:A壷小 SI72C1t'層+SKl田上婦 口11.9返102 市1111通常 2.5Y612監敏 1/5 111 ポケズ リ 重燦 1.間IIHJ!!!i Sげ2-11

299 須'~ ' li、 A蓋小 5172.2 口11.8返10.0 J街加通常 2.5Y61ヨ堅線 2/3 Ul 天ケズリ 重俊l.s虫Jjjjf{緒、紐k 5口2-6
演lO顕f.!!..t不A鑑小 5172-115 口12.7返11.0紐l目、 市加通常 2.5Y612堅敏 記車 山 新 天ケズリ 重俊 1.内天'1'心に盛領、ゆが 5口2-9

|紐高0.9.商3.1 みあり

却i 劃忠均:A並区ド 5172ー担 33 口13.1逼11.4、紐1.6、 1有加通常 2.5Y7ノ2堅級 4/5 01新 王ケズリ 重焼 1.世用仮無 5172-14 
紐高12.高3.5

却2 {l'[!.!f.耳A轟小 SIT2-89'1().1-112-114 口l口、返9.0 南1m通常 2.5Y6/1略敏 略完 01 王ケズリ 重俊 I、内王全体出溜めlIi担 5172.5 

(転111匝) 欠

却3 剖E 珂:}¥置中 日72-67'C下崩 口12.6、返11.0 南加通時 5Y6/1里線 1/4 011訴 主ケズリ 亜鍵 i世用4誕祭 5172-13 

301 劉車 t司、 !\~量小 517却 J方土坑2-1.2 口12.4.返10.8 I何加通常 2.5Yil3血 112 U 1 続 天ケズリ 重焼 I、使用彼'号、鉦欠 5172.7 

却5 車止f 均~A 韮小 5172ホリIi上坑3-17 口12.7、返10.7 南加商e下 2.5Y6/3・良肝 2/5 o Il青 正ケズリ 亜後 i使用者集無 5172-8 
草加6 姐忠均、}¥li.小 517氏本リ古 口11.7.返10.1 南加通院 5Y7/2・良好 215 01新 |亜燦 I内王国繍め抵紐土 51花4

(転出世)

却7 調車坪A董小 SIJ2.剖 口12.4 耐加通常 2.5Y6/3堅鍍 113 11 1斬 大ケズリ 重焼 l、世用lf{!'¥ 5172-17 

却8 割!~.t:不A輩小 5172-14 口132、返11.6、紐2.0、 南加市群 2五時12堅綴 ν3 III斬 天ケズリ 量購 l、使1H1f{!!i 5172-16 
紐両日 高2.75

ま3l〉O9 加毎1車E川:A蓋・l' 5172Cド崩 日13.6、逼11.4 南加南S字 2.5Y6/1 ・堅敏 1/10 01斬 "焼 1 5172-18 

lfA.Ii中 5172D中層 口14.6、返13.0 南加商鉾 2.5Y7I2良好 口縁片 I12 草購 l 5172-21 

311 調 車 杯B.Ii中 5I72回 D上層 Ll16.0、返13.7 南加南醇 2.5¥'612良妻子 1/6 IIJI青 宜縫 I 5172.22 

312 調車 li:A韮小 5172P5-I-4 LlIL6、返9.6 市加通常 5Y7/1良好 9/10 111新 天ケズリ 重俊 1.内天地痕と磨耗強.鉦 5172-20 
(転lfI匝) 'λ 

313 劉JM.ιFA量小 S172C 1こ届 紐2βτ紐高L3 市IJII甫僻 2.5Y612堅級 紐片 n 1新 重俊 I 5172-19 

314 調車 lfA量 5172-70 劉3.0紐高1.0 I街加市群 2.5Y6/2竪鰍 経It Oll折 重鍵 1 5172.24 

315 m!l~ 時 B韮中 剖沼 田 IJ16.3 甫加通常 2.5Y5/2堕級 lノ6 III新 えケズリ 重韓日a 5172-23 

316 覇軍珂 A身111 5172.却 B上層 nI2.3，商3.1 I情加砂多 2.5Y612良町 1/4 日l新 底ヘラ切り、体下位補助ケズリ 世間1f{無 5172.30 

317 覇軍珂:A身小 5172-1曲 口11.3商推3.6 I旬加通常 2.5Y7/2堅綴 1/4 III新 底ヘラ切り 旭川lI!無 5172-31 

318 罰里町:A身小 5172.77.102 口11.4、l高4.1 陶加通常 75Y7.ノI.R 2/5 III新 庇八ラ切り 世Jfll誕舞、外ほヘフ記号fUJ 5172-25 

319 調車勾:A身中 5172-75.g，I.B下咽 A- 口阻止膏1.0 I何加通常 2.5Y7/1-.&好 415 III衡 5172-26 

。'1'層
i菩 Z割11，車~ 均勾::A 身'1' 5172-72 円12.7，高3.85 南加通常 2.5¥'6/3・堅級 215 011荷 !底ヘラ切り、櫛状工nナデ 値IUlIi無無事E 5172-29 

A身中 5172-73'C'f層 仁112.8 南IJII凪常 2.5Y7/1良好 114 日L1荷 5172-32 

122 明車体A身中 5172C下層 O上暗 仁1J3.1 I何加通常 2.5Y7I2良 1/5 1111青 5172-33 

323調 車 杯A身'1' 5172-68+5BI田円 J 112.9尚3.6 市加通常 2.5¥'612堅綾 略完 日l斬 庇ヘラ切り も町111長無 5172.28 

324 制 盟 杯A身'1' 5172-1剖竃43 LlI2A高3.15 耐加I南野 5Y6/1'!I!1I! 3/5 日11託 Ii!ヘフ切り 内ほ中史と外Ii!緑磨耗 5172-27 
325 3li!!1.-郎B身。l' 5172-52 台&3台高0.6 能量くず石入 7.5¥'6/1且昨 1/6 01-021底ヘフ明り 内底鴎耗強 5172.15 

326 須車・峠B身 5172-55+5176PI8 口163 lliml通常 2.5Y4.尼崎署緩 1/8 01 日2体下位ケズリ む司量 5172-.訓

327 鋼:'B坪 s' 5172B-r踊 B上崩 台15.6 能望通常 2.5GY6/1良好 台J¥- I11-n2 5172-(!) 

3お 111，1¥'同州Gk 5172-18.19.B中層 日152.革3.3、均:tH2 繭加通君 7.5Y7Il且h干 1/4 UI-1I2 坪底ケズリ 内底磨耗弱 5172描

329 痢!l'械 H? SI72-34+SB81P6+ !山4自推日 南IJ!Jii街E字 IOYR7J2堅敏 315 11 1 内指ナ ゾリ、全体的にゆがんだ 使用痕緑、韓けゆがみ 5172.39 
t器集中33 作り組線車

3却須!;!.i_"J、増鉢 SI72C下橋 日8.5体8.0 市加砂事 2.5Y712.EIl綴 114 I11-I12 5172-37 

331 IYi車ド舷 5172-88 口7.6覇6.0覇高5.5 甫加I何群 2.5Y6/2堅級 口頭片 n 1 割72描

Jげ お32 額土四防相闇足H円而醍

5172.27-110-116-122 提12s.醍而1刷、高7.8、 南IArf'何宮下 2.5Y7/2良好 215 111 園田崎足痕慨し .n方形スカ 51η'-40

ド層制方+ら41 脚15.9 y 曲面降灰、 A匝包昔腐と接

+A~ < 18. L16 l合

5172B t圃 (113.8 地冗BI 7.5YR8/4-.fl 1/6 12-111 向ミガキ 5172.@ 

33" 土師続F SI72D中層 A1:届 rJ16β 地元CI 7.5YR7/4良好 1/5 n 1新 外 向転 ミガキ、下位カキ目、内藤色土器、肱射状暗主 5172-2 
ロクロナデ俊一部ミガキ‘暗文

315 上r.Jj銃 F? 5172-23 地Ji":BI 7.5YR8I6且野 112 III-n2 底手持クズリ 5172-(4) 

三3笠37占土些師二。高憐師FG太
5172-16'CD中層 上層 円l刷、郎前推6.8 地冗CI 7.5YR7I4良野 1/4 UI輯 坪底ケズリ、内ミガキ 使Jljjf{無、赤色土器 5172-1 

5I72A中層 [17.8 地冗BI 5YR7I4且 1110 UI-U2 向ミガキ 51724) 

338 土陶j高勾:G 5172s上層 "'1.0 地JCBl 5YR7/6良 1/10 11 1-112 外ケズ 'J.勾:向ミガキ 内田桂成 51n① 

339 上師高時:G 5172C上層 地ョじ口 7.5YR7I3. !!If 1/10 I D 1-02 内出焼主 日72-@

340 土師 国 杯G 5172C上層 基.12 地κBI 5YR7/4且 1110 01-02 町内ミガキ 内問農h貫 SI72⑨ 

341 上倒恒胴小筆A 5172判jJ土.t)t2-11-15 口13.5頭12.5胴15.6、 地R:B2 5YR7/5'不良 2/3 01 内下半ハケ目幅外ハケ目‘底指 外靖、化剥棒、内日縁，f.t僻 5172"'1 
却 21竃70'D中層 高推13J 頭4反

訓2 土制 値圏同小釜B 5172-1田 Ul5ι:、覇13.9、廟17J 地7eB2 5YR7I4良 1/8 UI新 内タトヵキ日 外下半赤fヒ剥孫、向日韓悠帯 5m.3 

343 上獅短胴小量B 5172-7I'D中届上層 11152、覇13.4，廟15.0 地元B2 5YR7I4良 1/8 01-02 内外カキ目 タト品、化剥瑞 日7'UiJ

Jo>I 土師短胴"、釜A 5172B F層
ほ底860 7 

地ji:B2 5YR7/6.a 1/4 DI-02 内舛ナデツケ、内底っき Illl痕舛体赤化、底面白のまま 5172-⑤ 

345 土舗短期ト釜B 51720上層 地冗l丑 7.5YR8/4'1:主 底片 n ]-02 外ケズリ、内ハケ H、底へラ切 5172-@ 。a
346 上師長胴をA 5げ21りI上坑6 口22.0、顕20.0 地元C2 IOYR6/3良時 1110 01 外粗ハケ日‘内ヘラナデ 外媒 5172-8 

国剖78 土上師師 長長胴胴釜A
5172-31-126 円22.4、罰20.0 地元B2 IOYR8I3良 1/10 1-111 外ハケ H、内ハケ日 外周傑 32; 釜A 5J72日 C中層 1口却し頚15.4 地元B2 5¥'R6/5 艮好 口頭片 01 外ハケ目、内ヘラナデ

~19 土師民胴蓋A 5172竃73 口18.9、到11.7 地元D2 7.5YR7/6良好 口顕H 01-02 5172-(2) 

350 土師民胴韮8 SI~之竃2.3.6'1 1 拍~ 曹団2、掴22J 雄元s2 7.5YR7I4良好 113 0)-112外叩き後カキ日後下半叩きUll向下 手ヨゴレ 5172-6 

25，39-46却 58-刷 後ハケ目、内指事I当て後ハケ目

151 上師長嗣釜B 517制方上坑3 地χB2 IOYR8I2良好 廟片 n Il荷' 外Hb叩き.内Db当て 5172.@ 

352 土師長胴釜8 5172D中層 D上届 口22.8 地主B2 5¥'R7ノ4且 口融It II 1-02 5172-@ 
3日 土師民刷蓋B 5172-69 日程.6、顎19.β 地 元s2 IOYR8/4良 円覇片 UJ.1荷 ? カキ日 5172-5 

3制 土師涜繍A 51刀 3'S9+5176Pl'l括 口38.5、頭訓仏胴342 地π82 7.5YR7.川良野 1/8 UI新 外ハケ目、内ヘラナデミガキ状 劇中位に媒、向上半ヨゴレ 5172-10 

33団話 住Z洩鍋B 出器
n36.0、頭33β

地池元元BB22 
7.5YR7/4良肝 日朝片 Ul華街~ 外カキ目、向ハケ後カキ目 5172-1 

管状 lこ鍾 3.9x 12孔0.3 IOYR6/2.不良 岡高完 11 重量5g 5172-12 

157 鋪 11環 5172-1 2.0 x 2.1 x 0.6 略完 部分的金金問存"'量2.1g 5172-69 
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第田章 今回報告区域出土の遺物

置構 f昨号 種別。器極 山上地.. 法量 肱土 色 惟 残存 時期 調整等 嶋~. :ι測番号

5173 [ 3日劇J.1~昨 H 身 51731A上層+5176上暢 口10.9、受日2、立高0.85

桂能南加見主l通通通常常常

IOY6/1且 l/10 3 トー 1I 51731.2 

3591siJ!i:坪H身 51731 B中層+そ38 日12.0.畳14乱立高 川 5Y6 1良野 lノ1 II 5173 1.1 

3田須;'E.耳 Ali:'l' 151731 W6+カ斗2 lilt2.4.紐高0.7 2.5Y6/1略級 113 02 天ケズリ 重焼!.使用仮睡 51731.3 

描甜2l 須須!!~ 耳A轟中 $I ~~:: ~ ~:~届 +SI66-f騒 口15.6、返13.3 耐加通常 5Y5/1且昨 }ノ15 02 』駐韓 l 51731-4 

車 耳A量}; '51731事'J方 口17.4返15.1 南加温'耳 5Y7/1-f毛針 日韓H 日2 重構 l 51731.5 

363 須止5・師A身 5173 1 21 +5173 [[ 1:届 南加通常 ;.5Y6/1良好 1/4 02-03 底ヘラ切り !使川痕無 5173 [る

+5176;¥上嗣

品4 {(V.!.~ 耳 B身 ' 1 1 Sη31.23下嶋 台9.4、台町0.45
能市加主l通南常野 一15Y8/1良 -

I 1l/'1I0 H 
02 ほケズリ 5173' .7 

品S 調]!~ ・壷 F ? 51731 C中層+517311上 円12.0、到10.4 ト 11
51731-S 

扇

支訓6 土舗短刷小釜A 151731-18-19 地n:A2 5YR7/3-良 1/4 12-02 外ハケ目‘内へラナデ 外刷赤fヒ剥品在、内庇ヨゴレ 51731.1 

367 上師長胴~B 151731-19 口23.6顧20.0 地記C2 7.5"R7/4'U野 1/10 I [] 2 い日後押…γ叩 51731.3 

ケ日

51730 部8 痕思・耳H身 5113D上胤+こ43 受12.7 能主通常 区高l'醐
6lν/5s 12 

眠ヘラ切り 51730.1 

369 須車 耳A壷中 SI73I1-19-A下層 nl<l.o、返11.9、紐2.8、 1街加南鮮 2.5Y6/2略敏 目2 氏ケズリ 重税 l‘内王中央謄粍崩 51730.2 

銃自Os高2.7

370 額 J!~ . tf- Altll' 51731124+き41 口14.8，jsI2.5 両hlli釘Iil 2.5Y6.ノ2・堅級 1/8 02 量購!
5511773J 115 

371 :fJi車珂:A量中 517311中脳 ロ15.4、返nO 下旬加通指 2.5Y612・堅敏 1/15 02 五ケズリ、此線 H帥E焼 ll 
日7

372 須 車 耳A蓋中 5173I1-28+語、42 n15.4.返n4 南加通古 2.5可6/2・唱級 1/6 112 
王低ヘケズラ切リ、り詑線 S51I77331H143 8 

373 調!Y.坪A身，t， SI73I1留置8'7 円12.9、高3.7 南加甫昨 2.5Y8/1・不良 時完 112 

374 額].!!.'!fA身q' 517311-23 Ll13.6、山3.7 前加衛貯 5Y7/1良 215 U2 庇へ7切り 内庇摩耗必j 517311-9 

375 原忠均二A身'1' SI7311-15 口14仏 高3.5 下旬加通常 71>Y7I1良
l1，/F4 4 

h;323  

底ヘラ切り 517311.10 

376 UU且杯白身111 5173日中崎+5176.'¥上層 f1l<1.0、高4.4‘台7.4， 南加南幹 2.5'1'711堅緩 成ヘラ切り 使IIIll1黛 SI73 11.11 

+均、42-43+<41 台高0.7

3ii 須車耳目身中 5173日中尉上婦+お41 ロ132高4.7百7.9 11mlll通常 2.5Y7I1堅綾 1/5 fi2-1]3 底ヘラ切り 517311.12 

13781劉車高原G太 田730よ贈+判 l

台高0.7

円15.6..If高3.7 下街加南俳
55YY67//lI ・堅且敏 1l//16 0 

町下ケズ 'J

重俊正{立 517311.14 

379 須車両杯G大 517311盟 基3.6 能1;通常 内成肝粍強 517311-13 

3剖須車高均:G); 5!7311 中層 脚10.9 I.J加'"俳 2.SY5/1堅債 脚"， 02-03 51730-15 

381 土師勾:A 51730竃l 口13s.向'1.1 地AB2 2.5YR7/4.a 完車 1l2-(J3成ヘラ切り 517311.1 

382 土師恒園小蓋B 5!730 .18 口13β.Jli 12.2 地TcB2 5YR6/3.且 1/10 日2-03 カキ目 外赤ft 5173U.2 

383 上師民胴差 B '517301-3-6.8.10竃 刷23.9 線沿B2 IOYR8!4且僻 1/3 02-03 外カキ ~l，表団同ド半HalllJ 昌、内へ 外調ド半煤付帯、内ヨゴレ、内 5173U-3 

2.6 ラナデ後Da4て後ナデ 桜町み亦化

担4 土飾置繍A 517311竃田 口35s、頭立6 地πs2 5Yli7l6・不良 1/8 1I2-U3 517311-<D 
耳S 土師管状土錘 51730ド層 捜4.Sx推2'}孔.0.7 地7じ口 7.SYR6/S' n.tf 1品 議量8. 5173114 

51刊 掛刷局:1-1葺 I5417147A6Cド中廟A473上層 Ll 12.5、 if~ 3.7 能A砂少 SY6/1良野 4/5 II 天へラ切り 内五時耗強 SI74--b 

府+(41

387 煩m 杯H董 S174.2剖 C上届 口12ふ 高3.7 能型且 5Y7/1且鮮 定形 II :疋へ7切り 外 4母体暗粍強、外A火陣4庄、タト 517'1-1 

天ヘラ記号rlJ

388 1m車体H蓋 51748正 27 InI2.! 能甫主加良 5Y5I2良好 1/10 r-III斬1 
底ケズリ

重俊正位 5174ト2

389 煩車均;H身 15中17層'4.'¥下府判方+SI76 ||商口4117、畳142、立高0.7 甫俳 7.5YI日';3岡県鎌 重鏡jE位

+5173J層+5166上 2

府+(42お42す35

3叩須~~均: 11 身 517牛.23.A1:圃 口11.3、畳13.6、立高0.55 能量通常 5YR6/6良肘 4/5 1I 底へラ切り備工具ナヂ flffl拘iU眠 5174-3 

高4.1

391 上随・揖H Sli4s上脳 円16s Jl!itAI 5YR7I4且軒 1/10 II 内外ミガキ 内m焼成 5174..Q) 

392 土防備N 5174A上層 nI4s 地元AI 2.5Y I~6/4 良 1/10 II 内ミガキ 内用蝿成 1517'kV 

393 土師両杯 H大 5174C下層 Ll212.持政5.! 地-応..1 IOYR7ノ4良 1/10 II 外ケズリ、内ミガキ 内~I.\焼成 5174ト2

担4 土師小型繍A S174-17 rJ23.4 地1じAI 7.5YR8I4'U 1/15 1I 外ケズリ内ミガキ 外煤#l 5174-4 

395 .1:師小再現鍋B 5174-4 口20.4 地止A2 7.5YR7/4且>1 1/4 1I 外ハケH桂ナデ後ケズリ 外赤宜、内ヨゴレ 5174-3 

396 土師・短刷小韮八 5174-1.19 仁1172、朝15.3、刷18.7 地j(;A2 5YR7/4良 1/8 1I 外ハケ目、内ヘラナヂ控ケズリ 外赤化剥務、内全体ヨゴレ 5174-5 

却7 上飾短胴小釜A 5174-13，14 nI5.3、罰132、刷18.0 地花B2
川-USOYYRR7/74/4良f!.肝- 日目 i il l 外外植ハハケ目、内ヘフナデ 外煤.赤化制部、内司ヨ円ゴ輯レヨゴレ S51177446 7 

398 '土師短嗣小釜A 5174却 日52覇l剖
地j(;s2 15 ケH.内ヘラナヂ後ケズリ 外亦化剥務、内胴

399 土師短胴小董A 5174.P2 覇15s 地正A2 IOYR8I4良 1/10 II 内ヘラナデ 使 flI彼無 5174-11 

4叩 土師民胴釜A 5174-16 口19.6，覇17.'1、胴23.0 地:TcA2 日rR7/S-j)Jf 1/10 1I 外ハケ O.内へラナヂ後ケズ 'J 外酎煤ー内ヨゴレ 5174-9 

401 上師lIliA 5174-18 lコ24.8 地元B2 IOYR8/4長 1/8 外ハケ日‘内ヘラナヂ 5174-10 

5174 402 須恵勾:B蓋小 5174A上層+5176上刷+ 口122、高2.5.鈴2.7 甫加通常 51'611堅級 112 1V2 五へ7切り !~焼 11 b.旭川lit!'< 5174-5 

上府 き4，1カ叫3 制高12

t杭 403 綴Jl!>盤 B 5174D上層 台13.6、台前0.6 南加通常 7.5Y7/1良 ν却 1V2 成ヘラ切り 5174-6 

4倒土師椀A 5174.28(上層) 庇6.7 機場AI 5YR7/5且針 1/8 IV2 成-f.年半ケズリ後内外ミガキ 両l幅亦事 5174-1 

405 上師 I王胴祭B 5174上層上坑 IJ22.4、顕19.0 臨場A2 IOYR7/3良 1110 1V2 内外カキH 5174-① 

5175 406 上倒小型鍋B 517.与1.2 口21.5、高IO~ 地Jt:f¥2 IOYR8I3良匂 完形 IIフ 外ハケ目、内ナヂ桂ケズリ 外傑と赤化 内上 半薄ヨゴレ 5175-4 

407 土師・小型鍋A 5175ト7-8.31.33.B1:溺 口23.8、高推11.8 地元A2 10YR7/4 艮 l/to 11 舛~ f 'l'ケズリ 外務化剥落 517ら2

408 土師・短園小釜A 15175-23 口11.I、顕102.嗣11..3、 地元A2 10刊 7/4良好 415 11-12 書ド、ヶ目、内ケズリ 外線ft治亦聖刷ilf.内円緑愉 5175ド1

高8β 帯、闘中位外面ヘラ記号rlJ

4冊 士 郎 短 胴 釜A 5175-9-日 16.29.34 [ 117.1、車162，酎お4、 地元A2 7.5YR6/3良肝 415 II タトハケ目、内ヘラナデ後ケズリ 胆111痕無.劇中位焼成後慾孔 5175-6 

BC下崩 高21.0

410 土師 且胴釜A 5175-15-19 口19.7.覇16s，腕22.7 地FじA2 IOYR8I3良 1/6 12 .~ハケ H 権顕ナデ、内へ 7ナデ 5175-5 

f受ケズリ

411 土師・手付添鍋 5175C下層 rJ19.6、朝17.6，胴詰O 地元A2 7.5YR7/5良 1/6 12 タトハケ目、内ヘラナデ後ケズリ 5175-7 

412 土師・小型連繍 5175-1-5描剖-37 口26.0、期23.5商10.6 地冗A2 5YR7I3良肝 1/2 12 タトハケ口桂粗ミガキ内ナヂ 外靖{ヒ剥偽、向車，1.1;'.婿 5175-3 

E憲判)1

5175 413 額思年G董中 5I75B中崩 ロ14.7.返13.0 南iJII通常 7五Y6/1略級 1ノ15 02 量焼 I 5175-1 

上層 414 額m.市郎G大 51758上鰯+(40 [113.7.1不高2.9.韮3.1 甫加I筒鉾 5Y5/J竪級 1/4 1口 杯底ケズリ oli:俊正位.使JlI痕帳 5mは

415 鉄釘状製品 5175G上層 1.5x2.8x 0.5 副部片 重量5$0 鉄器14

5176 416A 甑車勾:日身 5I76C中下層 口10.2、受12.6.受高0.8 市加通常 5Y5/1'IUl 1/10 11-12 5176-1 

416B U(・E均'11身 5176A中層 畳13.4 i軒Jnr雨宮下 5Y711'-f'艮 1110 1I 5176-2 

417 額忠則董 |日き74600中下層+判。(40 円9.8逼7.9 能J<サフ土 7$Y5/1'!Il級 1/4 12-01.J<ケズリ 車焼 l、世用線無 517，ら3

418 顎!!J勾'A董小 5176 ロ12.6、返10.4 南却l通常 5Y6/1"雪量級 1/8 01 量後 I 5176-① 

419 罰車 杯A蓋中 5r76-7 口12.8、返11.3 南加砂多 2.5Y6/2. tl肝 1/5 01 王ケズリ 京焼 1使用銀黄島 5176-4 

4却 項車 勾:A董中 5176P13 ロ12.4、返10.9.岨23 南加l砂多 日r6J2・良好 完形 111 王ケズリ 電鍵 I内天全体出彼磨耗あり 5176-6 

(佐川硯) 紐高1.0、高3s

421 組理原A董大 |幻5176D中 層 上 層+SK74- 1]18.'1、逼15.6‘紐2$. 南Jnli有群 2.5Y712良 lI5 11 1-112天ケズリ 監焼 I、担問痕持、内五ヘラ配 5176-5 

録商0.7、高2.15 号flJ

422 鎖車 勾:A量大 51760中層 C中下層 口16.8、返14.7 南1J11通常 7.5Y512. tl肝 1/10 02 置後 I 5176-剖

+517311およ眉+P品3

4幻 掴~~ . 1事 B輩ゆ 5176B中下層 n15.6 商加南昨 5Y6!1堅緩 円縁片 112-113 重俊 I 517t)..j) 

4剖 罰)~ 勾: B蔓qJ 15176C'll厳 n15.8 南加甫俳 2五Y6/1臨敏 円融]¥" 112-113 重信t1 517&② 

425 割~!J坪 A 身中 5176竃39 n12.6、高3.4 Hi加砂多 2$Y6/2'IH1 5/6 lll-D2 底ヘラ切り 内成時耗強 5176-7 

426 劃Jl!.'t，手A身 5176竃18.8上届 口11.8、高2.7 l何加南麻 2W6/1堅綴 1/8 112-113 底ヘラ切り 517ふ-.!J

427 須恵坪A身 S176C中下眉 PI2 Ll12.8、高3.5 能見石多 5Y7/1. .a 1/6 02-03 庇へ7回り 517f:hal 
4描 書U'!!"!不A身中 5176竃曲 rlI2.l 南加砂多 5Y6/1・堅綴 1/8 111 

551177661 13 1 
4却 須盟主f.B身11.' ISI7(}.8 rll'l.l、高5.3、台8s 市加砂多 2$Y6/1里線 2/5 II [-112 底ヘラ回り 世1111復舞

台高0.7

265 



付表 額見町遺跡日報告区域出土古代遺物観察表

遺構 番号 櫨別器曲 出土地内 法量 胎 lニ 色鍵 四存 時期 調畳等 繍-l' :l!測骨号

5176 4却割車杯B身中 S176C中層 台金O、官高0.65 能型通常 5Y812不且 1/5 02 庇ケズリ 5176-15 

431 踊!M.'J;:fB身中 S176rl'明
φつ38 lll'l.O.高3.9.台8.8. 能書通常 5Y712. n軒 1/5 02 底へ7切り 世mll!無 517&12 

台高0.4

A4113泊2 川川HiEEI，向トJ.j'G 小
S176C上附 脚6.8脚高4.4.晶2.4 所加通常

S25Y6Yノ5l/1堅1級Ut 22f1S 5 
01 

踊ド~紙手持ケズリ

働時正位 5176-16 

盟盟顕盛 51760竃制方 顕制、制10.8 I街加liti符 日1-02 5176-17 

434 罰忠平庫 Sl76PI8 円8.5 I街加ltit本 2.5Y612'l!l級 口頭片 111-02 SIi&lS 

ι'35 1:師向耳目 5176竃'12'P却 1l15.6、勾:向4.1.碁4.'1 地見81 10YR6/' 'IHf 1/3 U I-U2 内外ミガキ、脚外ケズリ 内治焼成 SI7l;.1 

4描 t師高珂:G 51760下一騎 基3.6.脚102 地正82 5YR7I6不良 脚片 n ]-02 SI76-@ 
a日7 t師。盟柄小釜B 5176竃日 地7i:B2 IOYR812・不良 1/6 U I-U2 外 f持ケズリ.内カキ [4 S!76-@ 
4溜 t師盟園小"'8 517&10 1((7.0 Jt元82 5YR7/4良 116 01-02 底ヘラ切り' 内コゲ状、タ同 ft剥落 517&-<V 
4却 i 師短刷小~8 Sli6P14ト9，19-21，28 口17.8顕15.6.胴21.0 地元82 5YR6/5良好 1/10 I11-II2内外カキ目、件下半ハケ目 5176-2 

判。 1:師民刷釜B SI76P14-~1 刷 1&0 地元82 IOYR8/3・良好 刷片 U I-U2 外成形叩き陸カキ目後ハケ H 5176-@ 
内ハケ日

441 日向7丁一付深制 5176‘2.3.9-13.16 l'却8頭指4.刷 おO 地元82 7.5YR7I4良好 115 日I? 外相ハケ阿佐下半HeU[Jき向指 外下半煤、綱吉事あり、内下半ヨ 5176日

18.21.22.36.37"11.62 ナデ檀~I ミガキ挫下半5D当て ゴレ、 三 "，桓状把手付 、大仰

;f.? 

442 1:師 ill鍋A 5176PI4-6 U拍 4.頭訓O 地jEB2 7.5YR7，凡 良好 1/20 J sl-日2 ~~ハケ 目司 l勾ヘラナデ 内面ヨゴレ 5176-① 

443 土帥捜鍋A 5176竃19 口32.3覇盟2、胴29.0 地leB2 7.5YR7/6不良 lノ10 lll-ll2 5176⑩ 

444 仁師融A 5176D t附 B'ドド刷 底112 地χ82 7.5YR6/4.ft 底}干 III 内外ハケ目 底部内面に陪檀 L IIl I~1み 51764 

+SIi2土坑4

5177 制5 罰!ll'釘:}¥蓋中 SI77A竃床 日l目、返13.0 F何加南E下 5¥'7ノl且 1/15 日2 5177.1 

5178 446 調!.!.~ . tfA董 51781'3 紐2.8.担高0.9 南加通常 25Y7.ノ1堅敏 紐It U2 重焼 I 5178-1 

5179 447 :土師民制韮A 5179-3.7 日182.覇15.8 地冗A::! 7.5YR7/5不且 口到片 1. n 5179-1 

5180 4<18 罰I.!!..j:;不思置中 518OP1 口16.0 I何加通常 メ5/0堅鍛 1/20 113-ill 重妓 I 51JlO.I 

449 須恵勾'8身大 51曲.g(仁騎) 台12.6、台前0.6 前加l通常 7.5Y6/1'J込H 1/:却 日-]V 底ケズリ 内底肝耗強 51JlO.4 

4田郷車体A 518Ofl'li・7外 口13.8.高3.55 '1範加通常 2.5Y8/1' !! 1/10 ]V2 阪ヘラ切り 51JlO.2 

笠452L阻土止師刷民胴董A
SI80Pl 世襲且 2.5GY7/1且 1/:却 VI 低ヘラ切り 518().3 

5180制方土坑3 口22.1 地元日 IOYRil4. A 口融I~ 1-111 51JlO.3 

453 仁師 11胴釜A 51開制'JJJI坑1 口19.8 地冗A2 IOYR8川 良 rl韓片 ]-111 51JlO.I 

4副 上師甑A 5180liI判)i 地)i:;B2 IOYH713. .f.!.金子 把手H 1-1l1 SIJlO.2 

SI81 455 須!!¥勾 A董 SI81-37+SI86D上府 口11.9.高4.5 ifj加通常砂少 Z五GY6/1良野 617 11新 天ヘラ切り 重俊正位、内庇'1'央樹 51814 

456 剖~.!! . j;f H 身 5181.58 口 10.6、 畳 I ~I 、 立高0.4. 市加通常 2.5GY5/1 . f.lH 完形 II新 出へラ切り後悌1:具ナデ 重俊正位、円靖欠け S181.5 

両3.5

457 須車 t司、H身 5181.52 口11.6、豊13.4、立高0.4. 荷加通常 2.5Y6/1且 1/4 II 成ヘラ切り 内成中央陪1m 518ト7

高3.5

458 罰!~杯 H 身 5181判方上坑9-3+て38 nll.0.畳12.9、立尚0.7， 市加1何僻 586/1良肝 215 II liXヘラ切り後櫛工具ナヂ 重俊正位、内底外底賂粍弱 5181-6 

同16

459 剖車体干I身 5181F 1:嗣 口9.0.畳10.8.受向。35、 能J忠良 2.5GY5/1'~敏 1/5 12 政へラ切り 重健正世.匝別jj{無 5181-8 
高椎3.0

4曲 領車.jjJ量 5181判方 1+て41 n叩5、返8.7 1情加南E手 5&VI堅鍛 1110 II新 王ケズ '1 量焼 I 5181.3 

461 軍!!!.植身a 5181品 +s下層 I信bu通常 N4IO堅依 1/8 11新 成ケズリ イI董 5181.13 

462 割型お量高坪B 5181-44 LlILO、杯開3.8.腕9A、 I官加通常 N4ノ'0。良町 4/5 II斬 均部外下半ケズリ 正1;)，健、恨!111m無 5181.14 

脚高3.2、基3.4、高i.O

5181.15 
446制3 調罰，車，.¥!..術師H

団5品181IPR3L眉+51&3.53
開14.0 甫加南隣 5Y5/1略綴 脚片 II 外縦ハケ日‘内へ7ナデ 倒立後

鉢8 口14.7，刷162 前加通常 108G5/1且鮮 1/10 1I 5181.16 

465 罰n!.題 5181"19 盟主9 前加南酔 2.5Y7/1艮釘 1/10 12 5181.18 

4師 須n!.題 5181E下崩 Ll12.4 I首加通常 5Y5/1.n師 口罰片 II 5181.16 

467 劉n!.大型 5181が'Jh上1/(3-43 IJ41.6 
術jaI正>>1市AI群

7.5Y1/1堅敏 円盟片 I 5181.20 

4国 1:師 憐H 5181.9判万上坑2-32 口14.5高4.9 7.5YR7/4良肝 314 1I 内外ミガキ 内外斑甘さ光沢もつ 5181.1 

469 t師 鈍H 5181D~fIIl! 口13.4 地j(;Al 7.5YR8/4良野 JllQ II 内外ミガキ 外謀Hき光沢もつ 5181.3 

470 I土師鈍H 5181D下嶋 口14.1 地冗AI 5YR7/3.0Jf 1/6 11-12 件下半ケズリ.内外ミガキ 内都に煤 5181-7 

1114447η731 土土岬帥帥 健腕腕 HH H 
5181F中層+SJ45+SKI'15 地冗A2 10YR8/4良 1/4 11-12 内外ミガキ 5181-8 

5181D中府 1114.7 地πAI i.5YR7I4良貯 ν10 11-12 内外ミガキ 5181-6 

5181剖方E 仁1132 地冗AI 10YR8/4良肝 1/6 11-12 内nミガキ 5181.9 

474 1:師・腕H 5181A Iニ絹 IJI2.1 地正日l 7.5YR8/5県肝 118 Jl-12 内外ミガキ 5181-5 

475 1:術院H 5181.26 Ll15.4 地主じAI 2.5YR6/S-J込釘 1/10 11 内外ミガキ 5181"1 

476 土師 肱H 5181-64，8下柄 口142 地κAI 5YR6/4. f!.貯 1/8 11 外ケズリ 、内外 ミガキ 川市日~M'県1焼桂成、外曙光沢 間f。477 上自耐高体H 5181.;田 E下婦が))j上 口13.8.高推12.3， 地jc/¥! 2.5YR6/4. n.師 3/4 T ]-12 駒ケズリ ‘均;内外ミガキ 成、内ほ荒れ

抗3-31 均尚3.7、基4.5

478 土師向昨日 5181-48 Ll14.1 地元AI 2.5YR6/5良好 杯開片 11-12 内外ミガキ 5 18 1 ~ 11 

479 _l:1I高町H $181.28 脚1<1.0 地JEAl 7.5YR71ι1艮 脚片 11-12 駒外ケズリ 5181-12 

4田 上師・製JII上器? 5181-46，8 U.'I 般入AI 7.5YR7!5' n. 1/3 l-U 
SSI18811--119 7 

481 I tt<<i.，j、噌鍋A SI81.s3.EI!I!i:f 口21.0 地月:A2 7.5YR6刈艮 1/15 11-12 内外ミガキ、外下下ケズリ 内ヨゴレ

482 土舗 4明鋤A 5181糾古1:1/(4 円20.0 地冗A2 7.5YR7/5良 lノ10 11-12 外粗ミガキ 5 18 1 ~ 1 6 

4田 土師・小型鍋A SI8ID.Eド府 rr18.0 地冗A2 5YR7/4良 1112 11-12 内ミガキ 外煤、内ヨゴレ 518 1 ~ 1 8 

間tar鋤A
5181判IJ土坑2237 11H11I1M fi6 地冗AI IOYR6/4良軒 118 11-12 内外相ミガキ 外煤 S18 1 ~ 15 

小釜A 5181D F柄 、朝日仏閣16.4 地冗A2 5YR7/4良 lilO 11-12 外ハケ 1:1‘内ケズ 'J 外~. 化剥務、 内日韓1.1.~布、胴ヨ S181.23 

ゴレ

4剖 1師・恒園小筆A SI81:f;1J}j l;ii'(3-9.38 口14.6.聞no.風16.8 地冗A2 i.5YR7/4.n.ff 1/10 11-12 タトハケ目、内ケズリ 5181.21 

487 上師恒刷小釜A SI81-61.71.P3 円16.乱期14.9、1I!1&0 地正A2 7.5YR6/S. U.好 1/8 11-12 タトハケ 9.内ヘフナデ後ケズリ 外廊下半係、外胴ヘフ記号「特」 5181.22 

けま
土師。短刷小釜A 5181刺1i土坑2-17.51 I rJ14.6、期UI、胴18.0 K地也元元AAZ2 

7.5YR7/4且 1/6 11-12 タトハケ問、内ケズ '1 外品化剥落.内胴ヨ ゴレ 5181.却

土師 J，胴釜A 5181刺11土坑3-5.33却 口18.5、頭16β IOYR8/3且 1112 11-12 外ハケ目、内街頭車 5181.剖

4同 土師民胴葦A 51811'2刺方1判1J土抗 1 [120.5、朝16.5 地冗A2 17.5YR7/4且 11却 11-12 件ハケ目、内街頭m 5181.26 

ら11判}jl)j'C3 

491 l:師長胴 ~A 5181判)J凶 日0-15.36. UI9.2，車1&6 地Ji:A2 7.5YR6/4. ~H1 1/15 11-12タレ、ヶ目、内街頭仮 5181.25 

45 

4目 1土師長胴韮A 5181.却 25 円21.8、到凶5 地元A2 IOYR8/4且 11却 11-12舛ハケ日 5181・29

4931.l師民刷蓋A 5181.15却 62回目 11182、曹116.9 地πA2 lOYR6/3良 ν四 11-12 外ハケ目、内へラナデ 5181-27 

494 土師漆鋪A SI8 1判1i土坑占:~6'48 1122.8、開19.6 地XA2 7.5YR7/4良 11:却 11-12 外ハケ 日 5181.28 

本'1h'1:坑6

4951J:師 下付深鍋A 5181判)J_l坑619 地正A2 7.5YR7/4-fHJ 把干1¥ 外ハケ目 外-$煤 5181.31 

496 上師手付課舗A S18U;lJJi l:liL2-18 地正A2 L15YR7/5艮昨 把子1¥ 外ハケ 1:1、内ケズリ 5181.30 

497 t師 甑A 5181*11 口21.4 地厄A2 5YR7ノ5且 口車片 内外ハケ日 518ト32

498 tI恥喫塩 t器 5181ホリ1itli'('2'8'16 口13.4 地il:E lOYR8/3不良 1/10 I-U 術顕jj( 赤化、剥務 5181.33 

~I 

4明 石 低 石 5181判方B 6.9 x 4.2 x 2.9 百凝灰岩 時完 t寝袋有、紙面5、重量llOg 5181.3，1 

筑10 石砥石 5181H1jl樹 D上層 1O.7x8.8x42 石轟灰岩 骸片 機痕イi.砥而4、重量3司g 5181.35 

却I有低石 5181P6-5 13.0x 12.8 x 9.9 右砂岩 破片 線銀布、紙面1.重量2.4kg 518ト36

5183 筑)2"Min!..t.t:A董'1' 5183A 口15.6返132 r+i加通常 2.5¥'6/1且鮮 1/15 U2 王ケズリ ;iJ'I倹 l 5183-7 

502s 調:"'.，不B葺'1' 5183八 B 口16.0 前加南Z字 2.5Y7/1堅鍬 1/10 03-囚 天へ7切り 1[，鍵 1 5183-3 

国3 明:'.!!.勾:slt1t 5183-17.22 rl16.8 r+ibll通常 5Y5/1且鮮 1/10 ll3-凹 重構 I 5183-1 

501 劉n.~.坪 II董中 518与4 1-116.1 前bil通常 2.5)'6/1略総 1/10 112-113 Ji.ケズリ 重韓 I 5183-5 

却5 割思.l'f's董小 5183-1 1112.0 H信旬湖組 砂町j群B IOYR4/1里良線好 ト!?Wz=皿1139 

夫天へケズリ 頃1[(瓦焼T l 捜!ま)6 {i'U!~..t不 B置叶l 5183A 紐2.8紐商0.8 2.5)'711 ラ切り

回7 tJ'iW-'.t不B置 51田竃削辺 経2.8鎚高0.7 市~I通常 2.5Y6/1'1i.H 鑑川 112-113 jf<使 l 5183-2 
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第皿章 今回報告区域出土の遺物

車'" 昏む 撞別・器値 出土地白 法量 胎土 色ー焼 iHi 時期 日同藍等 備Jl :l1測量号

51田 ヨ)8 証I車均、B身中 5183-3.11.18.A.B 1113.3、高5.0、台82、 市加通常 2.5'1'8/1良 2νs II2-II3庇へラ切り 内底府民間 151品 9

台高0.5

ヨ19 項目曹杯B身中 5183-74+5181上回 口1，1.8、高3.6、台8.9、 能主通常 2.5GY5!1良鮮 3/5 n3-m 成ヘラ切り 内底府粍強 5183レ15

+5町39-83+SKI叫剖 門商0.5

510 Uj車 体B身中 SrS3-1O-23+て39 台10.0、打席0.55 I情加通箱 5GY5/1堅敏 1/5 112-U3庇ヘラ切り 5183-10 

511 納車体8身中 SI83C+て39 台9.8、台高0.8 市bll術群 2.5Y7/1堅飯 1/10 112-I13111庄へラ切り 内眠摩耗，~ 5183-11 

512 割珪~.l司、A 5183ト58+て38，39"11 日13.4、高3.45 南加通常 5Y8/1不良 215 112-113庇^71;)り 内成ヘフ記号flJ 5183-13 

513 調理勾 A 5183-23.45 1112.95、高3.6 市加通常 2.5¥'6/1堅級 1/3 02-03底へ7切り 世IHjJ!無 5183-14 

514 調車均、A 5183-19-82-86-89+ 円13.9、高3.4 I何加1通常 5Y6/1 ・良好 1/2 E 底へ7回 1) 内成中央取陀弱、外底ヘフ記号 5183-12

て39 flJ 

515 剖軍平版，1、 SIS3D+SI81E中暗+て39 顕3.7 南bll甫俳 2.5Y6/1.'Il敏 ν10 Ul-U2 醐外カキ日 5185-16 

516 nin!.平Jl( 5183--15-40-61-92 底12.1 南加通常 5Y6/1・堅. 1/4 112- U3 凋 Ff~外面手持ケズリ 底面ヘラ配号flJ 5183-17 

517 坑!!!.検肱 5183-55+つ37 日11.0覇9.9朝高2.5 南加通常 IOYR7/1聖綴 1110 03-皿 外叩き後方キ目内綴ハケ目提 5183-19 

廟高20.5、両23.1 カキ目、底叩きtlIL吋て陸ヘラ

ナデ

518 m~ 甑 5183B'C U24.5 南凪l通常 2.5¥'8/1-f! 日朝片 m-N タトカキ日 5183-18 

519 土師鈍F 5183-94 口17.4 需場Al IO¥'R8/3且 1/15 02-田 内外ミガキ 両面赤彩 5183-3 

5却 土師杯A' 5183B 円16.1 臨場Al IO¥'R8/3且 1/15 03-皿 剤耐赤1診 ~制
521 土師高杯H 5183-却 蕊4.6 地元B2 IOYR8/3且軒 1/8 III-U3町内ミガキ、脚外ケズリ 内黒焼成 5183-2 

出担 1師 阻B 5183-曲 ほ14.4 機場A2 !OYR7I3且 眠片 U3-皿向ハケ日 ，5183-6 

523 土師支脚 5隠3-93 6.8x5.9、孔0.8 地元B2 IOYR8/3・良師 完都 I12-目指覇痕 下半全体靖 ft SIs3.7 

524 石管王未成品 5183判方 2.0 x 0.9 x 0.8 石忠義色凝医官 完耳Z 重品2.3g 石68

51剖 525 罰車阿:G蓋 日制 口¥0.1.返8.3 能聾〈ず石入 2.5Y6/1良野 118 12-I1 1支ケズリ 1[(健 I 5184.J 

526 覇軍阿:G蓋 51制B 口10.8‘返92 市加南111 2dW6Jl良野 1110 12 5184-2 

527 覇軍師A鑑 5184-33 紐3.1、紐尚0.7 市加1通常 2.5¥'5/1良好 釦片 日3 四 前焼 l 5184.1 

5担 須恵.JfA 5184-25 口12.9、高3.4 南加通常 2.5'1'811不良 完車 IVZ-Vl 底へ7切り SI&-M 

5目 明恵均:A 51割引 市1111通常 5¥'6/1良好 116 N2-Vl 底ヘフ切り 5184-5 

S抽 朝恵盤A 5184D 口162 商訓1通常 5Y6/1良妊 1/10 1'1 底ヘラ切り 5184-6 

531 上師垣胴lI<B 5184竃支脚 底6.0.割11.6 車場A2 IO¥'R8/3目不良 112 N2-Vl 底糸切り彼 外赤化剥務 5184-2 

532 上師恒胴 l釜B 51&1-21 庇日 酷場A2
1705YYRR77//34a I4 ii//14 0 IE22Vl 

底糸切り袋、外 F位ケズリ 外館古都、内ヨゴレ
11551128シ←431 

日3 土師長胴韮B 5184.10'16 n2O.4.覇17.6、醐202 機場 内外カキ 日 内ヨゴレ

534 土師毘胴韮B 51剖 11却 口22.3.覇19.6 様場.'¥2 5YRG/5五'，1， 1/15 ¥'1-¥'2 内外カキ目 外煤、内ヨゴレ 51&1.5 

おる土師長胴韮Il 5184.12-13.19 胴212 議場A2 lOYR8!4良 胴片 VI-V2 外カキ日桂ケズリ桂HaUl1き、内 51制-6

カキ目後格子状当て

536 土師長胴蓋B 5184.12円 機材崎A2 IOYR8/3良好 1/10 VI-V2 外H，叩き、内カキ 1'1後III給士状 内ヨゴレ 518+1 
当て?

537 士郎通鋪B 51制"，，9竃 口3割、盟3町、胴35.8 臨場A2 IO¥'R8/3艮 1/8 VI-V2 外下 l'ケズリ、内カキ日 51剖 7

51開 5酒須古1・珂:11身 51田口中層 口10.7.受13.4、立高1.1 I有加通常 K5/0'1>.師 1110 11 m暁正位 5民ゆ15

5四須恵'''f.G竃 5190-91 口8.8、返6.9、鉦1.3、 能]:，小石入 5Y8/1堅綴 完形 日] 天ケズリ m焼 u，、内大掛溜板、IH匝弱 51叫"1

(転m鋭) 録高0.75、高2.8

副0 罰思.JfG董 51叩 !劇 口10.4返8.6 能刷、石入 2.5Y8/1'良好 1/6 01 五ケズリ 重焼"，、内五IH粍硝 5問。7

541 須恵.!司、Al監小 5190床下回 口10.7，返9.0 南加甫昨 l田 Y5/1車線 1/4 01 Rケズリ 重俊 i、i古川痕暢 51叫6

542 罫l車何:A蓋'1、 5190-28四+て35 口11.5、返9.6 甫加南許 5Y7I1堅綴 213 01 夫ケズリ lR焼 l、天ヘラ記号flJ 5円0-3

543 須車均 A董小 51開-6'12 口11B.返9.6 南加南鮮 2.5Y7I I '~.最 3/5 01 天ケズリ 重焼 I 町内天中央~I{~~ S目。5

544 須車杯A蓋'1、 51田-l!6 口11.7，返9.7 南加1街群 IOBG5/1堅綴 紐タに完車 01 天ケズリ 重後 I、世用彼韓、外天様土付 51悼 2

滑天ヘラ記号flJ

545 領思杯A査中 51叩Br!'届+て37 口13.9、返112 同防加甫僻 2.5Y5ノl略敏 1/15 日1-Il2王ケズリ 7直後 I 51叫8

臼6 制車耳G身 SI~昨却 3 1 ロ8.8町3.0 龍美通常 IN6/0.J!好 4/5 12-01 底ヘラ切り 内Jitlll9.とII!耗ljii.外戚ヘフ記サ 51叫 12

rxJ 

制7 額車向:G身 51叩D下層+5198判方土 口9.0 能型通常 5¥'4/1良肘 1/6 12-Ill 5190-13 

坑 17

制剖8 9 
罰思釘:A身小 51曲 A下層

出高M

能見通常 IOBG3ノl'lHT-
l2ノ/150 出11E2成ヘラ切り

SI9()..14 

須思坪A!訪中 51領)-24.33 |甫加通常 I 25G¥'5IJ 堅級 内旺中央摩耗両 51鎖).10

S却 須忠商脚鋭 日開-8剖下回判1j+ ロ11.1町高9.6基3.1 能長小石入 2.5YR5/2. f.lH 1/3 12-I11 体it線 世JUHa壁、イI遺伝 SI ~ゆ 16

つ37

551 須車水萩 5190-15 口4.3 iIi加砂多 N4/0良野 11曹I片 日I-? 詑線2条2段 5190-却

552 須忠IliF 51~ゆ 1 9 却+5186- 18 胴15β iIi加市野 5¥'6/1堅級 1/6 12-日1外胴下半カキ日

時立てH.)j形遥L

SI~ゆ19

553 煩思園足円而硯 51叫 I(床直) 脚162.高推5.2 能莞1>.上 5B'III.s旺 1/15 日1-ヨ 5190-21 

出4 創立『紡錘車E 51C昨21 1.4x3.75、孔0.6 南加I旬俳 51'5/1，1¥1綴 完li 日l' ケズリ 世mo[無'屯量21g 51叫 22

555 t師荷停11 51叫j;5 口15.0 地元BI 5YR7I4・良好 勾;部門 12-01 内ミガキ.~~~I ミガキ 内!日焼成 51~叫l

556 土師高持H SI~協調 地元日 IOYR7/4不良 lノ8 11-01世十円立ケズリ、内ミガキ 内!品焼成 5190-2 

557 よ師高体H 51岨P4 口14.5、杯高4.3 地元，'1 5YR5/4且軒 11却 11-111脚外面ケズリ、昨外面利ミガ SI9()..5 

」 !キ‘杯内面ミガキ

日8 上師・短胴小釜 A SI~除85 口16.7顎 15.1廟17.0 j血:n:B2 7.5YR7I4' s軒 1/10 12-U2外ハケ目、内ヘラナデ後ケズリ 外刑務内日韓.~僻 51叫6

日9 上師短胴小釜A S聞に中庖 口18.4、畑地6 地冗A2 日.'R6/5.J:[ 1110 1 -n2 外ハケ目、内へラナデ 外薄い煤 51叫 7

反対日 士郎・短胴小釜A SI ~熔4 制)j土坑1 1 廟17.8 地RB2 IOYR8/4且酔 1/3 1 2-n 1外ハケ目、内ケズリ 外強化調帯、内胴中11帯 51奴)..1<1

日l上師・長胴釜A 51叩床下101-102'104 口17.5、頭15.5 地冗A2 IOYR7I4且 1/15 12-IlI外ハケ目、内へ7ナデ 内n揖"， S問。12

山8-112

出2 土師 J~胴釜A 5[90-2-40個 73.76 口幻O、頭21.J.胴抱2 地花82 5YR7/5-.lil昨 1/3 12-11 1外ハケ目、内ケズリ 外君事煤、内ヨゴレ SI90-9 

回 117-C下血 D中層 出推332

床下刺方土坑

部3 土師長胴釜A SI叫44-46.F下層 口21.2、頭17.5.胴24.0 地χ82 IOYR7/4血 1/8 12-n 1 ~トハケ目、内へフナデ陸ケズリ 外胴広〈煤、内ヨゴレ 同事11

持 l土師 j主胴董A SI90D下廟 口19.9 地元C2 IOYRil3且H 口樟片 U2 内外ハケ日 Sl~熔8

品5 土師・小型lI!J SI筑).4-87 口23弘前回5 地χ82 IOYR7/4且 完形 12-IlI外ハケ目、内へラナデ 外煤剥落町内口縁剥務 SI90-22 

ヌ;G 土師埠鍋A 日90-日 57団音量 円甜O顕25.5.刷27.4 地冗;B2 7.5YRi/4-f~ 1/8 12-IlI外ハケ Ij.底指ナヂー内ヘラ ナ 外胴下半煤、内下位湾総帯 SI90-IO 
判方上坑 デ接ケズリ

描7 土締法鍋A 5巾0-72.81.89'1師 rI37.6、車35β 地冗82 IOYR7I4且好 1/4 12-1111ゲケ日後下宇ナデ内へ7ナ 外下半に薄〈煤、内下半ヨゴレ

床下4-9，12，14-15，17 後ミガキ後ケズ'} (コゲ)
5190-15 

却 24.63倒 90.91

望通弘 土師 ilt鍋A Sl~ゆ75 円27.8、罰お2.胴盟3 地花B2 10¥'R7/4・血息子 1/15 12-111 I ~~ハケ日.内へ7 ナデ 外煤 519除13

日9 土師法鍋A SI'悼 14-45回 62竃 円31.0.罰263 地7i::B2 lOYR6/4良好 1/3 12-n1 外ハケ目、内へ7ナデ 使用m捧 $J90-16 
判lJ1;坑

570 土師竃昨 Sl90-11-26-27 地5l:B2 IOYR7I3血11. 庇H lll-つ SI叩 19

571 土師・竃車 5聞に上周 地.n:B2 10¥'R8/3・i込 I(X片 日官 外ハケ日 SI叩 23

572 土師製塩土器 SI90上府 阪入Al 7.5YR6/4-且鮮 1f15 指事l痕 外煤 'SI90.18 

573 土師焼成粘土塊 SI冊目 3.9x 2.7 x 3.1 地元Bl 7.5YR7I4良 完形 5190-却

SI蝿 574 土師.i史編B SI96円 U担 O.覇却S 100場A3 1O¥'R8/4・艮 1/10 皿-)VI 内タ4ヵキ目 外煤.全体に内ヨゴレ SI侠みi
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付表 答i見町遺跡目報告区域出土古代造物観察表

2.掘立柱建物出土遺物

温情 番号 画別ー器櫨 出上地内 法黛 船上 色 使 時存 時間 測嘗ミ事 摘考 14測番号

SB25 1 掴忠't:B身k SB25sPI2+ L35" "(IJ+ 円15.7 甫勿l通常 2.5Y7/1'1l量子 1/5 VlI $s25-1 
せ35

2 罰1!!..j宿' SB25P4 
甫H加A甫併

2.5Y7/1 良金子 体部片 11 底ケズリ SB25-1 
3 I ~t師俄B SB25BP12 口15.3 lOYR712且 3/4 ¥11 向_L，11ナデ 5825-1 

4 I t飾 憐B SB25BPI2 {1向Os.台6.4 H-A IOYR8/3良好 底片 ¥11 底糸切り M! SB25-2 

u.__ は土二師飾 憐民胴B釜A
SB25PS {1 1.~0.9、台5且 II~A 7.5YR8/UUf 底片 ¥11 Ioi糸切り痕 Ss25.3 

一llSSBB2訪5一問問 日 19~6 覇 1 7~0 地](.<¥2 7.SYR7I5艮 n顕片 11-12 S回忌l

5B26 
8 7 際'f's蓋 鑑2.9、録商Os i+i加通常 IOY6/1. R軒 曲作 1I3-JVI 重俊 I 5s26-1 

勾:A Ss26P6 口13.4.高3.2 市加通常 10Y7I1良好 114 田-IVI 底ヘラ切り 使flI#(無 5s26-2 

9 I t師l'll刷、量B 58担 問 間14.9、朝日仏底8.7 地正Bヨ 5YR6/5且針 1/4 m-IVI 内タトカキ目 外 lニ .~煤 5s26-1 

5B27 10 上制高岡:1-1 5s27P9 基5.0 地JeBl IOYR7/4'U.鰐 1/8 n l-n2 内ミガキ。件担ミガキ 向I!I鴨JG. 5B釘!

11 上郷長刷釜B SB27P5 口口21 ι11 74 、朝18.6 地1eB2 I OYR7/4 ~ n 日韓Ir lll-ll2 外叩き痕 日認会58:盟 12 I M( .'~: 勾:}\ 盟 諸PIO 病加通常 251'8/2不良 115 Y-Vl1 

13 須止J盤B 5s28円 合 11.0 台高0~35 南加通常 7.5Y7Il良 1/15 V 民ヘラ切り 底火樽#( 5821与i

SB32 14 土師平底椀 5s32PIO 底52 H-C IOYR8/2. n ほ片 中l朗 底糸切り伎、向庇面に匝転糸砂j 5ß32~ 1 

1ss33 国 民顕5.3嗣問、

?比痕

15 須車II.A 5s33内，'，ト ;何加温'品 7.5Y7/1堅綴 完売主 IVI 刷下学ケズリ LI 部欠け有り 5B33-1 
京高8.8.胴尚7.5、

高16.3、台102口高0.5

5B36 16 IYLW.耳B;Iii'I' Ss36円 口16.3 佐美サ71ニ 7.5Y7I1良好 日韓片 回 5s36-1 

Hf 銅.'~ 勾:s身(大・1)ι 5s36円 台&3.{1町Os 世人品位? 2.5Y6/1堅級 低H 113-皿 体外カキ目、沈線 海JG.粘土状酷土 S即日

1:師椀A 5B36P7 経11.2 得喝A1 IOYR8/2良好 11剖 田-IVI 体下位~底面ケズリ、内外ミガ 両耐赤帯 Ss36-1 

キ

SslII 

~ I割創官ι界界A催中
SB4IN 1"112.9、返11.0 l何加IMf下 2.5Y7/1 ・堅級 口樺片 ll2 S凹 1.3

8豊中小 SB<lIP3+L描 37 1112.1 市加通常 IOY61l ~ [，If lノ2 VI-V2長へ7切り 重鍵 I、使111釧[無 5&11 ~1 

21 罰車 時A 5B4印3+し訂 口12]，高3.5 市加通常 10¥'6/1'[<;1 112 YI 庇へ7切り 世月I痕無 5&11~2 

卜5B石
22 土師甑A Ss41P5 地Jl:A2 7.5YR6/4且 lE下片 J -nl 外ハケ目 SB41.3 

23 罰，~. 't; 11 身 5B44PI n l l .'l.畳 13~0. 立高0.7 南加通常 5'1'6/1品併 1/8 12 5&142 
2-4 罰車 体 8量太 5剖4P4+SI35上層つ38 I Jl4A 同町IJII通常 7.51'6/1良野 ν4 V2-"11王ヘラ切り 量燦 nb値用痕無 SB44.1 

日?

頭車両陣I-I? SB4'IPIJ 

院?

市加市群 2.51'6/1里線 脚H 11勺 間立畦 日 叫 l

t師鈍H $B44Pl 地元AI 占.5YR6/4良 1110 内ミガキ.外ケズリ? 5&14~1 

27 t師億五A 5B判p2 口24.0 j世刃~A2 10YR813良 U樺nI I-U1 S島44-1

28 1:1断甑A SB44P14 j也冗A2 lOYR7川良 把手Ir 11 外ハケ円、内ヘァナデ 5844-2 

58'15 29 須}g勾;A葺・l' SB45PI [1132、返11.3 能美通常 5Y6/1艮 1/8 112 5B4ら2

日 十 調車阿佐l' SB45PIO nl6A I有加通常 NilO堅綱貴 口融Ir n2-班 重俊 I 5B'I5-1 
調車均:A S島<151ヨ9+SKI27.23+と39 r-II<I.O 能主小石入 5国 11堅微 112 u2-m 底ケズリ .i董 S&IS-3 

SB47 37 I調車耳A SB47P3+す35 [-113.7 I何加通常 7.5Y6/1且 1/5 N1 51347.2 

38 須Jli，'界A 58471弓 能E通常 5Y6/1良野 1/5 113-NI 底ヘラ切り 5847.3 

39 I 1ニ師。随A S倒押3+上届9・7リ115 )i~7，6 時場AI 7.5YR7/3良好 1110 E 晶~ IVI 証ー体 f1ドケズリ.内外ミガキ 剛百II赤事 5凹 7.1

40 土師・平底抜 S1347P9 口12.6 Hζ 7.5YR713良 1/5 中 l ~ n l 内1.1.¥か'煤か v 出λ 5&17.2 

41 鉄棒状製品 S砂17P2
121 51 1X3，7L0ZxLH12 A 

前掲欠航 民頭a盤的車綾部か?~晶剖.5g 位器16

5B'18 42 矧車問:.'1量小 5848P2 市加通常 5Y7/1且柾 1/10 U2 重焼 I 584Eレ!

43 須思.lf.日身 5848P8 i.i血i通常 51'6/1良野 1/15 U2 5848-2 

5B却 制須車時:11董 5B却P3 11132 能主サフ土 7.5Y6/1且肝 l/20 11 tztl 45 上師盟副釜A 5B田P6 L119.8覇182 地J[;AI IOYR7I3. n.肝 1/8 11 外ハケ日向ヘラナデ 内外剥務、内u樟級品f

5B52 46 I_t師 腕 F SB52P9+上層タ叫17 禦場AI 7.5YR7/4良 1/15 U3-目 内外ミガキ 両面亦彰 5sδ2.1 

47 上飾平底'1、血 S田 2P8(担入品ラ) Ll8.4.高2.7.底4.4 H~A lOYR5/1且野 1/2 中 1l1li 出来切り彼 世間痕舞.内11¥焼i在、 5B52~2 

5s53 48 沼恵均 A
1323P14 

円 142 高3~75 南側通'市 2.5Y7/2且肘 略完 罰 段ヘラ切り 内底"・央晴雄弱 5s53.1 

5B54 49 須必't:B韮中 PIO 1117.1 甫加F街昨 10Y6/1.'Il敏 円縁片 02-03 重俊 I 5B54~1 

国領車蹄' Ss5.IP4 l-n2.1 南加通常 51'6/1， 良好 1/10 且2? タLヵキ日 Ss54.2 
51 . I~師高時H SsS.1PIO 』品4B 地正日l 7.5YR7/3比師 脚片 U1-日3杯内ミヌfキ、脚外ケズリ 内県焼成 5B剖 I

Ss55 52 須恵盤B 5s日 円 円16.9、高225、台'4.4. 能主サフ土 2.5Y6/2良好 1/15 皿-1¥'1 底ケズリ 内底廊!l強 Ss55..1 

台高0.6

5B描 53 封t車 坪A量中 Ss56PII 口15.8.返!日 南加1南僻 2.5Y5/2' ~観 口輯片 U2 l!l使 I 5s56.1 

54 f明恵勾:A豊中 5s56円 続2.1、録商0~8 南IJII通常f IOY6/1良好 1/6 IT2 天ケズリ 重焼 I 5B授与3

55 ItW'!!'.!不G身 Ss56P6+Sj7ーすおそ35 円 IO~O、高3.35 桂'l'i通常 5Y7/1'&'肘 112 12-1I1 庇へラ切り 使用痕無 Ss56-2 

56 同志向耳A

36 

5B訪問+さお集中132+ 基6.0 I有加砂多 J[応1'8/5良 215 国-IV 車入' 5B品4

L詩集中16

5B剖 57 上飾民闇釜 B 5B曲 目+5酪 4P5 ロ20仏軍173 熊場A2 叩YR8/4'TI 1/15 lV2-Yl 外カキ日 5s“)-1 
5酪 2 詔 煩.fJ!.勾:臼轟 SB62Pll 紐3.0、銃高OB 南加通常 2.5GY6/2良軒 1/15 02-m 王ヘラ切り 重焼 I 5862-1 

Ss&I 
曲59 土師平氏小皿

S5B田6弘21'円5 円11i1O35 L 商2.7、底5~0 H-D2 7.5¥'R8/4良 1/5 ー1'1~U 1 
|川底正(糸切ラ切り徳り

使1111匝無、dl人 5B昭一P5

壇車体A 、前3.4 南加通常 5Y7/1良野 1/8 02-03 5s64-1 

Ss65 61 額!~勾:Ali中 SB65PI n142、湛12.0 市加l何俳 5Y7II-}! n縁日 U2 SB65-1 

51370 [ 62 叡車杯B筆中 5Bi0P6 Ll17.8 I釘加通常 5Y6/!'U好 U輯片 U3 阻 量蛙 I SB70-1 

63 鉄・不明製品 5B70円 3.0x 1.4xO.7 両雄欠 重量3Bg

時日5B71 64 fi砥{， SBill司 8.4 x3.0x 2.4 石凝灰官 完形 捕担有、低面4.電量91g

SBi3 65 筑:....，不A葺 SB73P4 紐2.6、飯高Os 南加繭昨 51'6/1堅級 紐，Ji ll2 軍燦 I 5s73-1 

5s74 同 額.'M.勾~1:1 SB74P3 I材加通常 7.5YR6/5不足 116 11 底ヘラ切り 5B74-1 

5675 67 割思 t不sj医大 5875同+お招集中 Ul8.l I旬血l通常 !OYR6/1堅縁 3/4 113-回 天タズリ 亜細u、盟問痕』眠 SB7!).1 

同 罰思ーιfB身大 Ssi5P5 IJ17.5 1句却1通常 2.5Y6/1.Q.昨 l居。 m-IVI f事此線 5875は

5876 69 割 車 杯B身中 SB76P3 口14.4 南bu通常 7.5Y6/1且 1120 日2-日3 Ssi6-1 

5B剖 70 I 1二師 高 体G 担割問 口16.8 地冗BI 7五YR7I4且 1/15 n J-日2外ロクロナデ、内ミガキ 5B80-1 

71 m車 坪AJ長中 5s8.町4+お38集中 日13.4、出11.1 南加鼎吹多 N6/Q堅綴 113 日1-[12 )ミケズリ 宜鍵 i腔用U{無 51l!レ1.1
58制

日;
土罰A師E。椀阪AF ' 1155B88制8P内lピ2外 晴元

7.5YR7I5良野 4l~ 112-皿 内外ミガキ 両面赤彩 5s84-1 
凡函E 台13.8、台高2.5 5Y6/1堅級 1/4 II2-IV 胴下位ケズリ、内ド位ハケH 底面ヘフ記号「特」 5B&iト]

5s曲 74 調理勾:A葺中 51l岨同+え35 1J12.8、返112 2.5Y7ノ2堅飯 112 1I1-I12 重畦 i 、外王宝I~j事角岸諸土付着 5s881 

5B89 75 須恵均:Aj監中 SB89P3+町田 rlI4.8.逼12.4、銀2.9‘ 南加l通常 IOY7/!'!.l 3/4 ll2 王ケズリ 重焼 i、使m痕無 5ß89~1 

罰寓l田町325

76 明恵峠8輩'1' 5s89P12 口16.4 南hU.i届協 251'6/1堅綴 日韓1: II2-TI3 重俊 I 5s89-1 

77 I~t師洩鍋A 5s89円)-1'2-5-7-9-15 口37.6.覇32.4，胴沼!、 地元B2 7.5¥'R7/5良 主14 n2 内外ハケ日 外面傑付着 5889-1 
16 ~19 甜 A百羽U7.1

5s93 78 罰車珂;s身中 5s93A .BPI 首 102、台尚0.5 1街加通常 7.5Y6/1誕好 1110 Vl-VIl 庇へラ切り 5B93-l 

5Bl00 79 罰車出坪G小 5BI回 向上層 脚7.1、開高.s.革2s I何加通常 lQGY6/4'良好 112 III 脚シポ'J仮 5Bl00-1 

5BI02 80 覇車均;B蓋'1' 5sI回円 円 1 5~7 高3.4、紙2.9 ，ij却!通常 7.5Y6/1車線 完魁 ll3 夫ケズリ 回忌I、使用銀無 5BI021 

姐商1.0

5sI16 81 調車杯G身 SBl16PIl 能曇サラ I 2.5¥'7.ノl且好 1 10 12- 111 底ヘラ ~J 旬 58llιl 

5sI19 82 t師 1哩鍋8 SBl19PI lI!場A2 7.5YR7I4良好 1 10 W 外ケズリ能組ハケ、内ロクロナ 外下半煤 5BII9-1 

デ

5BI29 田 1:飾 深 鋤A SBl29P4 お24.5覇辺3 地元AI 同子R6/'1良肝 口総片
lH~~E 皿l I内ロ外クロ ナケデ日

5sI29-1 

5BI31 剖 i飾 短刷小釜8 SB131P8 Ul6.B車15.3 地元B2 IOYR7I4良 よ 110 外煤、内口韓!.~帯 5ß 1 31~1 

5SI32 白須車.，不B身・l' SB132Pl +5183+て37 台9~9 台前0~55 1旬加市I!I 7.5Y5/1-堅級 1 5 日2 日3底へ7切り 5s 1 32-2 
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遺構 |帯号 | 瞳別器櫨 出土地点

S8132同

S81曲 PI

3. 土坑出土遺物
車構 番号 続別器種 出土地点

SK46 1 劉~.v.杯日宣伝 SK46B+そ:rI

2 YiW-.時A董'1' SK46B 

3 鏑車体A SK46-15 

<1 IYi車 町B身 SK4ι17+た37ち35

5 鏑車措11( SK4ら3+た37さ3δ せ担

35そ36

6 土師 E胴量A SK4o-82 

7 調車体B身 SK46-1Hl36 

8 担思盆A SK46-31 

9 副理盤A SK46ふ1

10 須車販B SK46<!O 

5K47 11 掴JM.勾H身 SK47-98+た37-38'Pl岨

12 石・蛸鎌w
SSKK4477Al4上4+刷SK55ド(-20+13 覇軍再B董中

し描

" 仇曹何 B昼中 SK47-7'-F掴

(転IH硯)

15 剖車保B壷小 SK47-130 

161M，車勾、A 5K47る5-}¥'上層

17 剖車坪A $K47-171 

18 調車勾、8身中 SK47-69 

19 匁pg均B身大 $K47A上層+1..35集中+

そ話集中+ち指せ35

つ:rI

20 訓車盤A 5K47.1-5-57下層

21 土師民胴差B
S5KK447771臼1 

37 住:波鍋B
阪B $K47-21-44-48-49+た37

SK51 24 制軍略H身 SKSI 

25 剖思勾'B査中 SK51-92 

「玄同否両'B葺中 SK51-89+SK47+SK49 

せ39県中

27 割!~杯A SK51-1却下脳

担割盟杯A SK5ト102.103-111+そ35

29 領軍。杯A SK51-剖 114

30 割車体A SK51-69 

31 剖車両均'Gk SKSI-182 

32 領軍鉢E SK5ト12'16-31'161+

SK49+そお県巾+たお蝿

't+せ35集'1'

33 1:師 鈍F SK51一副

34 1師 繍F SK51.2 

35 よ師恒胴小釜B SK51-113 

36 土師長胴釜A SK51-65-71-81-83.jll 

l抽 162-176，177

37 上師民胴韮A SK51る3'79田 101

116-120-121-135-140 

157'1甜 169'175'179

38 1:師長胴筆A SK5147'59'1白 124

昨日描

39 土師 E胴釜B SK51-129 

40 土師長刷釜B SK51.JO-33-77-i07 

115-173+SK49 

41 l師長胴釜B SK51-7 '18'19'48'86 

l曲 179

42 土師理鍋B SK51.15-36'38'44'167 

43 J師法鋪B SK51剖 128-136

44 土師甑B? SK51-9 

45 土師製塩土器 SK51-181 

46 I I師主臨 SK51-58+す担炉床

47 土師管状土鎌 SK51 

SK臼 48 踊車均'B蓋大 SK臼44+す36

49 Yi:w.昨B蓋中I[、 SK54-19-40+す36

日朝車。界B董中 SK剖+す剖集中

51 朝恵耳B身小 SK5-1-48 

52 須恵 杯B身小 SK54-18 

53 IllUi!杯A SK剖-6+せ36

54 調車耳A SK5-1-5 -23-42 

55 姐~.均iA SK54-8 

国現~'l:f. A SK54-50.52 

57 IYi:W:杯A SK54-43 

58 11(i!!!'勾iA SK54.2'C 

59 須車時A SK54'剖+せ却す36

国 都J.!!.鍵A SK54-IO+ L-37 

61 サ 師 鈍A SK54-16 

62 土師。機A SK制一11.8

63 土師民胴蓋B SK忌IC

64 'G 砥石 SK54-4 

法員

日目。

佳品 艦 上

口10.0高3.1 陸型サラ土

口13.8.返11.6 I智加通常

口13.4高3.0 I何加通常

台10.6、台高0.6 市加通常

胴原13.4、胴高18.2 市加通常

口18.6、車17.0
地同町IJRtlB通2常

1114.8、i¥l4.5台8B

台前0.7

日目2、高2.5 能J:i通常

111'1.9、高1.9 市加通常

胴13.8、胴両13.5、内8.5、 市加通常

台高0.6

口12.6.畳143、立高0.9 I街加通常

高4加

石滑石
3H31K 261.9高X2099、紐2.3.

市加砂多

紐苅0]

口13.4 南訓l通常

l 1 i1 11 2i0 7商3.5 暗市示加通通常常

UI3.l.尚3.5 南加通常

台aふf1高035 I旬加通常

日17.4、利7_0、台132、 市加l通常

台高0.7

U16.0、尚2.2 市加通常

11226.覇19B 出場A3

日制5覇32.0 烈場A2

成18.5 然場A2

口8_'畳10_2、立高02 龍'1;血

口16.5商2.8、証3.65 南h11通常

紐筒0_7

n17.0 両面白

UI3_8.!芯3_6 I旬加I通常

口14_8.高3.3 南加l砂少

円14_6、高3.6 甫加凪常

口13.8‘高3_2 南bll通常

基4~ 市加通常

口23.1体制6 南加通常

口18.7 烈場AI

底8.4 出場AI

円14B、郵132 地冗B2

川剖5、覇20.6、胴~1.8 出場A2

1-122.8覇19.6、胴お6 臨場A3

n20.6顕183、胴22.1 揖場1¥3

11202‘覇17.1 雄元B2

Ll21.6‘覇18.5 機場A2

口泣 2覇19.2鵬23.5 様場B2

口37.6、顕31.6 lII!場A2

n39.0.覇35.0 野健場A3

~jJ，}i\2 

底11.0 出場A2

8.5x8.0、干し1.4 地元B2

3.9x2.1.孔O団 地A:B2

r-t17_O 市加通常

口位五 tfj2.7.錘2.35 尚1.11通常

紐高1.0

1112.4 南加通常

UIO.l‘向U、台6.6、 南加凪常

台高0.5

台7.6、台高0.6 南加l通常

1112.7.高3.3 甫凪l通常

1112_0、街3.3 南加通常

口11.9.高3.3
南}旬加加通通常常

口12.9高32

口Il4高3.1 期加l通常

口132、高2.9 南加過常

南1<1通常

口16.6、高2.3 能:))通常

nll.7.向3.3.底6.1 語源場Al

底7.0 機場AI

口2制、朝19.7.胴21.7 臨場A2

lO.Ox 8.0x 6.0 石砂官

第皿掌 今回報告区域出土の造物

色焼 | 間存 | 時鰍 閣監等

i.5YR615且好

IOYR7/3良

色ー鍵

5B5/(.f.!.l:干

2W5/1堅鰍

7.5Y6/1良

2.5Y6/1堅級

日(6/1堅級

575YGRY7/66/1且良H

2EY7ノ2不良

N4/0."1最

N6/0."総

7.5Y6/1堅敏

5B4/H ，;1' 

51'4/1'"級

52Y57Y/U11不不良良

IOY7II'J'.l 

10Y5II-JHI 

IOGY4/1' bl 

日 Y6/1良師

10、'R8/4-Tl
IOYR8/.-tl肝

IOYR8/1且

51'5/1良掛

IOYR6/3-UII 

7.5Y5/1'1迫田

日 6/1良

i$YS/l且鮮

日 712良

2_5Y512.nn 

5YS/)良師

日 5/1・担軽敏

7.SYR7/4且軒

IOYR8/3良好

7.5YR6/4良好

5YR7/5.R師

5YR6/5-H.師

lOYR7川良

i.5YRi/5且

5YR6/S' a~1' 

IOYR7I4・良好

IOYR7/4艮M

lOYR7/4良時

SYRil5且

7.5YR7.ノ4且昨

IOYI~8/2 良

7Z55YYR6ノ72ノ514良11. 

7.5YS/j-j'.tU. 

7.5Y3/1唱級

10、rR5/2.堅敏

101'711堅級

5Y7，ノl良

101'7/1且

5Y6/2良野

るY6/1良野

5Y5/1良好

5Y6/1.l:.tM-

2.5Y612且好

5Y712且金子

7.5YR7I5島町

IOYR8/3良M

SYll6ノ5良好

269 

U10 I 1-0 I枯上眉みf夜、指頭復、外ハケu
n縁片 I1-日1

残存 時期 調畦等

314 12 天ヘラ切り

1/15 111 E hl庇天ケズリ

1/6 03- ヘラ切り

lノ3 02-国 底ヘラ回句

lノ3 外カキ 日

」|U2/!3と 1 2V~2 H l 世:ケ H内ケズリ

ラ回り

1/5 ¥" 底ヘプ回り

116 V2 底へラ切り

213 V2 庇~，‘切町場足

3/4 11市 鹿ヘラ切り

1/6 

314 1V2古 天ケズリ

lノ2 IV2，Jj 五ケズリ

H山14一 WW 22古古 j底天ヘ九 ラ同句
ラ VJ ~

iノ6 1V2古 底ヘラ回り

lノ4 1V2占 底ヘラ回り

1/3 N2，守 底面カキ日

213 1V2古 底ヘラ切り

U!買片 IV2，!j カキM

口顕片 1V2 内外カキH

底部片 N2r'1 外叩き桂カキ目、内カキ目

1/4 12 臼i

定形 m 天へ791り

主:/5 E 天ヘフ切り

lノ5 四 底ヘラ切り

2/3 E 底ヘフ切り

4ノ5 E 底へラ切り

2/5 皿 底へフ切り

1/4 113 

1/10 日' 内外カキ目、外ド学ケズリ、

4条比線宜

1/3 日3-m 外 F学ケズリ内外ミガキ

1/10 03-m 底ケズリ、内外ミガキ

1/10 112-113 

lノ4 113 外ハケ日控ケズリ‘内債ハケ日

1/5 日3 外ハケ日検横ハケ目ケズリ、

ド半ハケ目、内綴ハケ目後備

ハケ目下半縦ハケ目

1/8 113 外ハケ目、内服ハケ目

1110 IT2-IT3 内外カキ日後外ハケ阿

胴上片 1l3-m 内外カキ日‘内ハケ口

1/10 03-田 外成形叩き後カキ H.刷下学ケ

ズリ、証:!::He PIlき .~Da2íて

1/8 皿 タ~Hau ll さ後ハケ目、内カキ目後

ハケ目

1/4 田 外ロタロナデ揖干z持ケズリ

内カキ tl後ハケ H

把手片 113-皿

1/4 113-国 外指頭袋、内ハケ日

略完 日2-日3拍ナデ

宣1ノ車8 
IV2-Vl 反 日リ

1/5 1V2新 天ケズリ

1/4 !V2-VI 五ヘフ切り

114 1¥'2-¥'1 底ヘフ切り

215 lV2-VI 嵯ヘラ切り

1/4 VI 底ヘラ切り

1/1完 !V2-VI 底へ7切り

略完 N2-VI 底ヘラ切り

lノ4 VI-V2 底へ7切り

1/4 1'1 成ヘラ切り

lノ3 1V21荷 ~へ7 切り

1/3 IV2-Vl 底へ7切り

lノ5 VI 底ヘラ切り

司自完 IV2-Vl底ケズリ後内外ミガキ

1/5 N2-Vl底ケズリ龍内外ミガキ

1120 ，，1 __j_!'<tfカキ日

lノ2

備考

備~ %測量1j

SK46-6 
重焼 I $K46-5 

SK46-4 

内皮中央軒n;強 $K4().1 

外底開耗耐 SK46-10 

内眠中央彪耗強 聞と
SK4o<! 

5K46-7 

5K46-9 

軍鍵正位、世用伎舞 SK47-1 

剥務磨耗電量3. 5K474 

重俊 l句内五賂耗強 51¥47-4 

前焼 Ob.内五郎耗強、唱復 5K47-5 

国石6~悦lI b
5K47-9 

$K47.10 

5K47-8 

使J[j痕帳.1，与下位外耐に4変形成 5K47-7 

内庇府持強.外戚ヘフ記号rlJ 5K47.12 

SK47-1 

5K47.2 

SK47-3 

重俊正位 SK51-1 

1Il焼 1.世111彼舞 SKSI-2 

1f(焼 1.内天府間強 SK51-3 

内底磨耗強 SK51-8 

内l勾底凪陪陪耗陪弱弱
SK51-5 

SK51-4 

内底謄陀強 SK51-6 

年部内底雄事耗強 SK51、1)
SK51-9 

両面;l:t; SK51-1 

同}仙I赤彩 SK5ト2

外場、fO剥務、内U縁'.'，H管 SK514 

SK51-7 

1世用被無今 SK5ト10

外剥様、内円樟コゲj){ 同「

SK51-5 

SK51..g 

内下半ヨゴレ SK51-9 

外 Ff-煤、内ヨゴレ舞 SK51-11 

外下半煤内下'i'.、化 SK51-12 

SK51-13 

内外底思IUl:面本業領 SK51-3 

世!II痕無 SK51-15 

SK51-14 

電焼n， SK54-1 

重妓 I内成中央砲陀弱 SK54-2 

量規 0， SK54-3 I 

SK54-4 

世間痕無 SK54ト5

内車 '1・~と際経弱 SK54-7 

使JIHJU'; SK54-6 

f削111誕無 寸 詰;l

SK54-8 

内底肝耗強 SK54-IO 

世周tJl無 SK54-12 

内底陪耗届 SK54-13 

両耐荷彩 SK54-1 

両面赤帯 SK54-2 

SK54-3 

t臨縦有、低凶 3.重量日2g SK討4



付表 徴見IiIr遺跡H報告区域出土古代造物観察表

遺構 骨号 岨別器 櫨 仙上池内 法量 品上 色 燦 班{f 時期 調整等 情考 提測骨{'

SK55 65 紙)Y..lf8蓋'11 151¥5ら4+た35 口 14B ， 高~9‘ 1113.4， 仲J加砂多 2.5Y6/ 1' ~敏 2/3 匝-11'1 正ケズリ 重構 i、内正中央111粍弱 SK5oトl

経尚.oB
66 _ ~m!~ 郎 B量刊 SK55B+L37 1"115.4 能主通常 IOYR6/2且肘 1/10 皿-11'1 重幾 I SK5:辺

67 劉1~ 呼B身中 SK55-7+せ35 口1>1.4 、 ~'HO.首 10.7. 甫加jj常 2.5Y5/1良鮮 112 回-11'1 成ヘラ切り 内成焼粍柑 SKS:;ト3

台高.0.4

68 銅車師B身ql SK55 口12..0 Iti加通常 2.5Y5/1 '堅敏 ν6 11'1 底ヘラ切り SK55-① 

69 仇唱1・lfA SK5:ト27 口12.6，高32 市加通常 7.5Y5/1良好 1/6 1V1 底ヘラ切り SK55凶

7.0 矧車師A SK55-46+P謂告す詔さ 口13.6.町3.4 市加砂少 5Y7l1良鮮 4/5 皿-11'1底へラ切り 使JlIjJ(鯖 SK55-6 

3δ 

71 覇.1M.郎A SK55A+ L.35 1J1'12、符3..0 I恒加通常 1.0、'R8/2不良 115 皿-11'1庇ヘフ切り 5K55-4 

72 剖!M.コ ップ形明 SK55-28 底4.7 I何IJll辿常 2.5Y5/1堅級 113 皿-1V 底ヘラ切りナヂ f出川痕無、コ ップ器土器か壷G SK55日

的'1、紙か'

73 筑.'!!"JI!i..1¥ SK55-IO'IS'30+S136 腕17.6 T背加通常 2.5Y4/1.fHf 1/3 m-lV 胴下位ケズリ 5K55-8 

+SK46+し国 37そ31

ち35ぞ37ーか.12

7'1 上師憐A SK55-4.1I.8 Ll19.6 出地A1 5YR6/5'JHI 1/6 皿-IV 内外ミガキ 両面赤事 5K55-J 

75 上師垣刷小.liB 5K55-1 陪; ぽtA2
lOYR8/2良 1/3 1V1 厳戒‘切り 外臨 5K55-3 

76 I I師 鰐 胴小1$R SK!l:三2.19 A2 IOYR8/2.良 1110 IVI 砥弟、切り説.外ケズリ.内カキ 外線 SK5S-2 

目

5K64 77 剖車 体A SK刷 92.A下胤 口13..0高32 市加通常 5Y6/1晶好 暗完 皿 底へラ切り 使用仮無 5K&ιl 

78 剖 車 両lfA 5K制 l曲 脚15.0 市加通常 N5/0 ' ~綴 1/<1 m 内ンボリ痕 5K制.2

79 I 1;師短刷小釜B 5K64-18.19.2'1.25.27・ 顕14.1刷15.1 持誕地A3 2.5、rR6/4良昨 :ν5 113-阻 内上半カキ目下半ナデ 件全体靖化測結内口融f保有 5Kらιl

，12+5K61 

国 土師盟廟小韮A 5K刷却 36.85 地冗s2 7.5YR7I4且岬 11'X片 11-田 外庇ハケ目、内ハケ目 外赤化剥落 SKEシ1.2

81 1.1飾小型仮 5K刷-69'1.01.102 1117..0‘庇12.6、両15，β 地元s2 10YR612且師 1/4 n3-m 内外指ナデ 5KEシ1.3

82 I 1:師官状仁It 5K&IC ，1.8)(2.2、干し.0.5

院jij
IOYR8/3良時 時五 113-皿 革量22. 5KEシ1-5

田 1:師・支関 5K64-臼 2.5x5.9、干し.0.8 7.5YR7i一'4'J込 I 略iノ完8 113-皿 指ナデ ~，!t 5K64-4 

割石砥石 5K&I.94 10.0x5.7)(2.7 』事車、紙l筒3，A量220g 5K&l-6 

SK曲 85 Im!i，'1f.Ali.中 SK瓜1-18日 82・tM 口15.4返15.5、紐2.9， 甫刷!通常 2.5Y612車敏 1/3 "2 天ケズリ 11i後 I、内底中央熔耗強 5K68-2 

紐尚0.9、7.':j3.55

師副主『杯A蓋大 5K68肪 89 1117.6返15.0
時;;入

10YR7/3堅級 1/5 112 えケズリ 重俊 I内面Il;(媒m 5K従，3

87 剖!!~坪 B蓋中 5K686岨 53'Cド嗣 rl162高制、銀3.0， 5Y5/1良肝 4/5 113 王ケズリ 量焼1.l'世用H{無 SKG8-1 

紐前0.7

田剖!~!.'時 B身中 5K品 95.97'126.CI附 U14.3高5.1， ft8.'1， I何加通常 51'512艮肘 l〆3 112 ぽヘラ切り 使JlIjJ(!!! 5K684 

台高0.65

ト一a頃q一J 
須，~'lfB身 ~!l I SK68-76+SK75 n14.1 下街加砂少 51'5/1良好 118 02 5K685 

踊，'!~ ，勾:1¥身中 5K品 85+し却 [112.4 能型通常 5Y4/1 ・且野 1/5 n 1-02 SK品6

91 須車問:;¥ 5K“1-98 I何加通常 5Y6!2・良野 ν3 D2-D3 庇へラ切り 5Kω忌11

92 ~国車問:1\身 5K品 5<1+L38 UI4.1.日3.1 l何加砂多 l.oYR8/4不良 2/3 1I2-il3 底へフ切り 間11m !! SK品8

93 組理月:11身 SK68-17上回 Ll14..o出3.1
い同釘1加1m通通常常

2.5Y8/2不良 主品 I12-D3 ほヘラ切り 7雇JIHJl無 5K689 

94 I tJÜ!~ 呼 A 身 5K61与52.55 口13.6，高3.3 7.5Y6/1堅敏 3/5 日2-113雌へ7切り 世川g!無 SK曲 7

95 書O~ 伺:1\ 5K6894 口14.6高3.3 南加通常 2.5Y512堅敏 1/3 JJ2-1l3 ，~へ 7 切り 鱒土付着焼さによる亀裂盟 SK68-iO 

(転JlI鏡台} 焼催苅片付

96 土師 健F SK68-22.102 [ !15A ， ~3.1 .Ji~9.5 潟地，¥1 i.5YR7I5良好 1ノ5 1l2-1l3 外下位~底ケズリ後ミガキ内 両耐赤彩 5Kω忌l

ミガキ

97 土師安以嗣小量 B 15K6869剖 口15.2顕13B腕15.5 当拠地1¥2 7.5YR7/4'D_ 1/8 112-113タ十カキ目 内n輯似術 SK61ιz 

蝿抵刀イ 4.5x 1.6 x 0.8 刃師円 重量i.5g 民器15

5K69 99 1:1:師長刷筆8 5K69B'C 口16..0覇13.5 地Ji:CI 7.5YR7/4堅敏 116 11 外fl，叩き後ハケ目 、 内Da~ て 値mlii無.鼎斑あ り 5K69-1 

陸ナア

SK71 l冊 土師被A SK71ド府 底82 祭場 .~1 lOYRil4且 1/8 田-11' 鹿市=切り痕.外下半ケズリ、内 両商品、帯 SK71.1 

ミガキ

SK72 101 額.'l~ 珂:8 身中 SK72 口15..0、高3.55，台11.0， I何加通常 lOY5/1・良鮮 1/8 国-11'1 SKi2.) 

百前0.55

SK74 102 gm~. t1- B董中 5K74.31-51+ L35 U17.0出4.3紐3.1 市加通常 日:'6/1堅綴 1/4 113 大ケズリ 重挫 し内fi.品説.磨耗弱 5K刊一l

(畠溜め) 紐術1.1

100 剖車咋s'l'i中 SK74.1'81:IOI 口18..0高推3.8蹄2.9 南加I通常 2.5Y6/1 提荘厳 1/1.0 n3 重焼 !、内覧哩痕.曜華民強 5K下1-2

(転!lI1i1) 紐日0.8

1()1 額車問:B身中 SK74-17 台11.8.台高.0.35 世主通常 5Y7/2長 iノ5 113 車ヘフ切り 内眠肝粍必 SK74-3 

105 !Ji車阿:B身ql 51¥7.1-2 円 1 2.0、汁高.o~ l何訓i通常 I.oYR6/1・良時 1/6 113 庇ヘラ切り ゆがみあり 5K刊4

i国 割!ll島平A SKi九，1.剖 35 口13.4高3.55 院長通常 7.5Y7.ノI.fm 1/2 113 庇へ7切り 内眠中央暗1m 5K74-5 

5K75 W7 須車時8量 5K75 紐2.6句師高1.1 龍葉通常 5Y7Il・良好 鐙片 11'2古 車燐 I SK75-1 

1(渇 剖:，~ . 坪A SK75 日12.8、商3.9 龍噴くず石入 5Y8/2・且 2/5 N2，li 底ヘフ切り {世用線無 SK7ら2

l明 事{!!'.杯 A 5K75+5K76 能主凪常 5Y7/1・良 215 11'2占 底ヘラ切り 内底府耗崩.内外線状復 SKnト3

5K83 110 j師匝刷小韮B 5K広j nl2.7、車l川、胴24.1、 出場A2 5YR7/4良 1/3 D3-m タトヵキ日，'f半ケズリ'内口組 件胴~.化剥帯、内口融紘帯 5K8J.1 

高14.3 カキ日.圃ハケ日

5K師 111 泊J.!!:-1:.f:A置中 5K85A 口U8返11.9 I釘加衛昨 2.5Y6/2堅叡 1110 ~ 111-112 孟娩 I SK8.').1 

112 i明J!{阿:;¥董小 SK85A 目立5返11.3 甫加I砂多 2.5Y5/2略叙 1/10 111 量規 I 5K85-2 

113 土師。民刷釜 B SK85A 口2"Lι顕19A 出渇1¥3 7.5YR615' n. 1/20 田-IVI 内タ4カキ日 5K851 

5K87 

ぽ様f&l'音読 紐3.3、紐高1.0 間1通常
N6/.o堅敏 116 皿-1¥'2 天ケズリ 5K87-1 

8身中 台8.4、台高O砧 通常 5Y6/1良好 112 1V2古 底ヘフ切り 使川仮無 5K87-2 

116 ~Ji!.tf. 杯A 5K87.1 口12.4.向32 能主砂多 5Y7/1.n. 1/8 NI-N2 ほヘラ切り 5K87.3 

117 上師。長刷釜B 5K87・17.18+SK綬与9 口192顕17.6 j脅場A2 7.5YR7/'I' R 1/20 NI-N2 内タトカキ日 SK87・1

SK88 118 煩車耳B;'Ii大 5K品 田 経2.4，紐日12 甫加通常 2.5Y6/1堅級 1/15 V2- \~1 o:妓I 5K&!レl

119 調:，!i坪 B身太 5K邸シ19 台8.1、台高.0.9 甫加通高 5Y8/1不良 1/1.0 V2-¥11 体下~底ケズリ SK8S-2 

SK89 I 120 揃;~ 耳H 身 5K89-112.B.C上腕 口12.5畳15.0畳高.0.95 南加泌常 7.5Y7I1良好 215 11 底ヘラ切り 重俊正位、内底中央と外底磨耗 5K89.1 

向3.9 弱

121 額五!!.均:1-1身 5K89-凶2.D上殿 U推12.8、畳1'1.7、 世襲サフ土 7.5Y7/1イ良 112 11古 ぽヘラ切り SK89-2 

|畳高推0.75高推3.4

122 割!!~ 勾'A司監'1、 SK89-1国 CI 駒 口12.5足10.9、紐1..0， l釘Jm通常 2.5Y6/1堅級 1/3 日1-IJ2 王ケズリ 直桂 1 SK89.3 

紐高1.7、府3.95

123 続!.!.(珂:A韮中 SK89C上梢+え35 円13.4返11..0 商加通常 2.5Y6/2.1:yf敏 1/8 日l-ll2 量幾 I 5K894 

124 掴.W-勾:}¥韮中 5K89Cト層 1115.0、返13.0 甫加I旬E下 2.5Y6/2堅綴 lノ8 n 1-02 米ケズリ 亜焼 l SK89.5 

日号調主I'EUF刷韮I l5K8， 問 口20.5、返18..0 市加通常 5Y6/2'1~ 1120 日1-n2 重挽 1 5K89-6 

問'1¥董 5K89-188 紐2.4、紐高.0.9 l釘加通常 2.5Y6/1堅級 iノ15 H 主ケズリ 重院 1 5K89.7 

127 置恩師A身 5K89-却 111，]却 184 口12..0，向3BS l釘加通常 5Y6/1.{tI'I 4/5 "1-目2底へ7切り 世用n!提 5K89-8 

Cよ柄ド刷

11228 9 I劃置k在 提高坪甑G大
5K89-1()1 基3B 陶IJll通常 7.5Y7Il良肘 114 01-112 脚:/~リ1Il 5K89-1O 

5K89- 1~1 宣162、刷fIll<l.5、刷高19B 甫加通常 5Y6l2良 3/'1 11 外面カキH 円盤開空襲mあり 5K8!).1l 

13() 土 師 腕H 5K89-13() 11152、高推4.8 地元日Z 7.5YRiノ4.n 115 n 1 外ケズリ、内岨ミガキ 5K8!).1 

131 i節f.:itf:1I 5K89s仁田 基52 地元AI 7.5YR7/4良 開J: 11 脚外ケズリ杯向ミガキ 5K89-3 

132 上師高針'C SK89-55 開9.0基3.9 地瓦s1 7.5YR7/3良軒 1/3 日l-rr2 SK89-2 

133 ! 1:師骨瑚小銭A 15K89-197 口14.9覇13.1 地Ii:s2 5YR7I4 良好 !ノ8 n 1 外ハケ目、内ケズリ 5K8'与6

134 土師甑刷小釜A S K89-73'B~f lOf 口14.2、瓢13..0 地元s2 lOYR8/4・良 lノ8 日l 外ハケ目、内へ7ナデ 5K8!).5 

日5 土師短刷'1、釜A 5K89-135 口15.7，罰143刷17.5 地Ii:B2 lOYR7/4品 略内応 n l-n2 外ハケ目‘内ケズリ 外剥帯、内口融制部 SK89-t1 

向15.5
一一一一一L一一一一

270 



第皿草 今回報告区域出土の造物

温情 番号 櫨別・器岨 出土地点 法量 胎土 色 焼 妓存 時期 繍量等 愉~. 1fi則骨号

SK89 136 1 1:師l'l:J!小量B SK89<;S.6H9.B下層 し116.B、覇14.7.胴 1M 地]i;s2 7.5YR6/4良好 1/6 1I l-1I2内外カキ目、外下位ケズリ 外下半袖化剥帯、内口柑.I.~帯 SK89-7 

137 l師民刷釜 A SK剖 78曲 口22.5顕18.0 地j[B2 tOYR8/3艮 11却 01-02内タレ、ヶ目 近江皐 SK89./l 

l酒 上師・予付揮鍋A SK89-96 地正A2 I OYR7I4 ・ l~ 把干片 11-111 外ハケ日 SK89-9 

1却 上聞甑A 問団 102 地元82 lOYR7/4'f! 把手Ji ， l-IIt ナデ彼

Tlf一手ヨゴレ刷I州外底

SK89-10 

140 上飾 i:l2j動B SK制 1-47日間 |山 蜘2胴32.4 地応B2 7.5YR7I3良好 213 01-021底部指国復、外よ学カキ目ド学 SK89-ll 

170-175'179-181 高14.7 ケズリ、内 Iニ半カキ 日下半ヘラ 広〈被熱効 ft

ナデ

141 士郎官抗土緩 SK89.164 
!E 四u5ロ82x4.4x.孔 1.7 地元BI 7~Ylm4 良師

lli///4 4 :3 時;
SK89-t2 

SK目 142 調 車 杯B蓋小 回目C+け'10 市加通常 lOY6/1岳民軒 SK田~-1

143 '#{車。杯B身中 SK世る LlI22.高42、f19.0、 1釘iJll通常 5Y6/1良軒 ぽヘラ切り SK田!-2

合同0.7

144 踊車旅B身イ 日目4 台7JJ、台高0.6 商加砂少 2.5¥'6/1略叙 1/4 JVVi" ~rへ 7 切り 内成層建m~ SK92-3 

145 劉車盤A SK担・2-3'7'B+1t40 fI 16.4 ，向1.95 甫加通常 lOY7/1良 31百 J¥'Vi 底ケズリ 使悶4民繁 SK92-'1 

146 土防備A SK92-3'C ， rIl3.1自主7.Jt'E7.3 謂i場111 叩YR8/3且 2/3 11'2 外体下位~低ケズリ、内外ミガ 両面場事 SK92-1 

キ

147 t飾民胴韮B SK虫C ロ22.6.阻19.5、胴22.6 総場113 lOYR8/4艮 1110 JV2 内外カキ日 外刷煤.剥f会 SK92.2 

148 石il¥石 SK田B 5.3x5.3x4.0 石凝灰岩 1/2 機復不f、紙面4、重量138， 5K92.3 

SK97 149 ~Jl M!. ' ff. B壷小 SK97 口12.0 市加通常 2.5GY612. H.il 215 1V2 夫ケズリ lR焼 I、内天t.lU{、府民強 SK97.1 

(転用盟)

5K98 i回掴車 t不B身小 SK98 口11.3、高3JJ、台7.4、 能型通常 7.5Y6/1艮昨 1/3 1¥'2 底へ7 切り 内而纏足弱 SK981 

台高0.5

SK99 151 調車体B蓋小 SK99-23-25中脳 U12.6、高2.7.tll:2.3、 同町加lIi常 7.5Y6.凡 且肘 3/5 IV2-V1 王ケズ リ "'後 I使111m黛 日明 l

S旺高は5

152 朝車'!fA SK四 18+SKlOO-I 口122、高3.4 T苛加通曾 IOY5/1良肝 112 lV2-Vl 眠ヘラ切 句 SK四 2

153 調車小型蛍 SK四 2 期4.3、観7.4、底4.4 市hllill.有1#入 5Y8/1良H 1/2 JV-V SK明.3

SKIOI 1臼 型車均 A董大 SK101 
川げ111156 96 、返13JJ f定型通常 2.5Y8/3良 口融1¥ rr2 重俊! 間:ll

155 罰事・珂'B置'1' SKlOl.5 市hu通11; 2.5GY5/1艮好 1/4 113 疋ケズ リ 電後 I 1.2 

!出 須思勾 A SK101.s U13.4、時3.1 市加通常 2.5GY612良師 114 日3-m 底へ7 切り 使間J![!Ii SK¥OI-3 

157 ML.g-t.t、A SK10l.2+P515 口14.6、商4.5 市加通常 2~Y612 艮 1/8 国-1¥'1庇ヘラ回り 外f<肝耗強 SKIOI-I 

SK1田 l田 土師舗.A.? 5K105D上脳 口16.0 地JeBI 7.5YR6ノ4良好 116 U2-IJ3 外下半ケズリ円ミガキ SKI05-1 

159 土師、彼 F? SKI05C上層 地元BI IOYR7I4込針 底片 rr2-113 内ミプfキ、外ケズリ
トー

SK10oは

!曲 上師高坪H SKI白B上凶 地元副 7~、'R7I4 良好 脚It II2-113 外ミガキ SKIOoは

SKI{陪 161 YU!!> 1:不B置大 SKI凹 30 nl5A 能型白土 2$Y8I1.良針 日韓片 1'2 電鍵 IIb SKI09-2 

162 創立~.1;干B甚大 SKl的 20 1..115.9 陸~砂入 陥 /0竪敏 1]縁片 VI-V2 電焼 日b SKI(昨3

163 須車勾:B量小 5KI凹剖 1J11.4 市加通常 2.5Y611 ・堅綴 lノS ¥'11 天ヘラ切り 電焼日a 5KIαみl

164 須恵勾 A 5KI(路上勝 口13.7.高推3.7 市加1'1石入 2.5Y7/ 1'1~Jf 1/8 1'2 5K1(制

165 剖 車 盤B 5KI凹 3 口19.9、高3.4古川 l 南1JI1通常 2.5Y7/1..L退廃F lノ5 ¥'2 ほケズリ f史IfH民無外底ヘラ配 号rlJ 5KI(除5

台品0.3

166 土師盟胴小雀B 5KI帥.61.62下届 ι1l4.4、顕132、刷152 縄場112 7~YR7I4 艮好 1/8 ¥'-¥'11 内外ロクロナデ SKl()9...1 

167 l:師円間車B 5KI凹-32.44 臨場A2
7755YY5R/8I/4FA 良

(事鮫片 V? 内外 ロクロナデ SKl(匹!-2

5K127 1国 ~Illli ' J:f H 身 5KI27-4Q U11.8.畳13.9、畳高0.65 。+iJJulfi群 1/6 11 SKI27-1 

1691111車体H4 SK 127.32' 33 U9.1.畳10.9、立高0.4. 龍王通常 5Y6/1且好 2品 12 庇へ7 切り 外底ヘラ記号「目J SKI思 2

高2.6

170 土 師 長 廟 蓋A 5KI27.6 期18B 地 Jf;A2 5YR6/6良 口頭片 11-12 外ハケ日 SKI274 

@_jと師注掴A 里127-1 円却ふ期国2 地冗32 7.5YUS/4良 口融li 11-12 SKl27.3 

4. 土師器焼成坑出土遺物
車 偶 遺 情 僧別器 僑 出土地点 桂鼠 胎 l 色 健 残存 時期 調整事 編ラ 県測帯号

5K43 1 1 土師 鈍A 5K43-2O.26 口ll.i、あ3.7底ιIJJ H.A 7.5YR7/4 良野 213 "1 庇;r，切り痕 鍵ゆがみ 5K43.s 

土師綿A 5K43-18 nl2.8 H.A IOYR813 良鮮 1/8 ¥11 J県斑 5K43ト12

3 上師椀A 5K4342'43 n12.6、高推3.1 H-A IOYR813良好 1/5 ¥11 焼ハジケ SK43.9 

4 1 t師腕A? SK1.34 UI2A H-A IOYR8ノ4且併 1110 ¥11 火色 SK4J.11 

5 Ij師憐A 5K43.3O 底5.1 H.A 7WR7I8良野 眼目 ¥11 底糸切り痕 SK43-7 

6 上 師 健A 5K4344 底五0 H.A IOYR8/3良好 ιHi ¥11 底糸切り痕 焼ハジケ SK43-8 

7 土師銚s' 5K43.29 円101.8 H-A 10YR8/4凪好 1110 ¥11 5K43-1O 

8 1.-1:師鈍B SK4347'5 台8.4.台高1.6 H.A IOYR812且射 hH' 河l E高‘ゆがみ SK43.2 

9 1 1師椀B 5K43-7-47 台8.0 H.A IOYR7I2艮併 台片 111 足高.ゆがみ 5K43-3 

10 1 1:師腕B SK43-10 fr6.7、台間0.8 H.s 5YR5/6・i毛I'f 台片 市l 底糸切り浪 SK43-5 

11 上師椀B SK43-剖 H-A IOYR7I4'良I'f 1110 四l 内ミガキ 内!H焼成、焼ハジケ SK4l-1 

12 土師鈍B SK43 台7仏廿高0.6 H-A lOYR7I4' b!.肝 台H ¥11 内出焼成，鍵ハジケ 5K434 

SK44 13 土 師 椀A 5Kφ4-21 口11.9 H.A 7.5、'lU/6良好 1110 ¥"11 火色あ 11 SK44-① 

14 土 師 椀A 5K44-16'23 nl2.0 H.A 7.5、守宅714良肘 1/6 河l 焼ハジケ、火色 SK44-11 

15 士郎抽A 5K44訂 口12.5 H.A 10、R8/4良好 118 ¥11 ゆがみあり、県涯と火色 5K4+9 

16 上 師 腕A SK44-15 1112.8 H.A lOYR8/3'良 1/8 ¥11 間三。17 -l師繍A 5K制 36 日12β H-A 7五YR8/4且好 1/10 ¥'>>1 

18 1師怖A SK4'1床 底5.0 H.A 7.5YR8/3良tf 1/15 河1 底糸回り疲 5K4'1"1 

19 _t師憐A 5K44-却 底5β H.A 7.5YR6川良好 1/10 ¥11 iIf糸切り銀
県内火斑、色火色あり

SK4'1.3 

却 士郎描B SK44-4.7 rIlB.1 H-A 7.5YR7/4且M 1/6 ¥11 
目5別K411lIi22 

21 土師舗B 5K4+四 台7.1.台高0.7 H.A 7.5YR8/4' rw 1/4 ¥11 ほ糸切りm fl繕.'nm
?? 土師抽B 5K44 台7.6、台尚1.0 H-A 7.5Y1l7/4'lHf 台H ¥11 5K4'1-1 

23 土師鈍B 5K制 お 口14.0 H-A IOYR7/4良好 1/10 唱l 内ミガキ 内111焼成、件l耐火色 5K4'1-6 

24 土師拙s? 5K44剖 口15.1 議場 .~ I 5YR7/4良 1/10 羽 内ミガキ、外U韓 ミガキ 下 半 内1M焼成、内外商火色、線道Jt5K4'1-13 

ケズ 'J として徹入'

お土師憐B 5K44-8 n142 H.A 7.5YR7/4..llltf 1/10 ¥11 内ミガキ 内黒崎成、外耐火色 SK44-5 

出 土師 u刷釜B 5K44 しJl9.7.顕l制 H.A 5YRil4良針 口融什 "1 間ft27 土師埠鍋B 5K44床 需地A2 2.5YR6/6且併 日韓片 VJ 内外火色、出道具と して億人

~ ，、 ?

盟 土師腕B' 5K44~ 19 H.A lOYR812良好 日韓同 "1 焼きゆがみ円 5K44.(D 

四 土師椀A SK44-14 H・A IOYR814.fm LI韓日 ¥11 鎖直首乾燥時の口融ゆがみ、熊 SK判③

道具的住用'

30 上師焼成納上宛 5K44 3.0)( 2.6)( 0.7 H-A 7.5YR7/4良好 完影 内外輔維状IEm.内外火也、 司匝 51¥4-1-16 

M:5g 

5K49 31 土 師 鈍A 5K49B臨旅11 口 1 1.6、商3.35. 底5~ H.A IOYR8/3. n肝 112 咽2 鹿糸切り痕 外:1.¥斑.内火色 5K49-13 

32 土師 純A 5K49s黛床7.8 Lll2.0、府3.1、鹿5.9 H-A IOYR7I4・II肝 lノ4 ¥12 底糸切りIII 5K49.18 

33 土師鈍A 5K49-1倒 1112.4、'03.4、凪6.1 H.1I IOYR7I3.n肝 lノ4 明2 底，j'，切り銀 外的Im¥盛 5K49-19 

34 土師憐A SK49-112床 仁111ふ 高3.3、証6.0 H今A 10、'R8/2・良好 lノ3 ¥12 4ll糸切り痕 内j'.Ul!I: $K49-14 

35 t師 椀A 5K49-S9 口13.0 H-A lOYR6/4'且肝 115 団2 5K49盟

36 土師椀A 5K49B下回 口12.4 H.A lOYR7I1良 lノ4 ¥12 11.¥1まあり SK49-c 

37 土師・備A 5K49-32'53 口122 H~A IOYR8/3良 1/'む ¥12 5K49-25 

38 士郎・憐A 5K49-11O床 口12.0 H~A IOYR7，ノ2-lリT 1/6 ¥12 外面出斑 官まL拍 士郎椀A 5K49'明 口12s H.A lOYR7/3良肝 1/6 百2

40 1:1Ii椀A 5K49A 口123 H~A 7.5YR7/4良好 1/6 ¥12 5K49-26 

27l 



付表 額見目I逃跡E報告区域I!i土古代造物観察表

車問 世サ 瞳~I 器撞 J1¥t地白 注量 酷上 色後 暗存 時期 調整等 備革 実測番号

SK49 41 I t師 鈍A SK49B~H来 A F層 口122 H.A 7.5YR7/3.uH 1/5 ¥12 蝿ゆがみ SK49-24 

42 I t師 鈍A SK'19B~l来3 nl1s H.A 叩YR8/3且OI 1/6 ¥12 外面11¥1亙あり SK49-b 

，13 上師。鈍A SK49-1 1J122 1M 7.5YR8!3且昨 118 ¥12 SK4らd

」“生“ s 舗 主l主土之1:旬個旦崎闘師F健健健asAA A A A 

SK49-22 ほ5.0 I1.A 
川-川O町YfRR88//33良且S好一T 

113 ¥12 磁糸切りjf( 外股面拍車 SK49.15 

5K'I9-12'49 政52
H H A A 

1/6 ¥12 底糸切りjf( 外底面JAUI SK49却

S刷9-109t依 庇5.0
川一川OO YY RR67//22 良!!一好.， 1/5 ¥12 底先切り彼 内外品底 SK49.16 

SK49-26.B l底5.6 H.A 118 ¥12 成糸切り#l
SSKK4499-223 1 

SK49-却 AJ:府 底5.1 II.A lOYR7I3且師 116 ¥12 底糸切りjf(

49 上自語鈍A SK49-88-lOi床 底5.0 H.A IOYRil3且師 116 ¥12 底糸町り#l |瞳ゆがみ
SSKK4495L217 2 

開 t師 鈍A SK'I9-70 底5.4 H.A 7.5YR7，ノ4'!!1'f 1/8 ¥12 底糸切り痕 内外火色

51 上飾 鈍8 SK'I9-開 ロ13.6.高<1.7、台7.1. H.A IOYR8/3且 '115 ¥12 底糸町りナデ SK49-5 

台高1β

iE忌3lli回 土上師自語二鈍制紘BB -

官;97982 1 台6.8、台高1.0
lH l A A 

lOYR8/4' /1 
合11目2一 ト::;ほ来切りナデ SK49-6 

9-41 台7.65.台尚0.9 lOYR8/2. fJ.釘 ほ糸切り#l 内m焼成、般成剥竃 SK49.12 

SK，I!).72.B 台7.0.台高0.9 H.A IOYR8/3，UH 台片 ¥11-¥12 底糸町り彼 暗喧剥11.火色
S5KK44991 10 1 

55 tCo鈍8 SK，I!).36.78 台6.6、台前1.0 f1.A IOYR6/2且H 1/3 ¥12 底糸切句ナデ 品斑あり

国 tCo銃8 SK'I9-76 台6.9、台高0.8 f1.A 10YR8/3且 1/3 ¥]2 底糸切りナデ SK49.9 

5国7 土t師師 続憐B日
5K'I9-42 台7.4、台向1.0 I1.A 

川一llOOYYRR一&7/32 良師
lノ3 ¥12 底糸切 りナデ "部醗けハジケ、!A¥1lあり SK49.7 

SK49-43 台7.7、台前0.65 H.A L叫干 庇円 咽2 底糸切り痕 内m焼庇 SK49.s 

5曲69 1 上上上自師餅..111畑肌iA A A 
SK49-7 口11.5.高2.35.庇5.0 }!.A lOYR6I2'JH， 1/3 、12 庇糸切り m 内外出震 SK49.2 

SK49-2.29. s徳康 UIL4 H.A IOYR7/3良野 1/4 ¥12 SK49-4 

SK49-1O.15・A 円11.3、高2.05底6.0 f1・A 2.SYR8/2・且 3/4 ¥12 底糸切り m 内m斑あり SK49.1 

62 上聞II1A SK49B 口12.4 日.A 10YR7/3且 118 、J2 外出i柾あ り SK49-a 

63 I r.CIi血1A SK49B窯床 円l1s H・A IOYR8/3且 1/5 団2 SK49-3 

刷 I:Co鈍B SK49 口18.β H.A 5YR6/6且肝 U樟片 ¥111-¥12 内 ミガキ 火色 SK49-30 

山;M B

SK4!).8.31.A上W n15.4.高&面、台7.9、 H.A I.5YR8J3且肝 1/3 ¥12 底糸切りナヂ、内ミガキ 内田焼庇.焼成制緩 SK49明

廿高0.5

制椀Il SK'IH 樹 口16β [J.A IOYR5/3良好 日韓11 ¥12 内 ミガキ 内:，1.1焼成 SK49.32 

67 土獅 皿A? SK49回 口13.0 H.A 叩YRil3良好 1/10 ¥12 内 ミガキ 内I!I瞳庇 SK49.31 

日 t師 短醐~B SK4!).81 庇10.0 日.A 2.5YR7ノ4且肝 1/15 1¥111-¥12 底糸切りjf( 外側面煤仮 SK'939 
田 上li1i誼鍋B SK'I9-剖 33 H.A 7.5YR7/4良師 ほH- 1¥111-¥12 外1-leD[1き内ナデ 内氏盤1P.? SK49-37 

判O 土師 長周蓋B SK4!).34 H-A 7.5YR8/4良好 闇片 ¥11-¥12 外Haロ11き内SH当て SK4!).38 

71 土舗阻鉢 SK'19-40 円15.7 H.A 10YR7I2良好 1/15 ¥11-¥12 SK49.33 

72 上li1i・匝鉢 SK，I判 U15.7 H-A IOYR7.ノ'4'U<f 1115 ¥11-¥12 SK49.34 

η 上醐 l曜鉢 SK49D 円15.8 H.A IOYR712且 1/20 ¥11-¥12 外面蝿班 SK49-35 

向上師。聞鉢 SK49B織床6 H-_A. 叩YR8/2且 1/却 ¥11-¥12 SK49括

;s _t簡 上 錘 SK49-37 時4.7x 5.3、孔Is H..A. 2.5YR6/6且灯 114 \~ - \I SK4与40

76 I r.舗焼成輸上塊 SK49A 3.8 x 2.0 x 0.6 H.A 7.5YR6/6良肝 主昨 SK4941 

SK52 川上倒・H刷釜A SK田床 下土坑12 口17.4.盟国O 地冗B2 5YRil3良 1110 12-日l外ハケ n.内ヘフナデ後ケズ 'JI世入品 SK52.1 

H! 土土師lWi.ll民胴胴韮釜AB 直ISK壁52床面ifli 5 寸tfi: 7.5YR8J2且軒 円覇Jt 01-n2 外ハケ H 焼成品 SK52.(i) 

頚1.1.6 SYRII6且肘 軍部片 目1-02 外1111さ後カキ日 瞳けハジケ SK52-@ 
剖 上飾 揮 鍋B SK却床下上坑 1.2.8.9 刷35.0 地冗B2 7.5YR8/3' !tlf 1120 lll-ll2 外ハケ 目世カキ 目桂成叩き 出 |仰山ケと附〈 SK52.@ 

し+カキ 目、内ケズリ

5.土器溜まり遺構出土遺物
遺f拷 'iIi'サ 縄別・器傾 出 l一地占 法量 飴土 色 焼 残存 時期 調藍等 備.Ii 提淵骨'，'

必38 1 担!~係A笹川『 1;38集中27'33.36 i 紐ロ12.0. 返9.7、紐 1.8 、 荷加遇措 2.5Y712不良 略:記 sI-1l2 ;Jiケズリ 重俊 1.I~用痕無 お38-1

土器 高 1.1.荷主75

ダマ'1 2 須忠1何A蓋中 お招集中剖 口12s返10.4 市加通市 2.5Y7/3不良 時完 n1-n2 五ケズリ 電後 i、世Y目4証無、紐k お38-2

3 m忠何 sl監中 お38県中114'129.134+ 口152、高1.9‘紐引、 荷加通常 N5/0里線 2/3 1'2 王ヘラ切り 下駐鍵llb、使nl#l無 お38-3

え36 鑑高0.9

'1 覇軍郎A身中 必38集中9 口13.6 南加F何野 N6/0・ ~級 1/5 ll2 1:i311凶

5 ni思珂'A身 お38血111+お39
十1州 市主主ア lノ2 ll2-ll3 底ヘラ切り お38-5

6 Ui!.!r..鉢 F お381島111i3+え40お39 ，nI4.0 j月l通常 陸銀 1/8 IV 内外カキ目 お38-6

7 UU!!.・奄 Al車部 お38111'1'103 台倒、商2.4.台高1.0 府JAI砂多 12.5Y6尼良好 底部完 底ケズリ 世面師事E傾強い お38-7

(転1JI!l!) 世10.9x8.8

8 m車.!I(D 838集中曲 罰7.6、周 15.8‘顧問192、 F何加通常 7.5Y611良紛 刷鰐完 V2-¥12 外カキ 11 n夕、埋納 お謁.s

底包7

さ35 9 JJi忠 珂'A量中 き35集中30 口14.1返11.9紐2.65 F何加通指 2.5Y7I1良鮮 完形 日2 五ケズリ 盟後トf企用銀無 さ3oト1

土器 紐両Os、尚3.45
タ.マリ 10 割思''''8糧'i' きお集'1'73 円162.高35、紐2.9、 商iJJl通常 2.5Y6/1車線 3/4 ll2-ll3 天ケズリ A後 I、使用復縁 さ35-2

紐"'0.7

IJ一Ui車・旬、B轟"'1' き3る県中田 n16.1耐30.紐3.1 甫加通常 2.5Y5/1里線 1/2 n3 王ケズリ 重俊 I天中央防足弱 さ3oト3

紐高1.0

12 須!.!.，..t;f-s董太 さ35集QI66'67+き36 口19.1 商加甫E字 2.5Yill略後 1/4 ll2-ll3 震後 I さ35-6

13 須思・坪B董'1' き35集11'19 円16.7 能貫通常
52Y57Y/71/l 且11. ←1/3 ll3-臨 天ケズリ 重信U.内正中央府耗弱 さ3oド5

14 f!U!'.-耳B董'1' さ~qI57'58+PlI6 紐3.0、鑑高0.8 市J~I通常 良好 113 1V2 主ケズリ ""鍵lla.内五・l'央庖粍弱 さ354

15 I卿昨日身中 さ35集中&1 rJI4.1.向日、台8.9、 市J~I通常 7.5Y6/1良好 1/3 日2-n3底へラ切り 'I吏Hllll無 ~35-9 

台市0.7

い|げ6 細須 川身中
さ35集中29 rlI4.7.高4.5、台10.1. 能見守ラ t 2.5Y8J3不具 4/5 rr3 来九サクラマチ3号機近似 さJ5.1O

台高O日

112 ~.l.~ '.1fA さ351長ljJ65田届 口12.0.高2.9 甫加通'吊 7.5Y6/1-t..!.金f 112 底ヘフ切り 内時粍強 さ35-7

18 fJn即時:}¥ きお集中13 円14.7.高135 甫加通常 5Y7I1良 1/5 m-JVI 底ヘラ切り き35.s

19 剖忠信K さ35集中.9 南JAI通常 7.5Y7/1 良時 1/10 n2 ニf~ lli:状肥10 さJ5.11

書書1iiT
さ35集中138'143

日13.6 川け南両加訓l通通常常 5Y7I1里線 口頭片 ll2-ll3 さ35-12

さ35)長'IJ5 rl17.6.覇14.7、覇高2.7 7.5Y6/1品H 円罰H" ll3-JVl 
4 2l3 

さ3514>中7.1-75 U36.5罰33.1 地冗B2 5YRil5品 118 ll2-1J3 内外ハケ目 P 内覇~胴上半強げjf(

l36 23 調~l!. 時:A l36集・1・48 日目3商3.1 甫加通常 7.5Y6/1. !-.ltl 3/5 皿-1¥'1 lJ6.1 

i器 割高l車 販A l36県"'3(i-37+L話集'1'UII.O‘盟5.4、車両10.3 甫加通常 5Y7/1堅鍍 116 VI 口開シボリII! LJ6.2 

タボj 25 掛 車 販A l36集'1142 刷16.9‘台10.1、台高0.95
情通常 一

2.5Y7/1' JHJ 118 W lJ6.3 

26 須!!).，ド嵐 L品車中却 45
- F128x 7 lat即日

砂多 5Y6/1型仮 刷片 日3 外崩 ド位ケズリ 1-3&4 

2i IU!車壷 1-36臨'1141 能主小石入 2日 Y7ノ2'!!oI 4/5 外HbllPき.内Da当て 彼iAHi足、liIl耐肝粍強 1-36-5 
(伝}日曜}

上層 28 土師 電子脱線 七柑'-"11)403'470.512 rl15.1高4β 底5.5 H.A IOYR7/2良町 卜よ;+ ;:lHl
庇来切り眠 値用jf(無 UIf~2 

i器 四 i一節 ←I('~敏 上刷夕刊37-38-475-478rlI4.1.iCli4.4、底5.2 H-A 10Y問 '13'良好 I.n 1 底糸切り底 間用~(無 上桝 38

，-，.1) 却 I飾v-.-x健 上府ダマリ'81・482 口142、高4.5、底62 II-D2 7五YR7/4.n 112 '1'トnI 底糸切り底 健11H底無、内外火色 上層 57

31 j師。平成敏 よ刷タマリ23'418田7 [ 1142、尚42、J;¥5.8 H晶D2 5YRil4. Jミ<f 2/5 rlll.D I 縫糸切り底 使月11底無 上層~O

32 上筒予I氏鈍 上楢ダマリら10 [ 113.0尚42、底6.3 H-02 7.5YRil4..1lJf 時完 中1-111 底糸切り底、内面ロクロ痕 間lJj編集 上層 39

K1 上土師自6平1一ι世鈍
上層グマリ45 [ 114.0 高4.3 、 ~6.0 11・A 7.5YR5/2.U 1/3 'IJi-I11 底系切り底 ~，f+，)' 上踊~9

成鈍 1:101ダマリ52.11 仁川5s H-D2 lOYR812且 I 5 '1J(.ll 1 U!I.72 

35 土師平眼健 k楢タ・7リ525+し剖 仁114s高4s5底5.1 H-D2 m 叫併 | 日 中I-ll1 底糸切り仮 |使火色mf!無向而焼成欄外商出 37

272 
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置構 帯号 検別。器極 出土地占 法量 酷土 色焼 使存 時期 '"藍等 備考 災測番号

上届 36 上雌平底儲 上層グボ}471'4曲 口 14~、高3.9、底6.1 lW2 7.5YR7川良好 lノ4 中 l ~ II 1 底糸切 り痕 世用荻無 上自48

r器 37 土師平底鈍 上層グマリ526 口l目、商4.4、底6.1 H-D2 7.5YR8/6 且~t lノ3 中1.111 底糸切 り策 l~用侠無.成円孔あ り 上層43

Yマリ 38 土師・ ，~眠椀 上層タマリ399 11142‘高3.6、庇5.6 H-D2 I.5YR8/6且 1/3 中1.01 底糸切り彼 世周波無 上lt$-4i

調 土師平底値 上楢ダ叫437，514 口1'1.3.高3.65、ほ5.0 H.02 7.5YR7I6且鮮 5/6 qq.D I 底糸切 り旺 世m痕，眠、全体火色 上層 36

40 土師・平低椀 上眉ダマリ419'4却 424 n14.6.高3.6、底5.0 11-02 5YR7/6良肝 2/5 ql].O I 雌糸切り侠 使用車無 上"'41

副2

41 .t師l'庇腕 上層r71}43・58 底5.6 H.D2 7.5YR8/4良野 lノ3 中I.Ul 底糸切 りIi! fVIJ復無 上脳.56

42 土師平成備 上層グ叫日4.137 底5.5 H-D lOYR8!2艮 112 中I-UI 庇糸切 りII! l~用疲無，~，紡土ね じれ凹H! 上層 50

43 士郎・平底侃 SK48-5 底5.0 H-s 7.5YR7/4良好 JaH 中1-111 ほ糸切 り痕 世用復無 SK'I8-lO 

44 土防平底鈍 上勝グマリ4由 4剖 庇5.0 1-I-DA 7.5YR7I4且 112 中I.sI ，!，%;ミ切 り彼 使用彼無.成給土ねじれ四割I 上局 52

45 土師平底鈍 上層ダマリ217.218.223 底5β H-A 7.5YR7I4且鮮 112 '1・1-01 底糸切 りm: 内外部斑 上駒"16

46 土師・平低儲 す35上層タ ボj s:5.5 H.D2 5YR7/6'良 113 qll.I11 底糸切 り痕 内外火色 上層-45

47 土Io平底腕 上層Y刊四I 底6.0 H-A lOYR7/2良鮮 113 '1'1-111 底糸切 り痕 世ml葺無 上層-51

48 土師・平庇随 上層"7'1214+す35 底6.4 II-A 10YR8/2良 lノ3 中1.I11 眠糸切 り痕 世用痕無 上脳 55

49 士郎平成悦 SK48-3i.D 底5β H-s lOYR5/3. IU干 底片 中l-lll 成糸切 りlI!
S上K尉48-594 

田 上師・平成椀 上届グマリ273.386 lit;，5.4 H-D2 7.5YR7!6.::f:、良 11苫 中1-111 低糸切 り復内底フセン彼 世周痕無

51 土師・平底鈍 す35上層タ マリ 成5.4 11.02 7.5YR7/4良 lノ2 巾1-I11 出来切 り侠 成枯 tねじれ凹m: 上層.14

52 土師柱状高台倹 上層Y叫3刷ヌ)6-372+ 底6.0台高1.2 】I-s 7.5YR7/4-f.l !ノ3 '1'ト.1 眠糸切 り彼 上嶋.09

L35 

53 土師柱状高台被 L35上層ゲマ'1 底6.1 H-O 10YR8/2且 114 '1'1_且1 底糸切 りIi{ 上層.01

剖土師位状荷台銃 上婦グマリ姐3 底4.0 H-A 10YR8/2良 113 中l-U1 眠糸切り痕 上層-59

55 土師柱状高台随 上層タ叫35 ~6.6 II-s 7.5YR7I4良野 112 中l-I11 低あ切 りII! 上廟 58

出 土師住状高台統 上層グマ'1297 底5.4句h高lお H-B 7.5YR7/4凪肝 1ノ2 中1-.1 底糸切りl!! 上踊る8

57 土師鎗日台憐 t層グマリ4司 528-5拍 口153.高52，台6.7， H-C 7.5YR7/4艮 3/5 中トnI 札く糸切り痕.内成ラセンIi! 他府4良無 t刷る3

台高0.9

団 土師備高台綿 上層グマリ152 n152 H-A IOYR4!2且 118 '1・1.01 上層ー71

59 土師鎗高台院 上層タ叫279.281 台62、台高1.0 日C 7.5YR7/4且 1/4 '1'I-U 1 低来切り痕‘内庇ラセン痕 上柑-D5

曲 土自~. I省高台腕 SK48-24 台6~、台高0.3 H-O 7.5YR8/4良 底片 中I-UI 低ナデ SK48-12 

61 土OiIi給高台腕 上回rマ判91 台7.9.台高0.4 H-A 7.5YR7.川 県肝 1/4 中1.111 正〈糸切りl!! 上層る4

62 土師倫高台憐 上層ダア13..19+す35 台7.6、白出0.6 H-s 2.5YR7I4'1ミ 1/10 中I.IIl 底ナデ 上層剖

63 土師 平成小皿 上層グマ叩田 口9.6、高2.1 底4~ H-A 7.5YR8/3良野 3/4 q'l-Il 1 底糸切りm: 使sI!民緒 上府 5

64 土師平底小阻 上層ダマ'J465+す担 口町、高22.底4.4 H-A2 7.5YR7/6良好 5/6 中l-IIl 底糸切りIi! 使用線無、口縁昂Jl 上周一3

日 j帥平底小皿 上届グ叫513 口9.7、高2.4、底4.85 H-A lOYR612良時 完形 中l-U1 底糸切句集、内底ラセン彼 世用伎舞 上層 l

伍 土師・平底小皿 上眉グ叫5咽 口9.0、尚2.35，底42 H-A 7.5YR8/4. Jjミ ~t 112 中l-IIl 底糸切り痕 値用4反.. 上層-27

67 土OiIi平4I./J、阻 上層グマ%17 口9.5、高22，~，4.7 H-A 7.5YR8/4. MT- 3/4 中).n1 眠糸切り復 蛇用Ii!無 上層.21

個 土師・平ほ小皿 上層""l'J533 口10.0.高2.3.底5.0 H-s(小石入) 7.5YR7/4.n. 718 rl1J-III 底先切り4旋 使用線無、外面火色 上1/j-8

由 土師 平ll，')、皿 SK48-35 口9.7高22、1#);4.4 H-A 10YR8I2良 213 中1-01 底糸切り痕 世周m:無 SK48-6 

70 土師平成小皿 SK4S.2+上層"1'1461 口9.55、高1.9.bH2 H-A 5YR7/6良時 213 中1-111 底糸切りlI! 使刷痕無、ゆがみ SK48-3 

468 

71 土師平成小限 上崩グ叫416 口9.7，高22、成4.6 H-A 5YR7，局長 時記 $1-ll1 底み切句伎町内抵フセン痕 位用伎舞 上周 16

72 土師・平氏小皿 上層ターマ1処罰 口9.3、高2.4，庇3.9 fI-A 7.5YR8I6. nJf lノ2 中I-III 4!*-切り4院内氏フセン彼 使mn!無、外而火色 l婦 22

73 土師平底小皿 上届グマ'1456 口9.1高2.3底4.0 fI.A lOYR&ノ2且 時完 中1-01 底糸切り袋内底ラセンm: 肥川痕I!i.ゆがみあり 上層 7

74 上師 平成小皿 上層ダ1'1544 口9.5，高1.9底4.5 H-B IOYR8/3良鮮 lノ2 'lq.II 1 底*-切りm 使111痕無 上崩.25

75 土師 平底小阻 上層グマ'1485+す剖 口8.9、高2.3.庇4.0 H.A 7.5YR7/4良好 完形 中l.lll 底糸切りm 値ml匝無 上嬬 14

76 土帥平底小肌 上層グマ'/32 口8.6、向2.1、底3s H-A lOYR8/2良 1/4 中トIII 底系候切り~! 上熔①

77 土師 平底小臥 上層グマリ4却 口8.6、高2.1，雌4.1 fI.A2(小石入) 5YR7/6良好 1/2 中l-III 底み切り痕 使用線経 上層剖

78 土師平底小肌 上回タ-7'Jl開+す35 口92、商22，Ji(4.6 H-A(/j、石入) 15YR7/6良 718 中1-01 底糸切り痕，内底ラセン痕 値用痕舞、ゆがみ睡しい 上層-18

79 土師・平成小皿 上層グ1")4砧 口9.7，高2.15.厳4.4 I1.E 7.5YR7/4・Jl Zノ5 rllJ-IT 1 ~I年切り線内フセン痕 使刷痕無 一l踊 19

剖 土師 平成小皿 SK4S.j.j5 口9.75高2.4、底4.1 H-Dl 7.5YR8/4良好 時完 '11J-I11 底糸切りm.内底ラセン痕 使けHIIl時 SK48-2 

81 土師平成小皿 上層グマ'1425 口9.9、高1.7、底4.0 H.D2 7.5YR8/4且 215 中1.111 底糸切りm: 使JIHtU眠 i四階.23

82 _t師平底小皿 上幅グマ'14刷 口10.0、高2.1.底42 H.D2 75YR8/4良野 2メ3 ~"-lll 底糸切り痕 胆1111促舞、内外火色 上鰯 20

83 土師平底小皿 よ幡ダマ'Jl・41 rI9~、高2.1 、底4~ H-02 5YR8/4・不良 2/3 中1-01 正史糸切り挺‘内底ラセン復 世JIl彼無 上層ー17

制 t師平臨小皿l す35上婦ダ7'1 円9.5、高22、庇4.1 H-D2 7.5YR7/4良野 5/6 中1-111 成糸切り航、内底ラセン袋 世間伎舞、底枯土ねじれ凹銀‘ 上層.0

内底火色

85 土師，平成小皿 上層グマ1旧日 口9.7、商2.0，底42 H.D2 7.5YR7/6'lHf 718 中!日 i 成来切り彼 使用語1無 J回9

部 上師 τy.底小皿 上嶋rマ'14刷 口9.7、高2.4、底4.0 H.D2 7.5YR8I6且 1/3 中I.n1 底来切りlf! 使JHlf!1!i 上婦 26

87 土師平底小皿 上届ダマ')508.515 円10.1、高22.底4.1 H-D2 7.5YR7川良好 4ノ5 中l-lll 底糸切り仮 使JIj続無 上層 13

国 土師・平底小皿 上層グマリ637+す剖 口9.6、高2.4、ほ4β H.D2 7.5Y I~8!3 不良 完形 中1.111 底~，切り仮 使用痕舞 上層 12

89 I土師平1庄小皿 上園グマ')2'24.225 口白、商22、庇3s H臼 5YR7/6良 112 中l-UI 版糸切り.{ 位nm舞 i一層@

田 土師・平底小皿 上層ターが四4.287 U9.8、高1.4、庇4~ H.s 5YR7ノ6且 112 中I.s1 底/(，切り lll.内底ラセン痕 上層-33
91 上師苧hj;，j、佃l 上層ダマIJ458 UIO.4、高22.'<4.6 日02 7.5YR7I4且好 完形 中1.111 氏系切り彼 使則彼無 口揖:AU涯 」層2

92 土師 平成小飢 上胤ダマリ527 口9.5、商2.1.底42 H-A2 7.5YR7川良好 112 qq.s 1 底糸切り痕 使111被無 上局 32

93 土師・平屋王小血 上階グマ'1534 口9.4、高2.1、底3.8 H.A I.5YR8/4且好 3/4 中I.U1 縫糸切りlII. 使IIIl11.!!;底穴貫通 上婚却

制土師平底兵'J'Wl 上層ダマlJ465'4回 口9.6、高2.3、庇4.4 H-A 7.5YR8/4且 略主 中l-Ul 底糸切り痕 胆月l痕解 上局 11

95 I土師 平底小皿 上層グマ1'415 1J9.8、両22、底4.6 II.B(小石多) 5YR6/6良町 7/8 中1-.1 底糸切りliI. 世1111直線 上1114

96 土師 平出小l飢 上層r.IJI38 fl9.3、時2回、ll"(4.4 H-A 7.5YR8/3良 3/5 中1.111 眠来切りliI. 使用痕舞 上層①

97 上師 平庇小皿 上極ダ吋曲 口8.8、高1.9、底4.0 H.A IOYR8/1艮 213 中1日i 庇糸切り彼 世RlliI.無 k届@

由土師 平底小肌 上層ダマリ126 口9.7、高2.3、底4.5 H.A 10YR8/4 長昨 2ν5 中1.01 世先切句型民 使用策無 u掛28

99 土師 平庄小限 上嶋ダマリ4副 口9.1、高2.35、底42 H-02 7.5YR7ノ4良 完民 '1"晶01 底糸切り司~，内底ラセン痕 使月I痕無、外面火色あり 上.101.15

l叩土師・'1'庇小肌 上腸ダマリ臼l 口8.8、高22、底4.0 H-A 7.5YR7/4良好 1/2 中}.Ol 底*'切り担庭、内底E転糸切り痕 使用彼無 上層却

(円柱造り彼)

101 土簡 平底小皿 上相ダマIJ406 口10.0高22，雌4.9 I-I.C 5YR7/4'1:.t 215 中1・III 底糸切り痕、内底フセン復 佐用痕無ゆがみ 上届 31

102 土師司王庇小皿 上層ダマリ469 口1O~、高2.3、底5.4 Hζ 7.5YR7/4'1:.t舎干 718 中1.111 庇糸切り痕 使用痕無 上層 10

103 よ飾・平底小皿 上崩ダマ'14却 532 口10.3、両2ふ底52 1-1.02 7.5YR8/4' a 1/2 中1.01 成糸切りIII 使mlll無内外に火色と~，斑 上届 35
10.) 土師・平庄小皿 5K48-23.39 底42 H.D2 5YR7/8・不良 112 qq.D 1 底あ切り痕盲内底ラセン痕 5K48-4 

105 土師平庇小m 5K48A上廟 庇4.0 HDI 7.5YR8!6且 1ノ2 '1・1晶III 底糸切りIII 5K48ト5

l価 土師ー住荷台小皿 t層ダマリ2390 口98、高32、底4.8 IJ-B lOYR7/3'良好 2/3 中l-lll 底糸切り彼 世JH!区築、底粘土ねじれ四番I 上届出

107 土師・性高台小皿 上層ダマリ3剖 口9.0、高3.3、台高0.5、 H.A 7.5YR8/4且昨 完形 ~Ill . U 1 直糸切り痕 使1111旋無 上層-85

底4】

108 土騎佐高台'J、皿 上鳩ダマリ63 底5.¥、台高12 H-B 2.5YR7I6. .&好 3/5 巾1.01 庇/(.切り仮 住用銀無 上層.07

I田 土飾・柱荷台小皿 上層タマリ445 台高1.1、底4.4 H.O IOYR7/3且岬 3/5 111).目l 庇/(.切り彼 底1m驚 上層 74

110 土師柱高台小阻 5K48-11 ほ3.8 li-A lOYR8/3且昨 112 中1.01 底糸切り痕 外面火色 SK48-13 

111 土師・桂高台小皿 5K48-6 底4.8 H.A 2.5YR7I4良 1/3 中1.111 庇糸切り痕 SK48-14 

112 土lW住商口小皿上層r吋345 台高0.8、fil:4.0 日-0 lOYR6/2良軒 112 中1-111 底糸切りt匝 上局 76

113 土師住高台小限 1上層9吋 台高1.0、底3.9 H-A 10YR8/3良 lノ2 中1.01 庇赤切り痕 タ4庇給土ねじれ凹jf{ 上層剖

114 土師柱高台小皿 す35上層ダマリ 口9.1，高3.0.底4.4、 H-02 5YR8/4良野 3/4 中ト日 l 庇糸切り錬 使用痕無.外底粘土ね じれ凹 上層必1

省高0.7 筑.内舛火色

115 上脳性高台小皿 5K48-19却 22.23 底18 H-A 10YR8/3且 4/5 中1.01 底糸切り痕 位閥復無 SK48-15 

116 土脳性荷台小肌上層タ吋474 台高0.9、庇42 I:I-C IOYR7/2.良 lノ2 rl'l-lIl 底#切り痕 内底粘土ねじれ凹彼 上層 78

117 土師佐高台小皿上届タ吋2J2 台高1.1.庇4.0 Il-A IOYR7/2良 112 中l.n1 底来切り痕 使1I1ll!繁、外底粘土ねじれ凹痕 lニ扇 79

lL8 土飾柱高台小皿上層グ71}46 台高12，庇4.0 Hζ 2~YR6/6 良 lノ2 中l-lll 庇糸切り痕 上廟 75

119 土師桂高台小限上層グ吋2咽 台高0.9、出42 H-A lOYR8/3'T! 112 中l-IIl 底糸切り復 上層-ll2

l却 土師桂高台小阻 lニ晒，吋1臼 台高1.1底3.8 Il-E 日tR7/4.n lノ2 中l.n1 庇，j'，切り痕 内1正凹Ji( 上層 77

121 土師佐高台小阻 J:Itfダ叫55 台高0.8、直42 H-C 2~、'R6/6 ' 1. iノ2 中!日 l 底キ切り復 上層-83

122 土師柱荷台小肌 l二層，叫136 台高12、底4.0 R-C 7日'R8/4且 I112 中l-n1 底糸切り疾 t扇 73
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付表 額見町遺跡H報告区域出土古代遺物観察表

E情 番号 種別・器岨 出土地内 法量 肱 t 色 畦 冊存 時期 日間藍等 蝿考 ;J!瑚番号

u画 123 I t師桂高台小i皿 上凪グマリ362 台高1.1、底3.1 H.D IOYR8/3. ft lノ2 中I.lll 庇K'切りjJI_ 外庇帖土ねじれ凹iJ! 上咽-81

l器 124 ，1:師偏向台憐 t咽グ叫45.96.103+ 白n台15s，腐制、百6s， H.A IOYR712. ft好 3ν4 中I.lll 底ナデ.貼f'l高台 内鼎構成.世用1Il無 上田9-1
，・7リ す~I 高0.3

125 1:1減給高台備 上自グマ'14剖 461 Ll15.8.両5.2.台6.0、 II.A 10YR7.ノ3良好 213 qq-I11 底ナヂ.貼付高台 内乱1焼成.使IH痕属 上府-95

ず?問。3

126 土IW鎗高台椀 上届，'71)57 台62、台高02 II.A IOYR8I2.n 114 中ト01 底ナデ盲貼付高台 内!>>.班喧 上層 96

127 土師給高台鈍 上層ダ判518 口15.7 II.A IOYR7，ノ2良 lノ5 中I-lll ナデ 内黒焼血 上層 98

いい盟田 上上師師総給高台幽
上層ダボJ487-5品 rll52 H.A IOYR8I3且 1/3 中l-Ill 向ミガキ部入る 内地焼成、値用仮無 上掛.99

高台憐 上凶;-71)546 台6.5.台高0.4 H.D IOYR8I2・良好 1/5 中1.01 世ナデ、貼H術台 内伊能荘、佐用lI!繁
5上K層48.917 1 

130 _t鋤給高台腕 SK'I8-17 台5.7、台高02 H.A 5YRi14-!.l b'Oi 中1.01 底ナデ 向m蛙車

1311_l鋤給高台腕 lニ"'，.叫428-4却+す34 口15.'1 H.C IOYR8I4且好 lノ3 ，'"晶日 l 内ミガキ 内!H焼庄、世間痕無 上届ーl回

ハH3323 土土師制 鎗舗高前台随
上嶋ダマ1)536 口14.9

慌
IOYR7川良好 1/6 '1'1日l 内ミガキ 内lJ.\焼成、世JII~i.'" 上!Il.1田

台椀 SK'I8-29 口15.9 5YR7/4不良 1/4 '111_01 内ミガキ 内鼎焼成 SK48-17 
I ~I 土師偏向台純 上層ダマ1}4'11 ロ15.8 H.C 5YR7I4良 1/10 中1.日l 内ミガキ 内I!¥鍵庇がとんだもの 上層 70

135 I 1:飾 給 自n披 上田ダマリ<162 円16.9 H.D2 IOYR8I3不良 1/8 中I.lll 内揖ミガキ{ロクロ) 内出焼成、世JII仮無 上層 101

136 上師住状高台随 1:1<fグマ'li50 ほ62 II.A JOYR8I3且肘 112 IJ!J.UI 底糸切りlIi 内m班ID. 上婦由

137 土r.i柱状高台椀 上財ダマ時3 底6.2 U.A 7.5YR7，ノ3良妻子 112 中1.01 庇糸切り痕 内m境成 t府-89

138 土師。柱状高台憐 上踊'1""11)3&9 Ji15.7 II.A JOYR712且肝 2/3 11'1-01 底*'明り割匝 内見1俊ID. Ic.A'J.93 

139 ム師往状高台随 上騎グ吋222 底5.9 H-A IOYR8.忠 良 112 中l-lll 成糸回りlK 内/1¥燦成外底枯1ねじれ凹製 上層J叩

1.10 土師柱状高台鍵 上眉，，'{lJ317 底7.0 1-1-02 IOYR8I3良 1/4 中l.lll 眠糸切り痕 内出Il!;成 上期-62

J'1l 上師柱状高台被 上層グマlJll<1 1i(6A H-D2 7.5YR7.ノ3'U_ 1/2 中1-111 庇*'切り娠、内Ii(フセン袋 内11.1桂成 上廟晶

142 土師It状高t，擁 l 届ダマ1'495+ す~I ほ5.6 I-I.D JOYR812良 112 中1."1 底赤切り鈍 内黒焼成 上眉 91

143 1:師役状高台機 SK48-18.83 口16.0，両5.8.li(6.6 H.E IOYR5/2良好 112 中1.01 庇赤切り#L内祖ミガキ 内・1.1焼虚 SK48-16 
1制 上師ー位状高台腕 SK48-4下届 U9.6、商2.6、底5.0 11.8 IOYR7/3良肝 3/4 中l.lll 底糸切り痕 内，1~.\俊正、ゆがみあり SK48-1 

145 土師ー平底鈍 上層タマIJ47i 底4A H.A 1 QYR713血肝 iノ4 中I.UI 成糸切り復。内底フセンm 内!品機成 上鴎-87

146 土師・縫荷台小皿 上崩"マリ却5 台高Os、底4.7 H-A IOYR'1/2良肝 112 中L日l 底先制 1)復 内品焼成 上陶.103

147 上師ー小型鍋 ヒ府"マ世19 口t2.7、頭20.0.刷20.1 H-D2 7.5YR7.ノ4且好 1/10 中I-U1 外指頭集.内ヘラナデ 外煤tJ! I闇 l田

148 土師小田鍋 上層γマリ253'~1 1-117.9、期16.4，刷 17.3 H.A IOYR5/2良併 1/8 中1.01 指ナデjJI_ 外面全体障 上欄 1(泌

149 上師。地鍋 j-}画グマ世田 ~H1.4 II.D2(小石入) 5YR7/4良野 底片「 中I.lll 鹿糸切りjJI_ 1世朋lJl無 上届今101

150 土師転則肺線III l届，マリ118 8.3x8.4x 1.8 II.B 2.5YR6/4良 完形 中1.01 底面来切り痕 孔周欠け、柏商白線底館中央捜 l上層晶

底前牢孔転JII

151 土師軒杭土鍾 上腐，吋12 72xZ.8.孔12 H.D 10、守宅7ノ3・lHf :ιE 中トO! 重量曲g 上胤 l町

152 民触手f白線 せ34(上層9吋) 口15.8 3紅浪者健在' 25Y7/2堅鍛 115 明~127- 内面施軸前けを野け 包含駒 17

円53友耐 I台嗣

凶{坂1号

う41 n15.5 *車需旗 9 2.5Y7/1慢鰍 1/20 ~I栴127- 内面施徹 包含層剖

西坂1号

l副医輪イf台腕 (40 n15.6 東揖百匝産' 2.5¥'8/1唱扱 1/20 場I和27- 内IflH‘軸 包宮周 33
凶i坂1サ

l詰 1州イt台腕 ぇ40 U13.8 東揖話線産? 2.5¥'7/1堅級 1/20 ~I卯27- 内而施紬 包含周 32
荷車1号

l田 |庇 柑 有 台 腕 か35 台8.0、台高0.4 東海熊~? 2.5Y7/1堅鑑 1/15 丸石2号 ほ糸切り板、体下位ケズリ 施軸なし 包含層;刻。

章式マ

157 灰称 ~i台腕 (41 台7五、台州0.4 3転車潟産? 2.5Y712島敏 1/15 111和27- 底糸切り痕 施粕なし、内底脈経弱 包含凪.29

西坂l号

国云層 21日8 自信 雄 き41 口15.4 柚色5¥'811 5Y8/1・良肘 1/20 山本C周 山本白磁 11顕 町入

159 自 信 融 き41 円15.6 紬色2.5Y8/1 2.5Y8/1. &M 1/20 I山ぶC期 山本山隊H罰 民λ 包古岨ー剖

160 白蝿匝 ~"1 LII4s 柚色IOYR8/1 JOYR8/1良僻 1/30 山本C期 山本白磁日鎖 町入 包含眉.27

161 I n俗 鈍 す35上崩，叫 円16.8 柚色2.5GY7/1 N8JO堅鰍 11:却 山本C則 山本I~I健 IV I煩 包含梢.18

162 白 値 観 そ3i 仁115.4 軸色2.5GY7/1 N8/0毘級 li20 山本C朗 山本自盛IVI盟 包合同.20

163 IL[磁 碗 す38 口17.3 軸色2お Y7I1 N8/0堅債 lr却 山本C聞 山本自信IVI盟 包含)OI.!9

l臼 白 磁 腕 上腿ダマリ139 口16.4 納色2.5GY7/1 N8JO竪級 11却 山本C胴 111本自信IVI薗 也古届 26

晴晴::
しお上期タポj 口16.5 軸色2.5GY7I1 N8IO'1¥'f綴 11:却 山本C.III111本 J'I磁IVI置 包古咽 25

l34上聞，"1リ 台7.0、台高0.6 軸色5Y8/1 5Y8/1堅敏 11却 山本CJm削句Illl高台.111本(1鐙 H罰 目入 a合廟 28

167 白硲・皿 ニ44 底4.1 柏色2.5GY8/1151'811略敏 lノ6 山本CJIII体下位 -li~ケズ IJ.III本 1'1暗 V 且入 也古附.22

鋭

同8 内経 m き44 正H3 制也2.5GY8/115Y8/1堅級 1/15 山本C朗 底ケズリ、山本自健Vlti 町入 包古制 23

6. 炉状遺構・ピット・包含層出土遺物
遺構 番号 櫨別器 値 出土地内 法量 胎土 色 韓 院存 時期 i 調整等 備考 提測骨号

5J02 l 誼~!':坪 A 日2-ul 能主(小石入) 2~Y612・ i廿T iノ6 同1-¥-12庇ヘラ切り 512.1 

2 IJ:師長刷釜B 512-(J) 口21.8 潟場A2 5Y問吊・良好 D1)~ 1'12 内カキ目 512-3 

3 I_t師長胴釜8 512-<ll 口却し覇18.3 烈場A2 IOYR8/4・良 1115 IV2-VI内外カキ目 5J2.2 

4 土師法鍋8 512 口調Z、郵36.0 部場A2 IOYR7/3良 []樟円 VI-V2 512"1 

5 上師製塩 t摺 日2① 口日6 地κ82 5YR715・段鮮 1110 Dl-J¥' 内ハケ IL外相顕侠.下位ケズ 外亦 1t剥帯 512.1 

5107 6 罰車均'A身中 517+すお，吋 1何加甫群 2.5Y6/1.堅級 lノ4 日I-U2庇ヘラ切り 5]7.1 

7 I t師 嶋F 5ji 龍治Al 10YR7I4. 員 1115 02-03外ケズリ、内外ミガキ 両面赤v 5j7-1 

51凹 8 劉盟勾'8壷大 51併 せ38 口17.1 市hn通常 IOY6/1良肝 1/12 V I - V2 主人ラ~)り 車焼 11， 519-1 

5110 9 I t師智百嗣'!、釜B 5110 口152、事04.0 徳治A2 7.5YR8/4艮肘 1115 1V2 内外 ロクロナデ 51101 

5113 10 1'1:師袋駅釜B 511J;剖+ニ却 n23.8菌加2 開場A2 7.5YR7/4且肘 1/15 1V2 内外トヵキH 51!J;! 

11 土防毘麟韮B 5113-6'16 112<1.7、顕21.8、刷222 出場A2 7.5YR7/5良 1120 1V2 内外カキH 511J;3 

け子暗2覇基B 5JI3-17'27 11幻 7，車却2、胴包~需鶴品場AA33 7.5Yla/4且 1115 lV2 内タトカキH 5)13-4 

胴韮B 5)13-5 1123.8 IOYR7/4-j:t 日韓J¥ JV2 内カキ日 5)13-5 

14 -t師l!1I4釜8 5)13-22 LI剖O、顕19.4 然治田 7.5YR7I3. J~ 口縁片 lV2 5)13日

15 石 支 周 5)13-18 12.5 x 7.4 x 5.9 五安山手i 完事 被熱赤ft，重量8500 5)13-6 

5)15 16 I tIE!~' J::f- B 身・ l' 5)15 台9s、台市O臼 務郎通常 51'6/1良併 1/10 lV2 5)15-1 

日?ドk士t朗帥 民匝納基B ，5)15-3 nZ3.4盟21.2 出場.'¥2 lOYR7/4'不良 1/15 l'l3 内外ロクロナデ 5)15-1 

5)16 胴'1、釜 B 15)1&-2 底9.9 出場A3 5VR6/6且好 Ji!.片 lVl-lV2底糸切り高 5)1&-1 

19 土師 甑B 5)16-1 11223 !議場.'¥2 7.5YR8/4且 1/15 1'1'2 ? 内血帯iJ!、羽韮かも? 5)16-4 

却 上筒 iUIB 5)1&-5 Ll35.0覇31B 織場A3 IOYR8I3. ft 11却 lV2 5)1&-2 

21 土師 浅 鱗B 5)16-3 口39.7.車37.0 烈場A2 JOYR8/2-n 1/20 lV2 5)1&-3 

5)17 明 上飾 恒 刷'1、釜B 5)17.1 口16.0軍1143 地JCB2 IOYR8J3-l'.l昨 1/10 102-03内外ロクロナデ官 5)17.1 

23 士飾品刷釜B 15)17 口19.7 地冗B2 IOYR7/4. U妻子 口属片 02-031 5)17.2 

1'15 24 上筒 管 北土睡 PI5 5.1 x22、孔0.6 地元町 7.5YR7/5良併 時完 重量田区 円与l

1'75 25 調車縫合B tti Illl .8.~l32 甫加通常 5Y6/1良貯 114 ¥'-¥1 底へ7切り Pi5-1 

同2 26 土飾 平底小肌 日9.8、高2.15、IiH8 II.A 10YI也 2良肝 ~ 中} -ll I Ii(糸切り彼 内ススける P回一l

問3 27 上醐 平.~小肌 p83 口8.4、高1.6.1!"E4A I-I.D IOYI<812.f-l 3/4 中1-111 底糸切 り ~{ ゆがみあり PS:忌l

P世お 担:\1~焼台 B 1'92 口82、高32 l街加通常 5Y5/1'!Il極 1/4 u 底へ7切り 口縁重俊幸痕 P兜 l

P95 I 29 上師 平底小皿 p95 口9.6、高2.2庇4.4 H.A IOYR8/2良 3/4 中I.s1 Ii(糸切り痕 1'95-1 

Pl3J庁土師 4'庇小皿 |型31 ロ10.5，高22、札(4.9 H.A 7.5YR8/4且好 4/5 111]-1 底糸切りlI! PI31-] 

土師剛山 11'131 ロ102.高'.0.台52 IOYR8/3且 ).(1:ナヂツケ 内，!.I.¥瞳成 P131.2 

台尚0.7
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第四章 今回報告区域出土の遺物

車機 番号 撞別器祖 出土地点 法量 船上 色幾 時存 時期 潤藍等 ‘!~. ;た瑚番号

PI35 32 上師・平成椀 PI35 日122.t.ti3.3，Jis:5.0 H-A 5YR7/3島崎 1/3 中1-1 成来切り復 PI35-1 

PI76 33 1:師官状 t鎌 PI76 6.7x4.1‘孔12 H-l 10YR8/3・且併 完形 中 l問 泊施あり if{量96. P176-2 

34 t師 管 状仁鎌 P176 6.3x4.0、孔1.6 H-A lOYR812・良叫 主形 '1'1嗣 重量97. P176-! 

Pお6 35 羽車時'B身ーl' P236+た謂 口12.6.高4.2、台9.7、 南加通常 N5/0堅級 ν5 1V1- 底ヘラ切り P236-1 

台高0.55 1V2古

P剖】 36 剤!.!!.圃足円ill1匝 P341 脚172 南加砂少 2.5Y6/1里線 脚片 目-m 正位後 P341-1 

P訂2 37 痢;!!.叫 H身 P372+岡崎 口12.5、畳14.5、立高0.9、 南加通常 lOY6/1良 1/3 11 正ヘラ切り、補助ケズリ 正位焼、内雌m括強 P372.3掛

商4白

P421 38 須 車 師A蓋中 P421 LlI4.9，)g12.7紐2.8 f伺加通常 2.5Y7Il堅敏 213 n2 主ケズリ 重俊 1.使IIIl1!l聖徳B高口重 P421・1

鐙商0.8、高325 使4反

P422 39 lIi車係A身小 P422 口9.7荷主l 南加通常 2.5Y6fl-m敏 ν3 日l 底ヘラ切り 匝用線'" P422-1 

P判4 40 土師・竃車 P制4 地元B2 7.5YR6/4良釘 底部Jt 1-11 内外ハケ目 内面郷被然赤ft p.ド1'1-1

P判7 41 鉄 格 状 製品 P447 4.3xl.l x 1.0 両繍主 多I状里す.亜量5. 鉄④

P469 42 土Jlj・短胴'1、釜 A P469 円13.4、覇10.6、胴16.8、 地χ IOYR7I4.fH干 1/4 51世紀 外ケズリ、内へフナデ 外煤多 P469-1 

向推17.3 後半'

P5お 43 須車!fA P525 口13.3.高4.0 南加通常 7.5Y8/1且 1/4 U2-U3 底ヘフ切り P525-1 

BI8: 44 郷軍界H身 L話 口11.6.畳14.1、立高0.9 南加通常 2.5Y7Il良 113 11 11>.吉畠-49

及び 45 須恵.，不H身 た珂 37 口12.4.畳14.7、立高0.75、 能主(小石入) SY7Il良 113 11 底ヘフ切り 外底出耗弱 |也古層-47

CI8: 出425

一脅E 46 須;1¥判、H身 え38 Ullβ.畳13.9.立高0.8 龍美通常 5Y7Il良昨 1/5 11 底ヘラ切り 包古届-48

包含騎 47 須 車 杯G蓋 そ38 口9.4.返7.6 陸型サフ土 5Y6/1良鮮 1/4 12 王ケズリ 能!Hlfl録 包古綱 3

48 調車・勾'c董 i、 つ37と39 口11.0、返9.0 F街加サラ土 2.5Y6/1聖敏 1/4 自1 五ケズリ 電機 I 包古婦-8

49 須車問'c董 1;35 能実(小石入) 2.5Y6/1堅敏 1/4 12-U1 天ケズリ 包古層 l

田 郷軍耳G身 ち35 口9β 向3.3 能主砂入 2.SY7/1良時 114 12 底ヘラ切り 佐用伎舞 包古届-28

51 須恵勾:;¥韮'1、 そ38 口10.9.返9.4 南加通常 5Y6/1'!!l級 114 U1 買ヘラ切り 車焼 I 包古層-2

52 ME!~ 珂';\1< '1' お39こ39 口14.4.返12.4、証2.7、 南加通常 2.SY6/1聾綴 115 U 1 天ケズリ 重焼 I.l~m ll!.!!i 包古層る

鉛高1.0.耳石3.9

53 須想。坪A費量寸 そ37た38ち37 口14.8.返125、銀2.75、 南加通官 5Y6/1 良妻子 1/3 01 主ケズリ 量規 1.1'削HII!.!!i 包古層-6

紐向12、向32

ヨ土
敏 恵 坪A蓋中 ~35 日13.0、返10.6 南加通常 2.SY6/1・堅級 1/5 Ul 究ケズリ 重壇 I‘世用痕焦 包古唖ー7

須 恵 坪A董中 せ44 口145.返114 南加通常 5Y6/1'1i. 116 U2 王ケズリ 車焼H 包含層4

出 調理'!fA ち38 口12.7，高3.5 南加通常 2.5Y8J2・不良 215 02 臨ヘラ切り 也含崎会却

ろ7 ut車問:;¥身ql た36 ロ12.4.高3.9 能量(小石入) 5Y7Il艮 112 02 I!loヘラ切り 世刷痕鰻 包含婦 29

詔 捌車問';¥ た35 口14.6、高3.65 南加通常 585/1且鮮 1/6 m 庇ヘラ切り 包含綱-36

59 tJi車 坪A う42 口142.高32 商加通常 lOY7/]良 zν3 E 匝ヘラ切り 値RI痕無 包吉届 31

曲 須車 同'A ~35 口13.1、高32 南加通常 10YR6/1堅線 3/4 皿-1V1 1[¥ヘラ切り 1史用li{無 包古層-32

61 罰思'lfA き L話 口12.9.高325 F有加通常 2.5Y5/1.E敏 215 1V1 眠ヘラ切り 包古層

62 翻 思 坪A SK48下崩+せ35集'1' 口15.1 市加通常 5Y6/2・且 1/6 IV?占 SK48-6 

63 剖 車 耳A SK48下層+L35集'1' 口13.5、高4.0 南加通常 IOYR5/2且 3/4 IV2~ 政ヘラ切り 内底・外底磨耗弱 SK48-5 

《シi tfi車 時A SK49+SK51+そ35 口14.7、高3.12 南加通常 2.5Y612良好 1/2 1V2 底ヘラ切り SK4C日

65 須車 向:A? て38 南加砂多 2.5GY6/1良肝 114 W 九【ヘラ切り U縁部燐il:前師め切取り 包含圏一14

面 須恵均'A たお 1112.4./.'¥3.3 下街加通常 5Y6/1良 1/6 1V2 眠ヘラ切り 内円樟油lf{付着 包古眉-37

67 壇思 均'A そ35 口13.3.高3.0 南加通常 5GY6/1艮 1/4 V2- ~1l 庇へ7切り 包吉層 35

団創思'lfA SK49+そ35せ36 南IJJI通常 5Y6/1良ff 1/4 1'112.1新 政ヘラ切り SK49-1 

69 f目立'勾'A つ37 口12.3高32 |下街加通常 2.5Y8/2良 1/4 V2-¥'11 眠へラ切り 包含届.38

70 ItIUJ!.耳A き.13 口12.7、高3.3 能主且上 7.5Y7/1良好 114 1¥'2'新 底へラ切り |使川敏悟 也合漏 39

71lm車 坪A SK48下崩+SK55 口14.3、高3.3 南加通常 5Y6/1良野 1/4 IV2新 眠ヘラ切り SK487 

72 1m虫 勾'A ~35 口12.1、高32 南加通常 5B5/1艮時 1/3 V2-明l成ヘラ切り 世IJI!民無 包古届一泊

73 1m車 時A ~35 [111.8、高4.0 南加通常 2.5Y7/1良好 3/4 V 民ヘラ切り 組用語交無 包古層-40

74 1tJ'i!.!!.坪A と37 口12.1、両3.3 能英(小石入) IOY6/1良昨 112 V2 成へラ切り 世川t!無 包古届ー11

75 須~~郎A て36幻』集中3 口12.0高32 市加通常 N6/0'1'J.峰 112 明l 雌ヘラ切り 使111痕無 証古圃-13

76 型Ull.t;ドA (，11 口12.8、高3.15 南加砂多 2.5Y8/1且 114 VJ2 底へラ切り 也合"'41

(/抵Utt埠A て37 口12.0、高2.75 荷加砂多 5Y7Il且好 1/3 ¥12 底へ7切り 使1刊号日無 包含届ー12

78 刻 車 体8蓋中 せ37 口15.7 甫加砂多 IOY5/1良鮮 1/5 03 王ケズリ 軍鍵 I、世mm無 坦宮層 9

79 矧 車 体B笹中 ち34.つ35 口14.9、高3.65.紐31、 甫加通常 75Y6f1良針 ν2 U3 天ケズリ ¥j(様 I内王中央肝粍醐 包合婦-8

鐙高1.1

同 掴Jll勾'slli中 ~36 '37 口13.3、高3.4、担2.9、 南加1;極官ー 2.5Y7I1良 1/3 IVl-N2 買ケズリ 重俊 Ob、植用痕無 包合属一10

紐高0.9

81 組車。界B董大 SK48下層+す35集'1' 口17.1 南加通常 lOYR5/3良好 3/4 11'2占 王へラ切り ¥j(燦J.世刷痕舞 SK481 

82 tJiJJ!.界 B董小 L37.38せ34.35 口 1 2.7 ， ~2.7、鐙25、 能尭良上 25Y6/1良鮮 112 IV2 主ケズリ ¥j(後J.内金1<損事l.Il'i耗強 包含届 11

(帝王!ll1iI!) 紐両0.65

83 須!ll勾'B董中小 け44 口12.9 能主z通常 2.5Y6/1良師 1/4 1V2新 王ケズリ 重燐 Ua、内墨痕、峰耗強 也合層ー12

84 須!!!.-t.不B蓋小 ~38 口11.3 能聾通常 5Y6/1. Jl.ff 115 v 天ケズリ 宜焼 lla a古圃 16

85 割!，!.l:亦8葺大 す36ち拍 口15.0 I旬加通常 2.5Y5/1良好 1/3 、，11-、'12天ヘラ切り 重鍵 ob.位用線無 証古層ー17

師 封'B!!.坪B董小 SK4併 せ35 口11.6 南加通常 2.5Y512堅級 112 N2，li 天ケズリ 重俊 U，、使用彼無 SK48-2 

8; 剖 車 係B蓋イ、 1140 口12.0 南加通常 7.5Y5/1堅級 113 11'2 主へ7切り ¥j(後 I使111m無 包吉凶 13

88 須!.¥!..i不Bii小 つ38 日12.0 南加通常 2.5Y6/1堅級 1/4 v 天ヘラ切り 量処 lla 担古崩ー15

89 筑J!f.勾'B蓋小 そ35 IJIL9 市1m通常 25Y6/1堅級 1/3 v 大ケズリ 重焼 I.f史mll!無 包古緬.14

回 朝m'if.B身中 う37 L113.6‘両4.7，台9.0. 1街加通常 125Y7I1' !1.11 1/3 日2-U3底へラ切り 1企!11m"， 担古層-20

台高055

91 Uu!!.'勾'B身中 せ剥 す35 口15.0高5.0台9.8 能奨石λ 2.5Y8/1良好 1/4 U2-U3 底ヘラ切り f史用痕無 也古層ー19

省高0.5

92 m，~ 均 B身中 せ35た35.36 口12.7‘商-1.75、台8.7、 南加通常 N7/0良針 112 U2 底へ7切り 1吏Jllm無 包含婦守18

台高0.6

93 組理勾'B身中 た36 日14.0、商日、台9.8、 南加通常 586/1良好 lノ5 U2-U3 包合届 23

台前0.5

94 割車体B身'1' ち36せ34 口1日 高4.5、台9.6 I栢加1通常 5Y6/1.f;併 114 日3-皿 .~ヘフ切り 世!IIjf毛鰻 包古殿 21

台高0.55

95 tJti~.l司、B身中 せ3-1 r-I15.0‘商3.55、台10.0. 南加通常 N5/0型仮 115 D3-m lifへ7切り 内脱出蛇弱 包古層 22

台高0.3

崎 割思杯B身大 ~37 口17.4.高邑曲、台12.7. 南加サフ土 N6/0良好 1/8 1V2 包古Jtj.26
台高0.35

97 須恵勾'B身大 SK48 宮 11.1、百両0.5 南加通常 25Y6I2良併 ν10 lV2t'i SK.83 

98 罰車.，干B身中 SK49+SK51+そ剖 台9.7、台高0.6 I何加砂多 5Y3!I'良貯 1/5 1V2 底ヘラ切り SK49-2 

四 煩車坪B身中 せ剖 口12.4，高3.7.台9.2、 南!JI通常 5B5/1良 115 N2-Vl 包宮居 24

台高025

i曲 罰車坪8身'1、 たお 口10.0.高3.6、台8.3、 南1JI1通常 2.5Y6/1堅敏 lノ4 1V2 底ヘラ切り 使閥復無 包古届 25
台高025

101 覇軍 E不B身大 て話 37土 器集中6 口14.6高6.0台8.3、 南加通常 2.5Y8/2不良 213 \~ I - \n 底へ7切り 包含嵐@

宮 町025

I回 軍i車呼B身大 た36 口14.7.高5.4.台8.6、 南細l通常 lOYR6/1 良 1/6 ¥'12 庇ヘフ切り 使用痕無 包含届 27
台高0.45

103 紙車校総 SK48'f層 台7.9.台高O白 I何加通常 2.5Y612'!i!1敵 1110 11'2古 体下~底ケズリ SK'I制

104 ui車。錦a ぇ37 口10.4 南加l南鮮サラ 5Y5/1堅級 1/10 11 外下学ケズリ 右量 包含圃剖

土陶邑的
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付表 額見町遺跡E報告区域出土古代遺物観察表

遺構 番号 瞳別器櫨 出土地点 陸量 世土 色桂 民存 時期 開藍等 摘考 実測骨号

sI1[ 105 坑曹鏑a きやi 口III I何加通常 5Y7/j-不良 1120 11 包含圃-51

!!ぴ 1[路 明 恵 盤A せおそ35 口15.4，商2.4 曲提{小石入) 2.5GY7II.j柑 113 lV2 底へフ切り 使用痕無 也吉*"14

CIK 107 割 車 鍍A て却と38 印刷、高l田 I何加通常 2.5GY7Il.j柑 1/6 lV2 底ヘラ切り 世刈彼. 包含踊 16

一部 l国 !li:W:.1主A SK49C+そ35つ37 口15.8、高2.3.， I何加通常 5Y512良 1/5 lV2l荷 底ヘラ切り 世mt良無 5K.I9-5 

包古月日 l個 創立T盤A つ却 口1五7高山 臨時サラ土 25Y7I1・且鮮 2/5 v 底ヘフ回り 内底陪粍弱 1<宮騎-42

110 m車 盤A つ37.38 口15.8高2.6 能型且土 751'111且 1ノ3 V2 底へ7切り 内底謄耗弱 包含届-<13

111 調車盤A せ詰 口14.8 南加通常 I01'R7I1堅綴 115 V2 底ヘフ切り仮 外ほ内底国1 m 包古届-45

111 覇軍盤A せお L114.8 I何加通常 lOYR7Il堅綴 115 V2 底へ7YJH! 外bl内ほ磨耗弱 包古届"15

112 覇軍盤A て36.31)か 同 UI3.7、高Zお T+i加砂多 2.5GY111良軒 1/3 1'11 庇ヘラ切り 使IIIt貫録 包含胤ー15

113 覇 軍 盤B て37 口192、高3.4.台13.9. T+i加通常 2.5Yill良好 1/8 lV2 底ケズリ 内bl府耗崩 包吉層.22

台高0.6

114 罰 車 盤B す37せ描 U21.0高3.1、台16.7， I何加通常 2.5Y6/1且 1/10 V 底ヘフ切り 包含胸-46

台高。.5

115 調車両河、E す35 口143庫高4.4 南凱}通常 2.5Yi/j.a鮮 lノ8 11 体下位ケズリ 包古圏一52

116 罰車鉢F す35 口152 能要砂入り 2.51'5/1良野 1/5 lVl-lV2 カキ目 包含圃ー臼

117 罰思ー恩 た38 口12.6 I釘加南野 5Y6/1良野 1/6 11 包含刷.55

118 割車 小型平厳 て36-37.1113-18 Ll6A朝3.1、明12.5、 両怯' 5Y6/)堅綴 2/3 12-sI 底ケズリ 包含刷会26

朝高4.0、胸痛7.1高112

119 調理.IJ(A 5K48下廟+せ35集中 朝4.9 甫加通常 2.5Y612聾緩 顕片 m-lV2 5K.S-8 

120 剖車臨A て38 口15.0、盟5.8 F街加砂多 25Y6/1良好 ロ覇片 IV-VI 包古圃@

121 調車.IJ(A と置 合10.3 甫加通常 2.5Y6/1・里線 3/5 s-IV 外ド'"ケズリ、内ハケ目 包吉田①

122 調 車 大型鉢 と却 n50.5 甫加甫鮮 5Y6/1良好 口縁H E 外Ha叩き、内Db当て 包古樋お

123 覇軍均車販' か却 '"加通常 2.5Y6/1.堅綴 足信事片 国-IV 内面カキ目、見面監E 包吉緬-62

124 割車 甑 た剖 耐111通常 2.5Y8/1良 1/10 rr-m ヨた帯付 包古締剖

125 剖車甑 き43 底推11.4 能艶サラ士 2.5Y7/1・H bl片 0-血 2判主置し底部 ' 包含崩-61

126 l ~lW>圃足円耐暁 た35 醍8.0.提11.6 T何加通常 IOY5/1良軒 118 02-町 8方方形スカシ 包古府副

121 訓車圃且円而凪 て36 能世良土 5B6/1良金I 1120 01 方形遣し、後立て付 包古届 29

i盟須車焼首B そ38 1117.4 !甫加通常 IOYR6II'良師 1/15 ¥H-¥12 口重娩痕 邑古層 58

l自 調理。鍵口B ち34 UI3.8高3.8 甫加通常 5Y6/1.a綴 1/5 ¥111-¥112 LI繍港着片付き 包古婦 57

130 調車鍵白日 せ34 口14β 前加1通常 25Y7ノl竪緩 1/10 ¥Ql-¥'12 口靖裕治Dl 包含k1.59
131 覇軍縫合B 色37 口132.高2.5 甫加通常 IOYR6/1堅綴 1/6 JV-v 焼きゆがみ底然土付滑 也宮柑 56

132 土師田健F 上嶋タ マリZ担割6 臨場1¥1 IOYR8I2且 1/4 日-m 内タトミガキ 両面赤影 包古脳①

123 土飾 健A て36.37集中+て38 U12.4、高3.8、庇7.1 車騒AI 5YRil5且軒 2/3 W 底。体下ケズリ桂内外ミガキ 両面赤軍 包宮唖 l

134 土師 腕A L.35 庇6.6 *場AI lOYR8ノ3良肝 2/5 皿-IV 底体 Fケズリ桂内外 ミガキ 匝用線無、両面荷車 包古田 l

135 土師盤A 上局，..リ2.0 線沿1¥1 IOYR8I3良 1/8 JV-v 砥へラ切り.内外ミガキ 両面赤帯 包含届①

l却 土師 羽釜 9 そ35 繁治AI IOYR713. n.野 小破片 O-IV 内ミガキ 両面荷車 包古府 2

131 土師側1i:B? き39 口31.0 l'1!峨A3 7.5YR5/1且 口組片 IV-羽 包古廟.31

138 土師・甑B? す却 円31.4 臨場113 IOYR8I4良 口融片 IV-羽 包含絹.30

l却士飾竃A そ35 地元82 IOYR6I3且野 底片 H 向ユピナデ、内ハケ目 内スス痕 包吉岡 13

140 土師 音量B つ38 地πB2 7.5Y回 14且 庇部門 日~皿 包含圃 12

141 土師荷主fH L.37+す36 胸10.4 地園児BI 7.5YR1.ノ4良好 開片 E 外ケズリ後ミガキ、内ハケ日 包宮届3

142 土師支脚 し:謁 7.8><残高4.4司.0.8 地7eB2 2.5YR7ノ5良野 116 日~皿 指ナゾリlii. 内外被熱品、化 包含婦4

143 土師支脚 (41 下7.0><残高4.0、孔LI 地冗BI 5YRil4良好 1/4 s-m 指ナゾリ侠 外世熱場、ft 包古閑 5

1制 土師主脚 そ38 下62><段高3.8孔15 地πB2 2.5YR6/5良野 1/5 目~皿 指ナゾリ痕 全体場、ft被然 包古層-6

145 土飾文胸 よ眉グ叫312 下65x残高3.3 地冗B2 5YR6/4良野 1/6 日-m 指ナゾリ復 包古田@

146 土師・宝田 上咽グマリ170 下53x間高4.3.1L0.品 地itB2 5YR6/5良好 114 0-皿 指ナゾリ痕 包宮層@

147 土師管状土睡 つ37 7.45><4お孔1.5 地ieB2 IOYR7/4且 略完車 日-¥1 重量1田区 包古11:1.7

"8 土師管状土睡 た35 5.5 x 3.4‘孔1.2 総場AI IOYR7/3且軒 完E 日~羽 表面全体に機状工具H!. 包宮府8

lft量国g

149 土師・管状土錘 た37 間6.1x2.95、干し12 寵犠BI lOYR7/3良鮮 4/5 s-VI 火色と鼎斑あり、重量48. 包古周一9

l叩 土師・管状土睡 ('10 4.3 x 2.35、干し0.i5 南加通常 2五Y612堅. 冠売ま II-¥1 重量20.0. 包古眉る3

151 土師管状土錘 え，" 4.6x2.15、干しo五 地元81 lOYR7/3不良 112 日-VI 重量10. 包古凪ー10

152 土師。管状土腫 て38 1~42 X 1.9.干し.0.6 地冗81 7.5YR7.ノ4-J追 4ノ5 II-VI 重量11. 包古騎 11

153 土師匝鉢 き40 L114.8 時局A2 7.5YR8I2.民 1/10 1'1-河 包古11:1.28

1臼 土師匝鉢 そ38 口152 祭場A2 7.5YR5/1良好 1/8 ¥1-咽 外煤痕 也合廟.29

1日 l覇軍 察世台片 つ38 42 x 7.0x 3.0 前加通官 IOYR5/1堅敏 磁片 転用1置き台に黛土漉君 重量iOg 包古贈-65

日6 郷軍終世台片 P認 6.7 x4.4 x 3.5 スサ入り土 2.5Y612堅敏 破片 揖墜塊状の置台 重量65. 也古層-&1

157 掴~t . ~能内溶解土 そ34 3.4x22x 1.9 黛土砂世多 5G5/1堅鍛 略:足 重量10. 包宮居る6

日8 調車黛内溶解土 た37 2.1x3.0xI.8 議土砂血多 IOY4/1'!Io. 儀片 重量15. 也古風-67

159 土師焼虚粘土塊 せ36 4.8 x3.5 x2.8 地Jじ81 7.5YR7i4良 時完 重量199 包青届・14

lω L:t蝋娩虚粘土塊 さ担 42x2.9x 1.4 地冗81 7.5YR7/3良 時完 部品斑状、重Ji:15g 包古婦ー15

161 土師焼成粘土塊 そ35 3.3 x2.3 x 1.9 地園児81 7.5YR7/4且 完形 火色暗色、量量!Og 包含廟.16

162 石 紡錘'" 命、12 tl.2x下3脂 x高2.0、 石凝灰岩 1/3 iよ繍篠痕‘ F鋪面に絵画状線剖. 包含廟 24

孔.0.5 重量9.

1日石鉱石 治、'0 3.6x6.8x 1.4 五J量眠苦 破片 線復多.砥而3重量42. 包含届.27

l白石砥石 L.35 5.1x22xO.9 石 砂岩 時完 線療、砥而4、車量15g 包含脳会26

165 石砥石 た37 72x3.1 x2.1 石雄灰岩 4/5 ? 線復、砥函6、重il:78g 包古緬.25

166 位御草盟民覇織 て35 10.0 xO.9 x 0.7 略完 箆被は台問、重量9g 怯②

167 '酷 E覇簸 す35 2.1 x62x0.8 磁片 箆世~韮部れ重量17. 肱18

168 鉄片刃量罰鉱 え39 3.6x 1.0 x 0.6 両端欠 E量3. 且⑤

169 怯惨状製品 上層"7')340 6.6)( 1.0 x 0.7 片剣士 断而方車釘状.重賞7. 拡@

170 鉄車状型品 畠41 3.5 x 2.0 x 0.3 両端欠 重量4. 拡③

1711鉄 刀 下 せ35 17.0 x 2.0 x 0.7 両鎗矢 l不均等両角、重量18. 拡⑥
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第皿章 今回報告区域出土の造物

《額見町遺跡H報告区域出土古代遺物観察表凡例〉

1.種別・器種について

種別は土苦言葉材の種別、または石製品、金属製品等の種別を示す。特に土器に

ついては須恕器と須志賀土製品を須恵とし、土抑協と土師質土製品を土師、陶磁

2書類についてはその種別を記した。"品積名については、特に土器について、本文

161 -166ページに示した分類案に基づいて記しているので参!照願いたい。

2 法量 について

観察表の法量に示す土器等容器類の口は日後、受は受け都径、返は返り径、銀

径はつまみ径、 IIAは底部径、台は台経、脚は脚径、基は脚基部径、体は体部径、

胴はl胴径、頚は頭部径を示し、高は器高、鉦高はつまみ高、 立高は口縁部立ち上

がり高、返高は返り高、旬、高は均、部高、脚高は脚部肉、胴高は胴部高、頚高は頭

部高を示す。器でないものについては、長は長軸長、残長は残存長、径は最大任、

幅は最大幅、上や下は上端径と下端後、孔は孔径、また、特に部位記さずにOx

OxOとしたものは基本(JIJに長さ x幅x厚さを示す。単位は全てcmとした。

3 胎土について

土器胎土については、古代須恐慌.古代土師器、古代末(中世)土師器につい

ては以下に示すおりであるが.灰和l陶器については想定される祭場産地を、白磁

については特に比較する内容を示せなかったので、胎土を記入せず、施紬の色調

について記した。また、石製品は石材を記入し、鉄製品については無記入とした。

〈古代須恵器 胎 土}

須恵器の胎土表記については、須!l~器書量産地で表記し、南加通常は南加賀窯跡

群北鮮ないしは戸津、 二ツ梨などの主流地峨の祭場産。南加南群は南加賀黛跡群

南群つまり那谷川流成支群麗を示す。能美は能美窯跡群産である。特に砂粒や小

石、くず石などの含有物の多少のあるものはそれを付記し、砂の少ない良質のも

のは良土と記す。砂粒含有少なく胎土素地がやや砂粒質のものはサラ土とした。

なお、他地域搬入と予測される胎土のものがあったが、和来陶邑黛産の可能性の

あるものは陶邑産、北1111賀の金沢末窯跡群産、高松押水窯跡群産の可能旬のある

ものは末産、高松産とした。

{古代土師器胎土〉

土師器は集落内や集落近傍での生産が予測される地元産と須恵器祭場内生産が

予測される祭場産、上記と巽なる他地t量産と予測される搬入とに分類。さらに以

下に細分できる。

地元Al-粘土質胎土で破面がガサ 7クもの。細砂粒 (黒色 ・褐色 ・白色)を多

誌、黒色援形鉱物を少量含有する。肌色かくすんだ色を呈すものが多い。

地元A2 地元A1の砂粒 (白色 ・褐色)混在多い煮炊具系統胎土。但し混布1材

的大粒砂粒はない。

地元日 1 地元A同様に粘土質胎土だが、細砂粒少なく比較的均質な胎土。赤禍

色系の濃肌色を呈すものが多い。

地元 B2 地元B1より も、やや大きめの白色粒や褐色粒多く含む煮炊具胎土。

鉱物も含有。

地元C1ー破面きれいな粉っぽい胎土のもの。細砂粒含有少なし漉い肌色から

白っぽい発色のものまである。くず石や黒色鉱物、 赤色酸化鉄粒を若干

含む。能美系統の胎土地、，

地元C2 地元C1に白色くず石や鉱物粒子などをやや多めに混在させる煮炊具

胎土。

地元D 石英細粒を極めて多く含む砂枝質の胎土素地で、白色粒も含む。

地元E ←粘土質胎土素地に大粒の褐色系粒が極多:lit混在する。製温土器系胎士。

祭場Al-細砂粒多量 (地元Aより多)混在の磁蘭ガサック粘土質胎土で、黒色

光る鉱物を含む。総体的に色調は薄い肌色系で南力u!<書量産の可能性向い。

窯場A2ー窯場AIに白色系砂粒を多量含有する煮炊具胎土。

祭場A3-祭場A2に褐色や赤色の大粒混和材を多量含有する煮炊共胎土。

窯場B1 細砂粒含有の少ない均質な粉っぽい胎土で、白色系から赤味強い発色。

能美無産の可能性高い。

窯場B2- ~草場 B 1に大粒砂粒 (褐色 ー前総色 ・赤色)を混和材として多量入れ

る煮炊具胎士。

窯場C -~草場 B 1に似るが、赤色酸化鉄粒含有し、赤〈発色させる良質士。

搬入Alー海綿骨針含むサラサラの砂粒質胎土。砂粒含有少なく、金沢平野等で

確認される北加賀系胎土。

般入A2-搬入Alに褐色や白色の大粒砂粒を含有する製極士総胎土。赤〈発色

するものが多い。

{古 代 末 (中世)土師器胎土}

H.A 細砂粒極多量含有する破面のガサアク胎土。薄い肌色発色でrti1J11賀系統
胎土。なお、小石多量含有のものは特に H-A2とした。

H. B-A類系統で類似するが破面ガサツキが強〈、くすんだ赤褐色呈す胎土。

小石多含省は I-I-B2とした。

H-C 細砂粒混在のない粉っぽい胎土 (やや粒子粗い)。 海綿骨針を稀に含む

北加賀系胎土。按褐色を基本とするが、特に白色系のものはI-I-C2とする。

H -O-C類に似た粉っぽい胎土だが廿針は含まず、細砂粒を僅かに含有する胎

土。白色系統の発色を基本とするが、赤味帯びる発色のものがあり、これ

は1-1-02とした。

I-I-E シル ト質胎土素地。光る透明感ある鉱物多量含有。金沢末黛産的?

4 色・焼について

土器の色 焼について (石鉄は無記入)、色は土器器表面の中で主体を占め
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る色調を、農林水産省農林水産技術会議事務局監修 財団法人日本色彩研究所色

葉監修 f新版標準土色帖J1994年版に基づき、その表示方法に従って示した。

焼きは土器の焼成具合を、焼締まりの強い町iから、堅縁 良好一良一不良の4段

階表示で示 した。

5 時期について

観察表に示す須恵器と土師器の時期については、田嶋明人氏の北陸古代土務

編年軸 (岡崎 I~I人 1988 r古代土器編年輸の設定Jrシンポジウム北陸古代土器研

究の現状と課題 (報告編)J及び田嶋明人 1997r加賀地域での 10・11世紀土器

編年と暦年代Jrシンポジウム北陸の 10.II世紀代の土器様相J)に基づく編年

標記で示Lた。古代土総は特に古代と記さないが、中世土器については古代と区

別するため中O期と表記した。当土器群の編年観については、本容第W章総括で

古代土器編年 I J明から ~r J割にかけて編年観を、本文 248 -250頁で中世 I期の土

師罷編年観を示し、編年的な括りの問題についてまとめているので参照いただき

たいが‘観察表に関しては、混乱を避けるため、岡崎編年に基づいた。なお、田

嶋編年における、筆者の考える暦年代観を付記したものを以下に示すので参考と

していただきたい。これ以外で記載される灰粕陶;謀、白磁については、灰利l陶器

は束1農産灰紬陶器編年案、白磁は山本信夫編年案に基づいて記した (本文247-

248真に詳細記載)。

〈南加賀地域古代土器編年軸と暦年代観〉 ※ ( )暫きは標識古墳資料

1 岡嶋編年 |細分業 |南加賀然跡群様識 | 能美窯跡群標識 | 暦年代観 l 

!古段階 |金比繰山 l号窯 I (+) I 7世紀前半
1 1 期 I -::'::::::::-I'-;::~'.::::::': ' ，:，- ::::" "-'I . ... .....'- "-:oc'--I l新段階 |金比羅UJ6号窯 |八盟向山j遺跡窯 I (6世紀末吉)

山 金比経山5号黛 I (河町11016号噴)I主削
ι7世紀 3/4却i

rr lJUl 

rr 2月l

11 3期

皿期

lVlJ国

lV2期

V lJ胡
V2期

間 IJ明

¥12期

VI3期

四I期

刊 21閉

中 1-1期
中 1-111期

金比羅山7-2号窯.，.，1='-.... .0=1.....・品目 U 冒 川

1 ::-:._ . ~: .~. I i品屋B-1号窯 ト一一一一一一一一
古段階|戸津六字ヶ丘4号窯 I._-- .. ..... 一 一 司

iチー 1--::.-.0:-: :-::-... ~ -----1 7世紀 4/4期
新段階|銭瀬2号禦 |沿屋A12号窯 I .目、a ・・ w

古段階|桃の本山 l号黛 | 湯屋A皿支群窯 I 8世紀初頭

中段階 |戸津46号窯 |来丸暗77マチ3号権 |一 ー 一
一一一一卜一一ー…一一---・e・-ト ー 1 8世紀前葉
新段階 |戸津28号窯 (+) 1ャー 】 一

古段階|矢田野l白l山1ーl窯 |来丸材ラマチ I号紫 I 8世紀2/2J聞

新段階 |矢凹野向山 l 皿窯 (+) I -8世紀中葉

古段階 |ニツ梨ーn山4号黛 |八星向山 I遺跡窯 I 8世紀中葉~

新段陪 |ニツ梨航1111号燕 !和気峠山 1号黛 I 8世紀3/4期

古 j明|箱官5号禦 l 和気町ヨウプ谷 l号窯 I8世紀 4/4期

新 期 |ニッ梨-1雪山9号窯 |和気コyョウプ谷2号熊| ∞年前後

l 戸津5号窯 |和気後山谷 l号黛 I 9世紀 114期

戸津29号窯 |和気白石黛 I 9世紀2/4期

戸津30号窯 |大口熊 | 闘年頃

古段階 i戸津 11号::r. I (+) I -870年頃

中段階 |戸津9号黛 I (+) I 9世紀後葉~
新段階 |戸津35号窯戸津8号梨 1 1 10世紀初頭

古段階 |戸ilt44号熊豆岡向山 IA黛

:両局:l:Fヰ:骨骨量;争当烹手::::::1::三----
新段階 |戸津48号熊 E同向山7窯
古段階|ニツ梨一貫山F区8号土坑

新段階!額見町SK制
古期|叡見町SK49
新期 (+)

10世紀前葉
-950年頃

950年頃~
11世紀前葉 P

11世紀中葉
-12世紀初頭

6 調整等について

観察表に示す須恵器、土師器の調整等については主要な成形、調整痕跡のみを

記載し、~のIl IJ き具種別については内掘信雄氏の分類笑に基づき示した(内掘信

雄 1988r須恵器斐類に見られる町lき目文についてJrシンポジウム北陸の古代土

器研究の現状と課題J)。日類を平行線文、 D類を|吉l心1"1文とし、 Ha類は平行線

彫り込みに直交して木自のあるもの、 Hb額は右よがり斜交の木目のあるもの、

Hc類は左上がり斜交木目のあるもの、 He類は木目の見えないもの、 Oa類は

木目の見えないもの、 Ob新は同心f'1彫り込みに沿って同心円木目の見える芯材

使用のもの、 oc類は柾目状木目のもの、 SO類は木製盤文当て具の年輪痕跡の

ものとした。なお、白憾では山本大宰府白磁分類梁を提示した。

7 備考について

土器に関する備考では、煮炊き使用痕跡や使用に伴う磨耗f民、付着物、彩色や

焼成状態、特殊な施文や施草曲、;掠形特徴、ヘラ記号、重ね焼きを記した。なお重

Oとしたものは食膳具類の重ね焼き類型を示したもので、 Ii願は蓋身を使用状態

の正位で重ねる一段かニ段積みのもの。 日類は蓋を逆位に身に重ねのもので、そ

のま ま柱状に積み重ねる IIa類と身蓋+蓋身+身蓋と交互に重ねる 11b類とに分

けられる。蓋と身を別々にそのまま柱状に重ねるものについては田績とした。な

お、石製品や金属製品、土製品等については重量や特筆すべきことを記した。

8 実測番号について

観察表で示す実測番号は、実測原図に記載された番号であり、資料に貼付した

資料笑測帯号と対比可能である。ただ、須恵器と土師器、石製品等、種別により

図番号を分けたため、番号は重複する。
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一三湖台地集落群の古代前半期土器様相ー

1.はじめに
額見町遺跡が所在する三湖台地には、縄文時代以降、散発的な集落経営がなされるが、 5世紀中頃を最後に、

台地上から集落は消え、代わって、小規模円墳を主体とする古墳群が広く分布する。当古墳群は三湖台古墳群と

呼ばれ、 7世紀初頭頃まで供献祭杷に伴う埋納廃棄が行われていることが確認できる。この時期、集落は河川流

域の平野部へ集約する傾向があり、江沼盆地には掘立柱建物を主体とする集落群が形成される。この集落群は弥

生時代以降、継続性を持つ集落が多く、江沼地域の根幹を成す集落域であった と性格づけられる。さて、 三湖台

地では 7世紀初頭の古墳群衰退、消滅とともに、新たな形で集落形成がなされる。造り付けカマドを付設する竪

穴建物を主体とする集落群で、台地広くにこれまでに確認できないほどの面的な広がりをもって展開する。従来

の断続的かっ小規模な集落分布とは全く異なるものであり、それは竪穴建物に造り付けカマドを付設するという

新たな住居形態を採用することからも窺い知れる。加えて、額見町遺跡で確認された L字型カマド付設の竪穴建

物は、額見町西遺跡、矢田野遺跡、薬師遺跡と、台地の広い範囲で分布することが最近の調査で確認できており、

朝鮮系移民を主とする移民集落が政治的な意図で計画的に移配される状況があったものとみている(望月 2007b)。

つまり、 三湖台地集落群は移民系集落と性格付けできるものであり、 7世紀後半の集落拡大期以降、その様相

はさらに強くなる 。 本稿は、当台地集落における集落成立期から集落全盛期、停滞期にあたる 、 6 世紀後葉~8

世紀の土器様相について、額見町遺跡及びその周辺集落から出土した土器を中心に概要をまとめ、当地域の土器

編年及び地域的かつ当台地集落群としての特性などを考察するものである。

なお、本稿で述べる編年軸については、基本的に田嶋明人氏が 1988年に発表した北陸古代土器編年軸(田嶋

1988)に基づくが、ただ、当台地集落群の各時期の基準資料としたものは竪穴建物や土坑の一括性をもった資料

群であり、造り付けカマド周辺に一括廃棄された土師器煮炊具群が中心となる。この土師器煮炊具資料は竪穴建

物様式とともに移民の生活様式を示すものであり、当台地集落の変質の様相を物語る資料と言える。基準資料と

しては、これに竪穴建物の下層やカマド周辺に廃棄された須恵器・土師器食膳具を加えて構成するが、食膳具に

ついては時期的にまとまりをもっ一括性の高い資料を選択した。また、 単一遺構資料だけでは器種を網羅できな

かった時期については、複数遺構資料で構成するものとし、その併行関係を検討する上では須恵器食膳具をその

指標とした。つまり、須恵器食膳具を併行関係の根拠とするものの、一括性の高い土師器煮炊具資料の変選様相

を当編年の基軸としており、田嶋編年とは時期区分に若干の差異があることを断っておく 。本稿で扱う時期は、

三湖台地集落群成立期以降からとし、 8世紀代までの中を土師器様相変化に重点を置いて 4期に区分する。

つまり、 1期は 5世紀末以来の在来型とも言える伝統的な器種、器形、技法を保有する在来型土師器生産を堅

持する段階、 2期は従来の 「在来型土師器」に、朝鮮半島や近江、丹波等の移民がもたらしたと予想される「移

民系土師器」が出現するとともに、器種組成においても新旧交代の様相が見えてくる、旧来の在来型土師器生産

に変質が見られる段階、 3期は移民系煮炊具の在地化とその影響による在来型煮炊具生産の変質、それに付随し

て生じた土師器生産の須恵器窯場導入による北陸型煮炊具成立の段階、 4期は在来型土師器生産の払拭と北陸型

古代土器生産体制の確立段階とする。そしてさらに、各期の中で必要におうじて小期に細分して提示する。

2. 各時期の土器様相

( 1) 1期の土器様相

1期は三湖台地集落群が成立する段階であり、 2期の新たな集落様相の繁明期でもある。土師器は煮炊具、食

膳具ともに 5世紀末以来の流れを汲む器種、器形、技法を保有する段階で、つまり在来型土師器生産を堅持する

段階と位置づけられる。6世紀前半代に比較すれば、 土器の中における食膳具量が増加していく段階であ り、当

期の須恵器生産増加に伴い、一般集落への普及が高まる。造り付けカマドの出現、普及とともに甑や手付深鍋は

増加し、長胴釜の器形は長胴化を進行させる。貯蔵具は 6世紀以来の流れを汲む土師器短頚壷・長頚壷が僅かに

遺存するが、基本的には須恵器統一様相を持つ段階であり、壷・瓶から大童に至るまで一般集落での出土が確実

に増加する。当期の中では、土師器の器種組成や成形技法などに大きな変化は認め難いが、出土する須恵器食膳
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具の型式差に よ り 、田 I~再編年古代 1 1期古よりも古相を帯びる資料が主体を占める段階=lA期、古代 11期古

にほぼ併行する段階=lB期、古代 11期新にほぼ併行する段階=lC期に細分できる。また、各時期において、

土師器器形や組成に若干の差異も認められ、徐々にではあるが、 6世紀的な要素が欠落していく 。

a. 1 A期(第 172図)

額見1I汀遺跡 SIl9資料が当期に該当できる可能性を持つが、須恵器の出土はなく 、包含層や土坑資料について

もまとまった出土が確認できないことから、額見町集落出現前段階と見るのが妥当である。念仏林南遺跡や額見

町西遺跡で当期資料の確認があるが、当集落はいずれも 1期内で終駕する短期集落である点で共通する。念仏林

南遺跡 4号住居、19号住居、 21号土坑を基準資料とし(小松市 1995)、同遺跡 13号住居、 18号住居、 29号住

居資料、額見町西遺跡の第3号竪穴住居、第 14号竪穴住居 (石川県 2000)も当該期の資料と判断する。

出土する須恵器は、全て南加賀窯の中核支群である二ツ梨 ・戸津オオダニ地区の産と推察される。那谷川流域

の南加賀窯南群産や能美窯産は含まれておらず、両黛は開黛前であった可能性が高い。底面にケズリ調整を施す

杯H (1・5)も確認できるが、主体はケズリ調整を施さない大型底部円盤を叩き延ば して成形する 6世紀前半

以来の成形技法をもっ大型法量杯H (6 ~ 8 .10・11)である。大型底部円盤技法を主とする二ツ梨峠山10A 

号窯や二ツ梨東山5号窯vr.vn次床では底面ケズ リ調整を行うものが主体的なため (望月 1990)、それよりは後

出すると見るが、杯Hの丸底成形技法の一般化を指標 (望月2004、165-167頁)とする凹嶋編年古代 11期古

よりは古く位置づけられるだろう 。当期が南加賀窯南群成立前段階の可能性が高いことも考慮すれば、古代 11 

期の直前様式とされる田嶋編年古墳4様式 (田嶋 1996)の範時に含めるのが妥当と判断される。

杯H以外の須恵器器種では、依然として大型を呈す長脚二段三方スカシの有蓋高杯 18や低脚高杯でも脚部が

まだ大型を呈す 19など、古い形態を引きずるものが多く、古代 11期古に先行する特徴を有している。新型器

種として上げた銃 (15)の存在は気にかかるが、外面に 2段沈線区画内連続刺突の無蓋高杯的な装飾が施された

器種であり、無蓋高杯の脚音11がとれたものとも理解できる。ただ、重ね焼きから見て有蓋器種と して焼かれた可

能性が高く、極めて丁寧な作りをする点から考えても、高杯と同等には扱えない。同時期の二ツ梨東山5号窯vr
次床で出土する返りの長い肩平つまみ蓋は、古代 11期に出現する銃蓋に繋がる器形をしており、定型的な銃が

出現する以前に存在した金属器系器種である可能性を持つ。同様の杯部器形をもっ高杯に返り蓋が伴う事例と し

て大阪府新芦屋古墳出土の須恵器高杯がある。報告した藤原学氏はこの蓋を査蓋としながらも、高杯に使われる

葦を前提と して作られていると考え、杯Gの祖型になるものと評価した (藤原 1982、502-505頁)。古代様式

との画期をどこで区切るのか、議論の分かれるところだが、後述する土師器様相についても 6世紀的様相を強く

残しており、当土器群を古墳4様式II2期に含むことは困難だが、古代 I様式への過渡的

様相の見られる段階とし、古墳4様式E期として新設すべきものと考えている。三湖台地

集落群の理解の中では、当期に出現する集落が短期で消滅することを考えれば、当期成立

集落は当集落群の先行集落と位置付けされよう。

当該期の土師器は椀Hの出土が少なく 、6世紀代の消費地資料を見る限りでは、当期の

食膳具構成は須恵器が高い占有率をもっていた可能性がある。椀Hでは 6世紀に定量を占

める口縁部外反器形 (21)が定量存在する こと、高杯が全て内黒品で長!卵形態、杯部が大

きく聞く器形をなす点、そして内黒焼成の長頚壷、短頚壷が存在することも、 6世紀以来

の伝統的器形を色濃く残す土恭様相と位置づけられる。特に高杯はこれに先行する古墳

4様式ll2期に位置づけられる吉竹遺跡 18号土坑との形態変化は明瞭であるが (小松市

2001)、その流れの範時にある形態を有している。

土師器煮炊具では短胴小釜、長胴釜、手付深鍋、甑、 小型鍋が確認される。いずれも 5

世紀後葉からの煮炊具器形、成形技法の延長線上にあるもので、外面は縦方向主体のハケ

目調整、内面はヘラナデ (粗形成形段階の紐積み成形に伴う内側からのコテ工具痕)後の

縦方向ケズ リ調整に よる。長胴釜や短胴小釜の器形も、当期においては 37・38のように

胴部が張り、器肉の厚いものが目立つ傾向があり、この点で、も 6世紀的様相を引きずる。

第W主主総 括
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ただ、当期の造り 付けカマド出現によ って、甑出土量や手付深鍋は増加した可能性があ 第 171図錦の祖型

り、 小型鍋も出土量が増す。小型鍋は古墳4様式E期以降に出現し、 1A期に定型化して (1/6) 
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第W章総 括

増加する器種であり、 当地域の l期の煮炊具を特徴付ける器種と言える。内面はコテ当てによって平滑に作られ

ているが、外面の粘土紐痕跡は残 したままのものが多く、粗いミガキ調整やケズリ調整で仕上げるものが主体的

である。なお、 l期以降に見られる煮炊具の特徴として、 長胴釜、短胴小釜、小型鍋の底面に大きく 記される ixJ

のへラ記号の存在があげられる (写真24-54)。これ以前には確認でき ないものであり、その記入頻度からみ

ても、 土師器生産の量産体制に基づく 組織編成のもとで何らかの管理体制下に置かれていた可能性を示唆する。

土師器煮炊具にヘラ記号を記す事例は、近江地域の 7世紀に顕在化することが知られているが (畑中 1996、129

頁)、近江では口縁部内面に記されることを一般的としているため、直接的な系譜関係にあるものではないだろう 。

以上、 lA期は三湖台地集落群成立の画期であるが、先述のように当期はまだ田嶋編年古墳様式の範障にあり、

能美窯成立や南加賀窯の南北2群分岐経営の直前期にあたる。古代様式成立はlB期であり、本来はその時期に

大きな様式転換があるのだが、須恵器では鉢 ・鏡等の金属器系器種が当期に既に出現してく ることや造付け竃付

設竪穴建物の出現は、 lB期の古代様式成立に先行する萌芽的要素と評価できる。 lA期成立集落が1期の中で

短期廃絶するという点でも、古代様式萌芽期の当期集落の性格がよく現れていると言えよう 。

b. 1 B期(第 174・175図)

額見iI町遺跡の成立期であり、 三湖台地集落群内で多くの集落が成立してくる段階である。額見町遺跡と念仏林

南遺跡とでは須恵器比率や土師器器形に差異があり、後者はより古い様相を引きずる傾向をもっ。額見町遺跡で

はSIll、SIl3、SIl04を基準資料とし、 SI74、SK37の資料で補完、念仏林南遺跡では3号住居、21号住居を基

準資料とし、 15号住居の資料で補完する。

出土する須恵器は南加賀窯北群産(戸津林地区)を主とするも、南加賀窯南群産と能美窯産が定量加わること

から、両窯が定量的な須恵器生産段階に入ったことを窺い知る。ただ、 南加賀窯南群、能美窯ともにほぼ杯Hに

限られており、須恵器生産供給は北群とは質的に差がある。念仏林南遺跡での竪穴建物における須恵器出土量は

lA期と大差はないが、土師器食膳具の出土量は増加しており、相対的に見れば食膳具における須恵器率は低下

する。特に額見町遺跡、では須恵器食膳具率が非常に低く、遺構によ って異なるが、 竪穴建物への須恵器食膳具廃

棄は極めて少ない。須恵器食膳具は杯H主体の構成で、定型的な有蓋銃(銃身b)出現前段階と位置づけられる。

ただ、 金属器系の銃や鉢は定量存在 してお り、杯Hの丸底成形技法への統一傾向 (大型底部円盤成形の 3も一部

遺存)と口径の縮小化 (南加賀窯北群産で身口径 12-13 c皿を主体とするが、南群産や能美窯産は12cm前後中心)

など、古代 I1期の範障で捉え られる。当期の鏡は基本的に無蓋で、厚手で大型鉢状器形の鋭身 a (51・52)と

口縁部内湾気味に立ち上がる小型で、椀形を呈す銃 c (11・58)がある。前者は口縁端部内面に稜を形成し、体部

外面には沈線文や稜、斜行ヘラ描文を施すもので、これに脚を付すタイプ (有脚鏡)が当期以降に定量存在する。

高杯は当期においても長脚二段三方透かしをもつものが定量存在するが、 lA期よりは減少傾向にあると言え、

有蓋低脚高杯は lA期から脚部が低く聞く形態となる (9)。

土師器食膳具は椀HがlA期よりも増加する。基本は内黒品だが、

ミガキ調整を施さない小型鍋と同様の作りのものが定量存在する。

器形は口縁部内湾器形が主で、古墳4様式に定量存在 した口縁部外

反器形 (29)はほぼ消滅する。また、 当期は通常サイ ズに加えて深

身器形を呈し口縁端部を短く外屈させる大型品 (30・66・67)が定

量存在する。放射状暗紋などは施されないため、 宮都系土師器杯C

とは同じに扱えないが (ただし右図のように 1C期併行の在地の深

身椀Hに一部内面放射状ミガキを施す精製品が出現する)、他の椀

Hに比べて丁寧なミガキ調整を施す点や精選された胎土を持つ点か

ら考えて、 当期の深身椀H顕在化の背景には宮都系杯C (西 1986、

95 -102頁)の影響が想定されよう 。高杯は lA期とほぼ同様の

杯部形態を保持するが、杯部口縁部の聞きが弱くなり (31・69)、

総体的に小型化の傾向が見られる。また新たに杯部椀形器形を呈す

小型化した 72が出現しており、以降は当タ イプが主流となる。

rw胡I ri~北併産
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煮炊具は念仏林南遺跡と額見町遺跡とで同様の成形技法をもつも 第173図銭畑遺跡1号井戸出土土器(1/6)
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三ilJJ台地集落群の古代前半期土器様相

のの、念仏林南遺跡は厚手で胴張り器形、額見町遺跡は薄手で胴長器形と、型式差的とも見える差異が認められる。

ただ、前者が lA期から続く集落であるのに対し、後者が当期成立の集落という側面から見て、額見l町遺跡がい

ち早く新しい器形を採用したものと考えておきたい。総体的には前代よりも長胴釜の長胴化と薄手化、手付i栄鍋

の小型化が型式的変化と言えるものだろう。また、小型鍋と同様の成形・調整方法で、口縁部が長く外反する広

口タイプ (35・36・75・76)が定量出現する。加えて外面に一部ハケ目調整を施す 34も確認できており、浅鍋

の祖型となる可能性を持つ。

C. 1 C期(第 177・178図)

当期は念仏林南遺跡の衰退期であり 、2期には集落を解体し、移動または三湖台地集落群内で再編 ・吸収され

たものとみる。額見町遺跡と念仏林南遺跡、とで依然として須恵器比率や土師器器形に差異があるが、全体的には

同じ方向の変化様相を持つ。念仏林南遺跡では 14号住居、 16号土坑を基準資料とし、 11号住居、 16号住居の資

料で補完、額見"日遺跡では SI02、SI03Aを基準資料とする。なお、 1 C期として掲載した額見町遺跡の SI03B、

S181資料については、上記資料よりも後出の様相を持つものだが、 1 C期の時間幅の中で考え得るものとした。

主J~期の須恵器は 1 B期に比べてさらに出土量が増し、前段階より増加傾向にあった土師器椀Hとともに総体的

に食膳具量を増す。須恵器産地では南加賀窯南群産の率が増し、遺跡によって差異はあろうが、南加賀窯北群産

を凌ぐ場合もある。能美黛産についても確実に定量供給されており、この時期から 2B期頃まで南加賀窯北群産

の占める率が低く推移する。須恵器食膳具は杯H主体構成を維持し、まだ長脚二段三方透かしをもっ伝統的な高

杯 (57)も存在するが、新たな器種としてつまみ蓋を伴う鋭 b (54・55・60・61・63)が出現する。また同時に

無蓋で体部に波状文装飾を持つ有脚鋭も存在しており、古代 11期の様相を維持する。杯Hは全て丸底成形技法

に統ーされており、 1 B期よりも口径が縮小する。身の立ち上がりも短いものが目立ち、特に能美窯産は器高の

低い扇平器形が目立つ (20-23)。本文第E章の造物解説でも述べたが、当期の須恵器杯Hは生産地によ って形

態や法量に差異があり、型式的に前後関係にも捉えがちな製品が竪穴建物の中で共伴してくる。念仏林南遺跡の

中では明瞭には捉えにくいが、額見"汀遺跡の特に新相に位置づけられる S181資料では、南加賀窯北群産の 52・

53と南群産の 59、能美窯産の 62とが共伴する。また、古相資料の SI02では南加賀窯北群産の中でも口径の大

きいままの 51と小型化した 50が共伴しており、 一見複数時期の須恵器が混在しているかのように見える。しか

しながら、 当該期の窯跡資料を見ると第 176図に示すように(定型的鋭b出現で併行関係を捉えた場合の古代 I

l期新の黛は、北群で林オオカミダニ 2号窯、南群で金比羅山 6号窯、能美で八里向山窯が対比できる、望月

2004)、杯Hには大型の前形態を踏襲するものと小型の新形態とが併存する傾向があり、それは南加賀窯北群で

より強く、南群、能美窯の順で弱まる傾向が看取できる。つまり、南加賀窯北群は極めて保守的、南群は保守的、

能美窯は先進的な型式変化を遂げる窯場としての特質が顕在化したものと言える。その傾向は 2A期においても

継承され、 2B期の杯A化の段階をも って解消される (望月 2004、181-186頁)。

土師器食膳具では椀Hが増加し、口径が 10.5-12.5 cmの小型品と 14- 16.5 cmの大型品とが明瞭に法量分化

してくる。小型品は口縁部内湾の通常形態が口

径を縮小させたも の (24-27・64-66・72-

74)で、大型品は 1B期に定量出現した深身の

口縁端部外屈器形 (30・31・77. 78)と深身で

口縁部が内湾する器形 (29・75・76)とがある。

全体的に器形が丸底か小型底部を呈すようにな

り、体部は聞き気味となる。内外面にミガキ調

整を施すものが多いが、内黒品の率は低下する。

椀Hは当期が出土量のピークであるが、次の段

階には激減する器稜であり、それは杯Hの衰退

と連動したものとも言える。また、 高杯につい

ては、当期の古相段階では口縁部を聞く大型長

脚 タイプ (79・80)を一部残すが、 主体は口縁

能

美窯

郎H(大) 杯H(小)

F竺幸三ミ メ三色i二 に才、 き

、主ヨミ卓三YLEヲ
端部で短く外屈する浅い椀形杯部の 34・81・82で、 第 176図 古代 11期新の南加賀の在地窯須恵器 (1/6)

284 



括

新相には 83のように、杯部が小型で、浅い椀形を呈すようになる。また、 当期には小型低脚高杯 32・33も確認で

き、法量分化の様相を持つ。

煮炊具は小型鍋が依然として定量存在し、器形変化を見せないまま、広口タイプとともに複数法一量を持って存

在する。短胴小釜は大小の二法量が確認でき 、長胴釜は前段階よりもさらに胴部の張りがなくなり、長胴化する。

1 B期に見られたような、念仏林南遺跡の特徴 (厚手で口縁部外反が短い)と額見町遺跡の特徴 (薄手で頚部屈
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調~IV章総 括

曲が明瞭で、長く外反する)の差異は当期においても存続するが、胴部の張りはどちらも長胴化を志向することで

差がなくなっている。手付深鍋は小型化が進行し、甑の胴部のスリム化も進行している。

(2) 2期の土器様相

2期は三湖台地集落群の中で先行して成立した集落が終駕する一方で、新たな集落が成立する画期にあたり、

集落再編期と位置づけられる。土師器は 1期の在来型土師器に新たに移民系土師器が加わり、その影響下で、新

たな器種が出現するとともに、旧来の在来型土師器生産に変化が見られる。土師器食膳具は在来型器種が衰退、

消滅する中で総体的な量を著・しく減らし、日常的な食膳具様式は須恵器で構成される ようになる。須恵器食膳具

をはじめとして、土問器食膳ー具、煮炊具様相まで目まぐるしく変化する段階であり、須恵器食膳具では 1期の杯

H主体組成から 3期の杯A .B主体組成へ、土師器食膳具では非ロクロ椀H主体組成から ロクロ成形の赤彩椀F

主体組成へと変革していく始まりの画期にあたる。造り付けカマドの普及とともに土師器長胴釜は 1期の中で長

胴化を進行させたが、 当期はその長胴器形が一層明瞭となり、 手付深鍋の衰退とともに定型化された浅鍋が出現

してくる。土師器煮炊具においては移民系煮炊具の導入が大きな転換をl呼ぶ。移民系煮炊具の在地での生産は、

在地での煮炊具器形や成形技法を大きく変化させ、それは 3期後半に成立する北陸型煮炊具の端緒となる。

以上のとおり当期の変化は多機であり、須恵器食膳具の変化でのみ時期区分するのではなく、様々な要素での

変遷を追った上で細分する必要がある。ただ、当編年軸の根幹を本稿では須恵器編年に拠っているため、該当す

る時期の須恵器窯資料をあてはめ、 2期細分する。つまり、 2A期を那谷金比羅山 5号黛に併行させて田嶋編年

古代 12期に、 2B期を那谷金比羅山 7-2号窯に併行させて古代n1期に位置づける。なお、次の 3A期も、"

期に包括させる理解も可能だが、 3A期の朝鮮系煮炊具在地化や土師器椀F出現を重視し、ここに画期を置いた。

a. 2A期(第 179図)

当期資料は額見l町遺跡 SI35、SI39資料を基準資料 とする。SI39資料に 1点の須恵器が共伴するに止まってい

るため、比較が困難だが、 SI35とSI39とで在来型長胴釜の器形に変化が見られることと、 SI35の須恵器食膳具

構成が依然として杯H主体で構成されている点、 SI39出土の杯H蓋が極めて媛小化した形態になっていること

を考え、 SI35を古代 12期の中でも古相に、SI39を古代 12期の中でも新相に位置づける。

〈古相段階:8135資料〉

食膳具の大半を須恵器が占めており、一部土師器椀Hが確認されるが、当器種の最終段階と言えるものである。

これに代わってロクロ成形土師器椀が出現してくるが、当期は椀Fの祖形となる盤状器種(14)を確認するにと

どまる。須恵器食膳具は杯Hが主体だが、定型化された杯G (4・8-10)が出現し、 定量を占める。身口径

で8cm台と当器種の最小径を淵IJる段階で、蓋はつまみが宝珠形を呈し、返りもまだ長い形態を維持する。杯Hは

能美祭で身口径9c皿台に小型化した、 立ち上がりの内傾する形態が出土するが、当器種の最終形態と言えるもの

ではなく、さらに媛小化する段階が存在する。南加賀窯では北群産で身口径 11.5cm、南群産で 12c皿を測っており、

杯Hが依然として大型法量を維持していることが窺い知れる。この時期の杯H小型化が窯場によって異なること

を示す良好な資料である。須恵器産地は南加賀窯南群産と能美窯産が大半を占め、 北群産は少ない状況が続く 。

煮炊具では小型鍋が確認できず、長胴釜は 1期的な在来型技法を踏襲する 17と長胴器形で内面ハケ目調整を

施す 18とが確認される。また、外面 Ha類叩き成形で内面ケズリ調整を施し薄手の作りで底部尖底状の 19が出

土しており、 叩き成形を施す長胴釜としては最古資料となる。胴部外面にカキ目調整、沈線を施すロク口調整の

甑 (21)や調整方法は在来型であるが、底部に一本桟渡しをもっ 2孔式底部の甑 (20)など、これまでの在来型

煮炊具の系統では存在しなかった新たな形態や成形技法をもっ煮炊具が出現する。これらの煮炊具について、筆

者は朝鮮系軟質土器と位置づけており (望月 1999b)、当集落における朝鮮系移民が自前で土師器生産を行った

結果の産物と理解する。なお、当期に出現する新たな煮炊き具施設として、造形土製品がある。篭形土製品につ

いては、 5世紀末を前後する時期に加賀地域では導入を確認できるものの、この時期の出土は多分に祭杷的意味

合いが強く、その後は断絶する傾向にある(望月 2003、266頁)0 1期においても三湖台集落及び江招、能美地

域では確認できておらず、新たな煮炊き用土製品として当期に出現したものと言えよう。調整などは在来型のハ

ケ目調整であるため、朝鮮系移民と結びつけて考えることはできないが、当期に出現する移民系煮炊具とともに、

新たに導入された煮炊き用具類と位置づけられよう。
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第W章総 括

〈新相段階 :SI39及びSI26・SI29資料〉

当期の基準資料としては SI39を上げるが、これを補完する資料として SI29の床面一括の須恵器杯G資料と

SI26床面出土の須恵器杯G・杯H、土師器浅鍋資料を加える。SI29の杯Gは南加賀窯南群産で、身口径 8cm台

と最小径を測るが、蓋の返りは微弱化しており、つまみも低くなるなど、古相段階の杯Gよりも後出の様相を持つ。

また、 SI26の杯G蓋も、つまみ形態や口径などから当期に位置付けられるものだが、南加賀窯北群産のもので

あり、やや口径が大きい。これら杯Gに共伴する杯Hは、南群産の 26、能美窯産の 29ともに、 媛小化した形態

を持ち、杯Hの終罵段階に位置づけられる。 しかしながら、南加賀窯北群産杯Hについては、 23に上げるよう

な依然として 10cm台の大型口径を維持しており、型式差のある杯Hが同時併存している。南加賀窯では媛小化

した杯Hが存在しないわけで、はないが、杯Gが出現する段階でも、第 180図に上げるように大型杯Hが主体的に

存在する。南加賀言葉北群資料として上げたものは戸津六字ヶE支群2号窯最終床資料(望月 1999a)で、杯Gの

出現はあるが、依然と して主体は杯Hで、 つまみ蓋付き器種も銃 b主体で構成されるなど、 1期の様相をそのま

ま引きずる特徴を持つ。これに対し、南群資料の那谷金比羅山 5号窯(望月 ・福島 1988)は一部小型化した杯

Hが遺存するものの、ほほ消滅段階にあり、杯Hは叢の逆転身化した無蓋椀Gが定量生産されるに止まる。食膳

具の大半は杯Gが占めており 、その食膳具組成は能美窯に近い。能美窯については当期の須恵器窯を調査してお

らず、詳細はわかっていない。ただ、当期の古墳供献資料(河田山 6号墳)から類推すれば、杯G主体ながらも

媛小化した杯Hが定量遺存する状況と予想される。南加賀窯北群産の杯Hは最小径段階でも、 第 180図左上に示

す口径 10cm程度が最終形態であったと予想され、極度に倭小化する前に杯Hは消滅したものと理解する。

以上、食膳具は須恵器主体で構成されるが、この時期に須恵器系の高杯Gや杯Gを模した土師器が出現してく

る(写真 24-57.58)。酸化鉄粒を胎土に練り込む赤色品で、当期の朝鮮系煮炊具と同様に軟質土器を意識し

た製品と考えられる。ただ、器面最終調整にミガキ調整が施されており、煮炊具同様に覆い焼きで焼成される点

など、在地の中での土師器生産の延長線上にある。煮炊具は古相段階よりも、在来型長胴釜が胴部細長く伸びる

器形へ変化し、定型化された浅鍋が出現する。浅鍋は内面に一部粗いミガキ調整を施すもので、口縁部外反が弱

く深身を呈すなど、 l期の広口タイプ小型鍋的な様相も残す。ただ、この時期以降に定着する器種であり、当期

を定型的浅鍋の出現期と考えておきたい。SI39で確認される朝鮮系煮炊具は、古相段階同様に器形に特徴をも

っ煮炊具が目立ち、出現期特有の在地化されていない様相を顕示する。ただ、外面ハケ目調整や内面ケズリ調整

を併用しており、その辺が在地の土師器生産を土台に移民系煮炊具が成立していることを予感させるのである。

さて、 これら土師器だが、 1期では地元A類胎土に統ーされていた状

況から、この時期に新たに地元B類・ C類胎土が加わる。新たに出現す

る胎土は朝鮮系煮炊具やロクロ成形食膳具などの新規出現土師器にのみ

見られる胎土で、在来型技法による椀Hやハケ目調整煮炊具は依然とし

て地元A類胎土を使用している。移民系土師器生産が新たな土師器生産

の在り方を生み出したものと言えるが、地元B類については額見町遺跡

内で土師器焼成される胎土との同質性から、 三湖台地内での土師器生産

である可能性が高い。A類胎土についても集落近傍での土師器生産を想

定しているが、例えば江沼盆地周辺を中心としていた土師器生産から三

湖台地へ移動した可能性や新たな意識の元での胎土調製が、 A類から B

類へという変化を生んだものと考えたい。科学的分析を行っている訳で

はないため、確証はないが、 異なる土師器生産の導入がB類胎土を生ん

だことに間違いはないだろう 。2期における土師器転換様相を考える上

で、極めて重要な要素である。なお、 C類胎土については江沼領域圏内

から外の胎土と考えている。能美窯産須恵器に類似するきめ細かい白色

粘土を素地としており、能美周辺の丘陵部胎土、能美窯近隣である可能

性もある。また、 l期まで確認できた煮炊具へのヘラ記号だが、当期を

もって記入が確認できなくなる。SI39の煮炊具で、は在来型技法のA類

胎土にへラ記号はあるが、朝鮮系のB類胎土には記されておらず、これ
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以降、 B類胎土が主流となる中、ヘラ記号が確認できなくなるのは、煮炊具へのへラ記号記入がA類胎土の土師

器生産者が保有する記号であったことを物語るだろう 。

以上述べたように、 2A期は伝統的な古墳時代的土器様式から、新たな古代的土器様式へと大きくシフトして

いく重要な画期と位置づけ可能である。須恵器では杯G、土師器では移民系煮炊具とロクロ成形の赤色食膳具が

出現する画期であり、 当期の中で急速に進行し、それが後の土器様式を大きく変える こととなる。加えて、 三湖

台地集落群の再編時期でもあり、集落再編に伴い新型壁支柱竪穴建物が先駆的に導入されることも大きな画期要

素と言えよう。

b. 2 B期(第 181図)

当期資料は額見町遺跡 SI90一括資料を基準とするが、煮炊具にやや特異な器形をしたものが多く、一般化で

きない様相もあるため、 SI07. SIlO . SI36の資料で補完する。当期は2A期同様に、土師器食膳具が目立たな

い時期で、食膳具は須恵器杯Gを主体に構成される。2A期に続き一部杯Hの最終形態 (31・32)が能美窯産で

残存するが、定量を占める段階ではなく、 1期の伝統的器種を完全に払拭する段階と言える。杯G身は体部立ち

上がりが直立する口径 9cm前後の最小径タイプが存続するも、 2A期よりもやや体部が外傾し、蓋は厚手で作

りの雑なものへ変化する (5・6・33・36)。加えて口径 11.0~ 11.5 cm程度を測るひとまわり大型の杯G身 (19

~ 21・29・37)が主体を占めるようになり、器形は腰が丸く立ち上がるが、口縁部にかけて外反するものへと

変化する。さらに、 2や22のような内底面が平滑で口縁部外反する杯A器形に類した口径 11.5~ 12 cmの一群

も出現しており、新たな法量の杯身が加わることで、法量分化の兆候を見せ始める。また、新器種として杯部鉢

形を呈す高杯G大 (23)が加わることも新しい要素と言えよう。器種組成図には上げていないが、 SI90からは

筆立て付圏足円面硯が出土する。杯G蓋転用硯も使われており、額見町遺跡へ墨書行為が波及した時期と位置付

けできょう。

さて、 2A期までの須恵器食膳具に見られた能美窯産に対する南加賀窯産の型式変化の遅れは、当期には感じ

られなくなるが、逆に能美窯産杯Gがより古い形態を残す傾向を見せる。先述した媛小化された杯Hを残存させ

るのも能美窯であり、南加賀窯の方が伝統的器種、器形の払拭が早い。この現象を招いた要因として、能美窯の

良品生産意識が形態変化を遅らせたとも言えるが、 2A新相段階で南加賀窯南群が見せた杯Hから杯Gへの転換

の貫徹度もその要因のーっと考えられよう。ただ、当期に位置づけられる須恵器窯は、南加賀窯南群でのみ確認

されているものであり、須恵器窯出土の同時期性を確認していない段階では確証に欠けるものと言えよう 。

土師器は 2A期同様に在来型を主体として定量の移民系が加わる段階である。 2A期のような在来型と移民系

聞における胎土の違いは認め難く、在来型土師器の中にB類胎土が一定量を占める。A類から B類への変化は、

新たな土師器生産地への移行を示すのか、土師器胎土調製方法の変化を示すのか、定かではないが、 2A期に出

現した移民系土師器は新たな土師器生産集団を生み出し、それが介在することで在来型土師器生産に何らかの変

化が発現したことは間違いなかろう 。当期はまさに土師器生産形態に変化が生じ、進行した段階と評価されよう。

土師器食膳具では 2A期同様に、様相変化の狭間にあり、減少期にある。そのため、組成が見づらいが、2A

期も含め、在来型の内黒焼成による椀Hと高杯Hを基本組成とし、これに朝鮮系と言えるような赤色のロクロ成

形品が出現してくる段階と位置づけられる。在来型では内黒椀H(38)の器形がかなり開く椀形を呈す点と内黒

長脚高杯H (39 ~ 41)の杯部小型化と脚部低下が、この時期の変化様相と言えよう 。

煮炊具についても在来型を主とし、 一部移民系の出現する段階である。当資料に朝鮮系は確認できないが、 他

の移民系として近江系煮炊具が確認される (望月 2007b)。口縁部受け口状器形で胴部砲弾形を呈し、内面はハ

ケ目調整、外面は胴部下半から底面にケズリ調整を施すもので、長胴釜 (14・47・48)と短胴小釜 (42) とがあ

る。このように主体となる移民系煮炊具は異なるが(当期資料に丹波系煮炊具の確認はないが、越前地域や北加

賀地域では当期に丹波系移民集落が出現しており、丹波系も移民系煮炊具の一角をなすとみたい、望月 2007b)、

移民系が定量存在するというのが当期の特徴と言えるものである。また、 在来型煮炊具の 2A期からの変化要素

として浅鍋の定量存在が上げられる。当期は深身で口縁部が短く外反する初期形態を主体と し、内面に粗いミガ

キ調整を施すなど出現期的要素が強いが、 17や49のような口縁部を長く外反する器形も併存しており、全体的

に浅鍋定着の様相を見せる。長胴釜は胴部砲弾型や下膨れとなる器形のものが主体を占める よう になる。当段階

では在来型に内面ハケ目調整を施すものはなく、在来型煮炊具に移民系煮炊具からの顕著な影響は認め難い。
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(3) 3期の土器様相

3期は額見町遺跡内での竪穴建物増加や新たな建物様式として壁支柱竪穴建物が定着するなど、 三i胡台地集落

群内にさらなる移民が流入してくる段階であり、これ以降8世紀前半までの聞で集落はピークを迎えるものが多

い。土師器は 2期に出現した移民系煮炊具のうち、特に朝鮮系煮炊具が在地化し、その量を増加させるとともに

在来型煮炊具は減少し、これまでの在来型土師器生産とは異なる生産の在り方が主流となる。当期の前半段階で

は三湖台地等地元での生産枠を超えないが、後半には須恵器窯場での生産が加わり主流となる。土師器食膳具は

在来型器種が初期に残るが、同時に椀Fが出現し、暗紋を多用 して宮都系土師器食膳具を志向していく 。土師器

食膳具は赤彩や赤色胎土調製などによる赤い土師器となり、祭器としての役割を担い、須恵器は日常の食膳具と

なって、その数を増加させる。須恵器食膳具は手持ち食器としての形態を持つ底部丸底の杯H、杯G器種から底

部平坦な置き食器として形態を持つ杯A・杯B器種へと入れ替わる段階で、それは食器として使われる場面や使

われ方が変化したことを示す。畿内では 「律令的土器様式J(西 1986)と呼ばれる多様な器種分化により階層性

を具現化させた土器様式が成立する段階であり、当地域の器種組成は、律令的土器様式と呼べるものではないが、

その影響を受けて変化を見せ始める初期段階と言えよう。次の4期には杯Bの法量分化が定着、在地化し、その

中から北陸的要素を色濃く出していく 。

以上、当期は各器種において段階的な変化が見られる時期だが、大きく前半と後半に分け、各時期 2細分し、

4期に区分する。須恵器編年をもとに提示すれば、前半期の 3A期は湯屋B-1号窯に併行させて田嶋編年古代

II 1期新段階から II2期最古段階に、前半期 3B期は戸津六字ヶ丘4号窯から湯屋AI-2号窯に併行させて古

代 II2期に、後半期 3C期は戸津 46号窯等に併行させて古代 II3期に、後半期 3D期は戸津 62号窯や矢田野向

山1号窯 I次窯に併行させて古代皿期古段階に位置づける。

a. 3A期(第 182図)

当期の基準資料と して額見町遺跡、 SI72. SI76をあげ、須恵器杯Bと定型化した杯Aの出現段階と位置づけて

おく 。杯G身は体部外傾化した器形が一部 (8・26)残るが、主体は内底面が平滑で、体部外傾化した口径 12cm 

台を測る杯A化したものであり、また、底面が広く 3B期に一般化する定型化した杯A身(12・13)も出現する。

蓋も全体的な器形は扇平化し、扇平鉦の出現など、 3B期に定着する要素を見せ始める。ただ、主体を占める器

種は 111期の範暗にある杯G系統と言え、 II1期新段階から II2期最古段階に該当させるのが妥当である。14・

15の杯Bは体部沈線を持つ金属器系の作りのよいもので、 当器種の初源的形態を持ち、 II1期の範障で考える

ことに矛盾しない。 しかし SI76出土の杯B身 16は高台が踏ん張る古手の形態を持つものの、全体的な器形は

定型化された形態と見る。総じて SI76の須恵器は SI72よりも 6・13・23など新しい様相を有しており、杯B

の定型化を考慮すれば、 SI72に後出する段階、つまり II2期に下らせるのが妥当と言えるだろう 。

当期の須恵器食膳具は、杯A、杯Bの出現など新たな器種への転換が見え始める段階であるが、後述する土師

器食膳具様相も含め、萌芽段階という位置付けが妥当である。依然として転換期の混沌とした様相の中にいる段

階であり、それは杯Gが主体を占めていることに現れている。ただ、確実に新しい器種組成を取り入れ、杯B、

杯A主体組成への足がかりを作るという意味で、当期をもって 3期とした。加えて、 2期からの変化として、須

恵器主要生産地が南加賀窯北群主体となっていることが上げられる。2期で主体を占めた南加賀窯南群産は依然

として高めの比率を保つが、その一翼を担った能美窯産は激減しており、 当期の終末で南加賀窯南群が終罵を迎

えることに伴い、 4期にはほぼ南加賀窯北群産へ統ーされる様相を生む。

土師器食膳具では在来型からロクロ成形技法へと移行する段階である。在来型は高杯に内黒焼成の 29・30が

存在するが、椀Hは浅い椀形を呈す小型の 27へと変化してお り、終駕期的様相をもっ。当期の土師器食膳具で

注目されるのは赤色椀F (28)の出現である。外面は回転を使用したような横ミガキ調整、内面には雑な放射状

暗紋が入り、能美窯産の可能性がある。32の高杯Gも同じ胎土であり、内面を磨き調整するが、作りや器形な

ど当期の須恵器高杯Gと大差ない。当資料の併行期にある能美窯湯屋B-1号窯では赤彩椀Fやロクロナデ調整

を施す浅鍋が生産されており (第 183図)、須恵器窯場での土師器生産開始を示す。これ以降進行していく土師

器生産の須恵器窯場集約化の端緒となるものだが、煮炊具胎土に関しては当期までは依然として地元胎土で占め

られる。ただし、地元胎土でも伝統的なA類胎土は在来型煮炊具の中でも伝統的な器形を保持するものに一部残

存する程度で、大半は地元B類胎土が占める状況となる。
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第 182図 3A期の土器群 :額見町遺跡資料 (1/6)

土師器煮炊具は、移民系煮炊具が定着、在地化していく段階と位置づけられる。まず、朝鮮系煮炊具では後の

北陸型煮炊具の器形へ繋がる 34・35・37・38が確実に出現し、加えて 39のような最終調整において胴部下半外

面と内面全体にハケ目調整を施すという、在来型技法を併用する一群が出現する。このようなものを移民系煮炊

具の在地化と評価しており、 36の長胴釜も 同様の位置付けがなされよう 。当煮炊具は頭部屈曲が顕著で、胴張

り器形を呈し、赤い発色の胎土調製を行うもので、丹波系煮炊具 (望月 2007b)の特徴を有するが、 当煮炊具最

大の特徴と言える口縁部内面のロクロヒダ状の段が弱く、在地化されたものと評価されよう 。40の手付深鍋に

ついても全体的な器形や口縁部形態から大和系煮炊具と言えるものだが(三好 1996)、胴音IS下半の叩き出し成形

は内面当て具を木製無紋当て具で千Tっており、朝鮮系との技術融合の可能性がある。在来型煮炊具との比率につ

いては出土遺構によって差があり、移民系を主体とする段階とはまだ言い切れないが、在地化されたものも含め

れば、移民系煮炊具生産が定着した段階と位置づけられよう 。

以上、 3期成立の画期として 3A期を設定しているが、画期要素と しては須恵器食膳具における杯A、杯Bの

出現と法量分化、 土師器における定型的な赤色(赤彩)椀Fの出現と移民系煮炊具の在地化が上げられる。土師

器様相変革に伴い、須恵器黛場で、の土師器食膳具生産が開始され、 土師器の集約生産化の端緒となる。また、 当

期は三湖台地集落群の拡大期であるとともに、新型竪穴建物様式へと転換してい く画期でもある。
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三湖台地集落群の古代前半期土器様相

b. 3 B期 (第 184・185図)

当期の基準資料として額見町遺跡 SIl2・

SIl7 . SI23 . SI54 . SK38をあげる。資料

数が多く、当資料の中での時間幅を想定で

きるが、各遺構に須恵器食膳具の型式的な

偏りは認め難く、 当資料内での細分は困難

である。出土する須恵器食膳具は古代 II2

期の範障でおきまるものばかりだが、南加

賀窯北群の当期古段階資料とする戸津六

字ヶ丘4号窯に対比すると、杯Aの小口径

タイプや杯Gから展開した深身タイプが欠

落する等、総じて新しい様相を帯びるもの

が主体となる。能美窯産の須恵器が当資料

においても南加賀窯北群産よりやや古い器

形を残しているため、比較は困難だが、古

代 II2期の中でも新段階に位置づけられる

湯屋AI-2号窯に近い様相をもっと言え

よう 。ただ、これに共伴する土師器は 3A

期からの様相変化に断絶感はなく、 II2期

古段階に位置づけられる竪穴建物資料が存

在したとしても、大勢に差して影響は生じ

ないと考えている。

須恵器食膳具は杯G的な器種が姿を消し、

杯Aと杯Bで占められる段階である。杯A

身は体部外傾後口縁部で外反する器形 (6

-9・11・12・28・29・42-44)が主体と

なり、これに伴う杯A蓋は扇平化する。つ

まみは算盤玉状を呈すものもあるが、全体

的に扇平化し、 II3期的な扇平鉦 (3・14)

も定量見られる。また、扇平化した杯Aも

定量存在し(10・13. 30)、杯Bが組成の中

で定量を占めてくる。杯B身は杯A身と体

部器形、法量が類似する。高台はまだ高く

踏ん張る形態を主とするが、 34のような E

3期に主体となる器形も存在する。ただ、

全体的に高台は高く、深身器形を保持して

おり、 46の金属器系タイプや 19・20の体

部沈線をもっ深身小口径タイプも存在する

(雷丘東方遺跡第l次SDllO出土類似)。

当資料では身口径20cm以上を測る特大

杯Bは確認できないが、多様な法量のもの

が存在することも大きな特徴と言えるだろ

う。杯B蓋は全体的に扇平だが、丁寧な作

りのものが目 立ち、法量 も複数存在する。

高杯は II1期的な小型杯部をもっ高杯G小

南加賀窯北群・戸津六字ヶ丘4号窯(ll2期古段階)
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第 184図 38期の土器群(1 ) :額見町遺跡資料 (1/6)
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第W章総 括

(38)や高脚銃系の大型品 (37)も依然として存在するが、主体は浅い椀形杯部を有す高杯G大 (21・22)であり 、

II 3期にはこの器種に淘汰される。

以上のように須恵器食膳具の多様化に伴い、食膳具の出土量は確実に増加し、加えて土師器食膳具に赤彩品が

加わる。赤彩土師器は赤色胎土調製により赤い土師器を作り出す方策から赤く発色させる化粧土を塗布し、磨き

上げることで更なる赤い土器を作り上げたものであり、赤色土器の進化型と言えるものである。赤彩土師器の出

現と底部へラ切り椀Fの定型化は連動したものと言え、放射状暗紋に加えて、 53のような螺旋状暗紋が出現し

てくる。 1C期に始まった宮都系土師器食膳具の完成期と言え、同時にこれら土師器産地は、従来の地元生産か

ら窯場生産主体へと移行していく 。能美窯の生産は 3A期に先行的に始まるようだが (第 183図)、南加賀窯で

の生産は当期からで、 三湖台地集落群では北群産椀Fが主体を占めるようになる。宮都系杯C模倣と言える口縁

部内湾器形のタイプ (48・54)も一部残存するが、主体となるのは浅身で体部が開くタイプ (49~ 52)である。

底部は依然として丸みをもっ器形であるため、 宮都系杯A模倣とは言えないが、この時期に見られる宮都での杯

Cから杯Aへという主器形の交代現象に伴い、当地域でも杯A志向と言える底部の大きな器形へと変化したもの

と考えられる。高杯は伝統的な内黒高杯Hを依然として残し、ロクロ成形の高杯Gとで構成される。

煮炊具は在来型煮炊具と移民系煮炊具とで構成されるが、額見町遺跡ではこの時期を境に移民系煮炊具、特に

在地化された朝鮮系煮炊具が顕在化する。ただし、在来型で構成される竪穴建物資料も依然として多く、額見町

遺跡以外の三湖台地集落群ではむしろそれが大半であったと言えよう。在来型はそれまでの伝統的と言える内面

ヘラナデ後ケズリ調整技法が当期も存続するものの、器形は大きく変化し、頚部括れの乏しい 65や砲弾形胴部

をもっ 68のような器形となって、器肉を簿くする。また、内面ハケ目調整で仕上げるタイプ (66. 69)が定量

存在 しており、近江系技法の影響とも考えられよう 。当期は移民系煮炊具が朝鮮系主体となる段階だが、近江系

(79・80)や丹波系 (67・78)も少ないながら定量存在する。両系統とも地元生産されることで在地化の傾向も

見せるが、朝鮮系のようには在地化を色濃く出さず、在地化したものが定着する前に衰退、消滅していく 。

朝鮮系煮炊具は、当期もかなり故地の器形に忠実と言えるような平底器形を呈す短胴小釜 (61)や口縁端部面

形成する長胴釜 (72)、三角板状把手を付し口縁端部面形成する手付深鍋 (81)が存在するが、主体は在地色を

帯びるものである。最終調整にハケ目調整を併用したり、土師器的な口縁部器形を呈すなど在地化の発現は様々

だが、朝鮮系の特徴的技法と言える日11き成形 ・カキ目調整と近江系の特徴と言える口縁部受け口状器形を併せ持

つ手付深鍋 (82)も出現するなど、移民系同士の融合も確認される。

また、当期は浅鍋に初期の深身器形が消え、口縁部長く外反する定型的器形のものに統ーされる段階である。

加えて、 煮炊具組成の中で、の浅鍋の比率は増加し、古代的な土師器煮炊具の基本組成が確立された時期と言えよ

う。浅鍋の技法は内外面ハケ 目調整を施すものが主体だが、外面下半ケズリ調整を施す 85やカキ目調整を併用

する 87・88も出現しており、以降の茂鍋に多用される調整技法が出現してくる。甑は在来型と朝鮮系とが存在し、

竃形土製品においても朝鮮系が出現する。91に上げた朝鮮系竃形土製品は器面成形に叩きを施すもので、方形

の付け庇が付く 。平坦な天井音15をもち、掛け口を円形に切り取る特異な形態のもので、 7世紀後半の韓国慶州雁

鴨池遺跡で出土するものに極めて似ている (高他 1992) 。 国内では 5 世紀後半の堺市伏尾遺跡や 5 世紀末~6 世

紀初頭の寝屋川市長保寺遺跡、 5世紀代の鬼虎川遺跡など朝鮮系移民集落とされている遺跡でも類似した篭形土

製品が出土しており、かなり忠実に朝鮮半島系のものを再現したと言えるだろう(望月 2007a)。

以上の煮炊具は全て地元産であり、食膳具のような須恵器窯場産のものは峰認できない。一部に能美窯産の可

能性をもつものが確認されるが、地元C類胎土との差異については確証が持てない。

c. 3C期 (第 187図)

3B期までを 3期の前半とし、 3C期以降を後半とする。3期は移民系煮炊具の在地化とその影響による在来

型煮炊具生産の変質、それに付随して生じた土師器生産の須恵器窯場導入による北陸型煮炊具成立の段階と位置

づけているが、前半期までは食膳具生産を須恵器窯場へ導入しただけで、煮炊具生産の導入は後半期において達

成される。3C期は一部の須恵器禁場において生産供給が開始されるが、主体とはなっておらず、 3D期以降に

額見町遺跡内の煮炊具は、須恵器窯場産主体化への方向性を見せる。つまり、 3C期は前半から後半への転換期

にあたり、食膳具においても重要な様式転換が行われる時期である。

当期は額見町遺跡SI04とSK35を基準資料とする。須恵器食膳具から古代 II3期に位置づけられるが、出土
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三刈j台地集務群の古代前半期土器様相

量が少なく、 当期の細かく細分される窯編年 (望月 1994)の中で、どこに位置づけるべきかを判断することは

難しい。須恵器は概ね杯B主体の構成で、 3B期に顕在化した多様な法量分化は収束し、 ー器種一法量に整理さ

れている。産地は南加賀窯北群産を主に、南群産と能美黛産を従にして構成される。土師器食膳具は赤色土師器

や 3B期まで僅かに存在した椀Hの流れを汲む器種が姿を消し、定型化した赤彩椀Fにほぼ統一される段階であ

る。椀Fは3B期の器形よりも底径が大きく、器高が低くなり、比較的法量もまとまる傾向を持つ。産地は須恵

器窯場産にほぼ統一され、地元産は一部高杯に残るのみとなる。高杯に関しては在来型の高杯Hを残存させる傾

向が強く、脚部は低くなっているが、内黒;焼成を保持する(18)。赤彩食膳具主流の中で、 当期の新相段階には

須恵器器形を模した杯A・杯Bが出現する。当期の出土量は僅かだが、 4期には定着の様相を見せる。

土師器食膳具が黛場産へ統ーされる一方で、 煮炊具は地元産が依然として主体を占める。20・22・23・26の

ようにハケ目調整を一部併用する在地化した朝鮮系煮炊具が主体で、僅かながら 24の丹波系も確認されるが、

在地化された朝鮮系煮炊具以外の移民系煮炊具は当期をも って消滅する。地元産はB類胎土が主体だが、 C類も

定量存在している。ただ、先行的に須恵器黛場で煮炊具生産の始まる能美窯産は、 一般集落へも僅かながら供給

していた可能性が高く、北陸型と言える形態をもっ 19・21は能美窯産の可能性が高いだろう 。

て二エJ ど三?竺~当

によ二7. ~4イ 三二量号
、主主霊安

ζ 空主ミ誌と三ヨきさ当

冶三孟量子デ F
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t 主主三三 ¥二区f
¥三一rcrd

10号窯床と土師器捨て場

t誓言童三ミ

ー長j

ミ

¥「 -E二;f ※上段土師器の

」よd T31;ヰ場

第 186図 ニツ梨豆岡向山窯跡C地区出土土器 (上段は土師器、下段は須恵器、 1/6)
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三抑j台地集落群の古代前半期土様様相

さて、当期の南加賀窯北群でも、古代 II3期の後葉段階、戸津 28号窯併行期には、 須恵器窯場内で士郎器煮

炊具の生産を開始していることが最近の調査で確認されている (小松市 2005)。二ツ梨豆岡向山窯跡C地区で検

出した 9.10号窯の埋土と周辺土器捨て場には、須恵器食膳具と ともに赤彩椀F、赤彩杯B、外赤彩内黒の高

杯Hと高杯G、そして短胴小釜、長胴釜、浅鍋が大量に廃棄されており、当地区での土師器焼成遺構の確認はな

いが、当須恵器窯場内にて生産された土師器と見て間違いない。いずれの煮炊具も使用痕跡は確認できず、土師

器生産に伴う製品選別の際の廃棄場のような遺構だ‘ったろう 。当資料は赤彩杯A.Bの出現時期を示す資料であ

り、同時期に内黒高杯H、高杯Gが依然として生産されていることを示す。加えて、長胴釜では、 北陸型煮炊具

として確立した形態をもっ①と、内面ハケ目調整を併用した②、口縁部器形は在来型だがカキ日調整と底部叩き

出しを行う③、器形や技法ともに全く在来型である④とが同時期に生産されていることを示しており、北陸型古

代土器生産体制の成立初期の様相を示す。在来型系統の煮炊具と北陸型煮炊具として定型化した煮炊具とを同じ

須恵器窯場で生産していることは、様々な出自を持つ製作者が混成するような土師器生産組織であったことを示

すだろう 。また、各器種において朝鮮系技法と言える胴部成形叩きを遺存させていることは、その技術の根底に

朝鮮系移民の煮炊具生産技術があったことを物語ると考えたいのである。

d. 3 D期(第 187図)

当期は額見町遺跡、 SI50、SK51を基準資料とする。まとま った須恵器食膳具が出土しており、法量や器形など

から戸津 62号窯 (小松市 1991)や矢田野向山 1号窯 I次窯に併行させ、古代皿期古段階に位置づけられる。須

恵器食膳具は 3C期同様にー器種一法量の杯A、杯Bで構成されるが、肩平化の進行と杯A量の増加が確認でき

る。当期には上位の遺跡において一部、多様に法量分化した杯B組成や盤類、金属器系器穫を伴う食膳具組成構

成が存在しており、食膳具様式は二極分化の様相を見せる (望月 1994、36頁)。宮都で確立された律令的土器様

式が、地方の場へもたらされたもの言え、公的な饗宴の場における食膳具組成を中心に、律令官人の階層性を具

現化させる目的でいち早く導入されたものと言えよう。この二極化は4期には解消され、 宮都系土器様式を在地

の中で受け入れた新たな土器様式を成立させていく 。なお、当資料の須恵器は全て南加賀窯北群産であり、これ

は南加賀窯南群の終罵に伴う北群への集約化が図られたことを示すだろう (以下、南加賀窯=北群産を示す)。

土師器食膳具は良好な資料を得ていないが、3C期に定量存在した浅身の赤彩椀Fと41のような深身大型の

赤彩椀Fで構成されると考えられる。南加賀窯産で占められ、地元産はほとんど確認できなくなる。土師器煮炊

具は全て窯場産に統ーされている。ただ、他の遺構資料では地元B類も定量存在しており、依然として地元生産

も継続している段階と見ている。当資料では44の在来型煮炊具も須恵器窯産となっており、 北陸型として完成

された形態を持つ 48・49と在来型技法との融合をもっ 45・46とが一緒に生産されていたのであろう。 3C期の

終末段階で見られた様相であり、 3D期の中で器形がより北陸型として定型化し、 4期には在来型煮炊具や在来

技法を併用するものなどは収束していくのである。

(4) 4期の土器様相

4期は額見町遺跡内で主要な建物様式が竪穴建物から掘立柱建物へと移行していく段階であるとともに、それ

まで拡大を続けてきた三湖台地集落群が停滞または衰退の様相を見せ始める段階である。3期の中で須恵器黛場

内に導入された土師器生産が定着し、 須恵器 ・土師器の集約生産が完成される。つまり 、北陸型古代土器生産体

制の確立期であり 、ー郡ー窯体制の完成期とも称される (望月 1997a)。また同時に、 3期に導入 ・定着を見た

移民系煮炊具や宮都系食膳具は北陸型煮炊具、赤彩食膳具として定型化し、北陸型と言える土師器組成を成立さ

せる。当期の前半では一部在地での土師器生産が遺存する傾向を見せるが、後半には須恵器窯場産に統ーされ、

土師器煮炊具の器形、技法を統ーさせる とともに、土師器食膳具はヘラ切り椀Fから糸切り椀Aへ移行する。

以上、 当期の土器群については、大きく前半と後半に分け、さらに各期を 2細分して 4期区分する。各期を須

恵器編年軌に基づき編年的位置付けを明示すれば、前半期の 4A期、 4B期はそれぞれ矢田野向山 1号窯皿次祭、

二ツ梨横}I!l号窯に併行させて田嶋編年の古代田期新段階、古代Nl期に、後半期の 4C期、 4D期は箱宮5号

窯、 二ツ梨峠山 10B号窯に併行させて古代N2古期と N2新期に該当できる。なお、当期の土器群は、資料的

に恵まれておらず、全体像を把握するには至っていない。このため、本稿では 4期前半のみを概観するにとどめ、

今後報告する資料が整った段階で、4期及び古代後半期の土器編年について、再度論じる機会をもちたい。
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a. 4 A期(第 188図)

額見町遺跡 SK10を基準資料とするが、須恵器や土師器食膳具が不足しているため、 SK55で補完する。須恵

器食膳具は SK10で口径 13.8cmを測る扇平器形の杯A (4)のみが出土するが、当器形と法量から矢田野向山1

号窯E次窯に併行する時期のものと判断する。SK55からは同時期の須恵器が定量出土するが、基本的に主要法

量の杯類 しか出土していない。当期の矢田野向山 1号窯E次窯資料 (小松市 1990)を見ると、主体をなす食膳

具組成は皿期古段階の扇平器形をなす杯A、均二Bの小型化したものだが、新たな法量の深身器形をもっ杯Bや有

台、無台の盤類、高盤器形を呈す高杯Aなどが出現し、多様な食膳具組成をもっ。 3D期の公的な性格をもっ窯

に先行導入された新たな宮者11的食膳具組成が、在地の中に浸透を見せ始める段階であり、本当の意味での在地化

は4B期だが、在地化の始まりは当期と言える。ただ、その端緒は 3D期の上位食膳具組成にあることは間違い

(南加賀窯北群産)

¥三三グ8

窯A 手 9と三三

48期の土器群 (5109)
(南加賀窯北群産)

/一宮 弘、17
d三争司、 17

『ミーコ二百ノ18

¥
L
¥
 

C
 言二王ーイ

第 188図 4期前半の土器群 :額見町遺跡資料 (1/6)
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三i胡台地集落群の古代前半期土器様相

南加賀窯・矢田野向山 1号窯E次窯の土師器(古代E期新段階)

ミモヨ J

三三王ヨ)ア
二→三ナーザ同ミー=〆糸

ミヨ J 

三二J三重7
ャー ' 

南加賀窯・二ツ梨横J111号窯の土師器(古代N1期新段階)

戸」

戸三J
能美窯・八里向山 I遺跡窯の土師器(古代N1期)

!J成形叩き痕

第 189図 4期前半併行の南加賀の在地窯生産の土師器 (1/6)
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なく、画期区分において若干の問題はあるものの、後述する土師器様相の変化を重視し、田嶋編年古代皿期の中

で画期設定することとした。

土師器様相については、底部糸切り痕をもっ赤彩椀Aと平底短胴小釜の出現を画期要素にあげる。 7の赤彩椀

は底部欠損するものの、イ本部器形から底部糸切り椀Aである可能性が高く、矢田野向山 1号黛 E次窯では還元焔

焼成された赤彩椀Aが確認できている (第 189図)03 D期と 4A期の中間に位置づけられる言葉資料であり、当

資料が糸切り椀Aの最古資料となる。これと同時期に位置づけ可能な加賀市篠原遺跡7号土坑でも南加賀窯産

と推察される椀Aが出土しており、定着は4B期だが、当期には一定量出現していると見て間違いないだろう。

篠原遺跡の事例ではこれに大小 2法量分化した浅身器形の椀Fと、杯A、杯B、盤Aが出土しており(石川県

1987、22頁掲載7号土坑出土 6-15土師器)、須恵器系器種の定着を見る。

土師器煮炊具では一部調整技法に在来型のハケ目調整を併用するが、全体的な器形は北陸型煮炊具と言える定

型的なものとなっており、加えて 8・9の底部糸切り痕を残す短胴小釜(先述の篠原遺跡7号土坑でも底部糸切

りと思われる平底の短胴小釜が出土する)、 14のような端部外屈する底部形態の甑など、古イ'tN期へ繋がる器形

が出現する 。 これら土師器煮炊具の産地は、 3D期で既に南加賀窯~が主体を占める様相が見られたが、当期の

資料は地元B類を主体と しており、依然として地元での生産が継続していたことを示す。ただ、 当期の矢田野向

山1号窯E次窯では須恵器窯内から還元焔焼成された長胴釜や浅鍋が定量出土しており、 当期以降、須恵器黛か

ら一定量の土師器煮炊具が出土するようになる。南加賀黛での須恵器窯内での北陸型煮炊具生産(併焼ではない)

はこの時期に開始されると言え (望月 1997b、116・117頁)、この点でも北陸型煮炊具生産の須恵器窯場で、の本

格的導入を窺い知る ことができる。

以上、 4期成立の画期を 4A期に設定しているが、 当期の画期要素としては 2期、 3期の"13で作られてきた土

器様相が在地化し、地域の中での古代土器生産体制を模索する中、古代北陸型と言えるような土器様式と土器生

産体制を形成することを上げる。具体的には須恵器食膳具における多様な器種組成と杯B法量分化の在地化、赤

彩糸切り椀Aの出現、定型的北陸型煮炊具の成立、須恵器黛場での土師器集約生産の本格化などを上げておきた

い。また、当期は三湖台地集落群の中で、竪穴建物から掘立柱建物へ建物様式が転換するとともに拡大を続けて

きた集落が停滞へと向かう転換期である。これは三湖台地集務群がそれまで、担ってきた政治的意図による移民集

落としての性格に終止符が打たれ、新たな形での古代集落として再編が行われたことを示すもの と評価する。

b. 4 B期(第 188図)

額見町遺跡 SI09の床面資料を基準資料とする。須恵器食膳具で確認できるのは杯B蓋と杯Aのみだが、杯B

葉の 3法量分化する様相や中法量の口径と器形などから、二ツ梨横}111号窯(小松市 1989) に対比するのが妥

当と判断した。古代N1期に位置付けられるものであり、須恵器産地は南加賀窯に統ーされている。能美窯産は

4C期以降に再度増加傾向を見せるが、当期は依然として南加賀窯産で占められる状況にあったと言える。

さて、土師器であるが、 食膳具では底部ヘラ切 りの大型椀Fと杯B蓋が出土する。いずれも赤彩品で、N1期

の中では古く感じる器形だが、 N1期まではE期的器形を残す傾向はあり、混在品とするよりも当期資料とする

のが妥当である。次に、煮炊具だが、いずれの器種も全体的な器形や法量は、北陸型煮炊具として定型化された

形態をもつものであり、 3D期に定量存在した在来型器形と言えるものは見られなくなる。 しかし、 一方では

24. 25のようなハケ目調整等在来型技法を残す長胴釜や 21・22のような底部丸底に仕上げる短胴小釜は依然と

して存在しており、北陸型煮炊具としての完成期を迎えていない。産地についても当資料では須恵器窯場産にほ

ぼ統一されるものの、須恵器祭場で検出される土師器焼成坑の数から見て (南加賀窯ではN2古期になって土師

器焼成坑群を形成するようになる、望月 1997b)、次の 4期後半をもって須恵器窯場への土師i器生産集約化が完

成されると言えよう 。須恵器窯場で確認される土師器煮炊具についても、短胴小釜の平底化や長胴釜の在来型調

整技法消滅は、古代N2古期であり、食膳具における糸切り底の赤彩椀A主体化も含め、古代前半型土師器生産

はN2古期をも って完成されたものと言えるのである (小松市 2002、295-307頁)。

3. まとめ

以上、 三湖台地集落群の土器様相と各時期の画期様相、南加賀地域須恵器黛との併行関係、田嶋氏の古代土器

編年軸での位置付けなど述べてきたが、以下に土器様相の特徴と画期様相の整理を行い、本稿のまとめとしたい。
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〈土器様相の特徴〉 以上述べた土器様相の特徴は三湖台地集落群の成因に大きく関連している。当集落群は政治的な意図で計

画的に移配された新規開発型の台地経営集落であり、伝統的に低地帯や河川流域に経営される集落とは、もともとの成立要因

が異なる。それに加えて、移配される集団が朝鮮半島や近江、丹波などの北陸圏外からの移民を主体として構成されていると

いう特徴から、集落内で使用される土師務煮炊具様相はその移民たちの本賞地の様相を色濃く出し、それが在来型土師器生産

に大きな影響を及ぼしたものと言える。このため、当集落の土器群は南加賀地域の一般的な様相とすることはできず、それが

三湖台地集落群の土器様相を語る上で最も大きな特徴と言える訳である。また、当集落群は正|凌部手工業生産遺跡群と連携し

た平野部での手工業生産集落を経営 し、工人集団の母村と しての位置付けもなされる。当台地集落内で生産されたであろう土

師器は移民との関連性に加えて、須恵器工人との関連性も考える必要性があり、須恵器窯場へ土師器生産を導入する契機となっ

ていた可能性がある。これは当地のみの現象とは言い難いが、能美窯周辺も含め南加賀地域において成立した土器生産体制lの

変革が北陸地域の地域型とも言える 「北陸古代土器生産体制」を形成するきっかけともなった可能性があると評価 したい。

〈画期様相〉 本稿で4期設定した画期を、田嶋編年に対比すれば、 l期成立の画期は古墳様式4様式E期末に、2期成立の画

期は古代 11期と古代 12期の聞に、 3期成立の画期は古代II1期後半から末に、4期成立の画期は古代E期古段階と新段階

の聞にそれぞれ位置づ、けられる。この中では l期成立の画期、 3期成立の画期、 4期成立の画期が重要で、 2期成立の画期は

上述した三湖台地集落群における特質的な要素と評価されよう 。三湖台地集落群では重要な画期要素だが、土器様相の大勢と

しては小画期にあたり 、3期の前半期と後半期とを分ける画期に相当するものだろう 。さて、以上の画期設定は田嶋編年の画

期時期と微妙なズレがある。ただ、 l期成立を古代 11期に先行して発現した要素、そして 3期成立をII1期の中で発現すべ

き要素が後半まで遅れたもの、4期成立をNl期の先行的に発現した要素と捉えれば、それぞれ古代 I期成立、古代E期成立、

古代N期成立の画期に相当するものであり、田嶋氏の型式概念の範囲毒におさ まるもの と理解している。

以上、簡単に整理したが、全体的には古代後半期の土器様相に関する論稿の中でまとめ直したい。
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第171図・藤原1982、小松市1995を合成作図。

第172図。筆者作図。第173図・小松市1993aを合成作図。

第174図・175図 筆者作図。第176図望月2004転載。第177図

~第182図:筆者作図。

第183図小松市1993b、辰口町1985・2001を合成作図。第184

図-第185図・筆者作図。

第186図:/j、松市2005転載。

第187!>g1'第188図 筆者作図。

第189図.小松市1989・1990・2002・2004を合成作図。
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内底面

1 UJの伝来週耳小型浅鍋地元A胎土

SK89-140 

外面 内面

写n48 m l捌r'1の北陸型浅鉢:\~草場 AI治土 写真 46
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8139-125 

!U itJJ13 
!句、に入ドピユ:たし ~ I
IJ組二_， '

写真 51

1 2 J切の朝鮮系甑地元B}治土

内面

写真 52
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n 2期最古邦lの朝鮮系甑地元B船上

内面

写真 53
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闘繍蜘
里司

5181-468 

国国田

h・・-
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Ulの在来型煮炊具底面に見られるヘラ記号 ixJ写真 54
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ラ
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田 博圃

1 UJの在来型椀H地元A胎土写真 55

外面

写真 59 11 2 J明-1131羽の赤色宮都系杯A
放射状H献立、窯場B胎土

1 1:1!1]の在来型椀H地元A胎土写真~ 56 

1 2期の赤色高杯G地元B胎土

-司圃・・E"'..，，島、._---
iい1 ‘"，'t.:、-
ι傘、..::.、 ・ 冒・岡

1).. --..... " ~‘ ・‘~o.r. " '，【 -圃

..&:! ・一世 圃 圃.

写真一57

111切の鉢蓋?地元B胎土写真 6111 2期のヘラ切り杯A地元B胎土
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写真 60

外面伏せた状態

1 2期の赤色杯G地元B胎土写真 58
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支脚形土製品地元BJ治土(Il2J羽)

支脚形土製品地元B胎土

製温土器祭場AJ.治土(皿期)写真 67写真 64 支脚形土製品

地元BJ治土(田期)

た35-126

写真 65

下底面

写真;63 支脚形土製品

地元B胎土 (111期)

写真 66
焼失状土製品地元A胎土 (Il1期)写真 62

て36-127

P341-36 

圏足円而硯(Il期頃)写真 69

し36ダマリー27

筆立て付き閤足円面観 (Il1期)写真 68

杯B身転用硯 (Il1期)写真 71
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~胴部転用硯(猿面硯)写真 70
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杯A蓋転月1硯(つまみ打ち欠き、 n1期新)

写真 72
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) か42-162

金銅製耳環

写真 73

写真 76

須恵質紡錘車 (n1期占)

日
写真 74

滑石製紡錘車写真 78

S183-524 

写真 77 磐玉製管玉未成品

包含層 128-131 

須恵2是主主貯蔵具専用焼台写真 79
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鳥形瓶足音E写真 75
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包含層 155-158 

須恋、器窯内f史!百世台や窯土沈(製品選別l時ハツリ片)写真 81須恵器禁内使用慣台 (II21羽杯A)写真80

外商

事l荷量面

SK52-79 

2子真 83 深鍋の焼成破損片(焼け弾けた部分あり)

(7世紀後半土師器焼成坑 SK52の焼成関連遺物〉

長胴釜の焼成剥商I[片写真82

椀類破片(外商酸化火色呈す)

SK43-11他の外面

写真 84

写真 86 椀底部片(左:焼成剥雌片、右:焼成前粘土ヨジレ)

SK43-1他の外面

椀類破片(焼成剥離や黒斑をもっ) 写真 87 長JWi釜J!阿部片と短胴小釜底音I1片

(10世紀後半の土師器焼成坑 SK43の焼成関連遺物〉
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写真 85



SK44-27 

VIIU明土陶器片の焼成道具使用(破面にも酸化火色もつ)写真 90
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椀類の焼成道具使用 (焼成前粘土ヨジレあり)写真 91-'
 〔議|

腕類焼け歪み、焼け弾け破片集合写真 88
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(
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)

b菌

焼成道具使用の焼成粘土塊

SK44-14・15他の外面

椀類破片 (焼成剥離や恩斑をもっ) 写真 92

(10世紀後半の土師器焼成坑 SK44の焼成関連遺物〉

写真 89

Eコ
匝鉢状土製品写真 97椀類破片 (内外面に大きな黒斑をもっ)写真94

b菌a面

焼成道具使用の焼成粘土塊浅鍋(焼け~l~け痕あり)、長))同釜破片 写真 98

(11世紀前半の土師器焼成坑 SK49の焼成関連遺物〉
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写真 96
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