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例言
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もと (公財)大阪市博物館協会大阪文化財研

究所が各原因者より委託をうけて実施したも

のである。

3.本報告書の執筆は (公財)大阪市博物館協

会大阪文化財研究所 南秀雄の指揮のもとに

各々の発掘担当者が担当した。そ の氏名は各

報告書に記してある。

4.本報告書の編集は大阪市教育委員会事務局

文化財保護課において行った。
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北区曾根崎一丁目40-2における建設工事に伴う

曾根崎1丁目所在遺跡発掘調査(AZ16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区曾根崎1丁目40-2

242rrf

平成28年5月11日～5月20日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工・清水和明
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1)調査 に至る経 緯と経 過

調査地は新御堂筋と国道1号線(京阪国道)が交差する「梅新東」交差点から東へ150mに当たる(図

1)。付 近には創建年は不詳であるが近世以来の法清寺があり、 当該地はその東に接して1911(明治

44)年に北区役所の一画となっている。

一帯はこれまで周知の遺跡の範囲外であったが、大阪市教育委員会の試掘調査により中世の遺構

面・遺物包含層が検出され、新 発見の集落遺跡である曾根崎1丁目所在遺跡として発掘調査されるこ

ととなった。周辺域での既往の調査は多くないが、重 要な成果に本調査地から北北東300mの太融寺

境内で行われたAZO5-1次調査がある。ここは安曇寺跡推定地内に当り、13世紀後半の遺物を含む

溝・土壇などを多数検出した[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2006]。また、北 500mの付近の

AZO6-1次調査地では18～19世紀の遺構・遺物のほか瓦器や弥生土器も出土し[太阪市教育委員会 .

大阪市文化財協会2008]、北300m付近のAZIO-1次調査地でも弥生時代後期の土器が出土したほか、

中世後期から近世にかけての耕作地を確認した[大阪文化財研究所2012]。これらの地域では、開発の

開始時期が中世以前に遡るかどうか、一帯の離水時期との関係が検討されている[大阪文化財研究所

2012]。

調査は平成28年5月11日から開始した。東西26m1 南北7.5mの調査区を設定し(図2)、現 代の地

層を重機によって掘削したが、北 区役所建設時のものと思われる攪乱が広範囲に及び、排 土量が増加

したため調査区を東西に分けて2段階で掘削した。当初は西区の一部で近世の遺物包含層を確認し、

人力掘削により層序に応じて遺構・遺物を検出し、適 宜実測図や写真撮影によって記録しながら後述

する河成層の第6層上面(地表下1.8m付近)まで調査した。続 く東 区は調査の予定深度まで全体が攪

Y-45,470 Y-45,450

X-144,250

×-144.270

20m

800

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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写真 東区重機掘削状況(東から)

(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記 した。

乱を受けていたため、西 区の北側に東西10.9m,

南北4.3mの拡張区を設けて調査を継続した。東

区と同様に攪乱が深く遺物包含層は削平されて

いたが、第6層上面で近世の遺構を調査し、 5

月20日に現地における全ての作業を終えて撤収

し、調査を完了した。

なお、本報告で用いた基準点はMageⅡan社製

ProMark 3により測位し、方位は世界測地系に

基づく座標北を基準とした。また、標高はT.P.値

2)調査の結果

1)層序(図3・4、写 真図版1 中段)

調査地内の現況地形はTP+l.7m前後で、周辺も含め現地表はほぼ平坦である。

攪乱のため近世以前の地層の大半が失われており、層序は西壁と調査区西部の一部に遺存していた

地層から以下の7層に大別した。

第0層 近現代の攪乱および整地層で、北 区役所の解体撤去に係るものであろう。

第1層 黒褐色(10YR3/2)砂礫質粘土層で、炭や礫が多く混 じる。層厚最大45cmの整地層で、上 面

で礎石のほか18世紀後葉～末の遺物を含むSK 101・102を検出し、本層はそれ以前に遡る。

第2層 上下2層に細分される。第2a層は黒褐色(2.5Y3/2)シルト混 り細礫質細粒砂で、炭・漆 喰・

長さ15cm程度の割石を含む整地層である。層厚30cmである。第2b層は暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト混

り細礫質細粒砂で、炭・漆喰・長 さ30cm程度の割石を含む整地層で、層厚25cmである。出土遺物は

無いが、後述するSK401の時期が17世紀後葉以降であるため、第 2層と次項の第3層を合わせて18世

紀後葉～17世紀後葉までの間に当る。

第3層 上下に3層に細分される。第3a層は黄灰色(2.5Y 4/1)極細粒砂でシルト質粘土の偽礫を多量

に含む整地層である。層厚20cmである。第3b層は黄褐色(2.5Y5/3)わずかにシルト質な細粒～極細粒

砂でシルト偽礫を含む整地層である。層厚10cmである。第3c層はオリーブ褐色(2.5Y4/4)極細粒砂な

いしシルト質極細粒砂の薄層による互層で、整地層である。層厚12cmである。

第4層 暗オリーブ褐色(2.5Y3/2)わずかにシルト質な細粒砂で、近世の作土層である。層厚I5cmで

ある。層内でSK404を検出したほかは、上面でSK401などが見つかった。17世紀後葉ごろの地層と

考えられる。

第5層 オリーブ褐色(2.5Y 4/3)わずかにシルト質な細粒砂である。第 6層を母材にこれを耕起し

た作土層で、 それとの境界は不明瞭である。層 厚8 cmである。上 面でSK503を検出した。次 項の

SK601の出土遺物と第4層の年代から、17世紀前半ごろの地層と考えられる。

第6層 黄褐色(2.5Y5/6)中粒～細粒砂で上方細粒化する。下部に細礫のラミナが確認される河成堆
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TP+2.0m

第 0層

第 1層

重機 による掘 削

SKIOI・1

102ほか

sK601

第2a層

第2b層

第3a層

第 3b層

第3c層

第 4層

第 5層

第 6層

図3 地層 と遺 構の関係図

N

西壁地層断面図

:黒褐色(2.5Y3/2)含炭・漆喰・割石、シルト混 り細礫質細粒砂(第2a層)

:暗灰黄色(2.5Y4/2)含炭・漆喰・割石、シルト混 り細礫質細粒砂(第2b層)
,黄灰色(2.5Y4/1)含シルト質粘土偽礫、極細粒砂(第3a層)

:黄褐色(2 5Y5/3)含シルト偽礫、わずかにシルト質細粒～極細粒砂(第3b層)

オリーブ褐色(25Y4/4)極Ⅷ粒砂ないしシルト質極細粒砂の互層(第3c層)

,暗灰黄色(2.5Y5/2)含中～細礫、中粒砂偽礫、シルト質中粒砂(SK102埋土)

:暗オリーブ褐色(2.5Y3/2)わずかにシルト質細粒砂(第4層)

オリーブ褐色(2.5Y4/3)わずかにシルト質細粒砂(第5層)
.黄褐色(2.5Y5/6)中粒～細粒砂(第6層)

2m

1;40

東西地層断面図
TP+2.0m

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

SK403

町゙1灰111色(2.5Y 4/2)含炭・漆喰、シルト質中粒砂(SK102)

オリーブ褐色(25Y4/3)シル ト質中杖～オ11粒砂(ff) 1 1'ii)

オリーブ褐色(25Y4/3)シルト質中粒砂(第2a層)

:黒褐色(2.5Y3/2)含炭・漆喰・割石、シルト混 り細礫質細粒砂(第2a層)

暗゚灰黄色(2.5Y4/2)含炭・漆喰・割石、シルト混 り細礫質細粒砂(SKIOI)

暗灰黄色(2.5Y4/2)含炭・漆喰・割石、シルト混 り細礫質細粒砂(第2b層)

黄褐色(2 5Y5/3)含シルト偽礫、わずかにシルト質細粒～極細粒砂(第3b層)

オリーブ褐色(2.5Y4/4)極細粒砂ないしシルト質極細粒砂の互層(第3c層)
オリーブ褐色(2 5Y4/3)わずかにシルト質細粒砂(第5層)

黄褐色(2.5Y5/3)中粒砂(SK102)

SK402

SP501

15暗オリーブ色(5Y4/3)シルト質細粒～粗粒砂(SK401)                         礎石    第1層
16:暗オリーブ褐色(2 5Y3/2)わずかにシルト質細粒砂(第4層)          SK101       (第1層上面)   '
1Tオ リーブ褐色(2.5Y 4/3)わずかにシルト質細粒砂(第5層)

第6層
SK6Di-SK404 ""SK503

SP502

図4 調査 区西壁地層断面および東西地層断面図



積層である。層厚60cmを確認した。上面でSK601を検出した。近世より遡 るが、 出土遺物は無く時

期は不明である。

n)遺構と遺物(図5～7、写真図版1下段・図版2)

遺構および遺物包含層は全て近世に属する。第 3層以上は西区西壁付近以外は攪乱によって失われ

第6層上面および第5層上面遺構平面・断面図

1"゚"゙゚ "゚""゚1"゙゚゚1"゚"゚゚1-゙"゚゙゚ 10m

×-144,265

X-1 44,270

SK601
N

TP-02m

:褐色(10YR4/4)わずかにシルト質細粒砂

:黄褐色(10YR5/6)細粒砂(第6層)

SK503

TP-0.2m

1:にぶい黄褐色(10YR5/4)わずかにシルト質細粒砂

2:黄褐色(10YR5/6)細粒砂(第6層)

第4肩内および第4・4層上面遺構平面図

Y-45,475 1        Y-45,470l       Y-45,4651       Y-45,4601        Y-45,455 1

×一144.265

X-1 44,270

図5 各層遺構平而・断面図
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ており、第 4層上面以下の遺構は、西壁から東へ延びる幅1m以下、長さ8m程度の範囲で確認した。

第6・5層上面遺構(図5上図)

第6層上面で土WSK601を検出した。東西0.5m,深さ0.2mで、南北両側の上端は攪乱によって壊

されている。わずかにシルト質な褐色細粒砂で埋まっており、ラミナは確認できなかった。図化して

いないが近世丸瓦の細片が出土している。

第5層上面では土塘・小穴を検出した。SK503は南北0.5m,深さ0.l5mで、わずかにシルト質なに

ぶい黄褐色細粒砂(第4層)で埋まっており、ラミナは確認できなかった。そのほかにSP501・502・

504・505があり、規模から小穴と呼び分けたがいずれもSK503と同じ埋土である。

第4層内および第4・1層上面遣構(図5下図)

第4層内でSK404を検出した。長さ0.5m,深さ0.2mで、わずかにシルト質な黄褐色細粒～中粒砂

10cm 30cm

1:3 1:6

図6 遺物実測図

SK401(1・2)、SK101(3～8)、SK102(9～11・16)、SK01(14・15)、第4～5層(12・13)

ー ] 一



で埋まっており、ラミナは確認できなかった。

第4層上面ではSK401～403を検出し、0.4m～0.7m程度の長さを確認した。SK401からは肥前陶

器碗1と土師器焙烙2が出土した。2は難波編年のD類にあたり[難波洋三19921、か き上げ痕が明瞭

に残っている。これらは17世紀中葉に遡る可能性があるが、第4・5層出土の肥前磁器輪花碗12・肥

前陶器刷毛目碗13がⅠ7世紀後葉に下るため、本 層準の遺構は17世紀末に降ると考えられる。

第1層上面ではSK101・102を検出した。SK1 01は東西2.5m,深さ0.6mで、埋 土は暗灰黄色シル

ト混り細礫質細粒砂を主体に、炭や漆喰、割石などを多く含 んだ埋めた土である。SK102は東西3.6m,

深さ1.5mで、炭 や漆喰、割石などを多量に含んだ暗灰黄色シルト質中粒砂を主体に埋めているが、底

付近には砂礫が多く特 に基底は暗灰黄色中粒砂で暗色化しており、短期間開口していたと考えられる。

出土遺物には以下のものがある。SK101からは土師器皿3～6、軟 質施釉陶器皿7、肥 前磁器染付碗

8などが出土した。3～6および7は底部外面に糸切痕が残っている。いずれも内外面に煤が多量に

付着した灯明皿で18世紀後葉～末のものである。8は筒形碗で、口縁部内面に四方欅文を染付してお

り、同時期のものである。SK102からは肥前磁器染付碗9・10、関西系陶器皿11、鬼 瓦16などが出土

した。9はやや内湾する体部に小振りの底部がつく。10は広東碗である。】1は底部内面に押印による

陰刻が施されている。これらは18世紀後葉～末の時期で、遺構の時期を示すものであろう。

また、拡 張区ではSKOI・02を検出した。ともに長さ0.8mであるが、湧水が激しく、深 さや埋土の

詳細は確認できなかった。図化していないがSKO2からは18世紀末～19世紀初の肥前磁器や関西系陶

器が出土し、遺構の時期は近世末に下る。SKOIからは土師器皿14、瀬戸美濃焼志野鉄絵皿15が出土し、

これらから遺構の時期は17世紀に遡る可能性がある。

3)まとめ

今回の調査では中世の遺構・遺物の広がりを確認することはできなかったが、近世になって遺構・

遺物が認められたことが成果である。遺構は土壇や小穴で、調査地の利用状況を考える材料が十分と

は言えないが、耕 作地ではなく、町屋の一部であった可能性が高い。また、一部の遺構は17世紀代に

遡る可能性があり、近世の早い段階で当該地の開発が進んだことを伺わせ、今 後の調査の積み重ねに

よって明らかにする必要がある。

引用・参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2006、「安曇寺跡推定地発掘調査(AZO5- 1 )報告書」:『大阪市内埋蔵文化財

包蔵地発掘調査報告書(2005)』、pp.3-22

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008、「安曇寺跡推定地B地点における発掘調査(AZO6- 1 )報告書」:『平成

18年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp. 3 -11

大阪文化財研究所2012、『曽根崎遺跡発掘調査報告』、pp.i -25

難波洋三1992、「徳川氏大坂城期の泡烙」:『難波宮址の研究 第九』、pp.373 - 400
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西区 SK601断面(西から) 西区 SK503断面(東から)

図
版
一



西区

SK401～404完掘

(北東から)

西区

SKIOI・102完掘

(南東から)

拡張区

遺構掘削状況

(北東から)

図
版
二



北区中津三丁目1-1 1-117・1-118における建設工事に伴う

中津3丁 目所在遺跡C地点発掘調査(CT16-i)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 休

調査担当者

大阪市北区中津3丁目1-1・1-117・1-118

26ポ

平成28年7月29日～8月2日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、岡村勝行
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は新発見の中世の集落遺跡である中津

3丁目所在遺跡C地点に位置する。周辺では南東

250mで行われたTS16- 1次調査で、 中世を中

心に、弥生時代後期から古墳時代初頭の遺構・遺

物が確認されている。当該地で大阪市教育委員会

が行った試掘調査では、地表下約0.9m以下の深

さで本格的な発掘調査を必要とする中世の遺構面

および遺物包含層が検出され、本調査を実施する

ことになった。

調査は比較的遺跡の残存状況が良いとみられた

敷地の中央部で、南北13m1 東西2mの調査区を

設定し、 7月29日に開始した。重機により地表下

1.4mの第5層水成層上面近くまで掘削し、その

後、人力による掘下げを行った。遺構平面図や断

面図の作成、写真撮影などの記録作業を行い、 8

月2日、現地における調査作業を完了した。

以下、本文および挿図に示す標高はT.P.値(東

京湾平均海面値)である。また、本報告書で用い

た方位は、現場で記録した街区図を1/2500大阪

市デジタル地図に合成することにより得た世界測

地系座標に基づき、座標北を基準にした。

2)調査の結果

図1 調査地位置図

50m

1: ,500

調査区位置図1)層序(図3・4)                    図2

調査地の現地表面はTP+0.5m前後とほぼ平坦である。調査では現地表

下2.0m (TP-1.5m)までの地層を確認し、 5層に大別した。各岩相の特

徴は次の通りである。

第1層:現代盛土・攪乱層である。層厚は全体的に80cmで、最大150cm

である。

第2層 :近・現代作土である。層厚は20cm前後である。

第3層:近・現代作土である。層厚は10cm前後である。

第1層

第2層

第3層

第4a層

第4b層

第4c層

SK501
第5層

SD502

図3 地層と遺構の関係図

一 11 -



ヨ

\   SK501

SD502

1:80

5m

SK501
TP+L5m

十0.5m

1 :現代盛土(第1層)

2:近・現代作土(第2層)

3:近・現代作土(第3層)

4:暗灰黄色(2.5Y5/2)極細粒砂質シルト(第4a層、作土)

5:黄褐色(2.5Y5/3)シルト(第4b層、作土)

6:暗灰黄色(2.5Y5/2)シルト(第4c層、作土)

7:暗灰黄色(2.5Y5/2)極細粒砂質シルト(SD502埋土)

8:暗灰黄色(2.5Y5/2)中粒砂質シルト(SD502埋土)

9:灰黄褐色(10YR5/2)細粒～粗粒砂(第5層、水成層)

10:暗灰黄色(2.5Y5/2)細粒砂質シルト(SK501埋土)

11:暗灰黄色(2.5Y5/2)偽礫混りシルト(SK501埋土)

12:黄褐色(2.5Y5/7)偽礫混りシルト(SK501埋土)
1:40

図4 調査区平面・断面図
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第4層 :暗灰黄色(2.5Y5/2)極細粒砂質シルトおよび黄褐色(2.5Y5/3)シルトを主体とする中世の

作土層で、層厚は最大45cmである。第4a～c層の3層に細別した。

第4a層:暗灰黄色(2.5Y5/2)を基調とする極細粒砂質シルトからなり、層厚は15cm前後である。土

師器皿・瓦器椀・管状土錘の細片が出土した。

第4b層:黄褐色(2.5Y5/3)シルトを基調とするシルトからなり、層厚は15cm前後である。土師器皿・

瓦器椀の細片が出土した。

第4c層:暗灰黄色(2.5Y5/2)を基調とするシルトからなり、層厚は15cm前後である。土師器皿1・

瓦器椀2・白磁碗3・管状土錘4が出土した。

第5層:灰黄褐色(10YR5/2)を基調とする細粒～粗粒砂からなる水成層である。層厚は60cm以上で、

上面でSK501、SD502が検出された。

ii )遺構と遺物(図4・5)

第5層上面で中世の遺構SK501、SD502を検出した。

SK501 :調査区北端で検出した南北2.4m,東西1.1m以上、深さ0.3mの土壇である。方形を呈し、

底面はほぼ平坦で、埋土は第5層の砂礫を多く含み、埋 め戻されていた。瓦器椀の小片が出土した。

SD502 :調査区中央で検出した最大幅0.9m,深さ0.4mで、南西一北東方向の溝である。埋土は暗

灰黄色(2.5Y5/2)を基調とする極細粒砂～中粒砂質シルトの自然堆積である。遺物は出土しなかった。

第4c層からの出土遺物はいずれも小片であるが、 4点図示した。1は土師器皿、2は瓦器椀である。

ともに残存率5%以下で、詳細は不明であるが、形 態、調整からおよそ13世紀代と思われる。3は中

国産白磁碗で、12～13世紀代のものであろう。4は管状土錘で残存長λ8cm,直径0.7cmである。

10cm

1:3 (4)

図5 遺物実測図

第4c層(1～4)

3)まとめ

今回の調査では、限 られた面積にも関わらず、中世に遡る土壇、

地が存在することが予想される。今 後、周辺調査の蓄積によって、

溝が検出され、近 隣に集落、耕 作

より確度の高い地域史像が復原で

きるものと期待される。
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東壁地層断面

(北西から)

SD502

(南西から)

調査区全景

(北から)



北区大淀南二丁目1-1における建設工事に伴う

鷺洲遺跡発掘調査(SU16-1)報告書

15



調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

北区大淀南2丁目1-1

126留

平成28年9月26日～10月7日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、北 の淀川と南の大川に挟まれた天満砂堆西側の低地部に位置し、弥 生時代・古墳時代・

中世・近世の集落遺跡および散布地である鷺洲遺跡の南側に位置する(図1)。鷺洲遺跡では1932年

にクス材を用いた船材が出土しているが[新修大阪市史編纂所19881、初 めての本格的な発掘調査は北

200mのSU13-1次調査地で行われ、徳川期の作土や土塘・溝が見つかったほか、一帯の耕地化が中

世後期以前に遡る可能性が指摘されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所20151。周辺域での

既往の調査も少なく、北 西約600mのOYO8-1次試掘調査地で時期不詳の大規模な盛土層および水

田作土とその下位で自然堆積層が確認され[大阪市文化財協会2009」、北東約850mの大深町遺跡B地

点のQC11-1次調査地では、幕 末期を中心とする遺構や遺物と、そ の下位で北から南へ堆積した自

然堆積層が確認されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]。

今回は、鷺洲遺跡での2例目の本格的な発掘調査となる。当該地で大阪市教育委員会が行った試掘

調査では、地表下約1.5m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とする中世～近世の遺構面および遺物

包含層が検出された。今 回の調査は、 こうした地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、この地域の

歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

発掘調査は、事業者により調査地全体が地表下1.4m程度まで機械掘削された状態で平成28年9月

26日から開始した。調査地の東北部で南北14m×東西9mの調査区を設定し、以下の層準を人力で掘

削しながら遺構の検出と写真・図面などによる記録作業を行い、地表下2.2m程度までを調査して同年

10月7日に終了した。

今回の調:

1      ⑨  りh痴・

遺跡0範囲                1  :  5 . 0 0 0

図1 調査地位置図

(遺跡範囲は『大阪府地図情報提供システム』2017年2月現

在から転載)

Y-47,0001

に

X-143.940

0                  20m

1 : 500

図2 調査区配置図
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I舌淋堝削 なお、 方位は現場で記録した街

区図を1/2500大阪市デジタル地図

に合成することにより得た世界測

地系座標に基づき、 標高はT.P.値

(東京湾平均海面値)でTP-○mと

記した。

第1層 作土(近現代)

第2a層 作土(幕末～近代)

鋤溝

(ノ ー (ノー\ノ

第2b層 作土(19C)

第3a層

作土(15C)第3b層

第3c層

第4a1層作土(15c代) ノぐ:よ。、 第4bl層 盛土(15C代)

第4b2層  SF1401
1竿 A負つ隔5イ牛+ t1電ρ不ト)

第4b2層

l"S';4'E)3"a'"'"゚-゙′ 第4c層 第5層最上部擾乱

第5層 河成層(鎌倉時代)

2)調査の結果

1)層序(図3～ 4)

調査区の現況地形は、TP-0.2m

図3 地層と遺構の関係図           前後でおおむね平坦である。

調査区の層序は大きく以下の5層に大別された。調査区西壁の地層断面により各層を記述する。な

お、第 1層より上位は重機によって掘削され、確認できる箇所は無かった。

第1層:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細～中礫混りシルト質極粗粒砂層で、層厚約5 cm以下の近現代の作

土層である。第 1層は部分的に残るのみであったため、下位の第2層と一括して人力で掘削した。江

戸時代の肥前磁器碗などが出土しているが、第 2層で19世紀の遺物が出土しているため、本 層の時期

はそれ以降の近・現代であろう。

第2層は上下に細分されるが一括して掘削した。下面で鋤溝が検出され、19世紀代の遺物が出土し

て い る 。

第2a層:オリーブ黒色(7.5YR3/1)細礫混り細粒～中粒砂質シルト層で、層厚約10cmの作土層である。

第2b層:オリーブ黒色(7.5YR3/1)細粒砂質シルト層で、層厚約10cmの作土層である。

第3層は上下3層に細分されるが一括して掘削した。中世の作土層で、瓦 質土器・備前焼・瀬戸美

濃焼など15世紀代に収まる遺物が出土している。

第3a層:灰オリーブ色(7.5YR4/2)細礫混り細粒～中粒砂質シルト層で、層厚約10cmの作土層である。

第3b層:暗オリーブ色(5Y 4/3)細礫混り細粒～中粒砂質シルト層で、層厚約10cmの作土層である。

第3c層:暗オリーブ色(5Y 4/3)細粒～中粒砂質シルト層で、層厚約10cmの作土層である。

第4層は上下3層に細分され、さらに第4a層、第4b層は上下2層に分けられた。第4b層は耕作に関

係する整地層で、畦 畔状の高まりを作っていた。第4a層は、第4b層の高まりに挟まれた不定形な範囲

で行われた耕作による作土層である。土師器・瓦質土器・中国産青磁など15世紀代の遺物が出土した。

第4al層:オリーブ黒色(5GY2/1)細粒砂質シルト層で、層厚約15cmの作土層である。

第4a2層:オリーブ黒色(5Y2/1)シルト質細粒砂～細粒砂質シルト層で、層厚約25cmの作土層である。

本層下面で検出されたSX403の埋土に当る。

第4bl層:灰色(7.5YR4/1)細粒砂質シルト層で、層厚10～20cm弱の整地層である。

第4b2層:灰色(10YR4/1)極細粒～細粒砂偽礫を多く含 む細粒砂質シルト層で、層厚約5～10cmの整

地層である。
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I東 壁 】 、

1;40

ー   : 一   一 一 一  乙   , 第 4a1層

5、イー,ンイ, アー    、9、 一 二一  第4a2層
-  -- .- -- -- -一 .- -- 一一 一一 一               -2.5m

第5層     第4C層 第4゚2層 一

灰色(7.5Y5/1)粗粒～極粗粒砂            9:オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒砂質シルト

灰色(10Y5/1)細粒砂質シルト            10:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト
灰色(7.5Y6/1)粗粒～極粗粒砂            11:灰色(5Y4/1)シルト質細粒～中粒砂

灰色(7.5Y5/1)極粗粒砂～細礫
1;40

第1層

第4bl層

第4b2層

TP-2.0m

-二 .一 -ニ ニ 一一 -ゴ ー: - -2.5m

第4c層   第5層

【南 壁 】

2m

図4 調査区地層断面図 1:40



IY-47,000

X-143,925

χ-143,930

第4c層:黒褐色(2.5Y3/1)

細粒～中粒砂質シルト層

で、第 5層最上部が植物・

踏込みにより擾乱された

ものと考えられる。

第5層 :灰色(10YR4/1)

細粒～極粗粒砂層で、 層

厚140cm以上の河成層で

ある。調 査区東壁付近の

トレンチ断面で東西方向

の流 路 NR501を確 認 し

た。本 層からは東播系の

須恵器が出土 してお り、

年代は中世に収まる。

ii )遺構と遺物(図5～

9、写真図版1・2)

本調査で確認された遺

構は、 大別して中世およ

び近世の2時期が認めら

れる。

1 : 100

図5 第4層関連遺構平面図

5m

a. 中世の遺構と遺物

(図5～7)

本調査では、 第5層中

から出土 した須 恵器 が

もっとも古い層準に属する。須 恵器1は東播系こね鉢で、口縁端部を内側へつまみ肥厚させている。

12～13世紀に属するものであろう。第 5層からはほかに時期不明の瓦器椀片、平 瓦片も出土した。

第4層に関連して水田遺構が見つかった。

畦畔SR401は高さ0.3mで、盛土である第4b 1・4b2層の2層からなり、下 部の第4b2層には極細粒

SP402 SX403

TP-2.4m

50cm

TP-2.0m

1:20

:灰色(7.5Y 4/1)細粒砂質シルト
:第4b層

4:100

1:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒～中粒砂質シルト
2:灰色(5Y4/1)シルト質細粒～中粒砂(第5層)
3:灰色(5Y4/1)細粒～中粒砂(第5層)
4:黒色(5Y2/1)炭化物含むシルト(第5層)

図6 第 4層 関連遺構断面図
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～細粒砂偽礫が多く含 まれている。調査区の東南部も第4b2層を盛ってやや高くしており、両 方に挟

まれた範囲SX403が浅く溝状に耕起されている。SR401の東西幅は不明であり、東 側の第4b2層の高

まり、SX403を含む全体で島畠である可能性も考えられる。

SX403の東端は幅4.lm,深さ0.4m1 南端は幅4.3m1 深さ0.35mである。屈曲部がもっとも幅広く

7.6m,深さは約0.35mで、底面には踏込み痕が多数認められた(図6)。調査区の北部で東へ屈曲する

など、不 定形であり、全体の形状は把握できていない。埋土はオリーブ黒色(5Y3/1)細粒～中粒砂質

シルト(第4a2層)で、出土遺物(図7)には土師器皿3、瓦 質土器羽釜5、中国産青磁鏑蓮弁文碗4な

どがある。青磁碗4は龍泉窯系で14世紀前半以前に遡る遺物であるが、ほかは15世紀代の遺物である。

また、東 南部の盛土(第4b2層)の上面から小穴SP402が検出された。直径0.6m,深さ0.03m,埋土

は灰色細粒砂質シルトで、出土遺物はない。

このほか、遺物包含層から出土した遺物がある。

第4層から出土した遺物には土師器小皿2、瓦 質土器羽釜7、 中国産青磁碗6などがある。2は口

縁端部を強くヨコナデするもので14世紀代以前、 6は口縁部が端反りとなるもので15世紀前半以前の

ものであろう。7は15世紀末～16世紀初の遺物で、地層の年代にあたると考えられる。

また、第 3層から出土した遺物には瓦器小皿8、瓦 器椀9・11、瓦 質土器羽釜12・13、備前焼捕鉢

10,瀬戸美濃焼碗15、中国産白磁碗14などがある。瓦器椀のように13世紀後半代に遡る遺物のほか、

13も口縁直下にごく短い鍔をもつ羽釜とみられる13世紀のものであろう。12は鍔が短くかつ厚く、口

縁部はわずかに直立させており第 4層に属する羽釜より新 しい要素があるが、15世紀代に収まるもの

と考えられる。

11

゛ゝ 呂 Ⅰど' 14

雫曙閣閣園園旦騨116
【一亡一茨 20帥

図7 出土遺物実測図

SX403( 3～5)、第5層(1)、第 4層(2・6・7)、第 3層(8～15)、第1・2層(16)
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Y-47,005

X-1 43,925

X-143,930

b.近世の遺構と遺物(図

7～ 9)

第3層 上 面 で は後 述 の

SD201西 側 で柱 穴 SP202

が見つかった。直 径0.3m,

深さ0.4mで明瞭な柱 痕跡

が認められた。出土遺物は

ない。 また、 南へ1.6mに

もう1個柱穴があり、組 み

合う可能性がある。

第2層下而では調査区全

体にわたって鋤溝が確認さ

れたほか、溝 が存在した。

調査 区西部 に溝 SD201

が見 つか った。 幅0.6m,

深さ0.l5mで、 おおむね南

北方向の直線的な溝である

が、北半はやや蛇行してい

る。溝 底の高さはほぼ一定

で、黒色細礫混り粗 粒砂質

シル トの埋土には水の流れ

5o          た痕跡は無い 。周 囲の 鋤溝

1゚100                 が並行しており、耕作地の
図8 第2層下面および第3層上面遺構平面図

区画を示すものであろう。

これ らの溝群からは19世紀代の磁器が出土しているが、細 片のため図化 していない。

第1・2層の掘削中に肥前磁器染付碗16が出土し、19世紀代のものである。

SD201

2              -2.2m

SP202

W  ・  ・   E

r a---/  3- TP-20m

1  ゜゚"
一  一)4

1:20
-2.3m

1 :黒色(7.5Y2/1)細礫混り粗粒砂質シルト(作土)            1:灰色(7.5Y4/1)細粒砂質シルト(SP202柱痕跡)

2:オリーブ黒色(10Y3/1)細礫混り中粒砂質シルト           2:灰色(5Y4/1)3のブロックを含む細粒砂質シルト(SP202掘形〉

(作土:第3a～c層)                        3:灰オリーブ色(5Y5/2)中粒砂質シルト(第3層)

4:灰オリーブ色(5Y4/2)偽礫含む極細粒砂質シルト(第4b層)

5:灰オリーブ色(5Y5/2.5)シルト質細粒砂(第5層)

図9 第2層下面および第3層上面遺構断面図
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3)まとめ

本調査地では、遅 くとも15世紀に水田耕作を行っていたこと、そ の後、江 戸時代まで耕作域であっ

たことが明らか となった。遺 物のみの確認であるが13世紀後半ころの瓦器も出土しており、付 近に鎌

倉時代の集落が存在していた可能性がある。また、 もっとも下位の河成層である第 5層からは鎌倉時

代に遡る遺物が出土しているが、上 流側に当該期の遺跡が存在することも考 えられよう。

鷺洲遺跡は、大 阪平野北部が河内湖から陸化し、開発が始まった当時の様相を探 るうえでも重要な

位置にあり、周 辺域の調査の進展が望まれる。

引用・参 考文献

新修大阪市史編纂所1988、「丸木船の出土」:『新修大阪市史1第1巻 大阪市、ppa548-554

大阪市文化財協会2009、『用品倉庫用地における埋蔵文化財試掘調査(OYO8-1)報告書』

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013、「大深町遺跡B地点発掘調査(OCII-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化

財包蔵地発掘調査報告書(2011)』、pp.35-42

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015、「鷺洲遺跡発掘調査(SU13-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発

掘調査報告書(2013)』、pp.23-30
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調査区東壁地層断面

と第5層堆積状況

(南西から)

調査区南壁地層断面

(北東から)

第4層関連遺構

検出状況(南から)

図
版
一



SP402埋土断面

(南から)

第2層下面・第 3層上而

検出状況(南から)

SP202埋土断面

(南から)

図
版
二



北区天神西町9-1における建設工事に伴う

天神橋遺跡発掘調査(TJ16- 1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区天神西町9-1

42渭

平成28年8月29日～9月2日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は天神橋北詰の北西約200m余りに位置する(図1)。この地は古代・中世の難波津・渡辺津

の北岸地域であり、北東約200mに位置する天満天神(天満宮)の門前町でもあった。江戸時代には大

坂三郷の一つである天満組の南西隅付近にあたっており、す ぐ西には慶長3(1598)年に掘削された天

満堀川(現阪神高速12号大阪守口線)が通り、東約100mには古代まで遡る可能性が示唆されている天

神橋筋[新修大阪市史編纂委員会19881が通っている。

今回調査地の南50mのTJOO- 2次調査地では、古墳時代の土器埋納遺構や、奈良時代後半～平安

時代中期の遺物、室町時代の堀・井戸・礎石・柱穴・土器溜・土壊が見つかっている[大阪市文化財

協会2002]。当地の東隣ではTJO8-1次調査で古代末から中世にいたる井戸や土塘が発見され、多く

の土器が出土している[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会20101。西50mで行われたTJ14- 2次

調査では、豊臣期の整地層の上で、慶長19(1614)年の大坂冬ノ陣で被災したと推測される屋敷地が発

見され[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所20161、その北隣のTJ12- 4次、西側のTJO9- 1次調

査でも中世の遺構・遺物のほか、天満堀川の開削に伴うとみられる盛土層などが検出されている[大

阪市教育委員会・大阪文化財研究所2011・20141o

今回の調査地で大阪市教育委員会が行った試掘調査によって、地表下約2.Om以下の深さで本格的な

発掘調査を必要とする近世以前の遺構面および遺物包含層が検出されたことから、発掘調査を行うこ

ととなった。調査は比較的遺跡の残存状況が良いと思われる北側で、東西7mX南北6 m,計42mlの

調査区を設定した(図2)。地表下約1.5m程度まで重機で掘削し、以下を人力で掘削しつつ調査を行っ

た。

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図

- 青  一



本報告で用いた方位は、現 場で記録した街区図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成することによ

り得た世界測地系座標に基づき、座標北を基準にした。標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて

TP+○mと表記した。

第0層

第1層 2

第2a層

第2b層

第3層

図 3 地層 と遺 構 の関 係 図

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

現地表面の標高はTP+4.2mで、 ほぼ平坦で

ある。

第0層 :現地表面から深さ0.9～1.9mまでの

現代の盛土層である。

第1層 :機械掘削によって除去した近世の地

層を一括して第1層とした。全 体の厚さは最大

50cm程度が残っており、いずれも人為による盛

土や整地層である。 ただ、 その最下層(図4-

12)は遺物の出土がなく、 詳細な年代は不明で

ある。

第2層 :暗色系の色調の地層を第2層とした。

TP+4.0m

十3.0m

ー・一一:了フ・第2b層

1
2

3

4

5

6

7

8

9

0

エ

2

3

4

5

6

7

オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルトに2が混じる

:黄褐色(2.5Y5/4)中粒～細粒砂

にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒砂

:黒褐～暗灰色(2.5Y3/1)砂混りシルトの薄層の集積

:褐色(10YR4/4)シルト・砂など

:暗褐色(10YR3/4)砂混りシルト、焼土・炭を含む

:黄褐色(2.5Y5/4)砂・シルト

オリーブ褐色(2.5Y 4/2)シルト・砂など

にぶい黄褐色(10YR4/3)砂礫混りシルト

:暗褐色(10YR3/4)砂混りシルト、焼土・炭を含む

オリーブ褐色(2.5Y 4/4)シルト

にぶい黄褐色(10YR4/3)砂混りシルト

:暗褐色(10YR3/3)砂混りシルト(12より砂 多い)にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂などの偽礫を含む

:黒褐色(10YR3/2)砂混りシルト、焼土塊やオリーブ褐色(2.5Y 4/4)細粒～中粒砂の偽礫を少し含む

:黒色(10YR2/1)シルト(上位)、下位はこれに17の砂礫が混じる(SKOI埋土)

:暗褐色(10YR3/3)砂礫にl7の砂礫混じる(SKO2埋土)

にぶい黄褐または黄褐色(10YR5/5)砂礫(河成層)

1:50

2m

+2.0m

図 4 北 壁 地 層断 面 図
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第2a層は暗褐色砂混りシルトを主体とする盛土で、層厚は10～20cmであるが、年代がわかる遺物は出

土していない。第2b層は黒褐色砂混りシルトで、オリーブ褐色の砂の偽礫や最大で指先大の焼土塊な

どを含んでいる。上面の標高はTP+2.6mで、層厚は40～60cmとかなり厚い。東 隣のTJO8- 1次調査

で検出されている古土壌に相当するが、本 層は偽礫や焼土塊を含むことから、人為的に掘り返されて

いる可能性がある。出土遺物は多量であり、12・13世紀のものが中心である。

第3層 :黄褐色砂礫からなる河成層である。TP2.2m以下に厚く堆積する。明瞭な水平ラミナが観

察された。

ii遺構と遺物

機械によって第2a層まで掘削したため、調査した遺構面は第3層と第2b層各上面の2面であった。

第3層上面では土壇・ピットなどを検出した(図5)。

SK01は東西0.7m,南北0.35m以上で、深 さ0.45m余りの規模である。埋土は黒褐色シルトに第3

層の砂礫が混じっていた(図4)。SK02は東西0.5m,南北0.3m以上で、深 さ0.45mの規模である。埋

Y-44,8461                Y-44,8441 Y-44,B42 1                Y-44,8401

2m

1:50

図5 第3層上面検出遺構平面図
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SKO4 W 丁P+2.0m
土は暗褐色砂礫や第3層の砂礫で埋っていた(図

十L8m

1:灰黄褐色(10YR4/2)シルト混り砂礫・

にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混り砂礫(シルト少ない)

などで埋まる

\二7TP+2.0m
十1.8m

1:黒褐色(10YR3/2)砂礫混りシルト

SKO6 N

TP+2.0m

十1.8m

1:黒褐色(10YR3/2)砂礫混りシルト

2:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混 り砂礫

0                       1m

1:20

4)。SK03は東西0.3m,南北0.35mで、深 さO.lm

の規模である。SK04は東西0.75m1 南北0.3m以上

で、深さ0.25mの規模で、灰黄褐色～にぶい黄褐

色の砂礫で埋っていた(図6)。SKO5は東西0.7m以

上、南北0.5m, 深さ0.l5mで、黒褐色砂礫混りシ

ルトで埋っていた(図6)。SKO6は東西0.5m,南北

0.7m,深さ0.25mの規模で、埋土は上から黒褐色

砂礫混りシルト、 にぶい黄褐色シルト混 り砂礫で

埋っていた(図6)。SPO7は直径0.2mほどで、深 さ

は0.2mであった。 なお、SKO5・06からは年代不

詳の土師器細片が出土している。

第2b層上而では溝状あるいは土塘状の遺構を複

図 6 遺構 断 面 図

Y-44.846 Y-44,844 Y-44,B42 Y-44,840

×一144,732

図7 第2b層上面検出遺構平面図
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10             \           ・zo

23                      27      28

1 36

20cm      O          5cm 44  0          10cm

1:4                      2:3(44)              1:3(45・46)

図 8 第2b層 出土 遺 物 実 測 図
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数検出した(図7)が、本 来の掘込み面は不明である。また年代の判る遺物は出土していないが、第1

層に伴うものとみられる。

遺物はほとんど第2b層からの出土であった(図8)。土師器では皿が圧倒的に多く、口径10cm以内の

皿1～10では、口縁部がいわゆる「ての字」状を呈する1・2、 コースター形の浅い器形の3、かすか

に端部をつまみ上げる4、端 部を丸く納める5～10がある。11～15は口径14～18cmの皿で、いずれも

口縁部をナデて仕上げ、底部外面にはユビオサエ痕が見られる。なお、15は8世紀末～9世紀初頭に

遡る。」6は羽釜である。東播系須恵器には椀17、同捏ね鉢18・19がある。灰釉系陶器には片口鉢20,

常滑焼には尭21がある。また、瓦 器も多量に出土しており、小 皿22～24、椀25～35、鍋36、三足釜

37がある。中国産磁器には白磁碗38・39、 白磁壺40があり、瓦 質土器には尭41、火 鉢42がある。こ

のほか、石製品には砥石43や縄文時代晩期～弥生時代前期の石厳未製品44があり、土 製品としては管

状土錘45・46が出土している。以上の遺物は、土師器皿15や石蟲未製品44を除けば、およそ11世紀

後半～14世紀頃であり、なかでも12～13世紀が中心であるとみられる。

3)まとめ

冒頭で述べたように、当地は難波津・渡辺津の北岸地域であり、天満天神社の門前町であった。周

辺の調査ではこうした事情に加えて西方の天満堀川の開削にかかわる資料の発見なども相次いでい

る。今 回の調査では堀川に関わる地層は発見されなかったが、やはり古代難波津・中世渡辺津に関わ

る資料の蓄積が得られたことが大きな成果であったと言える。

参考文献
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文化財包蔵地発掘調査報告書(2009)』、pp.3-14
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報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2012)』、pp.33-44
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北壁地層断面

第3層上面の遺構(東から)



北区天神橋一丁目4における建設工事に伴う

天神橋遺跡発掘調査(TJ16- 2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区天神橋1丁目4

49留

平成28年9月14日～9月23日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積山洋
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は天神橋北詰の北約300mに位置する(図1)。古代・中世の難波津・渡辺津の北岸地域であり、

中世後半には天満天神(天満宮)の門前町となった。江戸時代には大坂三郷の一つである天満組の南西

部に当っており、す ぐ東には古代まで遡る可能性が示唆されている天神橋筋[新修大阪市史編纂委員

会19881が通っている。

今回調査地の南50m余のTJII- 4次調査では、豊臣後期と徳川期初期の整地層と、それぞれその

上面で遺構・遺物が検出されたほか、弥生土器や古代・中世の土器も出土している[大阪文化財研究

所2011」。これより南方ではTJOO- 2次調査[大阪市文化財協会2002]をはじめ古墳時代以来各時期

の遺構・遺物が多数発見されている。このほかに、南 西のTJO8- 1次調査地でも、井 戸および土塘

より11世紀後半から12世紀後半にいたる遺物が出土し、大 川以北における土器編年を考える上で良好

な一括資料となった[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会20101o

今回、調査地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約2m以下の深さで本格的な発掘

調査を必要とする中世以前の遺構面および遺物包含層が検出されたことから、発 掘調査を行うことと

なった。調査は比較的遺跡の残存状況が良いと思われる南側で、東西7mX南北7mの調査区を設定

した(図2)。地表下約2m程度まで重機で掘削し、以下を人力で掘削しつつ調査を行った。調査期間

は平成28年9月14日～9月23日である。

本報告で用いた方位は、現 場で記録した街区図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成することによ

り得た世界測地系座標に基づき、座 標北を基準にした。標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて

TP+○mと表記した。

1

\

主
.

饗
地

方

道

天

神

橋

・

天
王

寺

線

1) Y-44,760 1 ＿＿＿l＿＿

500

図1 調査地位置図 図 2 調査 区位 置 図
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2)調査の結果

第0層            1)層序(図3・4)

調査地の現況地形はほぼ平坦である。

: 第1層            第0層 :標高約5.2mの現地表面から深 さ0.4

M2a71 - 20    ～1.1、(よどの現代の盛土層等である。
第2a-3層

sEo1.o3   ヵ,,-1ヨ            第1層:機械掘削によって除去した近代～徳
SKO2

第2b-2層           川期の地層を一括して第1層とした。厚 さは1.2
SKO4・05

第2cM             ～1.4mほどで、砂 や砂混りシルトなどによる盛

第3a層            土カ吠 半である。

ffl3bM             第2層 :おおむね標高3.4m以下で検出される
ノ

0り
第4層            盛土層である。大 きく第2a～2c層の3層に分か

図3 地層と遺構の関係図        れるが、第2a・2b層はさらに細分可能であった。

第2a-1・2層は部分的に検出された地層であり、前者はシルトや炭などの薄層からなる整地層であ

る。後者はごく部分的に認められたのみである。第2a-3層は暗オリーブ褐色砂混りシルトを主体と

し、最 大層厚40cmである。17世紀後半の陶磁器が出土している。第2b層も2層に分かれ、第2b-1

N

二 ミ , ≦ モ ミ ー : .3    2

第28-3層    第2a-2層 第2a-1層

ー-一一一一一一'】 SKO6  -----v---・一゙一゙-
丈       第4層 0 2m

1:50

黄灰色(2.5Y4/1)砂混りシルト、炭などの薄層からなる整地層

暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト混り粗粒砂、炭含む

黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂

暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)砂混りシルト、にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒～粗粒砂の偽礫混じる

にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒砂、にぶい黄褐色(2.5Y5/4)粘土の偽礫含む

暗灰黄色(2.5Y 4/2)砂混りシルト、オリーブ褐色(2.5Y 4/6)粗粒砂の偽礫・炭混じる

黄褐色(2.5Y5/3)砂混りシルト、下位層の偽礫混じる

黒褐色(2.5Y3/2)砂混りシルト、にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粒砂や褐色(10YR4/4)シルトなどの偽礫を含む

黒褐色(2.5Y3/2)シルト混 り粗粒砂

黄褐色(2.5Y5/6)粗粒砂

暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)粗粒砂、下位層の粗粒砂混じる

図4 東壁地層断而図
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Y-44,770 1

層は最大層厚が15cmで、にぶい黄色粗粒砂を主体とする。土師器皿・焙烙・十能、瀬戸美濃焼汁注、

肥前陶器碗、肥前磁器碗、ベ トナム産陶器長胴瓶などが出土し、17世紀後半を下限とする。第2b-2

層は暗灰黄色砂混りシルトが主体で、最大層厚は30cm余である。肥前陶器碗が出土し、本層は豊臣後

期の盛土である可能性が高い。上面で17世紀前半の土塘SKO4(後述)が検出された。第2c層は、層厚

が最大で40cmに達する黄褐色砂混り

シルトが主体である。

第3層 :第3a層は黒褐色砂混りシル

トを主体とする盛土で、最大層厚は25

cmである。第3b層は黒褐色シルト混り

粗粒砂で、厚みは40～45cmほどであっ

た。本層はシルトや粘土等の偽礫を含

んでおらず、この粗粒砂は下位の第4

層に由来するとみられる。当地一帯で

検出されている古土壌である。古代の

土師器(竃・尭)のほか12世紀前半の瓦

器椀(図8-1)が出土しており、本層

は中世前期頃を下限とする層準である

とみられる。

第4層 :TP+l.9m以下に分布する

自然堆積の黄褐色粗粒砂層であるが、

調査の範囲ではラミナは明確ではな

かった。本層上面で土塘が検出されて

いる。

ii遺構と遺物

a.第4層上面の遺構(図5)

SKO6は幅0.4m余、 長さ約0.9m,

深さ約0.5mの土塘である。遺 物は出

土していないが、直上の第3b層が中

世なので、それ以前の年代が想定でき

る。

b.第2b-2層上面の遺構(図6)

調査区の北壁に沿って2基の土塘が

みつかったが、 いずれも部分的な検

出にすぎない。両者は重複しており、

SKO4が先行する。

×-144,665

5m

1:100

図5 第4層上面遺構平面図

Y-44,770 1 Y-44,7651

X-144,665

5m

1:100

図6 第2b-2層上而遺構平面図
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Y-44,7701

1二1(:)(:)

図7 第2a-3層 上面遺構平面図

Y-44,7651

SKO4は東西1.8m以上、 南北0.5m

以上の規模で深さは0.8mを測る。埋

土の最下層には須恵器や土師器を含む

が、その直上層の埋土より17世紀前半

の丹波焼捕鉢が出土している。SKO5

は東西・ 南北とも0.5m以上、 深さ

×-144,665 0.45m で あ る。

c.第2a-3層上面の遺構と遺物(図

7・8)

機械掘削ののち、調査は第2a-3層

上面から開始した。その際に検出され

た遺構は本来の掘込み面が不明である

が、遺 物の年代観により、第 1層に属

5m     するとみられる。

SEOIは直径約2mほどの井戸であ

る。非常に深く、湧 水のため完掘でき

なかったが、18世紀後半の肥前磁器青磁染付碗(図8-12)や捕鉢(図8-13・14)が出土しており、14

は備前焼、13は産地不明で、鉄釉を施している。

SK02は東西3m余、南北3m足らずの規模の土壊である。深 さは1.6m以上で、南に幅0.8mほどで

深さ0.7mほどの突出部がある。この突出部を出入り口とする穴蔵かもしれない。SEOI・03に先行する。

遺物は肥前磁器碗3～6のほか、鉄 絵を施し、底 部外面に刻印を有する産地不明の陶器碗7や内面に

施釉し、底部外面に貝目跡の残る捕鉢9、釣灯篭とみられる土人形8などがある。これらは18世紀第

一四半期に収まる。また、遊離資料ではあるが、古代の製塩土器2が出土している。

SE03は直径約1.5mの井戸である。これも完掘できなかったが、肥 前磁器染付皿10・11が出土した。

11は平面方形に型打ちしている。これらは18世紀前半に収まりそうである。

3)まとめ

あらためて各層・各遺構の年代を整理しておく。最下層のSKO6が中世以前、第3b層が中世前期を

下限とする。第2b-2層は遺物が少ないが、豊 臣後期でよければ、第3a層、第2c層などは豊臣前期の

天満寺内町や天満宮の門前町などに関わる盛土とみることもできなくはないであろう。第2b-2層上

面のSK04・05は徳川期の17世紀前半、第2b-1層は同中頃～後半、第2a-3層は17世紀後半となる。

第1層に関わる遺構としては18世紀の2基の井戸と大型の土壊がある。

今後の課題としては、この地の天満天神(天満宮)の門前町の様相を明らかにすることがあげられる。

引き続き、発掘調査の資料が蓄積されることを期待する。
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東壁地層断面

第2a-3層上面の遺構(東から)



北区天神橋一丁目18-5・19-6における建設工事に伴う

天神橋遺跡発掘調査(TJ16-3)報告書
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1)調査 に至る経緯と経過

天神橋遺跡は、天神橋北詰から天満天神(大阪天満宮)を含む大川北岸に広がる集落遺跡である。天

満天神は、社 伝では天暦3(949)年かその直後に建立されたといい、且 世紀末までには創建されてい

た[大村拓生20141 天満宮の周囲は天満地域のなかで最も地盤が高く(河成層・古土壌上端でTP+2

～2.5m程度)、瓦 ・墨書土器・和同開称などが出土し、古代の官衡や寺院などがあった可能性が高い。

渡辺津の北岸にあたる天神橋北詰一帯は中世の中心地の一つであり、11～14世紀頃の遺構・遺物が濃

密に見つかっている。また天満天神の門前は、豊 臣秀吉が置いた天満本願寺の寺内町の外側と推定さ

れるが、一続きに町場が広がっていた可能性がある。

本調査地から西50mのTJO8- 2次調査では、 豊臣後期～徳川初期以降の鍛冶関係の遺物や廃棄

城が出土した[大阪市教育委員会・大 阪市文化財協会2010]。また南西約100mのTJO7- 1次調査で

は、豊臣期の東西方向の石列と溝が検出され[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2009]、その南の

TJII- 3次調査では豊臣前後期に大きな屋敷があり、地 図にない南北道が見つかっている[大阪市教

育委員会・大阪文化財研究所2013]。

本調査に先立つ大阪市教育委員会の試掘調査では、地表下1.9mに自然堆積の砂層(第9層)があり、

その上面等で遺構が検出された。それを受けた本調査は、東西7m・南北5mを対象にした。地表下

約1,3mまでを重機で掘削したが、東壁際を除く東側4分の3に深い攪乱があった。それを除去し、第

7層から第9層上面の間で5面を調査した。また、本 報告で用いた方位は、現 場で記録した街区図を

1/2,500大阪市デジタル地図に合成することにより得た世界測地系座標に基づき、座 標北を基準にし

た。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

5,000

Y-44,600         Y-44,5EIO

X-1 44,7BO

X-144,800

2am

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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表土

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

現地表の標高はTP+約5.3mで、地表下約0.4rn

にあった焼土層以下に層名を付した。

第1層:焼土層で層厚は10cmである。第2次

世界大戦の戦災の可能性がある。

第2層 :灰色や灰オリーブ色シルトの薄層か

ら成る整地層で、層厚は5～10cmである。

第3層 :浅黄色(2.5Y7 /3)粗粒～極粗粒砂の

盛土で、層厚は15～30cmである。

第4層 :オリーブ褐色(2.5Y 4/3)粗粒砂質シ

ルトの整地層で、層厚は10cmである。上面は遺

構面で、南北で高さに違いがある。

第5層 :にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～極粗粒砂層(北)とオリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒砂質シルト層

(南)の盛土で、層厚は20～35cmである。

第6層 :黄褐色(2.5Y5/4)シルトの整地層で、層厚は10cmである。上面は遺構面である。

第7層 :シルト偽礫混り黄褐色(2.5Y5/3)シルト質中粒砂層の第7a層と、シルト偽礫混り暗オリー

ブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂層の第7b層から成る盛土で、第7a層は層厚40～45cm,第7b層は層

厚15～20cmである。第7a層上部でSK701 - 702とSX703、第7b層上面でSK751 ・752を検出した。

第7層からは図6の肥前磁器9が出土し、17世紀中頃～後半と推定される。

第8層 :黄褐色(2.5Y5/3)中粒砂の盛土で、 最大層厚20cmである。本 層上面でSP802・806、

SD801、下部でSK803・804を検出した。豊臣後期もしくは、徳川初期と推定される。

第9層 :黄褐色(2.5Y5/4)中粒砂の水成層で、層厚は65cm以上である。上面でSP901～906を検出

第1層 第2層

/    /

図3 地層と遺構の関係図

SP901  SP902  SP806

図4 東壁地層断面図

/  TP+5.0m

、= 一 エー ニ第1層
\ 第 2層

゜ \゙ 第 3層

7・ 第4層

1二τ卜 第 5層

1:50
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した。上端の標高はTP+3.55mであった。

ii )遺構と遺物(図5・6)

第9層上面で調査区南壁際に並ぶSP903～906と、東 壁際に並ぶSP901・902を検出した。攪 乱の

底で検出したものもあるが、豊臣期の可能性がある遺構である。直径は0.25～0.40m,深さは0.35～

0.50mである。

西側に残っていた第8層の下部で、SK803・804、SP805を検出した。SK803は東西1.4m以上、南

北0.6m以上、深 さ0.9m以上である(図6)。埋 土にごみ等はほとんど含まず、井戸かもしれない。遊

離資料として須恵器杯1を図示した。SK804は深さ約0.lmで、全 形はわからない。瓦質土器尭3、常

Y-44,6001

SP901

SP902

SP906
SP905 SP904

②\SP903

1,第9層上面

X-144,790

1:80
SK803

冫.゙:.3.[、:,'.'
SK803・(。.」 [ ・.4

十2.5m

1 :オリーブ褐色(2.5Y4/3)

シルト偽礫、粗粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/4)

シルト質中粒～粗粒砂

3:黄褐色(10YR5/6)

中粒～粗粒砂、細礫・

シルト小偽礫入り

4:明黄褐色(10YR6/1)

中粒砂、自然堆積

1m

1:50

SK803

K804

(SP805)

2,第8層下部

, SK751

SK752

4.第7b層上面

SD801/ \ SP802 SP806.

3.第8層上面

SK701

5.第7a層上部
SX703

図5 遺構平面図・SK803断面図
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ゞ 了[1 .冫 。丈麦芝↓= = /11

10           20cm

1:4

図6 出土遺物実測図

SK803( 1 )、SK804( 2～7)、SP805(8)、SK701 (10・12)、SK702(11)、第7層(9)

滑焼亮4、肥前陶器碗5、中世の平瓦6と丸瓦7が出土した。また2は須恵器で、突 帯のある太型の

蓋と推定した。SKB03・804は豊臣後期の可能性がある。SP805は直径0.35m, 深さ0.30mである。

肥前磁器の白磁碗8が出土し、第 7層段階の遺構かもしれない。

第8層上面でSD801とSP802・806を検出した。SD801を切ってSP802が掘られる。東 西方向の

SD801は幅0.35 ～0.50m,深さO.lOmである。SP802は直径0.35m,深さ0.40mで、底に石を据えている。

東側のSP806は直径0.50m, 深さ0.65mである。SP802とSP806の間は約 3mである。SD801や

SP802とSP806を結ぶラインで、第 7層から第4層の間で南と北の層相や遺構面の高さの違いなどが

見られ、ここが敷地境であった可能性がある。

第7b層上面でSK751・752を検出した。両方とも全形は不明で、SK751は深さ0.l5m, SK752で深

さ0.20mである。

第7a層上部でSK701 (断面は図5)・702と集石遺構SX703を検出した。SK701からは土師器皿10と

肥前陶器皿12が出土した。SK702は直径0.65m以上で、深さ0.l5mである。埋 土は炭や焼土を含む褐

色シルト質粗粒砂で、土師器皿11が出土した。 これらは17世紀中～後葉の遺構である。SX703は0.1

～0.2mの石が集中し、調査区外へ広がる。石の間に焼土があった。

3)まとめ

遺構の中には豊臣後期に遡る可能性のものがあるが、それ以上は峻別できない。また、東 西方向の

屋敷境がかかっている可能性がある。調査地点は天満地域では自然堆積層上端の標高が最も高 く、立

地条件の良い場所であった。
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東壁地層断面

(西から)

第9層上面

(西から)

第7a層上部

(西から)



北区天神橋二丁目4-3他 3筆における建設工事に伴う

天神橋遺跡発掘調査(TJ16- 4)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区天神橋2丁 目4-3他 3筆

56留

平成29年2月13日～2月22日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は現在の天神橋筋(市道天神橋天王寺線)とその東に並行するかっての天神橋筋(現在の商店

街)に挟まれた場所にあり、大阪天満宮境内のほぼ真西に当る。天神橋遺跡は内外に古代の東大寺新

羅江荘あるいは安曇江荘、中世の渡辺津などの推定地があるほか、中世後半以降は天満天神(天満宮)

の門前町として、さらに豊臣期の天満城下町として整備が進み、徳川期には大坂三郷の一っである天

満組として今日の賑わいの礎となった地域である。

本調査地に近接する調査地では徳川期の遺構・遺物が多い。西1 70mのTJII- 5次調査地[大阪市

教育委員会・大阪文化財研究所2013b]や南150mのTJ16- 2次調査地[大阪市教育委員会・太阪文化

財研究所20171では徳川期の17～18世紀代の土壇や素掘り井戸などが見っかってぃる。このうち前者

ではベンガラを廃棄した17世紀代の地層があり、天満堀川(現在の阪神高速12号守口線)の水運と産業

との関連を示すものとして注目されよう。一方、徳川期より古い遺構はTJII- 4次調査地[大阪市教

育委員会・大阪文化財研究所2013a]に豊臣後期の土塘や溝があるものの、さらに南ないし西側で顕著

である。古墳時代ではTJOO- 2次調査地で中期の土器埋納遺構があり[大阪市文化財協会2002」、古

代～中世では同調査地、TJ08-1次[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会20101・TJO9-1次[大

阪市教育委員会・大阪文化財研究所2011」・TJ12- 4次調査地[大阪市教育委員会・大阪文化財研究

所2014]で各時期の遺構と遺物がある。主な成果にはTJO8- 1次調査地で11世紀後半～12世紀後半

の井戸や土塘から出土した土器の一括資料や、TJOO- 2次・TJ12- 4次調査地の中世の建物や塀・

堀などがあり、渡辺津として栄えた歴史的経緯に関連付けることができる。続いて、TJ12- 4次・

TJ14- 2次調査地[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2016]では豊臣後期の建物や屋敷地が見っ

府道恵美須

200m
遺跡の範囲

5,000

×

天
神
橋
筋
商
店
街

1
1

1
/
\

Y-44,740-44,760

44,540

50m

1:1,000

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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重機掘削

SK401 -404

・SD407

第5b層

SD601・S 第6a層

SK604

SK703

第6b層

図3 地層と遺構の関係図

かって い る。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査

第、層 では、地表下約2.3m以下の深さで本格的な発掘

調査を必要とする17世紀以前の遺構面および遺

物包含層が検出された。今 回の調査は、 こうし

第2層 た地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、こ
の地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目

第3層 的に実施した。

第5a層

発掘調査は平成29年2月13日から開始した。

第4a層  調査地の南部で南北8mX東西7mの調査区を

1"1 設定し、まず、地表下2.3一程度にある後述の第

4a層上面まで重機で掘削した。その後、第4a層

以下の層準で遺構の検出と掘削、写真・図而な

どによる記録作業を行い、地表下4.4m程度まで

を調査して現地における全ての作業を終了し、

同年2月22日に撤収した。

なお、方位は現場で記録した街区図を1/2500

大阪市デジタル地図に合成することにより得た

世界測地系座標に基づき、標高はT.P.値(東京湾

平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4、写真図版1)

調査区の現況地形はTP+4.7m前後でおおむね平坦である。

調査区の層序は以下の8層に大別されたが、先述のとおり第3層までは調査区壁面のみの観察に基

づく知見である。以下、調査区西壁の地層断面により各層を記述する。なお、地層に係る用語は[文

化庁文化財部記念物課2010]に準拠した。

第1層:割石・レンガを多量に含む現代の整地層で、層厚は150～290cmである。

第2層 :にぶい黄褐色(10YR4/3)またはにぶい黄橙色(10YR6/4)中粒砂を主体とする整地層で

層厚は25cm程度である。近世でも18世紀後葉以降の地層である。本 層を埋土とするSK401～404・

SD407を第3層上面で検出した。

第3層 :にぶい黄色(2.5Y6/3)中粒～細粒砂または細礫質中粒砂を主体とする古土壌で、層厚は45

cm程度である。西壁北端付近では上面が焼けており黒褐色(10YR3/2)シルト質中粒砂で炭・焼土偽礫

を含む。一部に遺構埋土とみられる褐色(10YR4/4)細粒砂～シルト質細粒砂層がある。時期を示す明

確な遺物を得られなかったが、下位の第4a層が18世紀に入るとみられ、本層は18世紀前・中葉を中心

ー 52 -



(西壁】
第2層

1 :にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂

2:にぷい黄橙色(10YR6/4)中粒砂

3゛にぶい黄色(25Y6/4)中粒砂

第3層

4:黒褐色(10YR3/2)含炭、焼土偽礫、シルト質中粒砂

5 にぶい黄色(2 5Y6/3)中粒～細粒砂

6 褐色(10YR4/4)細粒砂～シルト質細粒砂

7:にぶい黄色(2.5Y6/3)細礫質申粒砂

第4a層

8.にぶい黄褐色(10YR4/3)細礫混りシルト質中粒砂

9:にぶい黄褐色(10YR5/4)細礫混りシルト質中粒砂

第4b層

10.にぶい黄橙色(10YR6/4)細粒～中粒砂

11、にぶい黄橙色(10YR6/4)細礫質中粒砂

第5a層

15 黒褐色(2 5Y3/2)シルト質中粒砂

第5b層

16.暗灰黄色(2.5Y4/2)含シルト偽礫多、シルト質細粒～中粒砂

第6a層

17゜オリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫混りシルト質細粒砂

18 暗灰黄色(25Y4/2)細礫混りシルト質細粒砂

第6b層

19 にぶい黄褐色(10YR5/4)シルト質細粒砂

第7層

20 褐色(10YR4/4)シルト質細粒砂

SK410

12:暗灰黄色(2.5Y5/2)含シルト偽礫・炭、

細礫質中粒砂

13;暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含炭、細礫混り

シルト質中粒砂

第8層

26 黄褐色(10YR5/6)細粒砂

SD407

14'にぶい黄褐色(10YR4/3)含漆喰偽礫、細粒砂
SX602

25:暗灰黄色(25Y5/4)含炭、細礫混り

シルト質細粒砂(下部はシルト薄層)

西 壁 N
TP+5.0m

第 1層

+4.0m

+3.0m

[i 暗色帯ないしその偽礫

SD601

21劃 1゙オリーブ褐色(2 5Y3/3)中粒砂質シルト

22:オ リ ー ブ 黒 色 (2 5Y3/1)含 炭 jj'i l!・1:、シ ル ト

23 .゚111、褐色(10YR3/2)細粒砂質シルト

24:貼一オリーブ掲色(2.5Y3/3)細粒砂質シルト

南 壁
TP+5.0m

(南壁】

第2層

1 .にぶい黄橙色(10YR6/4)細礫～中粒砂

2"にぶい黄色(2.5Y6/4)中粒砂

3:黒褐色(10YR3/2)含焼土偽礫・炭、細礫混りシルト質中粒～細粒砂

4"にぶい黄褐色(10YR4/3)砂礫およびシルト質砂の互層

第3層

5:にぶい黄色(2.5Y6/3)細礫質中粒砂
第4a層

6゜にぶい黄褐色(10YR4/3)細礫混りシルト質中粒砂

7.オリーブ褐色(25Y4/4)シルト質中粒砂

第4b層

8.にぶい黄橙色(10YR6/3)細礫質中粒砂

第5a層

12,褐色(10YR4/4)含炭・シルト偽礫、シルト質中粒砂
第5b層

13"暗灰黄色(2.5Y4/2)含シルト偽礫、中粒砂質シルト

第6a層

14 暗オリーブ褐色(2 5Y3/3)シルト質細粒砂(機能時堆積層)

下部は含シルト偽礫、シルト質細粒砂(加工時形成層)
第6b層

16 にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質細粒砂
第7層

17 暗灰色(10YR3/4)シルト質細粒砂
第8層

18 褐色(10YR4/6)細粒砂

SK404

上部:暗褐色(10YR3/3)含炭・焼土、シルト質細粒砂

下部:にぶい黄褐色(10YR5/3)含黒褐色シルト質細粒砂

偽礫、中粒～細粒砂
SK410

9:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質細粒砂

10 黒褐色(10YR2/2)含シルト偽礫、シルト質細粒砂

11:黄褐色(10YR5/4)中粒砂
SX602

15:オリーブ褐色(25Y4/3)含炭、細礫混りシルト質細粒砂

第 2

第 1層

ノ

l

l

/        +4.0m

I

l

十3.Om

第 8層 第 7層

2m

1:50

図4 調査区西壁・南壁地層断面図



とし、第2層に整地される時期であろう。

第4層は以下の2層に細分された。

第4a層:にぶい黄褐色(10YR4/3ないし10YR5/4)細礫混りシルト質中粒砂層で、層厚15cmの整地

層である。このほか、本層を埋土とするSK408・409を第4b層上面で検出した。

第4b層:にぶい黄橙色(10YR6/4)細粒～中粒砂ないし細礫質中粒砂を主体とする整地層で、層厚

は30cm程度である。本 層を埋土とするSD406・SK410を第5a層上面で検出した。調 査区西南部の

SK410の埋土には暗色化した機能時堆積層が認められる。17世紀末の地層である。

第5層は以下の2層に細分された。

第5a層:黒褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒砂を主体とする古土壌で、層厚は25cm程度である。17世紀

後葉～末の地層である。

第5b層:暗灰黄色(2.5Y 4/2)含シルト偽礫、シルト質細粒～中粒砂を主体とする整地層で、層厚は

10～20cmである。本層の上面でSK501・SD502を検出した。17世紀前～後葉の地層である。

第6層は以下の2層に細分された。

第6a層:オリーブ褐色(2.5Y4/4)ないし暗灰黄色(2.5Y 4/2)細礫混りシルト質細粒砂を主体とする

古土壌で、層厚は25cm程度である。本 層上面でSD601・SX602などの遺構を検出した。 また、本 層

を埋土とする第6a層内遺構のSK603・604を第6b層上面で検出した。徳川初期から17世紀前半の地層

である。

第6b層:にぶい黄褐色(10YR5/4)シルト質細粒砂の古土壌で、層厚は10～15cmである。本 層を埋

土とする第6b層内遺構のSK703などを第7層上面で検出した。本層からは出土した遺物は少量である

が肥前磁器が含まれず、徳川初期の地層とみられるが、豊 臣期に遡る可能性もある。

第7層 :褐色(10YR4/4)シルト質細粒砂を主体とする古土壌で、層厚は10cm程度である。出土遺

物はないが、中世末～豊臣期を中心とする時期であろう。

第8層 :黄褐色(10YR5/6)細粒砂層で、層厚は15cmを確認した。図化していないが中世とみられ

る土師器片が出土し、周辺の調査結果と併せて中世の古土壌であろう。

11)遺構と遺物(図5～9、写真図版2・3)

本調査の遺構は、確実なものは徳川期に収まるが、第6b層内遺構は豊臣期に遡る可能性がある。

a.徳川初期以前の遺構(図5 、図版2)

第6b層内遺構の土壊SK703などが該当する。SK703は東西2.l0m以上、南北1.35m以上、深さ0.20m

の浅い土壊である。埋土は褐色(10YR4/4)シルト質中粒砂層で、基 底に加工時形成層のシルト質中粒

砂を含む黄褐色(10YR5/9)中粒砂層が堆積している。出土遺物はない。そのほか、SP701・702が本

層準に該当する。これらの遺構からは遺物が出土していないが、上述のように第6b層の出土遺物から

時期を推測する。

b.徳川初期～17世紀前半の遺構と遺物(図6・9、図版2)

第6a層上面遺構の溝SD601・落込みSX602、第6a層内遺構のSK603・604が該当する。

SK603はSX602の掘削後に検出され、 東西0.85m, 南北0.90m, 深さ0.45cmであるが、 大半が
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-44,756 Y-44,7541

X-144,530

' SP702◎

SK703

一1441532

一144、534

-144.536

5m

SK703

E

TP+2.0m

2m

1:40

1:褐色(10YR4/4)シルト質中粒砂
2:黄褐色(10YR5/9)含シルト質中粒砂、
中粒砂(加工時形成層)

3:黄褐色(10YR5/6)中粒砂(第8層)

1:80

図5 第6b層内遺構平面・断面図

ー44,756        Y-44,754 1

X-144,530

44,532

SX602で壊されている。オリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫混りシルト質細粒砂の埋土で第6a層内遺構と判

断した。図化していないが肥前磁器碗が出土しており、17世紀前半のものである。

SK604は東西1.05m,南北0.85m以上、深 さ0.35mで、埋 土は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質

細粒砂を主体とする水漬の機能時堆積層である。底にはシルト偽礫を含むシルト質細粒砂層の加工時

形成層が認められた。出土遺物はない。

第6a層上面遺構のSD601は幅2.00m, 長さ

4.50m以上の東西方向の溝である。西 側へ段

をなして約1.OOm急に深くなっており、調 査

区西壁では、埋 土は細粒砂質シルトを主体に

炭の薄層を挟む水漬の機能時堆積物で占めら

れている。 出土遺物には図9の肥前磁器2、

中国産磁器3などがある。2は染付碗で底部内

面に菊花文がある。3は津州窯系の赤絵皿で

内面に草花文が描かれる。 これらはI7世紀前

半のものである。

SX602は幅2.30m, 長さ2.60m以上、 深さ

0.35mの落込みであるが、 東側は浅 くな り、

遺構の平面形は不明瞭である。出土遺物には

土師器皿1がある。底 部外面はユビオサエで

調整され、灯明皿に転用されている。

44,536

144,534

5m

1:80

図6 第6a層上面 ・内遺構平面図
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一44,756

SD502

Y-44,7541

一144,532

S

第5層二一「一

第7層

SK501

TP+3.0m

+2.5m

+2.0m

:黄褐色(10YR5/4)含シルト質細粒砂～中粒砂偽礫、
中粒砂
:黄褐色(2.5Y5/3)含シルト偽礫、中粒砂
:黒色含炭、シルト(機能時堆積層)
:黄褐色(10YR5/6)含炭、中粒砂質シルト

X-144,532

44,536

5m

1:80

0            1           2m

1:40

図7 第5b層上面遺構平面・断面図

c.17世紀前～後葉の遺構と遺物(図7・9、図版3)

第5b層上面のSK501・SD502が該当する。

SK501は東西1.40m,南北1.45m,深さ0.90mで、埋 土は底に炭を多く含むシルト層の機能時堆積

層があり、その上はシルト質砂やシルトの偽礫を含む埋められた中粒砂層である。肥前磁器染付の小

杯4が出土した。外面に草花文を描<17世紀前葉のものであるが、遺構の時期はそれより降ろう。

SD502は幅0.85m,長さ3.35m以上、深さ0.30mの正東西の溝で、長 さⅠO～65cmの自然礫を敷き詰

めている。SD502は後述のSD407と同一の場所にあり、17世紀代以降にこの場所が敷地境であった

可能性も考えられる。

第5層から出土した遺物に肥前磁器染付の碗5がある。17世紀後葉以前のものである。そ のほか、

瓦質土器羽釜6も出土したが15世紀後半の中世に遡る資料である。

d.17世紀末～18世紀代の遺構と遺物(図8・ 9、図版3)

この時期の遺構には、層準によって第5a層上面、第4b層上面、第4a層上面の3時期のものが存在する。

第5a層上面遺構にはSK410・SD406がある。

SK410は東西2.50m以上、南北2.65m以上、深 さ0.40mで、埋 土は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含炭、

細礫混りシルト質中粒砂層と、底 にシルト偽礫や炭を含む暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫質中粒砂の加工時

形成層が堆積している。出土遺物はない。

SD406は幅0.65m,長さl.35m以上、深 さ0.l5mの正南北の溝で、埋 土は暗オリーブ色(2.5Y3/3)

シルト質細粒砂ないし細粒砂層と、底に中粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/4)中粒砂の加工時形成層が堆

積している。肥前磁器細片が出土した。

これらの遺構は第4b層の出土遺物から17世紀末の年代と考えられる。第4b層には肥前磁器、肥前陶
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器、備前焼、瓦 など17世紀末までの遺物があり、そのうち肥前磁器7・8、瓦 9を図化した。7は染

付碗で一重網目文を描いた17世紀中葉のものである。8は染付碗で草文を描き、底部外面に「大明年製」

の銘がある。17世紀末のものである。9は巴文軒丸瓦である。

第4a層を埋土とする第4b層上面遺構は、出土遺物は少ないが17世紀代に収まっている。

SK408は東西1.l5m以上、南北2.40m,深さ0.45mで、 埋土はにぶい黄褐色(10YR4/3)細礫混り

シルト質中粒砂層である。図化していないが肥前磁器碗が出土し、l7世紀末までのものである。

SK409は東西1.58m,  南

北1.66m,深さ0.l5mで、埋

土はSK408と同様 である。

不明鉄製品が出土している。

最も新 しい第2層ないし

第3層を埋土とする第4a層

上面 遺 構 に は、SK401～

404・SD407がある。

SK401は東西2.70m以上、

南北1.50m,深さ0.50mであ

る。肥 前磁器13・15や京焼

14など18世紀中～後葉の遺

物が出土した。13は染付筒

茶碗で松葉文などを描いて

いる。15は染付碗で唐草様

の植物を描いている。14は

京焼で瓶であろうか。外 面

は雲文を描 き、 底部にボタ

ン状の脚を付している。

SK402は東西2.40m以上、

南北1.30m,  深さ0.25mで

ある。 東西方向の溝となる

可能性もある。肥 前陶器碗、

肥前磁器碗、 堺捕鉢などが

出土している。

SK403は調査区東壁に一

部がかかり、東 西0.3m以上、

南北0.90m以上である。

SK404は東西1.30m,  南

◎:第4a層上面(第2 or 3層を埋土)
▲:第4b層上面(第4a層を埋土) 0
口:第5a層上面(第4b層を埋土)

E  SD406  ッ

:暗オリーブ色(2.5Y3/3)シルト質
細粒砂～細粒砂(機能時堆積層)
:褐色(10YR4/4)含中粒砂偽礫、
中粒砂(加工時形成層)
:褐色(10YR4/4)中粒砂(第5層)

×-144,530

44,532

-144,534

44,536

ー44,754        Y-44,752 1

1:80

SK404

TP+3.0m

第4層

第5層

1 :暗褐色(10YR3/3)含炭・焼土、シルト質細粒砂
2:暗褐色(10YR3/4)含褐色(10YR4/6)粘土偽礫、

シルト質細粒砂

3:暗褐色(10YR4/3)含黒褐色(10YR3/2)シルト質
細粒砂偽礫・褐色(10YR4/6)粘土偽礫、シルト質
細粒砂

4:にぶい黄褐色(10YR5/3)中粒～細粒砂
5:にぶい黄橙色(10YR6/3)中粒～細粒砂
1            2m

1:40

図8 遺構平面・断面図
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北2.20m以上、深 さは0.60mであるが、調査区南壁では第2層を埋土とし、東西2.45m,深さl.40m

程度に復元される。埋 土には礫や漆喰の偽礫が多量に含まれる。出土遺物には肥前陶器小碗10、瀬戸

美濃焼碗11、砥石12などがある。10は灰釉の小碗である。11は陶器の掛分け碗である。そのほか、肥

前磁器碗や備前焼捕鉢などが出土している。

SD407は幅1.20m,長さ3.l5m以上、深 さ0.45mの正東西の溝である。埋土は第2層に相当するに

ぶい黄褐色(10YR4/3)細粒砂で漆喰偽礫を含んでいる。出土遺物には肥前磁器碗や肥前陶器碗、土 師

器焙烙など18世紀中葉のものがある。先行するSD502と同一位置にあり、この場所で繰り返 し溝を設

けているため、敷 地の境であった可能性がある。

なお、調 査区東北隅にSK401より新 しい土壊があり、内 部に長さ40 cm弱の自然礫を2列に並べて

いるため、排水などの用途が考えられる。19世紀に降るが、詳細は不明である。

\一一一

図9 出土遺物実測図

SD601(2・3)、SX602(1)、SK501(4)、第 5層(5)、第 5層以下(6)、第4b層(7～9)、SK401(13～15)、SK404(10～12)
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3)まとめ

本調査地では、徳 川初期から18世紀後葉の遺構が確認された。建 物は無かったが、石 敷きの溝やそ

の場所を踏襲する後代の溝など、固定的な土地の利用を行っていた可能性がある。

一方、豊 臣期に遡る遺構は見当らず、中世の資料も本調査地では低調であったが、一帯は古代から

開発が進んだ場所であり、中世の港湾や宗教施設との係 りも想定されることか ら、緻 密な調査が必要

と考えられる。
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北区天神橋一丁目13-22における建設工事に伴う

天神橋遺跡発掘調査(TJ16-5)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

北区天神橋1丁目13-22

42ボ

平成29年3月27日～3月31日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、大 川北岸の天満天神社(大阪天満宮)の参道西側、正門より120m南に位置する(図1)。

天満天神社周辺は天満地域の中で最も地盤が高く、奈良時代頃の瓦・墨書土器・銭などが出土してい

るが、どのような施設があったのか不明である。調査地点との関係では、11世紀末までに創建された

天満天神社には「宮の前町」「地下町」という小規模な門前町があった(「宮の前町」は明暦元(1655)年大

坂三郷町絵図(以下、明暦絵図)では社に接した西南の天神橋筋沿い)。また、豊臣秀吉が置いた天満

寺内町の西端は天満天神の東縁までと考えられるが、その西が城下町になる過程も当地の発掘調査・

研究の課題である[豆谷浩之・南秀雄20151。

周辺ではTJO8- 2・16-2次等の調査があり(図1)、古代から中世、豊臣期へ至る間で地層や遺

構が対比できる。調査地から南70mの参道西側にあるTJO8- 2次調査では、奈 良時代～中世前期の

古土壌や作土の上に豊臣後期と推定される整地層があり、その上面に多量の鉄滓を出土する鍛冶関連

の遺構があって徳川期へ続いていた[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会20101o 今回の調査地も、

基本的な変遷はこれとかわらない。

本調査は、大 阪市教育委員会の試掘を受け、敷地中央の南北7 m,東西6mを対象にした(図2)。

17世紀中葉の整地層である第5層上面までを重機で掘削し、それ以下を自然堆積層まで順次調査した。

基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北を

基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

王

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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1)層序(図3・4)

現代の攪乱埋土

SK02 )' "

SE701

第1層

第2層

第4層

第8眉

SD801 第乃層

図3 地層と遺構の関係図

後葉と推定される。

現地表の標高はTP+5.0～5.2mで、地表から深

さ0.8m～l.Omの地層は攪乱されていた。

第1層:にぶい黄色(2.5Y6/4)細粒～中粒砂層

の盛土で、最大層厚25cmである。

第2層 :暗灰黄色(2.5Y5/2)シルト層と黒褐色

(2.5Y3/2)シルト質粗粒砂層から成る盛土で、層

厚は18～30cmである。上面は遺構面である。

第3層 :焼土層で層厚は10～15cmである。

第4層:黒褐色(2.5Y3/1)～暗褐色(10YR3/3)

シルト質中粒～粗粒砂層の盛土で、層厚は45～

60cmである。上 面は遺構面である。17世紀中～

第5層:炭層とシルト層の薄層を重ねた整地層で、層厚は10～20cmである。上面にSK501があった。

17世紀中葉と推定される。

第6層 :暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂層の第6a層と暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質中粒

砂層の第6b層から成り、第6a層が層厚15cm,第6b層が層厚35～50cmである。第6a層上面に鉄滓や炭・

灰を廃棄したSK602・604等があり、第6b層上面にも鉄滓が出土したSK651等があった。第6b層から

は緑釉陶器の三足盤6・鉄滓・砥石、第6a層からは芙蓉手の中国産青花鉢7が出土した(図7)。第 6

層は豊臣後期の盛土である。

TP+5.○m

第 層
十4.0m

+3.0m

2m

十2.○m

図4 東壁地層断面図

1:50
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第7層 :黒褐色(10YR3/2)中粒砂層の第7a層と暗オリーブ色(2.5Y3/3)中粒砂層の第7b層から成

り、第7a層が層厚25～33cm,第7b層が層厚30～45cmである。畠の作土である。第7a層上面でSE701

等を検出した。第7a層からは瓦質土器羽釜4と東播系須恵器捏鉢5、第7b層からは須恵器杯蓋1と瓦

質土器羽釜2・3が出土した。第 7層は奈良時代の遺物を含むが、下限は14～15世紀で、第7b層の方

がやや古い。

第8層 :灰白色粗粒～極粗粒砂層の水成層で、層厚は10cm以上である。

n)遺構と遺物

a.第8層上面の遺構と遺物(図5)

第8層上面でSD801を検出した。SD801は幅0.30～0.45m1 深さ0.l4mで、方向はE20o Nである。

埋土は灰色中粒～粗粒砂層である。古代の須恵器尭の頚部が出土した。

b.第7層上面の遺構と遺物(図5・7)

第7a層上面でSE701・SK703を検出した。SE701は直径2.3m,深さ0.9m以上で、底 まで掘削して

いない。均質な砂で埋められている。大坂本願寺期～豊臣前期の遺構である。

SK703は長さ0.8m以上、幅0.50m,深さ0.45mである。埋土は暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質中粒砂

層で、巴文軒丸瓦24(図7)が出土した。大坂本願寺期～豊臣前期の遺構である。

SK702は長さl.3m,幅0.5m以上である。埋土は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂層である。

豊臣後期の遺物が出土しており、第6b層整地の直前の遺構か、第6b層上面遺構をいっしょに掘った可

能性がある。

c.第6b層上面の遺構と遺物(図5)

第6b層上面検出のSK651・652からは鉄滓や羽口が出土し、当敷地での鍛冶は豊臣後期に始まった

ことが確認できる。SK651は東西0.85m以上、南北0.65m,深さ0.l5mである。SK652は東西1.5m以

上、南 北0.8m以上、深 さ0.20mである。方形の台座状の石があり、埋 土上部で敷かれたように丸石が

固まって出土した。

d.第6a層上面の遺構と遺物(図5～ 7)

第6a層上面では、多量の鉄滓・炭 ・灰 を処理するための土塘群を検出した。典型はSK602・604・

605・606で、SK606→SK602→SK604←SK605という前後関係がある。今 回の調査では鋳型などの

鋳造に関する遺物は皆無で、敷地で鍛冶が営まれていたと推定できる。

SK606は南北1.80m,東西0.6m以上、深さl.30mである。下から4分の3は鉄滓と炭のみで埋まり、

その上は整地するように入念に埋め戻されていた。平面で見落としたため、図版下写真と遺構断面図

ではSK606が抜けている。肥前陶器碗12、羽口17・18が出土した(図7)。豊 臣後期～徳川初期の遺

構である。

SK602は、深 い部分が東西1.65m,南北1.45mで、東側に広がっていた。深 さはl.30mである。下

3分の1は鉄滓と焼土で埋め、その上は炭と灰の薄層を重ねて埋められている。SK602からは土師器

皿8、肥 前陶器碗9～11、同皿13・14、丹 波焼尭15、羽口16が出土した。 このうち11・14はSK607

の遺物の可能性もある。SK602は、肥前磁器が混じる徳川初期の遺構である。
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SK605は東西1.l5m,南北0.8m以上、深さl.OOmである。上端の約0.2mを除き、 ほぼ炭のみで埋

められている。鉄滓も出土し、肥前磁器はない。

上記の3遺構より新 しいSK604は、南北1.35m,東西1.20m,深さl.l5mである。埋 土は炭・灰の

薄層が重なり、焼 土・中粒砂が混じる(図6)。鉄滓・羽口・菊丸瓦等が出土し、徳 川初期の遺構である。

SK607は細長い廃棄土塘で、南 北0.47m,東西0.5m以上、深 さ0-50mである。北 西角のSK601は

不定形な土壊で、深さ0.50mである。前 後関係はSK607←SK601で、SK601の時期は17世紀中葉で

ある。SK608は南北0.70m,東西0.6m以上、深 さ0.55mである。埋 土は炭と黒褐色(2.5Y3/2)シルト

第 8層 上 面

SE701

-l---i

SK703

SK702

第6a層上 面

SK601

SK607

SK606

SK604

SK605

SK602

SK608

1:80

SK652

一44,675         -44,673 Y-44,671

第 5層 上 面

第 4層 の

礎石  \

SKO2

SEOI

K501
第 6層 の

石

×-144,723

44,725

-144,727

44.729

5m

図5 各層遺構平面図
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SK602
SK501 W TP+3.0m SK604 W TP+3.0m

"第5層相当

+2.0m 十2.0m

賠オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂、 1

2

3

0           1           2m

1:40

図 6 遺構 断 面 図

質中粒砂で、SK602の上部と同時に埋められていた。

上記の土塘群は、SK601を除いて徳川初期の17世紀前半におさまる。南 のTJO8- 2次調査では、

豊臣後期に始まった鍛冶は、少 なくとも18世紀に入っても継続していたようである。その際の指摘の

ように、1696(元禄9)年刊『難波丸』に鍛冶職人が「天満鳥井ノ前」に居り、1679(延宝7)年刊『難波鶴』

に「天神鳥居筋」に鍛冶屋が居たことが記されている[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010]。「天

満鳥居」の場所は、まさしく本調査地のある街区の北端付近で(明暦絵図)、調 査地の面する道が「鳥居

筋」である。二 つの調査は、天 神鳥居の前の道路周辺に続く鍛冶屋群を示すものだろう。さらに言え

ば豊臣期の16世紀末、天満に住んだ山料言経の日記『言経卿記』による天満寺内の職業構成では、鍛冶

屋は紺屋・大工に次ぐ三番目に多い職業で[橋詰茂1976」、明暦絵図では調査地の南西に「ふいごや町」

があった。

e.第5層上面とその上の遺構と遺物(図5・7)

SK501は不定形な窪みで、下層のSK602等の土城群のために沈下したところを埋めたもので、第 4

層の整地の時期と近い。窪みは深いところで0.2m前後である。SK501からは肥前磁器染付碗19・20、

京焼風肥前陶器碗21、軒平瓦25など、17世紀中葉～後葉の遺物が出土した。

SE01、SK02・03は第5層上面より上から掘られた遺構である。 このうちSKO2は深さ0.40mで、

17世紀中～後葉の遺物が出土し、第 4層上面の遺構である。第 4層上面にはSKO2に接して礎石が据

わっていた。SE01は瓦組の井戸で、直径1.25mである。SEO1からは肥前磁器碗22、把 手の付いた灯

火具の軟質施釉陶器皿23が出土した。SEO1は18世紀前葉と推定される。

3)まとめ

調査地の敷地には豊臣後期～徳川初期の間に鍛冶工房があった。1街区南のTJO8- 2次調査の成

果と合わせ、17世紀後半の文献にある天満天神南側の鍛冶屋群が豊臣後期まで遡ることがより確かに

なった。また、 自然堆積層上面の遺構から中世、豊臣期、徳 川初期へ至る地層・遺構の変遷も今後の

調査に役立てることができる。
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第8層上面と東壁地層断面

(西から)

第7a層上面

(東から)

第6a層上面

(北から)



北区天満一丁目25-1における建設工事に伴う
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1)調査に至る経緯と経過

天満の地は、古代・中世の難波津・渡辺津の北岸地域であり、東大寺の新羅江庄や渡辺別所が置かれ、

中世後半には天満天神(天満宮)の門前町となった。1583(天正11)年、豊臣秀吉が大坂城の建設を開始

し、1585(同13)年には大坂を退去していた本願寺を呼び戻し、この地を与えて天満本願寺の寺内町を

開発させた。江戸時代には大坂三郷の一つである天満組として城下町の繁栄を支えていた。

今回の調査地周辺では、各所で豊臣期以降の遺構・遺物が検出され、なかでも東方の大川沿いの

一連の調査(TN93-3次・95-3次・06-1次等)では豊臣期の屋敷地を形成する石垣や建物跡など

が発見されている[大阪市文化財協会1995・1997・2008]。豊臣期を遡る時期の例としては、北隣の

TW98-1次調査で8～9世紀の須恵器が出土し[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2000]、その

北側のTNIO-2次調査では中世の掘立柱建物が確認されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研

究所2012]。南方ではTNII-3次調査で鎌倉～室町時代の東西溝や輸入銭貨などが見っかり[大阪市

教育委員会・大阪文化財研究所20131、TN13-2次調査では、前期難波宮と並行する7世紀の遺構・

遺物などが発見されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所20151o

当該地(図1)で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約1.4m以下の深さで近世以前と考

えられる遺構面および遺物包含層が検出されたため、本調査を実施することとなった。調査地内の西

側に南北9mX東西8mの調査区を設定し(図2)、地表下約1.4m程度まで重機で掘削し、以下を人力

で掘下げつつ遺構・遺物の調査と記録を実施した。以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面

値)で、TP+○mと記した。また、本報告で用いた方位は、現場で記録した街区図を1/2500大阪市デ

ジタル地図に合成することにより得た世界測地系座標に基づき、座標北を基準とした。

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図

一144,710

20m
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第0層

図3 地層と遺構の関係図

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の現地表は、TP+3.6～3.7mで、西か

ら東に向かって緩やかに低くなる。

第0層:深さ1.2～1.3m程度で、現代の盛土

層等である。

第1層:少なくとも4層に細分可能な盛土層

からなる。第1a層は灰色シルトを主体とする盛

土層であり、第1b層も暗灰黄色砂混りシルトが

主体となる盛土層で、画者は直接の上下関係は

不明である。第1c層は黄褐色粗粒砂の偽礫を含

むオリーブ褐色砂混りシルトからなる。第1d層は黄褐色シルトの偽礫を含むにぶい褐色砂混りシルト

からなる。第1b層からI7世紀中葉以後の肥前陶器皿・瓶のほか、土師器焙烙などが出土しており、第

1a～1d層はいずれも徳川期に属するとみられる。

第2層 :本層も盛土層で、2層に分れる。第2a層は黄褐色シルト混り砂礫からなり、最大層厚が約

80cmの盛土層である。第2b層は黒褐色シルトと砂礫が混じる暗灰黄色砂礫からなり、層厚は10～30

cmである。第2a層から瀬戸美濃焼陶器鉢(図7-3)やコビキB手法の丸瓦(図7-5)が出土しており、

17世紀前半かそれ以後の整地層とみられる。

第3層 :第3a層はごく部分的に残る灰黄褐色シルト混り礫・砂で、層厚は30cm前後である。第Ⅱ様

式の弥生土器鉢(図7-1)が出土している。第3b層はTP+l.8m以下に厚く堆積している自然堆積の

黄褐色砂礫層であり、大川の河成層である。

第0層

1 灰色(5Y 4/1)シルトを主体とする盛土
2 暗灰黄色(25Y4/3)砂混りシルトを主体とする盛土
3 オリーブ褐位(25Y4/6)砂混りシルト、黄褐位羽1粒砂の偽礫を含む盛土
4:にぶい褐0(75YR5/4)砂混りシルト、Z11褐伍シルトの偽礫、炭6、?を含む盛土

5.黄褐色(2 5Y5/3)シルト混り砂礫
6 暗灰黄色(2 5Y4/2)砂礫、黒褐色シルト混り砂礫が混じる
7.黄褐色(2 5Y5/3)砂礫、9の砂礫が混しる
8:灰黄褐色(10YR4/2)シルト混り礫・砂
9.黄褐色(2.5Y5/6)砂礫

TP+4.0m

十3.0m

l

I

I

第1b層   2   /

3-        /                 +2.0m
一ゝ  ゛ \ 第1d層
0   I

、 1

+1.Om

2m

1:50

図4 南壁地層断面図
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11 遺構 と遺 物

a.第3層上面の遺構(図5)

本層上面では多 くの 遺構が検

出され た。 第3a層の残 りが 悪

かったため、 いずれ も第3b層上

面で検 出したが、 第3a・b層の

どちらの上面遺構であるか は不

明である。SKO8・09は北壁の下

で部分的に検 出され、 本来の規

模・形 状は不明である。SKIOも

全容は不明であるが、 東西最大

幅約2.5m, 南北長 3m以上、 深

さ約0.5mの大 型の土塘 である。

SKI1は幅約0.4m, 長さ0.7m以

上、深 さ0.4mほどの規模である。

SK12は幅が不明であるが、長さ

は1.2mほど、深さ約0.3mであっ

た。SP13は南北径0.45m, 深さ

0.2mほどで あ り、SP 14は南 北

径0.25m,深さ0.3mほどである。

いずれも土 器の出土 を見ず、 年

代等は不明であるが、 第3a層出

土の弥生土器 に近 い年代の遺構

が含まれている可能性がある。

b.第2a層上面の遺構(図6)

土塘 4基 が検出され た。 いず

れも埋 土に赤褐色粘土の偽礫 を

含むとい う共 通の特徴がみられ

た。SKO4・06・07は調査区北辺、

SKO5は南辺で検出された。そ れ

ぞれの規 模 はSKO4は東 西1.Om

以上、 南北約1.3m, 深さ0.5m,

SKO5は東西約1 m,南北0.6m以

上、 深さ0.2m足 らず、SKO6は

東西1.6m, 南北1,6m以上で深さ

-44,058     -44,056     -44,054     Y-44,052\

SKO8
SKO9

'SKI 1

SKIO

-144,696

-144,698

-144,700

一144,702

0

-44,058

1:100

図5 第3層上面検出遺構平面図

-44,056 -44.054     Y-44,052\

SKO4 SKO6

SKO7

SKO2

KO3

SKO5

X-144,696

-144.698

一144,700

ー144,702

1 : 100

図6 第2a上面検出遺構平面図(SXOI、SKO2・03は第1層段階の遺構)
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0.6rn, SKO7は東 西0.6m以上、

南北約0.8m1 深さ0.55mであ

る。SKO4・06からは、 国産陶

器として肥前陶器、備前焼、瀬

戸美濃焼のほか、土師器などが

出土 してお り、肥 前磁器を含ん

でいないが 、SKO7ではI7世紀

後半頃の肥前磁器などが出土 し

ている。特 徴的な埋土の共通性

からこれ らが 同時期 とみ ると、

SKO7の遺 物が遺構の年代に近

いとみ られ る。 なお、SKO6か

ら須恵器の杯蓋(図7-2)も出

土している。

c.第1層段階の遺構(図6)

機械掘削後の第2a層上面で検

0           10          20cm

図7 出土遺物実測図

第3a層(1)、SK06(2)、第2a層(3 ・5)、SKO2(4)

1:4
出された遺構群であるが、本 来

の掘込み面 は第1層に属すると

みられ る。大 型の土塘が 3基検

出された。SXOIは東西3m以上、南北幅1.3mの溝状の遺構で北へ枝分かれする部分がみられた。東

西の溝状部分の深 さは、 西側は0.65m, 東側は0.6m足らず と一定ではなかった。北 へ枝分かれする

部分の深さは0.l5mほどである。肥 前陶器および肥前磁器のほか、土 師器などが出土しており、17世

紀後半から末頃とみ られる。SKO2は幅2.4m, 長さ3.Omの大型土壊で、 完掘できなかったが、深さ

は1m以上であった。18世紀後半～19世紀の関西系陶器灯明皿(図7-4)が 出土 している。SKO3は

SK02と重複し、 それより古 い土塘で、 幅1.2m以上、長さ3.6mほど、深さ0.9mの規模である。年 代

の判明する遺物は出土していない。

3)まとめ

今回の調査では、層 位により大 きく 3段階の遺構群が検出された。最 新の第1層に関わる遺構は17

世紀後半から末以後の徳川期、第 2層上面の土壇群も17世紀後半の徳川期となるが、第 3層上面の遺

構は年代が判明しなかった。

出土遺物で注目され るのは、天 満城下町や本原頁寺より古 い弥生土器 ・須 恵器などである。

このうち須恵器杯蓋(図7-2)は8世紀前葉のものであるが、北 隣のTW98-1次調査では8世 紀

後半～9世紀前半の須恵器提瓶が出土しており、この地にあった東大寺の新羅江庄との関連が想定さ

れている。
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また、弥 生土器に関しては、北 方、大 川沿いの同心町遺跡で3次 にわたる調査(DC96-1・02-3・

07-1)の結果、集 落の形成が第Ⅱ様式期に始まることが判明[大阪市教育委員会 ・大 阪市文化財協会

1998・2004・20081しており、また今回の土器が出土した第3a層が水成層とはみなしがたいことか ら、

大川西岸地域の陸化に関わる資料として重要である。

今後とも当地における発掘調査の進展が期待される。
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(北から)
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北区天満一丁目11-7における建設工事に伴う

天満本願寺跡発掘調査(TN16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区天満工丁目11-7

31.5m"

平成29年3月22日～24日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、櫻田小百合
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1)調査 に至る経緯 と経過

調査地は天満本願寺跡の南部に位置する(図1)。天満本願寺は豊臣秀吉により1585(天正13)年に天

満に誘致され、これにより城下町天満が形成されることとなる。天満本願寺の推定地については、現

在の造幣局と滝川小学校の2説があるが、近年行われたTWO8-1次・TW12-1次調査で豊臣前期

に遡ると推定される堤防跡が確認された[大阪市教育委員会・大 阪市文化財協会2010・大阪市教育委

員会・大阪文化財研究所20141ことにより堤 との距離や他の要素についての検討が進んだことで、現

在は造幣局説が有力となっている[豆谷浩之・南秀雄2015]。

遺跡内では豊臣期の遺構のほか、古墳時代から室町時代の遺構・遺物や、大 坂三郷のひとつとして

栄えた江戸時代の遺構・遺物が多数確認されている。調査地周辺で行われた調査としては、TNO4-

1次・TNII-2次 ・TN13-2次調査があげられる。TNO4-1次調査では、古 墳時代中期～後期の

竪穴建物と掘立柱建物、平安時代～江戸時代の多数の遺構が検出されている[大阪市教育委員会・大

阪市文化財協会2005」。TNII-2次調査では、鎌倉～室町時代の溝・土塘、豊臣期の土塘を検出し

たほか、徳川期の土塘や井戸が検出されている[大阪文化財研究所20111 また、調査地南東で行われ

たTN13-2次調査では、 7世紀中葉の土塘が確認されたほか、豊 臣期の建物柱穴、徳川期の井戸・

土塘などが検出されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015」。

今回の調査は、建設工事に先立ち大阪市教育委員会が平成29年1月27日に試掘調査を行った結果、

近世以前の遺構面および遺物包含層が確認されたことから、本 調査を実施することとなったものであ

る。調査は平成29年3月22日に着手し、東 西7 m,南北4.5mの調査区を設定して行った(図2)。第

3層上面まで重機により掘削し、これ以下の各遺構面で遺構の検出を行うとともに、実 測図の作成と

Yユ44,060

50m

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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写真撮影による記録作業を行った。現 地表下約2.2～2.8mまで掘り下げ、 3月24日に現地における調

査を完了した。

なお、本 報告書で用いた方位は、現 場で記録した調査地周辺の街区図を1/2500大阪市デジタル地

図に合成することにより得た世界測地系座標に基づく座標北を基準とした。また、水 準値は東京湾平

均海面値(T.P.値)を使用し、TP+○mと表記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～6、図版1上・中)

調査地における標高はTP+3.7m前後でほぼ平坦である。

第0層は現代の整地層で、層厚は120～146cmである。

第1層は、中礫・炭 ・焼土・細粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト質細粒砂からなる整

地層で、近 代・現代の地層と推定される。層厚は最大16cmである。

第2層は、炭 ・焼土をわずかに含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質細粒砂、中～細礫・炭・焼土・

シルト質細粒砂偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)・暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)細粒～極細粒砂質シルトか

らなる。l7世紀中葉～18世紀の整地層である。層厚は最ラ(28cmである。本層までを重機により掘削し、

第3層上面から平面調査を行ったため、第 3層の上面で第2層上面遺構もあわせて検出した。検 出し

た遺構は図12で第3層上面遺構と合わせて示しており、第 2層上面遺構については200番代、第3層

上面遺構については300番代の遺構番号を付した。

第3層は整地層で、偽礫を多く含む第3-1層と、薄 い複数の単位からなる第3-2層に大きく分

けられる。第 3-1層は中～細礫・シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y6/3)中粒～細粒砂質シルト、

炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/2)シルト質細粒砂からなる整地層で、比 較

的丁寧に整地されている。層 厚は最大27cmであ

"14・゚ る。第 3-2層は、 中～細礫をわずかに含むオ

リーブ褐色(2.5Y4/4)中粒砂、中～細礫・細粒～

極細粒砂質シルト偽礫を含む明褐色(7.5YR5/6)

細粒～極細粒砂質シルトを主とする複数の単位

からなる。層厚は最大24cmである。遺 構の検出

は第3-1層の上面で行った。第 3-1層と第3

-2層の間には遺構は確認できなかったことか

TPト2.0m  ら整地の作業単位による違いと考えられ、第 3-

第0層

\匂夕1」1八 一一一一一一一一一-]蒙1「層F-

Σニノ ー第2層 【ミワ乙ノ

ョ八sK3oi41
-一一一ゞ-一一ご4層(箔t1

TPf3.(財)

0           10cm

1:4

TP+-1.へ刀

第5層0

図3 地層と遺構の関係図 図4 第4層出土遺物実測図
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2層の整地を行った後、第3-1層で仕上げを行ったものと推定される。本層からは土師器羽釜、青

磁碗、瓦、壁土が出土している。本層上面の遺構や第4層の年代から、徳川初期の地層と推定される。

第4層は、中～細礫・炭・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)細粒～極細
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東 壁
N

TP+4.0m

第0層 十3.0m

SD416
第 5層 、8

4層

+2.0m

+1,Om

0            1           2m

1:40

1 :炭・焼土をわずかに含む黒褐色(2.5Y3/3)細粒～極細粒砂質シルト [石列1掘形]

2:炭・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂 [SK207]

3:炭・細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗仄色(2.5Y4/2)シルト質細粒砂 [SK207]

4:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂 [SK207]

5:炭・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を黒褐色(25Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト [SK207]

6二炭・細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗才リーブ褐色(2.5Y3/3)細粒～極細粒砂質シノレト [SK207]

7:大～中礫・炭・焼土を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)細粒～極細粒砂質シルト [第2層1

8:中～細礫・炭・焼土・細粒砂質シルト偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗褐色(10YR3/3)細粒～極細粒砂質シルト [SK301]

9:大～中礫・瓦・炭・焼土・シルト質細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト [SK301]

10:中～細礫・炭・焼土・シルト質細粒砂偽礫・極細粒質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト [SK301]

11:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(25Y3/2)シルト質細粒砂 [第3-1層1

12:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒～細粒砂 [第3-2層コ

13:シルト偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/4)細粒砂 [第3-2層]

14:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質粗粒～中粒砂 [SD516]

15:中～細礫・炭を含む黄褐色(2.5Y5/3)シルト質粗粒～中粒砂 [第4層]

16:中～細礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト質粗粒～中粒砂 [SK512]

17:細礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/4)粗粒砂 [第5層1

18:中～細礫を含む黄褐色(2.5Y5/4)極粗粒～粗粒砂 [第5層]

図6 東壁地層断面図

粒砂質シルトからなる整地層で、層厚は最大41cmである。土師器皿1(図4)が出土しており、豊臣期

の地層と推定される。このほか、土 師器羽釜、須 恵器尭、瓦 器椀、土 錘、平 瓦が出土している。本層

の上面で豊臣期～徳川初期までのものとみられる遺構を検出した。

第5層は、褐色(10YR4/4)粗粒砂、中～細礫を含む黄褐色(2.5Y5/4)・オリーブ褐色(2.5Y4/4)極

粗粒～粗粒砂からなる水成層である。層厚は16cm以上である。本 層の上面で豊臣期以前の遺構を検出

した。

ii )遺構と遺物

遺構は第3-1層、第4層、第5層の各上面で検出した。地層と遺構の関係については図3に示した。

a.第5層上面遺構(図7～9、図版1中・下)

第5層上面で、SK515・518～520・522～524、SP512～514・517・521・525・527～529・531、

SX526を検出した。

SK515は直径0.60mの円形の土壊とみられ、深 さは0.07mである。
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-44,0741

SK523

SK524

SP529

SK520

SP531 513

SP512

SK515

Y-44,072

X-144,809

一144,811

SK519
SK5

-144.813

1:50

図7 第5層上面遺構平面図

SK518は北西一南東0.32m,北東一南西0.58m

以上の不整形な長円形の土壇で、 深さは0.l4m

である。 中国産の青磁碗 2が 出土 してお り(図

8)、中世の遺構とみられる。

SK519は東西0.52m, 南北0.l6m以上、 深さ

0.lOmの浅い土壇である。

SK520は東西0.86m, 南北0.22m以上、 深さ

0.l7mの土塘である。

SK522～524はSX526と重複 してお り、 これ

よりも新 しい遺構である。SK522は東西0.52m

以上、 南北0.57m,  深さ0.l4m, SK523は東

西0.l7m以上、 南北0.62m以上、 深さ0.28m,

SK524は東西0.46m, 南北0.l8m, 深さ0.l4m

の土壇である。

1

2

3

4

5

6

7

1

Q
o

図 8 SK518出 土 遺 物 実 測 図

N

SK522 SK523

SX526

＿TR-L5m

+1.αn

1m

:中～細礫を合むにぶい工11褐色(10YR4/3)細粒砂質シル ト[SK522]
:中～細礫を合むにぶいヱ]l褐位(10YR4/3)細粒砂質シル ト[SK523]
:細礫を會む黒褐色(2.5Y2/2)わずかにシル ト質細粒砂[SX526]
:中～細礫を含む暗褐位(10YR3/3)極利粒～利粒砂[SX526]
:中～細礫を合むオリーブ褐位(2.5Y 4/3)斜粒砂[SX526]
:オリーブ褐位(2.5Y 4/4)中礫～相粒砂[SX526]
:中～細礫を含む哨・オリーブ褐位 (2.5Y3/3)羽]粒砂[SX526]
:中～細礫を含むにぶlr';t'l褐色(10YR4/3)極相粒-411粒砂[SX526]

図9 第5層上面遺構断面図
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SP512は底に直径0.24～0.26mの柱痕とみられるくぼみが確認できたことから、柱抜き取り穴と考

えられる。土師器片が出土している。

SP513は直径0,22～0.26m,深さ0.23mの遺構で、一定の深さがあることから柱抜き取り穴の可能

性がある。

SP517は直径0.40～0.41m,深さ24cmの遺構である。攪乱の底で検出したことから本来はさらに深

い遺構であったと推定されることから、柱抜き取 り穴の可能性がある。

SP514 - 521 ・525 - 528 - 529 - 531は直径0.14 ～0.37mの小穴である。

これらの遺構からは出土遺物が少なく各遺構の年代は明確ではないが、第4層が豊臣期の整地層と

みられること、また第4層中に中世の遺物を含むことから、中世～豊臣期の遺構であろう。

SX526は調査区西端で検出した南東から北酉に向かって下がる落込みで、深 さは0.63m以上である

(図9)。出土遺物はないが、他の遺構との切り合い関係では最も古く、 また埋土の様相も他の遺構と

異なることから、今 回検出した遺構の中では最も古い遺構とみられる。中世以前の遺構と推定され、

周辺の調査では古代や古墳時代の遺構が検出されていることから、こうした時代まで遡る可能性も考

えられる。

-44,078 -44.076

一44,07川

Cフ礎石1

Y-44,072

×-144.809

-144.813

2m

1:50

図10 第4層上面遺構平面図
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b. 第4層上面遺構(図10・    S SK408 N
TP!2.αn

11、図版2上)

第4層上面で礎石1、SK408

～410・430、SD416、SP411を 1:中～細礫を含む暗褐色(10YR3/4)   1:中～細礫を含む暗オリーブ褐色(2、5Y3/3)
シルト質中粒～細粒砂         わずかにシルト質極粗粒～中粒砂

S SK409、

TP+2.αn

検出した。

1:炭 をわずかに含む

オリーブ褐色(2.5Y4/3)

細粒砂質シルト

8 SK410  N

TPト2.αn

図11 第4層上面遺構断面図

1:中～細礫・シルト質細粒砂偽礫を含む

暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)細粒砂質シルト

S SP41 1、

TP←2αn

1:40

1m

礎石 1は東 西0.21m,  南北

0.l4mの花崗岩で、上面が平らな

ことか ら礎石とみられる。掘 形

はなく、 第4層上面に据え置か

れている。

SD416は幅0.14 ～0.36mの東

西方向の溝でやや北西一南東方

向に振る方向である。深さは0.21mで、埋土は埋め土とみられ、滞水や流水の痕跡は確認できなかった。

遺物は出土していない。

SK408は直径0.44m以上の円形の土塘と推定される。深 さは0.l3mである。

SK409は東西0.22m以上、南 北0.58m以上の不整形な土城で、深さは0.24mである。土師器・須恵

器片が出土している。

SK410は東西0.42m,南北0.18 ～0.22mの不整形な土塘で、深 さは0.l2mである。

SK430は東西0.58m以上、南北0.42mの不整形など土塘で、深 さは0.07mである。

SP41 1は直径0.29 ～0.30m,深さ0.09mの小穴である。

これらの遺構の年代は、出土遺物が少なく明確ではないが、第4層が豊臣期とみられることから、

これ以降徳川初期までと推定される。

c. 第3層上面・第 2層上面遺構(図12～14、図版2中・下)

第3層上面で第2層上面遺構の石列1・SK202～204・207、第3層上面遺構のSK301・305・306

を検出した。

石列1は南北方向の石列で、0.4～0.6m大の花崗岩が第2層上面から掘形を掘り込んで据えられて

いる。石の向きがやや不揃いに見えるが、これについては石列の直上が第0層となっていたことから、

石がやや動かされた可能性がある。敷地境に関わる遺構か土蔵の基礎の可能性がある。

SK202は東西0.99m1 南北0.96mの方形の土壊で、深 さは0.l9mである。土師器、瀬戸美濃焼陶器、

肥前磁器、軟 質施釉陶器、関西系陶器、瓦 、砥 石、土鈴、銭 が出土している。18世紀後葉の遺構とみ

られる。

SK203は東西0.58m,南北0.50m以上の不整形な土塘で、深さは0.05mである。

SK204は調査区西端で検出した土城で、東西0.43m以上、南北1.26m以上、深 さO.lOmである。

SK207は東西0.34m以上、南 北0.64m以上、深 さ0.35mの土塘である。土師器片、肥 前磁器皿が出

土している。
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-44,07B

SK305

SK204

SK306

一44,076

-44,0741

SK203

SK301

Y-44,012 1

X-144,809

一144,811

44,8」3

1:50

2m

図12 第3層上面・第2層上面遺構平面図

20cm

SK305 N

:炭・焼 土 ・シル ト偽 礫 を含 む

黒褐 色 (10YR2/2)細粒 砂 質 シル ト

:暗褐 色 (10YR3/4)細粒砂

図13 SK301出土遺物実測図

SK301は東西1.28m以上、南北1.42m以上の土塘で、

図14 SK305断面図

深さは0.44mである。土師器皿3、肥前陶器

片口鉢4、肥前陶器碗5、 中国産青花碗6が出土している(図13)。このほか土師器、須恵器、瓦器、

備前焼、中国産青花、肥前陶器、瓦、壁土、骨、貝が出土している。徳川初期までの遺物を中心とし、
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一部17世紀中葉の遺物を含む。

SK305は東西1.Om以上、南 北1.54m以上の土塘で、深 さは0.30mである(図14)。肥 前陶器碗、瓦 が

出土している。

SK306は東西0.62m, 南北0.30mの土塘で、深さは0.34mである。土 師器片、 丹波焼、肥前陶器、

肥前磁器、瓦 が出土している。

3)まとめ

今回の調査では、豊臣期～徳川期の遺構のほか、中世以前に遡る遺構が確認できた。今 後さらに調

査成果が蓄積されるなかで、城 下町の形成過程とともに、 中世以前の様相についても徐 々に明らかに

なることを期待 したい。

引用・参 考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2005、「天満本願寺跡発掘調査(TNO4-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包

蔵地発掘調査報告書(2002・03・04)』、pp.l3-32

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010,「桜宮地区埋蔵文化財調査(天満1丁目所在遺跡発掘調査 TWO8-1)

報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2008)j、pp.21-29
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調査(TW12-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2012)』、pp.45-54
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西壁地層断面

(東から)

南壁地層断面および

第5層上面全景

(北から)

第5層上面全景

(東から)

図
版



第4層上面全景

(北から)

第3層上面全景

(北から)

第3層上面全景

(東から)

図
版
二



北区豊崎三丁目21-1他4筆における建設工事に伴う

豊崎3丁目所在遺跡発掘調査(TS16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区豊崎3丁g21-1他4筆

294ml

平成28年6月29日～7月28日

公益財団法人大阪市博物館協会 太阪文化財研究所

調査課長高橋工、岡村勝行・南秀雄

- 92 -



1)調査に至る経緯と経過

調査地は、新発見の中世の集落遺跡である

豊崎3丁目所在遺跡に位置する。北東500mに

は弥生時代後期～古墳時代前期初頭および古

代の集落跡である豊崎遺跡がある。また、そ

の西方、豊崎遺跡B地点で実施されたTS14-

1次調査では、弥生時代中期～鎌倉時代の遺

物が出土し、周辺の既往調査の成果と合わせ、

古代以前の中津川の推定流路が復元されてい

る[大阪文化財研究所2014]。当該地で大阪市

教育委員会が行った試掘調査では、地表下約

1.45m以下の深さで本格的な発掘調査を必要と

する中世の遺構面および遺物包含層が検出さ

れ、本調査を実施することになった。

調査区は比較的遺跡の残存状況が良いと考

えられた敷地の北側部分に当初、東西40mで

西半の25mを9m幅、東半1 5mを5m幅に設

定する予定であったが、旧建物の堅固な基礎、

浄化槽などが遺存し、大阪市教育委員会の了

承を得て、全体に東に10m移動させ、西半を

16mに減じ、 その代わりに東半の長さを30m

に延長することとした。調査は6月29日に開

始し、地表下1,4mの第4層(江戸時代)までを

重機により掘削し、その後、人力による掘下

げを行った。適宜、遺構平面図や断面図の作成、

写真撮影などの記録作業を進め、最後に3箇

所を部分的に掘り下げ、下位層の観察を行い、

7月28日、現地における調査作業を完了した。

なお、基準点はMageⅡan社製ProMark 3に

より測位し、本報告で用いた方位は世界測地

系に基づく座標北を基準とした。標高はT.P.値

(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

===一一一一一一一

50         100m

1 : 2.000

図2 調査区位置図
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第0層

第1層

第2層

第3層

第4層

第5層

第6層 Jゞ 丈ゝ9Z
601～610 501～503

第7層

2)調査の結果

1)層序(図3～5)

調査地の現地表面はTP+O.lm前後とほぼ平坦である。調 査で

は現地表下3.0m (TP-2.9m)までの地層を確認し、 9層に大別

した。各岩相の特徴は次の通りである。

第0層 :現代盛土・攪乱層である。層厚は50～200cmである。

第1層:灰色(5Y 4/1)粗粒砂を主体とする河成層で、層厚は最

大80cmである。

第2層 :ガラ、 レンガを含む近代の盛土層で、層厚は30cm前後
第8層

である。

図3 地層と遺構の関係     第3層 :黒色(5Y2/1)粘土からなる近代の作土層で、層厚は10

～15cmである。

第4層 :灰色(5Y 4/1)細粒砂質シルト～粘土からなる近世の作土層で、層厚は10～15cmである。

I9世紀中頃の瀬戸美濃焼磁器を含む。

第5層 :オリーブ黒色(5Y3/2)中粒砂質シルトからなる近世の作土層で、層厚は10cm前後である。

少量のl7世紀代の肥前陶磁器のほか、土 師器・瓦器椀・瓦質土器・瓦など中世以前の土器を多く含 む。

第6層 :灰白色(2.5Y8/2)を基調とする中粒～粗粒砂、細～中礫からなる古墳時代前期初頭以降

の河成層で、層厚は60cm前後である。上 方細粒化し、下部の中礫層の観察から流向は北西から南東

と推定される。弥生土器亮1・庄内式の亮3・古墳時代初頭の東海系の亮2を含む。上面でSP601,

SK602など中世の遺構、SK501・502などの近世の遺構が検出された。

第7層 :灰色(5Y 4/1)を基調とするシルト～細粒砂シルトからなる古墳時代前期初頭以降の湿地性

堆積層で、層厚は25cm前後である。上部は生物擾乱が顕著である。

第8層 :灰色(7.5Y 4/1)を基調とする古墳時代前期初頭以降の中粒～粗粒砂層、細礫層からなる河

成層である。上方細粒化し、層厚は70cm以上である。弥生時代後期・庄内式・布留式の土器片を合む。

ii )遺構と遺物(図4～6)

第6層上面で土塘、溝 、小穴などを検出し、弥 生時代後期～江戸時代の遺物が出土した。遺構は第

5層段階の耕作により削平されており、遺 物は細片で摩滅の著しいものが多い。出土遺物の時期は、

おおむね弥生時代後期～古墳時代前期、平安時代後半～室町時代、江戸時代に大別される。

a)弥生時代後期～古墳時代前期初頭の遺物

第6～8層からは、それぞれ弥生土器・庄内式土器・古式土師器の小片が出土しており、 このうち

3点を図示した。1は弥生土器尭で、外 面に右上がりのタタキ、内面にハケを施す。弥生時代後期後

半であろう。2は東海系のS字状口縁尭で、口縁部は開き気味である。古 墳時代前期初頭のものであ

ろう。3は庄内式の亮で、口縁端部を上方へつまんで仕上げている。口縁部内面はハケ調整し、体 部

内面にはヘラケズリを施す。体 部外面にはわずかにハケメが認められる。生駒西麓産の胎土である。

b)平安時代後半～室町時代の遺構と遺物
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Y-46,0401 Y-46.020

0\
o SP606

\SP607 S

ウ Z

SK602

SK609叫冫SK.b1υ

SD603

SK6υ4

K501

SK503

SK502

X-142,870

10m

1:250

E

SK602

1:250図4 調査区平面・地層断面図

「P+O.Om

10m



SP601

TP-L3m

一1.5m

:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト
:暗灰黄色(5Y4/2)粗粒砂
:黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂(第6層〉

N

SD603

1:黄灰色(2.5Y 4/1)シルト
2:にぶい黄色(2.5Y6/3)シルト質粗粒砂
3;灰黄色(2.5Y6/2)粗粒砂(第6層)

SK604

1

TP-1.lm

一15m

4

5

C
υ

:暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質粗粒砂
:暗灰黄色(2.5Y5/2)シルト質粗粒砂
;暗灰黄色(2.5Y 4/2)粗粒砂

SK608
E TP-1.3m

1:黄灰色(2.5Y 4/1)偽礫混りシルト
2:黄褐色(2.5Y5/3)偽礫混り中粒砂質シルト
3:にぶい黄色(2.5Y6/3.5)中粒砂(第6層)

SK609 SK610
TP-1.3m

ト
レ
ン
チ
南
壁

1

2

3

4

 
5

6

:黄褐色(2.5Y5/3)偽礫混りシルト質粗粒砂
:暗灰黄色～黄褐色(2.5Y5/2.5)偽礫混りシルト質粗粒砂
:暗灰黄色～黄褐色(2.5Y5/2.5)偽礫混りシルト質粗粒砂
:にぶい黄色(2.5Y6/3.5)粗粒砂質シルト
:暗灰黄色(2.5Y5/2)粗粒砂(第6層)

:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質粗粒砂

SK501
E TP-1.3m

1

2

3

4

:黄灰色(5Y4/1)シルト
:黄灰色(5Y4/1)粗粒砂
:黄灰色(5Y 4/1)粗粒砂質シルト
:暗灰黄色(2.5Y5/2)偽礫混り粗粒砂質シルト

:黄灰色(5Y5/1)偽礫混りシルト質粗粒砂
:黄灰色(5Y4/1)粗粒砂質シルト
:灰オリーブ色(5Y5/3)粗粒砂
:灰黄色(2.5Y6/2)粗粒砂(第6層)

1:20

50cm

図5 おもな中 ・近 世の遺構地層断面図



10                                1:4

図6 出土遺物実測図

第6～8層(1～3)、SK609(4)、SP606(5)、SK604( 6 )、SD603( 7～9)、SK503(10～13)

SP601 :調査区東端で検出した直径0.45m,深さ6 cmの小穴である。遺物は出土しなかったが、埋

土から当該期の遺構である可能性が高い。

SK602 :調査区中央西寄りで検出した長径3.0m,短径2.Om以上、深 さ50cm以上の土塘である。長

楕円形を呈し、埋土は第6層に由来する砂礫を多く含む埋立てである。土師器、瓦器椀の小片が出土

した。

SD603 :調査区西側で検出した幅0.8m,長さ2.9m以上、深 さ20cmの東西方向の溝である。埋土は

黄灰色シルトで、土師器・黒色土器・瓦器・常滑焼・備前焼が出土した。このうち、 3点を図示した。7・

8は土師器皿で、7は器壁が薄く、口縁部をわずかに外方へつまみ、8は口縁端部内面に段を有する。

9は備前焼の捕鉢底部である。これらはおおむね13～14世紀代のものであろう。

SK604 :長辺2.1m以上、短辺1.6m以上、深 さ12cm前後の土塘である。土師器・東播系須恵器・瓦

が出土した。6は土師器椀の底部である。低い高台を有し、体部外面にはユビオサエを施す。11世紀

前半頃のものであろう。

SP605:直径0.2m,深さ15cmの小穴である。埋土はオリーブ黒シルトで、土師器の細片が出土した。

SP606 :直径0.35m,深さ10cmの小穴である。埋土は暗灰黄色シルトで、土師器・瓦器椀5が出土

した。5は内面に圏線状のヘラミガキが施され、口径は12.Ocmである。13世紀後半のものであろう。

SP607 :長径0.35m,短径0.3m,深さ10cmの小穴である。埋土は上層が黄灰色シルト、下層がに

ぶい黄色中粒砂質シルトで、遺物は出土しなかった。

SK608:長辺0.9m,短辺0.7m,深さ20cmの土塘である。埋土はシルトまたは中粒砂の偽礫を多く含み、

中世に属する土師器片が出土した。

SK609 :長辺・短辺とも1.4m以上、深 さ10cmの土壇で、SK610に切られる。埋土は暗灰黄色シル

ト質粗粒砂で、土師器・東播系須恵器・瓦器・瓦質土器が出土した。4は土師器の小皿である。

SK610:長辺1.7m以上、短辺1.5m以上、深 さ32cmの土塘である。埋土はシルトまたは中粒砂の偽

礫を多く含み、遺物は出土しなかった。

c)江戸時代の遺構と遺物

調査区中央東寄りでまとまって検出された土塘群であり、埋土はいずれもしまりが悪く、上部は暗

灰色シルト、下部は中～粗粒砂を主体とし、偽礫を多く含む。砂の採取を目的とした土採り穴の可能
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性が高い。

SK501 :長辺3.3m,短遮 .2m,深さ35cmの土塘である。SK503を切る。

SK502 :長辺3.7m以上、短辺3.Om以上、深さ40cmの土壇である。SK503を切る。

SK503 :長辺7.9m,短辺2.6m以上、深 さ50cmの土塘である。南東の一部が東に張り出す
。17世紀

後半に属する肥前磁器の染付皿のほか、古式土師器10、土師器皿11・12、瓦器椀13が出土し
た。10は

古墳時代前期の布留式の亮である。13は内外面ともに丁寧なヘラミガキを施す。12世紀前葉で
あろう。

なお、この遺構との関連は不明であるが、西端に直径20cmの杭を10本検出した。

3)まとめ

今回、密集度はあまり高くないものの、平安時代後半から室町時代の幅広い時期の遺物と
ともに、

土塘、溝 などが発見され、近隣にこれらの時期の集落が存在することが明らかとなった。今
後、周辺

調査の蓄積によって、より確度の高い地域史像が復原できるものと期待される。

大阪文化財研究所2014、「北区豊崎七丁目8における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(TS14- 1)報告
書」
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調査区全景

(第6層上面:西から)

SK501～503検出状況(南西から)

図
版
一



北壁地層および

SK503断面

(南から)

SD603・SK604検出状況

(西から)

深掘り3北壁地層断面

(南から)

図
版
二



北区野崎町1における建設工事に伴う

野崎町所在遺跡発掘調査(YZ16-1)報告書

ー 99



調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市北区野崎町工

80爾

平成28年4月13日～4月21日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

大阪文化財研究所調査課長 高橋工、平田洋司
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は野崎町所在遺跡に位置する。奈良時代から近世の集落跡の遺跡とされるが、本 格的な調査

は今回が初めてとなる。周辺の遺跡としては北西に奈良時代から中世の社寺跡とされる安曇寺跡推定

地、南 に弥生時代から近世の集落跡である天神橋遺跡などがあるが、今回調査地周辺での調査例は少

ない。西北西約400mのAZO5-1次調査では13世紀代の遺構・遺物が検出された[大阪市教育委員会・

大阪市文化財協会20061が、北西約300m, 安曇寺跡推定地の東に位置するCM14-1次調査では遺

構は17世紀代以降に限られ、遺 跡の中心部に比べて開発が遅れるようである[大阪市教育委員会・大

阪文化財研究所20161。同様な傾向は天神橋遺跡でも見られ、南東約350m,遺跡の北端に位置する

TJ12-1次調査でも遺構が確認されるのは17世紀中葉以降である[大阪市教育委員会・大阪文化財研

究所2014]。

今回の調査は大阪市教育委員会の試掘結果を受け、敷 地中央部の東西10m1 南北8mを対象に行っ

た。調査は平成28年4月13日より開始した。重機による掘削は東部では後述の第3層の中位まで、第

3層が低く検 出される西部では第2層の中位までとした。以下はすべて人力による掘削で調査を進め、

第6b層上面までは平面的に調査し、それ以下は南・西壁沿いにトレンチを入れ、自然堆積層が続くこ

とを確認した。掘削・記録等は4月20日で終了し、翌 4月21日に調査機材等の撤収を行い、現 地にお

ける調査を完了した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記 した。
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第0層        2)調査の結果

ヵ1 、           i)層序(図3・4、図 版1)

第2層  sK202      調査地の標高はTP+2.lmとほぼ平坦である。現地表下

sK301ほか 」3」へ へ へ 一 ～ - ～ 一  約3.3m, TP-1.2mまでの地層を第0～7層に区分した。

第橿           第0層 :近・現代の整地層および攪乱である。

159   8850191" 第1層 :レンガ・瓦片を多く含 む19世紀末以降の整地層
第6a層

第6b層

ヵ,.  \   ヵ,8」     で層厚は80～100cmである。

図3 地層と遺構。関係図      寡2層 :後述するSX201の埋土で、層厚は最大60cmで

西に厚く堆積し、東端では部分的に遺存する。上部はシルト偽礫・炭などを多く含 む暗褐色(10YR3/1)

中粒砂質シルトからなる整地層で層厚は最大40cmである。下部は黒褐色(10YR2/3)シルトか らなる

自然堆積層で、層厚は最ラ(20cmである。18世紀後半～19世紀後半の遺物を含む。

第3層 :炭・シルト偽礫を含む黒褐色(10YR3/2)粗粒砂質シルトを主体とする整地層で、層厚は

10～50cmで東部で厚い。東部では3層程度に細分でき、いずれも炭を多く含み擾乱が認められ、各 層

の上面は生活面となるが、西部では砂が主体で偽礫も目立ち、西へと傾斜する堆積を示す。各層の上

面では土塘などの遺構が確認できた。これらの遺構からは18世紀代中葉以降の遺物が出土した。

第4層 :にぶい黄褐色(10YR5/3)粗粒砂からなる整地層で層厚は最大50cmで、東で厚い。細 片が

多いが、土 師器・備前焼・瀬戸美濃焼・肥前磁器など17世紀後半～18世紀代の遺物を少量含む。

第5層 :黒褐色(2.5Y3/1)中粒砂質シルトからなる第6層を母材とする作土層で、層厚は15cm未満

である。上面には畦畔状の高まりが検出された。遺物は出土しなかった。

第6層 :第7層に続く湿地性の自然堆積層で層厚は40～60cmと東で厚く堆積する。植物根による擾

乱が顕著に認められる。2層に細分した。上部の第6a層は黒褐色(2.5Y3/1)粗粒砂質シルト、下 部の

第6b層は黒色(2.5Y2/1)シルト質粗粒砂で、下部ほど砂を多く含む。第6a層からは肥前磁器細片が1

点出土したが、時期は不明である。第6b層以下は部分的な掘削で確認したのみである。

第7層 :河成層で層厚は30cm以上ある。上部の第7a層は黒褐色(2.5Y3/1)粗粒砂で調査地西端にの

み分布し、第7b層を削剥する。下部の第7b層は褐色(10YR4/6)粗粒砂である。いずれも流向は南か

ら北あるいは南南東から北北西である。遺物は出土しなかった。

TP 12.0m

第 0層

図4 南壁地層断面図

2m

+1.Om

^0.Om

.0m
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1 ) 1

覧

j 1

1 1

I
Y-45,070/ 第2層上面

SK202

×-143,996

0 3m

1:フ00

0 3m

1:100

図5 遺構平面図
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ii )遺構と遺物(図5・6、図版 2)

a.第5層上面検出の遺構

第5層上面は多くの場所で第4層に覆われているが、西部では直接第3層が覆う。第 5層上面では

畦畔状の高まりSR5C))・502と不整形の凹みであるSK503を検出した。

SR501・502 SR501は幅0.3～0.6m, 高さO.lm, SR502は最大幅0.6m, 高さO.lmである。遺 存

状況は悪いが、SR501・502間は水口の可能性がある。

SK503  最大長0.5m,深さO.lmの不整形の凹みである。

ほかに第5層上面では踏込みと考えられる微細な凹凸が認められた。第 5層からは遺物が出土しな

かったが、下位の第6a層から時期は不明ながら肥前磁器が出土したこと、上 位の整地層である第4層

から17世紀後半～18世紀代の遺物が出土したこと、第 3層の遺構が18世紀中葉以降に限られることか

ら17世紀後半～18世紀中葉頃に推定できよう。

b.第4層上面検出の遺構と遺物

最初の平面的な遺構検出作業を第4層上面にて行ったため、それより新 しい時期の遺構も含むが、

埋土や調査地壁面の観察からおおよその遺構の帰属時期は推定しうる。

第3層の遺構としては土塘・小穴等を検出した。

SK301  直径0.4mの平面形が円形で、深 さ0.2mの土塘である。肥前磁器染付碗・瓦片が出土した。

SK302  東西0.9m以上、南北0.6m,深さ0.2mの土塘である。土師器・軟質施釉陶器・瀬戸美濃焼・

肥前磁器・瓦片などが出土した。1は肥前磁器染付碗で文様はコンニャク印判による。2は瀬戸美濃

焼陶器で鉄釉と灰釉の掛分碗である。これらの出土遺物は18世紀中～後葉に位置づけられる。

SK303  直径0.3m,深さ0.1mの土塘である。瓦片のほか鋳型の可能性のある土製品片が出土した。

SK304  直径0.6mの平面形が円形で深さ0.4mの土塘である。第3層上面に掘込み面がある。土師器・

丹波焼・肥前陶磁器・瓦片などが出土した。3は肥前磁器染付皿、4は肥前陶器鉄絵皿である。これ

らの遺物は18世紀中～後葉に位置づけられる。

SK305  幅0.4m,深さ0.3mの溝状の土壊である。遺物は出土しなかった。

SK306  幅0.3m,深さ0.2mの溝状の土壊である。土師器・瓦片が出土した。

上記の遺構の埋土は多くが炭を含む粗粒砂質シルトで類似する。遺構の時期は18世紀中～後葉に位

置づけられる。第 3・4層がともに東で厚く、西 で薄くなること、第 3層は東では日常生活の残渣と

考えられる炭を多く含 むことに加え、擾 乱を受けているのに対し、西では偽礫の形状を多く残す淘汰

不良の状態であること、遺 構の多くが東部で確認されたことから、現 在の南北道路に近い、東 側を主

として開発し、奥 となる西側は開発されなかった可能性がある。

第3層上面に相当する遺構としては第2層を埋土とする落込みSX201を検出した。

SX201  深さ0.4mで東から西に緩やかに落込み、さらに調査区内の南北4.5mの間で0.2mほど下が

る。埋 土は下部が自然堆積のシルト、上 部が炭・シルト偽礫を含む中粒砂質シルトの整地層である。

瓦を主として土師器・瓦質土器・肥前陶磁器・関西系陶器・軟質施釉陶器・土製品・動物遺体など多

くの遺物が出土した。5は瓦質土器売で14世紀代に属する。遺構の時期を示すものではないが、周辺
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図6 出土遺物実測図

SK302( 1・2)、SK304( 3・4)、SX201(5～9・14)、SK202(10～13)



にこの時期の遺構が存在することを示す資料である。6～8は肥前磁器染付碗で6は焼継ぎの認めら

れる広東碗、 8は青磁染付である。9は人物と蝙輻を配した中国産青花鉢、14は堺捕鉢である。これ

らの遺物から遺構の時期は18世紀中葉～19世紀代に位置づけられる。また、最上層からは19世紀代後

半に降る遺物も出土しており、長期間に渡って周囲より低い場所であったといえる。

落込みの成因としては一部凹んだ箇所は意図的に掘 り下げた可能性はあるが、第3・4層の分布か

ら東部にのみ嵩上げの整地がなされた結果、西 に低い部分が生じたと考えられ、この場所が不要な物

の投棄場所として利用されたのであろう。

また、第 2層上面に相当する遺構としては調査区西北部の土WSK202がある。

SK202  東西1.6m,南北0.8m以上で、深 さ1.Omの土塘である。土師器・丹波焼・関西系陶器・瀬

戸美濃焼陶磁器・肥前磁器のほか瓦片・ガラスなど多くの遺物が出土した。10は肥前磁器染付碗で外

面に青上絵付を施している。11は中国産青花小杯である。12・13は合成コバルト呉須染付の瀬戸美濃

焼磁器で、12は碗、13は型紙絵付による鉢である。これらの遺物は19世紀中～末葉に位置づけられる。

3)まとめ

今回の調査は小面積であったが、周辺の土地変遷を考えるうえで興味深い資料を得ることができた。

調査地近辺にはもともと河川が流れ、17世紀代には湿地化し、その後耕作域として利用される。大規

模に開発されるのは18世紀中葉になってからであるが、この開発も敷地全体に及ぶのではなく、南 北

道路に面した付近に整地がなされ、その背後は開発が及ばなかった可能性が高い。ただし、当遺跡周

辺の調査は緒に着いたばかりであり、 さらなる調脊の蓄積によって周辺の遺跡の関係を含めた具体的

な様相が明らかになることを期待したい。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2006、「安曇寺跡推定地発掘調査(AZO5- 1 )報告書」:『大阪市内埋蔵文化財

包蔵地発掘調査報告2005』、pp. 3 -22

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2014、「天神橋遺跡発掘調査(TJ12- 1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵

地発掘調査報告2012j、pp.ll-:32

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2016、「神山町遣跡発掘調査(CM14-1)報告書」:大阪市内埋蔵文化財包蔵

地発掘調査報告2012j、pp. 1- 1o
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調査区遠景

[中央の柵の手前1

(北から)

機械掘削風景

(北東から)

南壁地層断面

(北東から)

図
版
一



第6b層上面

(西から)

第5層上面

(西から)

第4層上面

(東から)

図
版
二



福島区海老江一丁目5における建設工事に伴う

海老江1丁目所在遺跡発掘調査(EE16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市福島区海老江1丁目5

1,000rrf

平成28年5月16日～8月2日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、大庭重信
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1)調査に至る経緯と経過

海老江1丁目所在遺跡は福島区海老江1丁目に所在し、今 回初めて発掘調査が行われることとなっ

た新発見の遺跡である(図1)。周辺では南側約1 kmに中世後半の城郭跡の野田城跡伝承地があり、数

件の発掘調査が行われているが、淀川河口域に位置する福島区域の考古学的情報は少ない。

一帯の淀川河口域の陸化時期と人間活動の開始については不明な点が多いが、古代には八十島と呼

ばれていたように淀川河口域に三角州が広がっていたとみられ、『日本書紀』安閑2(534)年に大隅嶋・

姫嶋の松原に牛を放つという記事がみえ、こうした水域で囲まれた砂州や川中島が牧に利用されたこ

とが推測される。調査地北西側約1.5kmの西淀川区域には姫島の地名が残っており、古代の姫嶋牧の

推定地である。鎌倉時代には鷺島荘・福島荘などの荘園が置かれるが、16世紀になると瀬戸内海に面

した戦略上の拠点として野田・福島城が文献記録にしばしば登場し、元亀元(1570)年の織田信長によ

る野田・福島攻めの際には、海老江まで本陣を進めている[福島区制施行50周年記念事業実行委員会

1993]。この頃の様子は遺跡の発掘調査でも一部明らかになっており、NOO7-1・12-2次調査で

は野田城を囲む堀状遺構が検出されている[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008、大阪市教育

委員会・大阪文化財研究所20141o 近世になると、中世までの城郭や村落に起源をもつ野田・福島・

海老江などの集落が点在し、周辺に耕地が広がる大坂三郷近郊の農村となり、近 代の初めまでこう

した景観が残っていたことが近世の絵図や明治18(1885)年作成の1 : 10,000地形図などからわかる。

調査地前には大阪と尼崎を結ぶ大和田(梅田)街道が通っており、阪神間を結ぶ重要路線の一つとして

機能した。こうした景観力吠 きく変わるのが明治18(1885)年に一帯に甚大な被害をもたらした淀川大

洪水である。これを契機に淀川改修工事が明治31(1898)年に開始され(竣工は明治42(1909)年)、明

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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治39(1906)年には阪神電鉄が開通し、都市化が一気に進み現在に至る。

大阪市教育委員会が調査地で行った試掘調査の結果、地表下約1.5m以下の深さで本格的な発掘調査

を必要とする遺構面や遺物包含層が検出されたことを受け、発掘調査を実施することとなった。比較

的遺跡の残存状況が良いと判断された敷地内北側に南北50m,東西20mの調査区を設け(図2)、平成

28年5月16日より調査を開始した。試掘結果に基づき、地表下約1.5m前後まで堆積している分厚い

洪水層を重機で除去したが、出土遺物からこの洪水層が明治18年の淀川大洪水によるもので、これに

覆われた地面が直前まで機能していた畠であることが判明した。当初の予定通り、 この旧地表面から

平面調査を開始し、平面調査は地表下約2.Omまでの地層を対象とした。最後に調査区の南半に南北方

向の深掘りトレンチを設定し、これより下の地層の観察・記録を行い、調査を終了した。

基準点は専門業者がスタテイック測量で測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP̂ ○mと記した。

なお出土種子については、弘前大学農業生命科学部の田中克典氏に同定をお願いし、寄稿いただい

た結果を3)に掲載する。

2)調査の結果

1)層序(図3～6)

調査地の地表高は、TP+0.5m前後でほぼ平坦である。現代の盛土層(第0層)の下位、地表下4.8m

までの地層をlO層に区分した(図3)。第 6層より下は調査区南東部に設けた南北方向の深掘りトレン

チで確認したものである。調査区東壁・南壁の地層断面の観察を基に各層の特徴を記す(図4～6)。

第1層は黄褐色細粒～粗粒砂からなる氾濫堆積層で、層厚は最大で70cmある。古流向は北東から南

西を基本とし、流れの中心に大きな高まりをつくり、その両側に斜行する砂礫が順次堆積していた。

第1層中には型紙摺染付の瀬戸美濃焼磁器(図9-6・

7)など幕末から近代初めの陶磁器類が含まれているこ

とから、本 層は明治18(1885)年の淀川大洪水に伴うも

のと判断される。流源とみられる中津川から、約 2kmも

離れた当地点まで洪水が到達していたことがわかる。

第2層は近世後半から近代初めにかけての畠作土層

で、第2a層と第2b層に区分した。第2a層はオリーブ黒

色細粒砂質シルトからなり、層厚は約20cmある。上面で

明治18年の淀川大洪水で覆われた畠を調査区全域で検出

した。第2b層は暗オリーブ色細粒～中粒砂質シルトから

なり、層厚は15cm前後ある。本層下面で畠畝間の痕跡と

みられる南北方向の溝を多数検出した。第2b層には18世

紀～19世紀前半の陶磁器類が含まれる。

図3 地層と遺構。関係図       第3層はオリーブ褐色細粒砂質シルトからなる近世の
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図5上半の位置
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図4 調査区東壁地層断面図
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'黄褐色(2.5Y5/3)細粒～極粗粒砂(第1層、氾濫堆積層)
:灰オリーブ色(5Y 4/2)シルト偽礫+細粒砂(盛土)
オリーブ黒色(5Y3/1)シルト～細粒砂薄層(水成)
:オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト(第2a層、作土)
'暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質細粒砂(第2b層、作土)
暗オリーブ色(sy4/3)細粒砂質シルト(SK301埋土)
オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細粒砂質シルト(第3層、作土)
:灰オリーブ色(5Y4/2)シルト～細粒砂質シルト(第4層、水成)
:暗灰黄色(25Y4/2)シルト～細粒砂(第5層、湿地性堆積層)
灰゙白色(2.5Y8/2)細粒～租粒砂(第6層、氾濫堆積層)
.黄灰色(25Y4/1)砂泥(第7層、干潟堆積層)

:灰白色(N7/)馴粒砂～礫+黒褐色(2.5Y3/1)有機質シルト薄層(第8層、流路堆積層〉
黒褐色(2 5Y3/1)砂泥(第9層、干潟堆積層)
.灰白色(2 5Y7/1)細粒～中粒砂(第10層、海成層)

1:50
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-5.0m

図5 調査区東壁および深掘り トレンチ地層断面図



1 黄褐色(2 5Y5/3)細粒～極粗粒砂(第1層、氾濫堆積層)
2:灰色(7 5Y6/1)シルト偽礫+細粒砂(盛土)
3:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト(第2a層、畝作土)
4:オリーブ黒色(5Y3/2)シルト(第2a層、植物遺体)
5 オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト(第2a層、畝間作土)
6"黒褐色(2 5Y3/2)細粒砂質シルト(第2a層、畝作土)
7.オリーブ黒色(5Y3/1)シルト(第2a層、畝内旧畝間埋土)
8 黒褐色(25Y3/1)細粒砂質シルト(第2a層、盛土)
9゚ オリーブ黒色(5Y3/1)シルト(第2a層、植物遣体薄層)
10.黒褐色(2 5Y3/2)シルト(第2a層、盛土)
11 オリーブ黒色(10Y3/1)シルト偽礫(第2a層、盛土)
12゚灰色(5Y4/1)シルト質細粒砂(第2b層、作土)
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オリーブ灰色(2 5GY5/1)細粒砂質シルト(SD501埋土)
オリーブ灰色(2.5GY5/1)細粒砂質シルト+細粒薄層(SD501埋土〉
:暗緑灰色(7 5GY4/1)砂混り粘土(SD501埋土)
、暗録灰色(7.5GY4/1)シルト(SD501埋土)
灰色(7 5Y6/1)細粒砂十シルト薄層(SD501埋土)
暗゚灰黄色(2 5Y5/2)細粒～中粒砂(第6層、氾濫堆積層)
:黄灰色(25Y4/1)砂泥層(第7層、湿地性堆積層)
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図6 調査区南壁地層断面図



表1 放射性炭素年代測定および 暦年較正結果 [パリノサ ーヴエイ株 式会社2017]

地 点

層 名

遺 物 No.

種類
測定午代
BP

δ13C

(% )

補 正 年 代

(暦 年 較 〒「用 )

BP

暦 年 較 正 結 果

Codピ N住

誤 差 cal BC/AD cal BP 相 対 比

深 掘

第 7層

R32

生 木

(イヌソデ 節 )
6,410± 30 ー26.80± 0.29

6,380± 30

(6,377± 28)

cal BC 5,458 - cal BC 5,454

cal BC 5,375 - cal BC 5,316

cal BP 7,407 - 7,403

cal BP 7,324 - 7,265

0.034

0.966 IAAA-

161306

2σ
cal BC 5,466 - cal BC 5,404

cal BC 5,386 - cal BC 5,309

cal BP 7,415 - 7,353

cal BP 7,335 - 7,258

0.242

0.758

深掘

第 9層

R33-1

生 木

(モミ属 )
1,780± 20 一26,80± 0.23

1,750± 20

(1,752± 23)

cal AD 248 - cal AD 262

cal AD 277 - cal AD 328

cal BP 1,702 - 1,688

cal BP 1,673 - 1,622

0.222

0,778 IAAA-

161307

2σ
cal AD 232 - cal AD 350

cal AD 369 - cal AD 378

cal BP 1,718 - 1,600

cal BP 1,581 - 1,572

0.986

0.014

深掘

第 9層

R33-4

生 木

(アカガ シ亜

属 )

3,890± 20 -27.48± 0.29
3,840± 20

(3,844± 24)

cal BC 2,388 - cal BC 2,386

cal BC 2,346 - cal BC 2,276

cal BC 2,253 - cal BC 2,228

cal BC 2,223 - cal BC 2,210

cal BP 4,337 - 4,335

cal BP 4,295 - 4,225

cal BP 4,202 - 4,177

cal BP 4,172 - 4, l5g

0.017

0.674

0.216

0.093 エAAA-

161308

2σ

cal BC 2,456 - cal BC 2,418

cal BC 2,407 - cal BC 2,375

cal BC 2,367 - cal BC 2,361

cal BC 2,351 - cal BC 2,205

cal BP 4,405 - 4,367

cal BP 4,356 - 4,324

cal BP 4,316 - 4,310

cal BP 4,300 - 4,154

0.080

o.ogs

o.oog

O.813

1)試 料 は,全 て酸 一ア ル ;Jリー酸 (AAA処 理 )を実 施 し,アル カ リ濃 度 が1Mに 達 して い る.

2)年 代 値 の 算 出 に は 、 Libbyの 半 減 期 5568年 を使 用.

3) yrBP年 代 値 は 、1950年 を 基 点 と し て 何 年 前 で あ るか を 示 す .付 記 した 誤 差 は 、測 定 誤 差 σ (測 定 値 の 68% が 入 る範 囲 ) を年 代 値 に 換 算 した 値 。

4)暦 年 の 計 算 に は 、 RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7. 1 (Copyright 1986-2015 M Stuiver and PJ Reimer) を使 用 し 、 補 正 年 代 に 0で 暦 年 較

正 用 午 代 とし て 示 した 、一 桁 目を 丸 め る前 の値 を使 用.午 代 値 は 1桁 目を 丸 め るの が 慣 例 だ が 、暦 年 較 正 曲 線 や 暦 年 較 正 プ ログ ラム が 改 正 され た場 合 の 再 計

算 や 比 較 が行 いや す い よ うに 、 暦 年 較 正 用 年 代 値 は1桁 目を 丸 め て い な い.統 計 的 に 真 の 値 が 入 る確 率 は σは 68.3%,2σは 95,4%で あ る.相 対 比 は ,σ,2σの そ

れ ぞ れ を1とし た 場 合 、 確 率 的 に 真 の 値 が 存 在 す る比 率 を相 対 的 に 示 し た も の で あ る.

る。遺物は出土しなかった。

第8層は灰白色細粒～粗粒砂を主体とした流路堆積～流路充填堆積層で、層厚は120cmある。 トラ

フ型斜行層理が顕著で、凹部の下端には黒褐色有機質シルト薄層が堆積しており、観 察範囲では東か

ら西へ流れる緩やかな流路が砂で埋まりつつ北から南へ移動していったことがわかる。遺物は出土し

なかった。

第9層はTP - 4.0mで上面を確認した黒褐色砂泥からなる干潟堆積層で、層厚は40cmある。下位層

に由来する細粒砂で充填された生痕が多く認められ、擾 乱が激しい。木片を多く含 む。第 8層および

第9層は潮間帯で時々潮下帯となる三角州前面の上部外浜～前浜に形成された堆積層である。

第10層は植物遺体薄層を含む灰白色細粒～中粒砂で、層厚は90cmまで確認した。潮下帯に相当する

上部外浜の砂層である。

以上のように第5層より下の層準からは年代のわかる遺物が出土しなかったため、調査地の陸化の

年代を明らかにするために第7層および第9層から出土した木材3点について放射性炭素年代測定を

実施した。その結果、第 7層出土R32(イヌシデ節)の暦年較正年代がcalBC5.466～5,309、第 9層出

土のR33-4(アカガシ亜属)がcalBC2,456 ～2,205、R33-1(モミ属)がcalAD232 ～378という結果

が得られた。第 9層出土のモミ属材が弥生時代終末期～古墳時代前期の年代であるのに対し、他 の2

点は縄文時代早期末および後期前半とかなり古い年代となり、後 者は古い木材が再堆積したものと考

えられる。今 回の調査地の上流側に位置する茶屋町遺跡(CHO8-1次)では、TP - 3.0mで確認され

た海成泥層に含まれる植物葉の放射性炭素年代測定値が1974̂ 22yrBPを示しており[大阪市教育委員

会・大 阪市文化財協会2010]、堆 積環境が共通する今回調査地の第9層出土R33-1の年代よりも約

200年古い値であり、遺跡の位置関係からも整合的である。

H 遺構と遺物

a.第5層上面・第 6層上面遺構および出土遺物(図7～9)
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第5層上面でSD501～503を検出し

た。

SD501は調査区西端で検出した北で

やや西に振る南北大溝で、幅3.0m,深 エ。-2.30m

さ0.5mあり、中央が一段深くなる。底

に植物遺体を多 く含 む細粒砂が堆積

し、その後細粒砂の薄層を挟みつつシ

ルトによって徐々に埋没していた(図

6)。底 が一段深いのは、初期の段階

に水流によって扶られたのであろう。

SD501からは数は少ないが土器・陶磁

器類が出土しており、中国産青花碗1、

瀬戸美濃焼陶器瓶2、備 前焼播鉢3な

ど15世紀末～16世紀後半までのものが

大半を占める。1点のみであるが豊臣

後期に下る肥前陶器碗4が出土してお

り、藁 灰釉を掛けた初期のもので、16

世紀末に位置づけられる。このことか

ら、SD501はほぼ16世紀を通じて機能

したと考えられる。

SD502は調査区東端で検出した南北

方向の大溝で、SD501の約15m東側で、

これと並行する。幅2.5～2.8m,深さ0.3

mと浅 く、断 面が緩やかなU字形をな

す。底付近に下位層に由来する細粒砂

が混じるが埋土はシルトを主体とし、

緩やかな水の流れによって埋まってい

た。SD502からは瓦質土器羽釜5が出

土した(図9)。14世紀末～15世紀前半

に位置づけられるもので、1点のみの

出土であるがSD501よりも古い時期に

機能していた可能性がある。SD503は

SD502の東側でこれと並行する南北溝

で、幅0.2m,深さ0.l5mと規模が小さ

い。埋土はSD502と共通する。

一48,a50 -48綱5      -48,040

図8位 置

SD501

1 : 250

図7 第5層上面・第6層上面遺構平面図
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一・ 1・

1 暗゚灰黄色(2.5Y5/2)細粒砂質シルト(第4層)
2:灰オリーブ色(5Y5/3)シルト(第4層)
3:灰色(5Y4/1)シルト(SD502埋土)
4:灰オリーブ色(5Y5/2)シルト～細粒砂(SD503埋土)
5:黄灰色(2.5Y 4/1)シルト偽礫十細粒砂(SD502・503加工時形成層)
6:灰色(5Y4/1)細粒砂質シルト(第5層)
7:暗灰黄色(2.5Y5/2)細粒砂(第6層、水成)

1:50

図8 SD502地層断面図

E

1       れており、 緩やかな流水で

を排水するためのクリークの

2.   機能を有していたと考えられ

る。

第6層上面でSD504～506

および踏込みの可能性がある多数の窪みを検出した。

SD504～506は調査区北部で検出した東西方向の溝で、幅0.1～0.2m,深さ0.05m前後ある。東端

が途切れ、埋土は第5層と共通する。図7では第6層上面の等高線を示しているが、SD504～506付

近の地形は東から西へ緩やかに傾斜していることから、これらの溝は地形の傾斜に沿って雨水などが

流れた跡であろう。また、調査区の南半を巾心に直径0.05～O.lOmの円形の窪みを多数検出した(図版

2)。窪みの埋土は第5層で、加重によって下位層が変形し、一部で下位の第6層の砂が巻き上げら

れ窪み内に入り込んでいることから、第 5層内からの加重によって生じたものであると判断した。窪

み同士が重複するものがある、一部に偶蹄目の足跡のように観察できるものがある、などからウシの

踏込みの可能性がある。

b.第4層上面および第3層下面の遺構(図10)

20cm

図9 出土遺物実測図

SD501( 1～4)、SD502( 5 )、第1層(6・7)
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第3層 を除去後に遺構検出作業を

行い、 第4層上面の遺構として土塘

SK401～403、第 3層下面の遺構として

耕作に係る溝群と畦SR302を検出した。

SK401は平面形が1辺 2m前後の隅

丸方形、 深さ0.40m前後、SK402は平

面形が東西0.7m, 南北0.8m以上の楕

円形、深さ0.l5mの土塘で、 ともに細

粒砂および下位層に由来するシルト偽

礫で埋められていた。後 述するSR302

の西辺に沿って掘られており、畦 を構

築するための土採り穴の可能性がある。

また、調 査区南西部で検出したSK403

は平面が直径0.8mの円形、深さ0.20m

の土塘で、 埋土はSK401・402と共通

する。 第5層上面で検出したSD501

の東辺部分に位置しており、平 面で畦

は確認できなかったが、 ここにも本来

SD501を踏襲した区画施設が本来あり、

これと関連して掘られた土採り穴の可

能性がある。

第3層下面で検出した溝群は第3層

上面の畠畝間と同じ方向で、南でやや

西に振る。後述するSR302以西が幅0.2

m前後、以東が幅0.3m前後で、深さは

0.05m前後である。以 西の溝は密に並

び、複数段階の溝が反復して掘られた

ものである。第 3層の作土を埋土とす

るが、多くの溝で西辺の屑に水成の細

粒砂の薄層が堆積していることか ら、

畠の畝間の底付近が残ったもの、 もし

くは梨によって掘り起 こした溝が一時

オープンな状態にあった、 と考えられ

る。

調査区東部では、 これらの溝群と並

一"゚゚゙ -"゚" -"゚゚゚ "-"゚""IX-144,300

-144,305

-144,310

-144,315

44,320

44.325

44,330

-144,335

-144,340

-144,345

1:250

図10 第4層上面および第3層下面検出遺構
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-48,0       一48,045       -48.040     Y-48,0351
行する南北方向の畦状の高まりSR302を

検出した。幅 0.5m前後、高さO.lOm前後

×が ! あり、第 3層段階の耕作によって掘り残 さ

れた下位の第4層が高まりとして残ったも

ので、これを境に東西で下面の溝群の形状

-144.325 が異なることからも、第 3層の段階にここ

に耕地を区画する畦が存在していたと判

断される。第 5層上面で検出した南北溝

-"330 SD502の西肩の位置に当たっており、前

段階の溝の位置が耕地の区画として踏襲さ

れたと考えられる。

-144゚335  c.第3層上面の遺構(図11)

第3層の本来の地表面は第2b層を作土

とする耕作によって削平を受けていたが、
44,340

第2層段階の畝間と同 じ方向の北でやや

図11 第3層上面検出遺構

1:250

-144,345

西に振る幅狭の畠の畝間を全域で検出し

たほか、 調査区南端で土採り穴 とみられ

るSK301を検出した。図11では比較的遺

構の遺存状態が良好であった調査区南端の

SK301とその周辺の検出遺構を示した。

SK301は南北幅1.6m, 東西長14.5m以

上の東西に細長い土塘で、第3層上面の畠

畝間を切っていた。畠の方向とは直交し、

東でやや北に振る。深 さ0.l5m前後あり、下 面には掘削時の鋤痕が顕著に見られ、細粒～粗粒砂と下

位層に由来するシルト偽礫で埋められていた。埋 土中の砂層にはラミナ構造が部分的に残る個所があ

り、調査区内でこれに由来する地層は確認されなかったが、調査区外南側に分布していた可能性があ

り、洪水により砂で覆われた耕地の復旧や作土の土壌改良のために掘削された土採り穴 と考えられる。

SK301の南側にもこれと並行する深さ0.05m前後の浅い土壇が部分的に残っており、調 査区南壁断面

でも認められることから、以南に広がっていた可能性がある。

d.第2層上面の遺構(図12)

調査区全域で、1885(明治18)年の淀川大洪水に伴う氾濫堆積層(第1層)で覆われた畠を検出した。

畠は北でやや西に振る方向に畝・畝間が並び、畝・畝間の幅がともに0.5mの狭畝の畠が調査区内の北

側2/3、畝 の幅が0.7m,畝間の幅が0.3mの広畝の畠が南側1/3に分布していた。ともに畝の高さは畝

間の底から0.l5m前後である。北側の狭畝の畠は調査区北端で一部北端を検出し、南 北長が35mある

ことが判明し、南側の広畝の畠は南北長が15m以上ある。また、東 側には畠と併行して幅2.5m,高
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-48,035
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-144,310
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-144,320

-144,325

-144,330

一144.335

一144.340

一144,345

44,350

図12 第2層上面検出遺構

1:250
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さ0.l5mのSR203があった調査区南西端でも土手状の高まりを検出しており(SR204)、 これらで画さ

れた畠の東西幅は15m前後である。

調査区の北東部と北西部で南北に長細い大型の土WSK201・202を検出した。東 側のSK201は

SR203の東側でこれと併行し、南 北長19m以上、東西幅4.5m,深さ0.8mあり、北 端で途切れて溝に

はならない。掘削時の排土をSR203の上に盛り(図5-2層)、一部西側の畠の畝・畝間を埋めていた。

SK201内は氾濫堆積層である第1層で埋まっており、掘 削時の排土と畠面の間には洪水初期に堆積し

たとみられる水成のシルト～細粒砂の薄層(同3層)が点在していた。西側のSK202は南北長24m以上、

東西幅1.5～2.0m,深さ0.3m前後あり、南 端が途切れる。畠の方向とはややずれ、畠を切っていた。

埋土は第1層で、畠と一連で埋没していた。また調査区南西端で確認したSR204の東斜面にも畠上面

を一部覆い、第 1層で埋まる盛土が確認されており(図6-2層)、SK202とは別の掘込みがSR204西

側の調査区外に存在した可能性がある。これら畠の東西辺に掘られた土塘は、SK201周辺の地層の観

察から洪水初期に掘削されたものと考えられることから、耕 地を洪水から守るための一時的な貯水・

貯砂を目的として掘られたものと推測される。

畠の畝内には西側にやや偏った位置に前段階の畝間が畝の盛土で覆われ遺存しており(図6)、前段

階の畝・畝 間を交替して第I層上面の畠を造成していた。なお、南 側の広畝の畠は前段階には狭畝、

北側の狭畝の畠は前段階には広畝であり、前段階の畠の境界は第1層上面の畠よりも約12m北側にあ

り、時期により畠の形態や範囲を変えていたことが判明した。また、第 1層上而畠の各畝内の東肩に

は有機質層が規則的に認められ、これを一部採取して水洗したところ、以下で報告するようにスイカ・

カボチャ・メロン・ナス科などの栽培植物の種実が出土した。畝内に集積する有機質層は、作 物を収

穫せずに現地で熟れさせ、次の年のための種子を採取した残りの熟れた果実を畠の畝に肥料として埋

め込んだもので、出土した栽培植物の種子はこうした過程で採取され残ったものの可能性がある(註

Ⅰ)。平 坦で広い畝を必要とするつる性植物のスイカ・カボチャ・メロンなどは、今回検出した広畝

の畠で栽培された可能性が考えられる。

3)海老江1丁 目所在遺跡(EE16-1次)出土種子の分析

1)はじめに

EE16-1次調査の第2層上面では明治18(1898)年の淀川大洪水で覆われた畠遺構が検出された。

この遺構の複数箇所の土壌から種実が検出された。そこで、これらの種実について同定を試みた。

ii )材料および方法

調査試料は、R8、R12、R22、R23、R24、R25、R29、R30およびR31の9地点より収集された

土壌試料(2～ 8 L)に内在する種子である。種 子は水洗選別(0.25mm /0.40メッシュ)により採集し、

写真撮影後に同定した。R8は調査区中央の狭畝畠、R23～25・29は調査区南端の広畝畠の畝内の片

側に集積する有機質層から採取され、これらと比較するためにR22はR23西側の畝上面、R12は第2層

上面の畠畝間に集積した有機質層、R30・31は先行する畠の畝問および土手斜而に集積した有機質層

から採取されたものである。試料採取地点の位置は図12で示し、R8・12以外は図6の断面図に採取
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表2 海老江1丁目所在遺跡(EE16-1次)調査出土種実遺休の頻度構成

種類        学名

籾 ・モ ミ片    0っノza satiυa

A'oン      Cucumis melo

カボ チ ャ     Cucurbita sp.

入イカ      Citrd us lanatus

ウリ科 作 物1   Cucurbitaceae sp.

ナス科       Solanaceae sp.

モモ核       Amygdalus pers'bca

ヒシ       Trapa japonica

雑草種子・不明種子他

巻貝の蓋

1種 は不 明。

250片以上を含む試料は大量と表記した。

R29   R30   R31

28   12  大量

二

採集地点

R24

大量

23

量

R

大

R22

大量2

R8

2

2

2

R12

39

2

2

2   大量

2

3

1

2

写真1 海老江遺跡(EE16-1次)において出土した巻貝の蓋と種子一例

a)巻貝の蓋(R29出土)、b)イネのモミ(R12出土)、c)ナス科(R22出土)、d)メロン仲間(R 8出土)、

e)カボチャ属(R8)、f)スイカの成熟種子(R24出土)、g)スイカの未熟種子(R24出土)

写真2 ラオスにおける在来スイカの種子(左)とカンボジアにおけるスイカ改良品種の種子(右)

写真の尺度は写真1のスイカの写真(f・g)と同等である。

した層準を示す。

iii)結果

分析により、巻 貝の蓋と種子が検出できた(写真1、表 2)。うち、巻貝の蓋はR24、R29、R30に

て検出された。種子はイネ、ウリ科作物、ナス科、モモ(核)、ヒシならびに雑草種子で構成されてい

た。イネはモミやモミ片であった。ウリ科作物は、メロン仲間、カボチャ属およびスイカで主に構成

されていた。ただし、それらの検出頻度は採集地点で異なっていた。イネは各採集地点で確認できたが、

特に、南側のR22、R23、R24およびR31においてその頻度は高かった。なお、R22やR23では畝の
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西側であるが、R24やR31では中央部と、モ ミの検出は畝の場所に特異的ではなかった。ウリ科作物

はR8、R12、R22、R23、R24、R25およびR29で検出できた。モモ核はその検出地点がR23および

R24とウリ科 と同所であった。

ウリ科作物のうち、 メロン仲間はその種子長が7.0mm以下と比較的小型であり、マ クワ・シロウリ

型の種子タイプであった。カボチャ属は種子長が9.0mmから14.0mmと高い変異を示した。スイカの種

子は種皮色がやや黒色の成熟種子と白色の未熟種子とで構成されていた(写真1)。それらの種子長は

9.0rnmから12.0mmであった。参 考のためにラオスの在来スイカ2品種およびカンボジアの改良品種2

品種で種子長を計測したところ、種 子長はラオスの在来スイカでlO.5mmから12.0mm, カンボジアの改

良品種で8.Ommから9.Ornm未満であった(写真2)。

iv)考察

巻貝の蓋は耕作地と考えられるR24やR29だけでなく、そ の脇のR30において認められた(表2)。

幾度かの氾濫で運ばれたか、畠を含も周辺環境が一時期でも湿潤な状況であったと考えられる。

イネのモミは遺跡では北側のR8で2点であったのに対して、南 側のR22、R23、R24およびR31

で高頻度であった(表2)。水洗土量が前者では2Lであるのに対して後者では4Lまたは8Lと4倍近

くの差があるものの、モ ミの検出頻度はそれ以上に差が認められた。

ウリ科作物の種子は複数箇所で、また、各箇所で2または3種類の種子が検出された。現在の東南

アジアで敢行されている混作栽培であれば、複 数のウリ科作物種子が検出される可能性はある。ただ

し、それが複数箇所となると、む しろ、胎座を含む種子が遺棄された場所か、それらを意図的破棄し

ていたのかもしれない。

スイカの出土種子について、種 子長はカンボジアの改良品種よりもラオスの在来種に近かった。日

本の改良品種では、種 子長はカンボジアの改良品種と同等である。スイカ品種改良が明治時代以降に

本格化していることから、出土種子は改良品種の普及により駆逐されたであろう在来品種と考えられ

た。

4)まとめ

今回の調査によって明らかになった点は以下のようにまとめられる。

1、深 掘り トレンチで、三角州前面の干潟層である第9層、流路堆積～流路充填堆積層の第8層、

川辺の干潟堆積層である第7層を確認し、上部外浜から前浜へと変化していく当地域の陸化の過程を

把握することができた。第 9・7層から出土した木材の放射線炭素年代測定を行ったところ、第 9層

出土の1点がcalAD232～378であり、弥生時代終末期～古墳時代前期には陸化が始まっていたことが

示唆された。ただし、有効と考えられる年代はこの1点のみであり、今 後も周辺での調査を通じて資

料を増やしていく必要がある。

2、第 6層上面で、第 5層中からの踏込みと見 られる多数の窪みを確認し、一部にウシの足跡の可

能性があるものも含まれていた。第 5層自体は湿地環境下で堆積したもので、ここが牧地として利用

されたわけではないが、姫嶋牧と関連する可能性もあるため、今 後の調査でも注意が必要である。
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3、 中世以降の当地の開発の様相を明らかにすることができた。まず、 湿地性堆積層である第 5

層上面に排水のためのクリークの役割を果たす南北大溝が掘削された。時期はSD501が16世紀代、

SD502が14世紀末～15世紀前半に遡る可能性がある。近世になるとクリークとして掘られた大溝が区

画の境界として踏襲され、一帯の耕地化が進み、調査地域でも17世紀以降、継続して畠が営まれていた。

4、明治18(1885)年の淀川大洪水で埋没した畠を検出し、畠からはスイカ・カボチャ・メロン・ナ

ス科などの栽培植物の種実が出土した。こうした作物が畠で栽培され、調査地北側を通る大和田(梅田)

街道を通じて、大阪に供給されていたのであろう。今回、畠畝内にみられる有機質層に注目して土壌

水洗・種実採取を行い、新しい時代の資料ではあるものの、遺構として検出された畠で栽培された作

物を明らかにする上での調査方法を開拓することができた。

註)

(1)こうした種子保存の方法は、現代の伝統的な農法でもみられ、中央区玉造稲荷神社境内で栽培する玉造黒門

白瓜の畠を同社権禰宜の鈴木伸廣氏のご厚意で見学させていただき、ご教示をいただいた。
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第5層上面検出SD501・502

(南から)

SD502・503検出状況と

北壁地層断面

(南東から)

第6層上面の凹凸検出状況

図
版



第3層下面検出溝群

(南から)

第2層上面検出畠

(南から)

調査区南壁第2層

畠作土断面

(北から)

図
版



福島区鷺洲五丁目12-1・12-5における建設工事に伴う

海老江遺跡発掘調査(EE16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市福島区鷺洲5丁目12-1・Ⅰ2-5

336渭

平成28年11月18日～12月28日

公益財団法人大 阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、岡村勝行
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、遺跡の発見により範囲拡太・名称変更した海老江遺跡に位置する。周辺では南200mで

EE16- 1次調査が行われ、当地域が弥生時代終末期～古墳時代前期には陸化してぃたことが明らか

になるとともに、湿地の耕地化のために掘削され

た中世後半の大溝や明治18(1885)年の淀川大洪水

で埋没した畠および栽培植物の種実が発見された

[大阪文化財研究所2017]。今回の調査は大阪市教

育委員会が当該地で行った試掘調査で、地表下約

1,6m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とする

近世以前の遺構面および遺物包含層が検出された

ことを受け、実施されたものである。

調査は敷地中央北寄りで実施され、排土の置き

場所の確保などの理由により、東 と西の2区に分

けることとなった。平成28年11月18日、西 区(東

西16m×南北14m)から調査を開始した。重機に

より現地表下1.2mまでの現代盛土・作土を掘削

し、以下、その後、人力によって全体に現地表下

2.0m(一部2.8m)まで掘り下げ、地層毎に遺構平

面図や断面図の作成、写真撮影などの記録作業を

行った。西区の調査を12月12日に終了し、埋戻し

後、東区(東西8mX南北14m)の調査を同様に進

め、同月28日、現地における調査作業を完了した。

なお、西区・東区とも地下水対策用の連壁(H鋼と

凝固剤)が調査前に地中深く設置され周辺の地下

水が集まったために、西 区の東南部については排

水が追いつかず、十分な調査を行えなかった。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位

し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座

標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面

値)でTP-○mと記した。

図2 調査区位置図
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2)調査の結果

1)層序

1

2

3

,4

八ヲい〈)夕・8-
NゞR801ノ 8

9

一 “  ! "一 “一  .IU ・ 一 "" ・・ ; ,

11

一" ・ "一"一" 11 1 乙 "1" ご 、  1、

13

図3 地層と遺構の関係図

調査地の現地表面はTP-0,5mとほぼ平坦である。現地表下約

2.8m (TP-3.3m)までの地層を、第 1～13層に分類した。各層の

岩相は次の通りである。

第1層:現代盛土および攪乱層で、 層厚は最大180cmである。

下半部にコークスと思われる黒色塊を多量に含む。

第2層 :黄褐色細粒～極粗粒砂からなる氾濫堆積層で、層厚は

最大で20cmある。今 回、遺物は確認できなかったが、EE16- 1

次調査では幕末から近代初めの陶磁器類が含まれ、明治18(1885)

年の淀川大洪水に伴うものとされており、本 層もそれに当たると

考えられる。

第3層:灰オリーブ色細粒砂質シルトからなる近代初めの作土

層で、層厚は約10cmである。

第4層:灰オリーブ色細粒砂質シルトからなる近世後半～近代

初めの作土層で、層厚は約10cmである。下面で南北方向の鋤溝を

検出した。肥前磁器12～14、関西系陶器15など18世紀～19世紀前半の陶磁器類を含む。

第5層:灰オリーブ色細粒砂質シルトからなる作土層で、層厚は約6 cmである。17世紀前半の肥前陶

器皿11を含む。上面で南北方向の多数の耕作溝を検出した。

第6層 :灰色細粒砂質シルトを主体とする作土層で、層厚は約15cmである。古墳時代後期の須恵器

杯蓋6のほか、瓦器椀7、中国産白磁皿8、瓦質土器羽釜9、瀬戸美濃焼天目碗10など13世紀～16世

紀末までの遺物を含む。上面で南北方向の溝SD601～603を検出した。

第7層:暗灰黄色細粒砂～シルトからなる湿地性堆積層で、層厚は最ラ(20cmである。土師器、瓦器

の細片が出土した。

第8層 :暗灰黄色を基調とする砂泥層で、層厚は20cmある。本層最下部からは下方にのびる生痕や

植物の根痕が顕著で擾乱が激しい。本層の上面でNR801を検出した。遺物は出土しなかった。EE16

-1次調査の第5層に相当する。

第9層 :灰オリーブ色中粒砂を主体とする水成層で、層厚は30cmである。遺物は出土しなかった。

下位の第10・Ⅰ1層とともに北西から南東に向かって低く堆積する。

第10層:暗灰黄色細粒砂～シルトからなる水成層で、層厚10cm前後である。本層から下方にのびる

生痕や植物の根痕が観察される。遺物は出土しなかった。

第11層:オリーブ褐色中～細粒砂からなる水成層で、層厚は最大40cmである。遺物は出土しなかった。

第12層:灰色シルトからなる水成層で、層厚は15cmである。本層から下方にのびる生痕や植物の根

痕が観察される。遺物は出土しなかった。

第13層:灰色粗粒砂を主体とする水成層で、層厚は25cm以上である。遺物は出土しなかった。
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{西区】 東区→

E TP̂ 0.Om

第13層

SD602

第2層 I

.0m

一2.0m

-3.0m

←西区   (東区】

第8層 第i1層

E

TP̂ Oam

.Om

-2.0m

-3.Om

第1層:現代盛土および撹乱層

第2層:黄褐色(2.5Y5/3)細粒～極粗粒砂(近代、氾濫堆積層)

第3層;灰オリーブ色(5Y4/2)細粒砂質シルト(近代、作土層)

第4層:オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト(近世後半～近代初め、作土層)

第5層:灰オリーブ色(7.5Y4/2)細粒砂質シルト(近世、作土層)

第6層:灰色(10Y4/1)細粒砂質シルト(中世後期、作土層)

第7層:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂～シルト(中世後期、湿地性堆積層)

第8層:暗灰黄色(2.5Y4/2)砂泥層(中世後期、干潟堆積層)

第9層:灰オリーブ色(5Y5/2)中粒砂(水成層)

第10層:暗灰黄色(2,5Y 4/2)細粒砂～シルト(水成層)

第11層:オリーブ褐色(2.5Y4/4)中～細粒砂(水成層)

第12層:灰色(2.5Y4/1)シルト(水成層)

第13層:灰色(2.5Y4/1)粗粒砂(水成層)
SD601 :灰色(2.5Y4/1)シルト(水成層)

SD602:偽礫を多く含むシルト質粗粒砂砂

5m

1:80

図 4 北壁 地 層 断 面 図



ii )遺構と遺物

a.第8層上面遺構(図5)

NR801 :西区南西隅で検出した北西から南東にのびる自然流路で、幅2m以上、長さ4.5m以上、

深さ0.4mである(図版1)。埋土はオリーブ黒色(5Y3/2)シルトを主体とした自然堆積層で、遺物は確

認できなかった。

0           5           10m

図5 第8層上面遺構平面図

1 : 200

b.第6層上面遺構および出土遺物(図6・8)

SD601 :西区東端で検出した北でやや西に振る、復元幅3.8m,深さ0.8mの大溝である。細粒砂の

薄層を挟みつつ、灰色(2.5Y 4/1)シルトによって埋没していた。EE16- 1次調査で検出された大溝

SD501同様、地域の耕作地化のため、湿地の排水を目的に掘削された溝である。埋土からは少ないな

がら、土師器・須恵器のほか、瓦器・瓦質土器羽釜4、備前焼捕鉢5など13世紀～15世紀末までの遺

物が出土した。ただし、先行するSD602から16世紀代と思われる遺物が出土しており、上位第5層の

時期は17世紀前半以降である。このことから、本遺構は16世紀～17世紀前半の年代が与えられる。

SD602:西区中央東寄りから東区西端で検出した、幅2.8m,深さ0.3mの南北の溝である。東区西

端で検出されたSD603と一連の遺構であった場合、幅は8.4mとなる。埋土は粗粒砂を主体とする偽

礫を多く含む。SD601を作るために、はじめに幅広く掘削された溝であり、SD601の掘り下げに伴い、

埋め戻されたものと考えられる。13世紀末頃の瓦器椀1、16世紀代とみられる信楽焼の壺2が出土し

た。

SD603 :東区西端で検出した、幅0.8m以上、深 さ0.3m以上の南北の溝である。埋土はSD602と共

通する。埋土から出土した3は瓦質土器の捕鉢で15世紀代に属する。
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c.第5層上面の遺構(図7)

調査区全体で南北方向の耕作溝を20条余り検出した。溝幅は。.2m前後、深さ0.01m前後であり、

東区から西区東半では重ならず、ほぼ1.1m間隔となるのに対し、西区西半(SD601・602の西側)では

重複するものが多い。埋土はシルト偽礫を含む細粒砂であり、土師器、瓦器の小片が出土した。第 5

一47,950 1

-144,120

図6 第6層上面遺構平面図

-47,940

一144,120

10m

200

図7 第5層上面遺構平而図
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0               10cm

図8 出土遺物実測図

層の時期から17世紀前半以降の年代が与えられる

3)まとめ

EE16-1次調査同様、中世末から近世初頭の南北の大溝、近世の耕作溝を検出し、当地の開発の

様相を明らかにすることができた。また、少量ではあるが古墳時代の須恵器や13～14世紀の瓦器・白

磁が出土した。前者は離れた地からもたらされたものと思われるが、後者は近隣に集落の存在を示唆

する。今後、周辺調査の蓄積によって、より確度の高い地域史像が復原できるものと期待される。

参考文献

大阪文化財研究所2017、「福島区海老江一丁目5における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(EE16-1)報告書」
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西区

北壁地層断面

(南西から)

西区

第8層上面NR801

(南から)

西区

第6層上面検出遺構

(南から)

図
版



西区

SD601

(北から)

西区

第5層上面検出遺構

(南から)

東区

第5層上面検出遺構

(南から)

図
版



福島区福島七丁目15-1における建設工事に伴う

福島7丁目所在遺跡発掘調査(FK16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市福島区福島七丁目15-1

150栢

平成28年11月21日～12月1日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

淀川の三角州に位置する調査地点は、JR環状線の福島駅北方約200mにあり、南 の堂島川から約

700mの距離にある(図1・2)。明治時代の村では、大仁村の南郊の田畠の中になる。周辺では北約

250mのSU16-1次調査において、遅 くとも15世紀に水田耕作を行っており、水成層中の鎌倉時代の

遺物の出土から上流域で当該期の遺跡が存在すると推定された[大阪文化財研究所20171o また、西方

約950mのEE16-1次調査では、放射性炭素年代測定と堆積層解析から、弥生時代末～古墳時代前期

に三角州前縁の上部外浜～前浜の干潟であったと考えられ[大庭重信2017]、古墳時代後期には陸化し

ていたという推定がある[趙哲済20171o

調査地周辺の淀川三角州地帯では、古 代～中世までの陸化・耕地化の問題、中世の拠点村落や戟国

時代の城砦の場所の絞込みなどのため、海岸線や主要流路等の旧地形復元が課題となっている。

本調査は、大 阪市教育委員会の試掘で近世以前の遺構面等が検出されたことを受け、南 北15m×東

西10mの範囲で実施した。約 1m厚の表土や前建物の基礎掘形を重機等で掘削した後、残 存している

部分について順次、第6層上面まで平面的に調査し、それ以下は地表下2.2mまでトレンチで地層を確

認した。なお、方 位は現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより得

た世界測地系座標に基づき、標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP-○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

隣接道路の標高はTP-0.6～-0.7mである。前建物の基礎により東壁の北から中ほど、西壁の北端

1 : 5.000

-144,200

30m

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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しか図化できる地層は残っていなかった。

現代盛土            第1層:シルト偽礫混りにぶい黄褐色(10YR5/4)

afjlM            中粒～粗粒砂の近代の盛土で、層厚は15cm以上で
第2層

第。層 -ゞノ ー一! 一\ノ    SA405   ある。

第2層 :灰色(5Y 4/1)中粒砂質シルト層で、層第4b層         SK401

SK501

sD451         第5層 厚は15cmである。19世紀前半以降の作土で、下面
第6層

に下層遺構と同方向の鋤溝群があった。

第7層           第3層:灰色(7.5Y 4/1)中粒砂質シルト層で、

図3 地層と遺構の関係図       層厚は15～20cmである。肥前磁器染付碗3・4(図

8)が出土し、18世紀代の作土である。

第4層 :灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルトの第4a層と灰色(5Y 4/1)細粒砂質シルトの第4b層

から成る作土である。第4b層は第4a層に比べて攪拌の度合いが低い。上面でSK401・SA405、下面

でSD451・452を検出した。本層から土師器焙烙1が出土した。肥 前磁器等が出土せず、本 層は16世

紀末～17世紀初に遡る可能性が高い。

第5層 :シルトの偽礫・薄層を含む灰色(7.5Y 4/1)細粒～中粒砂の水成層で、層厚は10～20cmであ

る。上面でSK501を検出した。本層以下で土器類は出土していない。

第6層 :主体が灰色(5Y5/1)中粒～粗粒砂のトラフ型ラミナが切り合 う河成層で、植 物遺体やシル

トの薄層を挟む。層厚は40～60cmである。流向は北から南、または北北西から南南東である。

第7層 :灰色(5Y5/1)粗粒～極粗粒砂層で、オリーブ黒色(5Y3/2)粘土層と植物遺体層が挟在し、

湿地状のときもあったと推測される。層厚は25cm以上である。本 層から、枝 分れを利用して竿等を掛

、    東壁 :北～中

第2層

第7層

TP-2.0m

-3.0m

西壁 :北

S

ノ

第2層 第1層
TP-2.0m

第4a層

第6層        SK501

図4 東・西壁等断面図

深掘りトレ〉チ北壁

1:80

TP-3.0m

2m
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ける、両端を加工した木材(長さ90cm)が出土した。

ii )遺構と遺物

a.第5層上面・第4層下面の遺構(図5)

調査区北側でSK501を検出した。SK501は南北2.8m以上で、西壁断面で確認できることから、攪

乱を挟んで東西は8.5m以上ある。深 さは0.15～0.30mである。粘土～シルト偽礫混りオリーブ黒色

(7.5Y 4/1)細粒砂で埋められている(図7)。出土遺物はないが、上下の地層から中世後半～末と推測

する。耕作に係わる遺構であろうが、用途はわからない。

第4層下面のSD451 - 452は耕作痕である。幅0.20～0.30mで、深 さ0.03～0.l0mである。方向は

Y-47,070\ Y-47,065\

SK501

SD451

5[)452

X-144,185

X-144,190

X-144,195

5m

1:100

図5 第5層上面・第4層下面遺構平面図
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Y-47,070\

一144185

SK401

X-144,190

SP402

SP403    γ

SP404        SA405

X-144,195

1 : 100

Y-47,065入

図6 第4層上面遺構平面図

東で北へ 7゚ 振 る。

b.第4層上面の遺構と遺物(図6)

第4層上面でSK401・SA405を検出した。SK401は南北4.20m,東西6m以上である。平面形が直

線的で、肩 はなだらか、底 は平らである。深 さは0.30mである。底近くにラミナが観察されるが、大

部分は埋められている(図7)。方 向は東で北へ8゚ 振 る。SK401からは瀬戸美濃焼天目碗 2が出土し、

豊臣期や徳川初期の遺構の可能性がある。同種の大きさ・形態の遺構は、難波砂堆などの低地の中世

後半～近世の遺跡で見つかっており、水 溜のような遺構と推測する。

SK401に沿って南にSA405があった。SA405は平面正方形のピット3個以上から成 り、柱 間は東

からl.68m, l.73mである(図7)。SP402は一辺0.1 5m,深さ0,35m1SP403は一辺0.l5m,深さ0.30m,

SP404は一辺0.l7m,深さ0.20mである。方向は東で北へ11゚振る。いずれも掘形がなく、先 が尖っ

ている。角柱を打ちこんだ柵と推定される。時期は不明だが、遺構配置からSK401と近い時期であろう。
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SK501

1:オリーブ黒M(75Y4/1)細粒砂・粘土～シルト

TP-2.5m

SK401
N

:灰色(7.5Y4/1)粘土～シルト(少一;I1の細粒砂)

:灰色(5Y5/1)ffil粒砂・シルト～極細粒砂偽礫入り

TP-2.5m

1 :オリーブ黒色(5Y3/2)粘土～シルト(少3]1の細粒砂)
2:オリーブ黒伍(5Y3/2)細粒砂質シルト

3:オリーブ黒仏(5Y3/1)極細粒～細粒砂(ラミナ)・シルト偽礫入り

w SP404 SP403

TP-2.5m

1 :灰オリーブ色(5Y4/2)シルト～細粒砂の偽礫

2:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト(第4層)
3:オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒～細粒砂 1

1:40

2m

図7 SK501, SK401, SA405断面図

ノ

10

図8 出土遺物実測図

第4層(1)、SK401(2)、第3層(3・4)

3)まとめ

本調査地は、中 世末から近世初には水溜のような遺構を伴い、耕 地化されていた。以 降は、明治時

代を迎 えるまで一貫して農地であった。またTP - 3.4mまででは干潟の地層はなく、第 7～ 6層堆積

時は比較的安定して陸地となっていたと考 えられる。

参考文献

大阪文化財研究所2017、『北区大淀南二丁目1-1における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(SU16-1)報告書』

大庭重信2017、「淀川河口域の耕地開発一福島区海老江遺跡の調査から一」、大阪文化財研究所編『葦火』185号、

pp. 6 - 7

趙哲済2017、「大阪沿岸低地における古地理の変遷、その最新情報」、大阪歴史学会編『「難波宮下層遺跡と上町台地

北端部の開発」発表要旨集』、pp. 1-12
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SK501 、SD451・452

(東から)

第4層上面全景

(北から)

SK401

(北東から)



福島区玉川二丁目59-2他5筆における建設工事に伴う

野田城跡伝承地発掘調査(NO16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

福島区玉川2丁目59-2他 5筆

70 m'

平成28年11月17日～11月25日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査 に至る経緯 と経過

調査地は、淀 川デルタ上に位置する野田城跡伝承地の北端付近にあたる。野 田城とは、淀 川デルタ

の中州を利用した砦で、その端緒は1531(享禄4)年に三好方が細川との抗争の際に陣取った陣地(砦)

に遡るという(『細川両家記』[渡辺武1995])。その後、1570(元亀元)年には本格的な合戦に耐えうる

規模に整備され、織田信長の本願寺攻略の際には信長勢の攻撃を退けるなどしている(『信長公記』)。

また、1576(天正4)年に落城して以降は信長方の陣地として荒木村重に利用されたり、1614(慶長

19)年大坂冬ノ陣では大坂方の大野治胤の守備を受ける[井上正雄19221など、大坂をめぐる中世末～

近世初期の戦いでは、戟略上の拠点として幾度も登場してきた。

本遺跡の範囲に野田城が復元され、「城之内」、「奥」、「弓場」などの字名をかつての城域のなごりと

とらえることができる。ちなみに本調査地の字名は「亀ノ甲」である。

本遺跡ではこれまでに4回の本格的な発掘調査が行われ、野田城に伴う遺構と考えられる堀状遺構

が2箇所で見つかっている。本 調査地の南東200m付近のN○07-1次調査地では17世紀初頭の整地

層で埋められた深さ2m以上の堀状遺構が検出され、野 田城東外縁付近の防護施設の可能性が指摘さ

れている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2008、櫻 井久之2008」。南西250m付近のNO12-2

次調査地で見つかった堀状遺構は16世紀以降の遺物が出土しているため、城 内の郭を画する溝などと

推測されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所20141o そのほか、南 西300m付近のNO 11-

1・2次調査地では野田城期より古い15世紀代の遺構・遺物が[大阪市教育委員会・大阪文化財研究

所2013」、南300mのNO15-1次調査地では近世の作土が見つかっている[大阪文化財研究所20151o

図1 調査地位置図                 図2 調査区配置図

在から転載)

20m
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重機掘削

現代整地層

第1a層

第1b層

第2″層 第1c層,エ 」①r / \

〈-ノ 畝ゞ -ノ 畝 ゞ -ノ 畝 ゞ -ノ

第2a層,ヨ査ヨ②

第3・層 第2b層
/ \ ▼調査面③

図3 地層と遺構の関係図

第4層

当該地における大阪市教育委員

会の試掘調査では、地表下約1.5m

の深さで中世以前の遺構面および

遺物包含層が検出された。そこで

遺跡北部における地層や遺構の年

代と広がりを明らかにするため、

平成28年11月17日から調査を開始

した。調査区は当初東西8 m,南

北8mを計画したが、調査地の形

状に合わせて東西約10m,南北約

7mに変更し、約 70 m'を発掘した。

現地表下約1,5m付近までの現代

整地層の一部を重機で掘削し、下

位の第1層を確認したところ、近・

現代の作土層であったため、重機

掘削は第1層までとした。平 面で

の調査は下記の第2a層上面・下面、第3層上面・下面の4面で行い、遺 構・遺物を検出しながら適
宜

写真・図面による記録作業を進め、同年11月25日に現地における全ての作業を終了した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP-○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査区の現況地形は、TP-0.7m前後でおおむね平坦である。

調査区の層序は大きく以下の4層に大別した。調査区西壁の地層断面により各層を記述する。

第1層 :近・現代の作土層で3層に細分された。

第1a層:黒色(5Y2/1)極細粒砂質シルト

第1b層:オリーブ黒色(5Y3/1)含炭化物、極細粒砂質シルト

第1c層:オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒砂質シルト

第2"層:灰色(5Y 4/1)細礫混り細粒砂質シルトで極細粒砂ラミナが見られる。層厚は20cm以下で
、

畝間に堆積した地層である。瓦器、土師器、肥前陶器などのほか17世紀後葉の肥前磁器が出土している
。

第2層 :近世の作土層で上下2層に細分された。

第2a層:灰オリーブ色(5Y 4/2)含緑灰色シルト偽礫、細粒砂質シルトで、層厚20cm以内の作土層で

ある。第1層に削平されていないところでは上面の畠の畝間で第2 層゚が堆積していた。本 層からは
丹

波焼や肥前磁器などが出土した。17世紀後葉の地層である。
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【西壁】

I

l

f
/ TP-10m

1

-2.0m

【4ヒ壁】

1:黒色(5Y2/1)極細粒砂を少し含むシルト
2:オリーブ黒色(5Y3/1)含炭化物極細粒砂質シルト
3:オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒砂を少し含むシルト
4:灰色(5Y4/1)含細礫細粒砂質シルト(畝間の水つき起源)
5:灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルト(含緑灰色シルト偽礫)一畝
6:オリーブ黒色(7.5Y3/1)暗色帯の含細礫中粒～粗粒砂質シルト
7:灰オリーブ色(5Y4/2)細粒砂質シルト
7':灰色(7.5Y 4/1)細粒砂質シルト

8
9

0

1

2

3

4

5

:灰色(10Y4/1)極細粒砂質シルトないしシルト質極細粒砂(湿地性堆積物)
:灰色(5Y4/1)細粒～中粒砂
オリーブ黒色(7.5Y3/1)含炭化物シルト
:灰色(7.5Y4/1)極細粒砂質シルト
:灰色(7.5Y5/1)細粒砂
:灰色(7.5Y6/1)細粒砂
:灰オリーブ色(7.5Y5/2)極粗粒砂
:灰オリーブ色(7.5Y4/2)極粗粒砂 1:50

一2.0m

図4 調査区地層断面図



第2b層:オリーブ黒色(7.5Y3/1)細礫混り中粒～粗粒砂質シルトで、層厚10cm程度の作土層である。

本層からは備前焼、肥前陶器、肥前磁器などのほか瓦器が出土した。17世紀中葉を中心とする時期の

地層と考えられる。

第3゚層:灰色(7.5Y 4/1)細粒砂質シルトで極細粒砂ラミナが見られる。層厚は5 cm以下で、畝 間に堆

積した地層である。本層からは時期不詳の土師器が出土した。

第3層 :灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルトで、下面に鋤溝が検出された。層厚5 cm程度の作土層

である。第2層に削平されていないところでは上面は畠の畝間で第3'層が堆積していた。本層からは

時期不詳の土師器が出土した。

第4層 :灰色～暗灰色の水成層ないし湿地性堆積層で、確認された範囲では最上部・上部・中部・下

部の4層に細分される。確認した層厚は125cm程度である。最上部は灰色(10Y 4/1)極細粒砂質シル

トないしシルト質極細粒砂で炭化物ラミナがほぼ水平にみられる湿地性堆積層で、上半に植物根が顕

著である。上部は灰色(5Y 4/1)細粒～中粒砂で、水平に近い炭化物ラミナが確認できる。中部のほと

んどは植物根の顕著な灰色(7.5Y 4/1)中粒砂でその上に薄くオリーブ黒色(7.5Y3/1)含炭化物、シル

トが堆積している。下部は灰色(7.5Y6/1)細粒砂～灰オリーブ色(7.5Y 4/2)極粗粒砂で北西から南東

方向へ延びるフォアセットラミナが確認された。本層からは土器は出土していないが、上部から表面

を加工しほぞ穴に柄状の棒を差し込んだ部材が出土した。

11)遺構と遺物(図5～8、図版一・二)

本調査で確認された遺構は近世のものである。

a.第3層下面および上面遺構(図5・6:調査面③・④)

Y-47,725\ Y-47,720\

..一゙

＾

量
(〉抽
洪糟
舒6;

彫・β

&,1
唾
C

;1

)

(

2ミ窓翼

;洋

蝙
a5
凝,モ
:ヒ イ,

[

第4層出土材

4層確認4層確認

X-145,150

5m

1 : 100

図5 第3層 下面遺構平面図
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最も古い遺構は第3層下面で検出された鋤溝群である。方位はほぼ正南北である。鋤溝は幅0.2m程

度、深 さO.lm以内で、0.2m程度の間隔で密に並行している。

また、第3層上面では畝間が検出された。方 位は北で西に82゚振 っている。溝 幅は0.15～0.20m,

Y-47,725\ Y-47,720\

1 . - - - ---

[二=====二=ニニニニニ▽ニニ丁 二=》・・・・・・・ ニ ー
j - -一 〆b―哨 1 1 1 ---- ( ～

1 - -二= =コー -= :- F - 一 .____ -  トー---一-一!. ・・ - 1--一一一 一  一

. ,一 一

X-i45,150

1:100

図6 第3層上面遺構平面図

Y-47,725\ Y-47但 \

X-1 45・Δ印

1 : 100

図7 第2a層上面遺構平面図
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0 20…
1

10国

1:3(4を除く)

図8 出土遺物実測図

第2a層(3 - 4)、第2b層(1・2)

深さ0.2m以内で、0.1m程度の間隔で密に並行し、ラミナを含む第3'層で埋まっている。

出土遺物は第3層から土師器皿、第3"層から土師器細片で時期は不詳であるが、近 世に属するもの

であろう。第2b層の年代が17世紀中葉を中心とするころに求められ、第 3層上・下面の遺構は近世初

期に当る可能性がある。

第3層の下面と上面では、鋤溝または畝の方向が南北から東西に変化し、以後は東西方向が継承さ

れている。この間に土地の区画に係る変化などが生じた可能性もあるが、調 査した範囲で断ずること

は困難である。

b0 第2a層下面および上面遺構(図7・8:調査面①・②)

第2a層下面で検出作業を行ったが、遺構と判断されたものはなかったため、図化はしていない。

第2a層上面では畝間が検出された。方位は北で西に82゚振っている。畝 間幅は0.25～0.5m,深さ0.2

m以内で、北部に幅の広い畝間がみられる。畝間は0.2m程度の間隔で密に並行し、ラミナを含む第2'層

で埋まっている。

出土遺物は第2b層から瓦器椀、備 前焼細片、肥 前陶器碗・皿、肥 前磁器瓶、丸瓦などがある。瓦器

椀1は高台部分のみの細片であるが、鎌 倉時代に属するとみられ、地層の年代を示すものではないが

これまで15世紀以降の遺構・遺物を嘴矢とした本遺跡の歴史を知るうえで注目され、今 後の調査で注

意を要する。肥前陶器皿2は体部内面の中央付近で一度屈曲し、口縁部へ直線的に伸びるもので17世

紀代のものである。加えて時期不詳ながら肥前磁器を含む第2b層の年代は、17世紀中葉を中心とする

ころであろう。

また、第2a層からは丹波焼捕鉢4、肥 前磁器碗3が、第2゙ 層からは図化していないが瓦器椀、土

師器皿・火入れ、肥前陶器碗・皿、肥前磁器碗などが出土し、畝 の時期は17世紀後葉に求められよう。

3)まとめ

以下に、本調査の成果をまとめる。

・出土遺物に微量ながら瓦器が含まれ、本調査地の周辺に鎌倉時代の遺構が存在する可能性がある。

・調査地における開発は、第 4層の水成層から湿地性堆積層への変化を経て、第 3層の耕地化の時期

であり、築城当初の城郭北側は低湿地が広がっていたと考えられる。

・江戸時代には調査地は耕作地として利用された。
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調査区西壁地層断面

(東から)

調査区北壁地層断面

(南から)

第4層上部出土材

(南から)

図
版
一



第3層下面遺構掘削状況

(西から)

第3層上面遺構掘削状況

(南西から)

第2a層上面遺構掘削状況

(西から)

図
版
二



中央区東心斎橋一丁目46-13における建設工事に伴う

東心斎橋1丁目所在遺跡発掘調査(HB16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区東心斎橋1丁目46-13

約80留

平成28年7月4日～7月8日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は近世都市大坂の南部にあたる島之内に位置する(図1)。当該地で大阪市教育委員会が行っ

た試掘調査では、地表下約1.7m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とする中世～近世の遺構面およ

び遺物包含層が検出された。今 回の調査は、こうした地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、この

地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施することとなった。

発掘調査は平成28年7月4日、 比較的遺跡の残存状況が良いと思われる敷地南部分で、 8 m X

10m, 80rrfの調査区を設定し(図2)、重機による掘削を開始した。その後は遺構面を精査しつつ、地

表下約2.3m程度までの調査を実施し、同年7月8日に終了した。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP+○mと記 した。また本報告で用いた

方位は、現 場で作成した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより世界測地系座標

に乗せたものであり、座標北を基準とした。

2)調査の結果

1)層序(図3～ 5)

第0層 :攪乱された現代の地層である。

第1層:層厚約15cmで、 2枚 に分離できる整地層である。い ずれも部分的にしか残っておらず、

17世紀代の肥前陶磁器を含んでいた。第1a層はにぶい黄褐色(10YR5/4)粗粒砂、第1b層は暗褐色

(10YR3/3)砂混りシルト(炭・細礫を含む)であった。

第2層 :暗褐色(10YR3/3)シルト混 り砂で、炭や細礫を含む整地層である。層厚は最ラ(20cm余で、

調査区

l

\

r

0                  200m

図1 調査地位置図

1:500

図2 調査区位置図

X-147,040

X-147,060

20m
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図化できなかったが17世紀中ごろの肥前産を含

む陶磁器が出土し、上 面では井戸や土壊などの

遺構が検出されている。

第1層

第3層 :褐 色(10YR4/6)礫混り粗粒砂を主体

とする層厚約50cmの整地層である。古代の須恵

器が出土した以外に、地 層の年代を示す遺物は

出土していないが、上面で17世紀前半に遡りう

第3層

第4層

第5層

第6層

図 3 地 層 と遺 構 の関 係 図

る土壇などが検出されている。

第4層 :灰 黄褐色(10YR4/2)砂混りシルト層

で、層厚15～20cm,上面に踏込み跡がみられた。

常滑焼片が出土したことから中世の作土層の可

能性があるが、確証は得られていない。上面で

N

7 ・' T P+ 3.0m

E

第0層
1 :にぶい黄褐色(10YR5/4)粗粒砂

2:暗褐色(10YR3/3)砂混りシルト(炭・細礫を含む)

3:暗褐色(10YR3/3)シルト混 り砂 (炭・細礫を含む)

4:暗褐色(10YR3/4)砂混りシルト(炭を大量に含む)、

にぶい黄褐色(10YR5/3)シルトの偽礫多い

5:黒褐色(10YR3/2)シルト混 り砂 (粗粒砂の偽礫含む)

6:褐色(10YR4/6)礫混り粗粒砂

7:灰黄褐色(10YR4/2)砂混りシルト

8二暗褐色(10YR3/4)砂混りシルト(7より砂多い)

刊.0m  9:にぶい黄褐色(10YR5/4)砂礫(自然堆積、水成層)

+2.0m第1b層

+l.Om

図4 東壁南部地層断面図

第0層

2m

1:50

Tρ+3.0m.

l

第2層 十2.Om

1:50

+1.Om

2m

図 5 南 壁 地 層断 面 図
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遺構は検出されていない。

第5層 :暗褐色(10YR3/4)砂混 りシル トを主体とする層厚 5 cm前後の層準で、砂の偽礫を含むた

め、人 為的に形成された可能性がある。上 面で遺構 ・遺 物は検出されていない。

第6層 :自然堆積の水成層で、 ラミナが観察される。TP+l.lm以下に堆積 していた。TP+0.6m以

下は礫層となり、湧 水が著しい。遺物は出土していない。

Y-45,5301Y-45,535

SKi8

X-147,055

×-147,060

5m

1:100

図6 第3層上面検出遺構平面図

W     SKO7      E      W     SKO8      E

TP+1.6m

:黒褐色(2.5Y3/2)
炭含むシルト質中粒～粗粒砂

黒褐色(2.5Y3/2)
炭含むシルト質中粒～粗粒砂

W    SK13     E           E    SK16

\5; イ + i5m

1:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)
シルト質中粒～粗粒砂

SE SKO9 NW

TP-H6m

1.5m

TP+l.6m

*1.4m

1 :暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)
炭混りシルト質中粒砂

2:暗灰黄色(2,5Y4/2)
シルト質中粒～粗粒砂

図7 第3層上面遺構断面図

:褐色(10YR4/4)粗粒砂
:暗褐色(7.5Y3/4)シルト混 り砂
:暗褐色(10YR3/3)小礫混り粗粒砂

SK17

:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)
シルト質中粒～粗粒砂

0           50cm

1:20
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ii )遺構と遺物

第3層上面の遺構と遺物 (図6・7・10)

第3層上面では多くの遺構が検出された。径40～70cmほどの土WSK13～17が弧状に並
ぶ様子など

もみられたが、ほとんど遺物の出土がなく、正確な年代は不明である。そのうちSKO6は
東西約1m

ほどが検出され、深さ10cm足らずの土塘である。土 師器・備前焼壺片が出土した。図10
の1・2は土

師器皿である。1は器壁が厚く、底 部内面に圏線状の沈線が巡る。2は器壁が薄く精良な
胎土で、底

部内面に圏線は見られない。ともに灯明皿に転用している。以上は豊臣後期の可能性が高い
。そのほか、

SKO9・10などでも同時期かと思われる土師器皿や焙烙などの細片が出土している。
なお、主な遺構

の断面図は図7に示した。

第2層上面の遺構と遺物(図8～10)

調査では本層の途中までを重機で掘削したため、上 面検出遺構の中には第1層にかかわ
るものを含

む可能性がある。以下、年代の判明する遺構について述べる。

SKO2 :東西約0.7m,南北約1.1mで深さ0.6 m以上の、平面が長方形を呈する土壊であ
る。土師器・

肥前磁器・瓦が出土した。3は土師器皿である。体部内而にはナデによるわずかな圏線状の
段を有する。

X-147,055

X-147,060

し図 4

5m

1:100

図8 第2層上而検出遺構平而図
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SKO2 ETP+2.0m SEO4

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粒砂・礫
(炭、褐色(10YR4/4)砂礫混じる)

l 量- ゆ   1

1 :黒褐色(10YR3/3)砂混りシルト(褐色砂の偽礫を含む)
2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)砂混りシルト(褐色砂の偽礫を含む)
3:黒褐色(10YR3/3)粘土質シルト・砂等

TP+1.5m

十1.Om

SEO5  (上部) WTP+2.0m

N    SKO3     S     TP+2.0m

第2層

+1.5m

1:オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒砂
(炭、黄褐色(10YR5/6)砂混りシルトの偽礫混じる

+1.5m

+l.Om

オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト混り砂礫を主体とする埋め土
:黒褐色(2.5Y3/2)シルト混 り砂礫を主体とする埋め土

0           1m

1:40

図9 第2層上面遺構断面図

4は肥前磁器の染付小杯である。以上はl7世紀前～中葉に属する。

SKOI :南北1m弱、東西0.6 m弱が検出され、調査地外に続く土壊で、深さは25cm余である。炭を

大量に含む埋土から土師器・肥前磁器が出土した。5は土師器皿である。器高は低く、口縁部を軽く

つまんで立ち上げて仕上げる。6は肥前磁器の青磁輪花皿である。器壁は薄い。以上は17世紀後半で

あろう。

SEO5 :東西、南北とも約2.5mの井戸で、検 出面から約1.8m下で円形の井戸側痕跡が確認されたが、

それ以下では湧水のため、完掘できていない。それより上の埋戻し土から土師器・瓦質土器・丹波焼・

備前焼・肥前陶器・肥前磁器・瓦・金属製品が出土した。7は土師器椀である。口縁部外面および体

部内面をナデて仕上げ、体部下半にはユビオサエを施す。灰黄色を呈し、外面には被熱の痕跡がある。

古代の土器かと思われるが、詳細はわからない。8は土師器皿である。底部内面にかすかではあるが

圏線状の沈線が巡る。9は土師器焙烙である。外面には掻上の痕跡がある。10は土師器皿である。器

壁は厚く、内面を粗いハケで調整する。内面全体と口縁部外面には煤が付着することから、調理に用

いた可能性がある。11～13は肥前磁器である。11は一重網手の染付碗である。12は口縁部が外折する

染付皿である。13は外面褐釉の壺で、本来蓋を伴うものであろう。14は肥前陶器の大皿で、刷毛目文

を施し、二彩手である。以上は7を除いて17世紀中～後葉に属する。

3)まとめ

調査地は長堀の南、江戸時代の島之内の北部に位置する。南100m余で行われたHBOI-1次調査[大

阪市教育委員会・大阪市文化財協会2003]では17世紀中頃以後の遺構・遺物が検出され、史料から知

られる島之内地域の形成時期に一致するようにみられる。

しかし今回は、第3層上面で多くの遺構が検出され、その中に豊臣期に遡りうるSKO6が発見された。

こうした傾向は東方の堺筋沿いの地点で、HB13-1次[大阪文化財研究所2014]、同14-1次調査[櫻
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10cm

1:3

図10 出土遺物実測図

SKO6( 1・2)、SKO2( 3・4)、SKOI(5・6)、SEO5( 7～14)
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田小百合2015]などで相次いで検出されており、島之内の開発年代の見直しを迫るものといえる。今後、

さらなる資料の蓄積が望まれるところである。

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2003、「東心斎橋1丁目所在遺跡発掘調査(HBOI-1)報告書」:『平成13年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、ppa31-36

大阪文化財研究所2014、「中央区東心斎橋一丁目50-1における建設工事に伴う発掘調査(HB13-1)報告書」

櫻田小百合2015、「城下町の整備と堺筋沿道の開発」:『葦火』第178号、大阪文化財研究所
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東壁南部地層断面

(西から)

第3層上面遺構完掘状況

(北から)

SEO5井戸側検出状況

(北から)



中央区東心斎橋一丁目26-3他8筆における建設工事に伴う

東心斎橋1丁目所在遺跡発掘調査(HB16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区東心斎橋1丁目26-3他 8筆

288rrr

平成28年8月16日～9月13日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は近世都市大坂の南部にあたる(図1)。これまでの周辺調査例は多くないが、南 東100mの

HBOI-1次調査地では17世紀中～後葉の遺構が確認されている[大阪市教育委員会・大阪市文化財協

会20031。 また、北 東300mの堺筋に面した2件の調査では豊臣期に遡る遺構・遺物が確認されてお

り(HB13-1・14-1次調査地)、城 下町周縁部にあって開発が早期に進み、堺 筋との関連が考えら

れている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015・2016]。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約2.lm以下の深さで本格的な発掘調査を

必要とする中世～近世の遺構面および遺物包含層が検出された。こうした地層の年代や遺構・遺物の

分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施することとなった。

発掘調査は平成28年8月16日に開始した。12mX24m (288rrf)の調査区を設定し(図2)、土置き

場を考慮して南北2区に分けて反転掘りを行うこととした。現 地表下2.Omまでを重機により掘削し、

その後は遺構面を精査しつつ、地表下約3.0m程度までを調査して、同年9月13日に終了した。

なお、本 報告で用いた基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、方位は世界測地系に基づく

座標北を基準とし、標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

また、報告書の作成にあたって出土遺物の整理と報文作成を調査課学芸員小田木富慈美が担当した。

2)調査の結果

1)層序(図3～ 5)

調査区の現況地形は、TP + 14.0m前後でおおむね平坦である。調査区の層序は大きく以下の5層

ニ1丁 目所在遣

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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第0層 現代

第1a層 現代

第1b層 近代以降

冫 吉11f1レr'g】 〔▽▽▽▽▽〕7▽▽▽T▽〕=▽▽===〕
第1c層 近代以隆

羽 ウN →A 玩 2

L1ε之ク口日リ\司しg ノ 倒ラ lOn冒 尖L匹

ρ 」 1

第1e層 近世

4

第2層 17世紀中～後葉

第3層 近世初頭

第4層

に大別された。調査区西壁の地層

断面により以下に各層を記述する。

このうち、第1層までは重機によっ

て掘削しているため、 記述は断面

観察のみに基づいている。

第0層 :駐車場に利用するため

に敷設された砕石およびアスファ

ルト層で、層厚は約10cmである。

第1層 :以下の5層に細分した。

図3 地層と遺構の関係図 第1a層:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)

細～中礫混りシルト質極粗粒砂層でレンガ片を大量に含む。層厚は約25cmの整地層である。層内に現

代の塩化ビニル管なども埋設されている。

第1b層:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質中粒砂層でガラス・漆喰・炭などを大量に含む整地層である。

層厚は約30cmで、近代以降の整地層である。

第1c層:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質中粒～極粗粒砂層で漆喰・割石片などを大量に含む整地層であ

TP+4.0m
E北壁

w

\

、

+3.0m

E

第3層

十2.0m

+1.Om

W   TP+4.0m

:="a=as--/一～-一4ゝ 一
第4層

+3.0m

+2.0m

+l.Om

2m

1:60

図4 調査区地層断面図(北壁・南壁)
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N

/
TP+4.0m

十3.0m

十2.0m

+1.Om

TP+4.0m

+1.Om

】:60

2m

N

図5 調査区地層断面図(西壁)



る。層厚は約30cmである。断面観察では近代以降の遺物は確認できなかったが、岩相から第1
b層と類

似する近代以降に属する地層と判断する。

第1d層:黒褐色(2.5Y3/2)細礫混りシルト質中粒～粗粒砂層ないしにぶい黄褐色(7.5YR5
/ 4)シル

ト質中粒～粗粒砂層で、層厚は40～50cmの整地層である。北区では、西壁北部に幅30cm前
後の自然

石が上面付近に南北3m程度に並んでおり、整地によって平坦な地面を造成し、最上部に縁
石を配し

て西向きの段を形成したと考えられる。北壁にも同様の石列があり、一連の可能性もある。

第1e層:黄褐色(2.5Y5/3)細礫混りシルト質細粒～中粒砂層で、層厚20cm程度の整地層で
ある。上

面に長さ10cm程度の扁平な割石が敷かれており、第1d層の整地以前の地表面である。

第1d層・第1e層の年代は、後述する第2層上面で検出した遺構の多くが17世紀後葉のもの
であり、

本層はそれ以降の18～19世紀の江戸時代に属すると推測される。

第2層 :黄褐色(2.5Y5/3)細礫混りシルト質中粒～粗粒砂層で、層厚は30～40cm程度の古
土壌であ

る。北区では本層上面で17世紀後葉～末の遺構多数と18世紀以降に下る若干の遺構を検出し
、番号を

200番台とした。後者は第1層に属する遺構であろう。また、地層断面では本層内遺構を
多数確認す

ることができ、 これらを第3層上面で検出し、番号を300番台とした。17世紀後葉までの遺
物を含ん

でいる。南区では調査の工程を考慮して、第3層上面まで重機掘削し、第2層上面と第2層
内遺構を

同一面でまとめて調査した。

第3層 :上部はにぶい黄褐色(10YR4/3)わずかに細礫混りシルト質細粒～中粒砂層で、
層厚20cm

程度の古土壌である。下部はにぶい黄褐色(10YR5/4)で地山偽礫を多量に含む細礫混りシルト質
極粗

粒砂を主体とする整地層である。層厚は約40cmである。遺物は少なく、瓦質土器、輪羽口な
どが出土

した。

第4層 :にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒～粗粒砂層の水成層で、層厚80cm以上を確認した
。本層上

面で近世初頭に遡るとみられる遺構を確認した。本層からの出土遺物はない。

11)遺構と遺物(図6～13、写真図版1・2)

本調査で確認された遺構は、大別して4時期が認められる。

もっとも古いものは第3層上部から掘り込まれた遺構で、第4層上面で検出した。肥前磁
器が含ま

れない徳川初期の遺物が出土した。

続く時期の遺構は第2層内から掘り込まれた遺構で、第3層上面で検出した。17世紀中～
後葉の遺

物が出土した。

三番目が第2層上面で検出した遺構で、17世紀後葉～末の遺物が出土した。

もっとも新しい遺構は、同じく第2層上面で検出したが、より新 しい18世紀代以降の遺物
が出土し

た。第1層から掘り込まれたものと考えられる。

以下に、古いものから順に記述する。

a.第4層上面遺構(近世初頭:図6・11)

調査区全体にわたって、溝 ・土塘などを確認した。

北区では調査区北部で溝SD404・落込みSX405のほか、土WSK401～403が見つかった。
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SX405はほぼ東西に方位を合わせており、幅約4m以上で北側は調査区外に続いてぃる、緩い2段

掘りになっており、深さ0.5m程度を確認した。埋土は黄褐色からにぶい黄褐色の砂を主体としてぃる。

出土遺物には須恵器杯・尭、瓦質土器亮、備前焼壺などがあり、時期は不詳だが近世に入るものである。

なお須恵器杯1は杯Gないし杯Aで古代に遡る。

SD404はSX405の埋没後に掘削された東西方向の溝で、幅0.8m,深さ0.3mで、埋土はオリーブ褐

色シルト質中粒砂である。出土遺物はない。

SK401は長径1.2m,深さO.lmで、出土遺物には中国産の白磁碗4があり、器壁は薄く、景徳鎮産

であろう。17世紀代のものと考えられる。

南区ではSX406・407を検出した。どちらも埋土はオリーブ褐色シルト質細粒～中粒砂で、検出面

-ffl c%J M f lj') (o s 00 cTh o

Y-45,5501 Y-45.545 1

SX405

SD404

SK403

. SK401

X-147,IOCI

×-147,105

X-147,110

×-147,115

×一147,120

哨
0
寸
×
の

0
0
寸
×
ω

5m

1:150

図6 第4層上面遺構平面図・断面図
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からはごく浅 く、SX407は北区では認識できなかった。

本層上面の遺構は17世紀代に入るものの肥前磁器が出土せず、徳川初期に属するものと考えられる。

b.第2層内遺構(17世紀中～後葉:図7・8・11・12)

北区の第3層上而で検出した遺構は、第 2層内から掘 り込まれたものであるが、南区の場合は先述

の通り、本 来第2層上面で検出すべきものが含まれている。出土遺物から18世紀代に下ることが明ら

かな遺構は、後 述の第2層上面遺構(実際には第1層から掘り込 まれたと考えられる)として記述する

が、17世紀後葉頃の遺構は判別が困難なため、平 面図の記載上は第2層内として一括する。

確認された遺構にはSD313のほか、調査区全体にわたって大小さまざまな土塘がある。北区の状況

を鑑みると、南 区も第 2層内の遺構は密に形成されて

Y-45,545      いたと推測される。Y-45,5501

SD313は調査区北半の東部で検出された幅1.2m,

深さ0.2m程度の溝である。埋土はシルト質極粗粒砂な

いしシルト質中粒砂を主体とし、水 漬きの痕跡は認め

られなかった。図化していないが17世紀中葉の中国産

青花碗・皿、肥前磁器のほか土師器などが出土してい

る。

1:150

図7 第2層内遺構平面図

SK326は長さl.3m, 南側が一段低く深 さ0.6mであ

る。埋 土の下部は偽礫を含む加工時形成層であろう。

上部には炭が多く含 まれる。図化していないが肥前磁

器のほか、土師器皿、瀬戸美濃焼陶器、備前焼、肥 前

陶器などが出土し、17世紀中～後葉のものである。

SK327は長さ2.0m,深さ0.35mで、埋 土の下部に加

工時形成層が見られ、上部には炭が含まれる。

SK335は断面図の幅で0.7m,深さ0.75mである。埋

土の下2/ 3程度に偽礫が多く含 まれる。

SK225は長さl.8m, 深さ0.5mでシルト質中粒砂を

主体とする埋土に炭が多く含 まれる。

SK259は長さl.lm, 深さ0.3mで埋土はシルト質中

粒砂を主体とする。

SK276は長さl.3m, 深さ0.4mで、 シルト質中粒～

粗粒砂を主体とする埋土上部には炭が多く含まれる。

SK269はSK283に切られている。長 さ2.2m, 深さ

5o 1.4mで、シルト質細粒砂を主体とする埋土には炭が

多く含 まれる。SK283は長さl.6m,深さ0.85mでシル

ト質細粒砂ないし細粒砂を主体とする埋土の上部には

一 168 -



炭 焼土偽礫が多く含 まれている。

これらを含む本層準の遺構からは17世紀中～後葉の陶磁器類が出土したが、以下を図化した(図11・

12)。

SK318には9～12がある。9は肥前磁器の染付碗で、外 面には草花文を描く。10は肥前陶器の碗で

ある。11・12は土師器の皿で、いずれも体部内面にナデによる圏線状の浅い段が見られる。SK327か

SD313

TP+1.8m

第4層

1:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)
含炭、シルト質中粒砂

2:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質極粗粒砂
3:黄褐色(2.5Y5/4)シルト質中粒砂

SK327

TP+l.8m

・a :: , .a,."1 .:-,a a " - a a二・二
.'・゙ 第3層

・ ・ '2.    ・・・

4   3 第4層

十t5m

1 :オリーブ褐色(2.5Y4/3)
含炭、シルト質極粗粒砂

2:暗灰黄色(2.5Y4/2)
細礫質粗粒～中粒砂

3:黄褐色(2.5Y5/4)

含第4層偽礫、粗粒～中粒砂(加工時形成層)
4:黄褐色(10YR5/6)中粒砂(第4層)

S "゚゚26  N TP+1.8、

1 :暗灰黄色(2.5Y4/2)

含多炭、シルト質細粒砂
2:オリーブ褐色(2.5Y4/4)

含第3・4層偽礫、シルト質細粒砂
3:黄褐色(2.5Y5/4)含第4層偽礫、中粒砂
4:黄褐色(10YR5/6)中粒～細粒砂

SK335
N

TP+l.8m

第3肩

3                  +L5m

(第4層
4       刊 .2m

4

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)
含炭多、シルト質中粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)
含第3・4層偽礫、シルト質細粒砂

3:オリーブ褐色(2.5Y4/4)含第3層偽礫、細粒砂
4:明黄褐色(2.5Y6/6)細粒～中粒砂(第4層)

SK225
S        N TP+2.0m

-第4層 一

1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)
含炭、シルト質中粒～粗粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3.5)
含炭、シルト質中粒砂

3:暗灰黄色(2.5Y4/2)

含炭、シルト質中粒砂
4:褐色(10YR4/4)中粒砂(SK238)

N  SK269

"一 一一第一4層一

SK283

N
SK259

TP+2.0m

十1.5m

1:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)
シルト質中粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y 4/4)
シルト質中粒砂

3:黄褐色(2.5Y5/4)

シルト質中粒砂

SK276

TP+2.0m

1 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)
含炭、シルト質細粒～中粒砂

2:暗褐色(10YR3/4)含炭、シルト質中粒砂
3:黄褐色(10YR5/6)シルト質極粗粒砂
4:黄褐色(10YR5/6)極粗粒砂

2m

1:40

S

TP+2.0m

十15m

1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)含炭、シルト質細粒砂
2:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)
含炭、シルト質細粒砂

3:オリーブ褐色(2.5Y4/3.5)シルト質細粒砂
4ニオリーブ褐色(2.5Y4/4)
含炭・焼土偽礫、シルト質細粒砂

5:才リーブ褐色(2.5Y4/5)含炭・シルト質細粒砂
6:黄褐色(2.5Y5/6)シルト質細粒砂
7:黄褐色(2.5Y5/4)シルト質細粒砂
8:黄褐色(2.5Y5/6)細粒砂
9:黄褐色(2.5Y5/3.5)シルト質細粒砂
10:黄褐色(2.5Y5/4)

含シルト偽礫・炭、シルト質細粒砂

図8 第2層内遺構断面図
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らは5・6がある。5は肥前磁器の染付碗で外面に一重網目文を施す。6は比較的大型の坩堝片
である。

SK310からは肥前磁器染付鉢の7、同青磁皿の8がある。SK276からは肥前磁器染付の13～16
がある。

14・15は碗である。15の胎土は陶器質に近い。13は高台内に「大明成化年製」銘を有する皿
である。16

は口縁部が外反することから鉢とみられるが、類例に乏しい。17は肥前陶器の碗である。18
は土師器

の皿、19は土師器の焙烙である。SK227からは22～24・31がある。22は土師器皿である。2
3は肥前

磁器の染付碗で、外面に草花文を施す。24は肥前陶器の刷毛目碗で、内面に二彩で文様を描
く。31は

丹波焼の捕鉢である。

Y-45.5501            Y-45,545 1

1 :150

X-147,100

×一147,105

X-147110

×-147115

X-147,120

5m

図9 第2層上面遺構平面図
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1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)     一一一 ・7

シルト質中粒砂～中粒砂 8'-.7＿＿＿- '＿ ＿ 一9

2:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質細粒砂

3:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質中粒砂

4:オリーブ褐色(2、5Y4/3)シルト質細粒砂

5:オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト質中粒砂

6:黄褐色(2.5Y5/3.5)シルト質中粒砂

7:黒色(2.5Y2/1)炭

8:灰オリーブ色(5Y5/2)中粒砂

9:オリーブ黄色(5Y6/3)シルト質細粒砂

1:灰 色(5Y4/1)シルト質細粒砂で

灰白色細粒砂偽礫、シルト偽礫を含む

。  SK214

2    / TP+2.0m

第3層

にぶい莢色(2.5Y6/4)

合シルト偽礫、シルド質極細粒砂

ヱ11褐仏(2.5Y5/3)

含炭・シルト偽礫、シルド質極細粒砂

オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質極細粒砂

オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細粒～中粒砂

w SK203  8

竺Jフ1竺,司玩;;;こテ,- TP+2.0m
オリーブ黒色(10Y3/1)シルト質細粒砂

オリーブ褐色(2.5Y 4/3)

極粗粒砂薄層を挟むシルト質中粒砂

8  SK206    SK205  、

第2層

1 :オリーブ褐色(2.5Y4/3)
含炭、シルト質細粒砂

2:黄褐色(2.5Y5/3)細粒砂

TP+2.0m

SE218

N

TP+2.0m

十1.5m

1
2

3

4

5

6

7

8

9

0

オリーブ褐ffi (2.5Y4/4)細礫、シルト質極相粒砂

N   SE224    S TP+2.0m

+1.5m

1 :灰色(7.5Y4/1)

細礫混りシルト質極粗粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)
細礫混りシルト質極粗粒砂

1

1:40

2m

図10 第2層上面遺構断面図

SK228からは20・21がある。20は中国産青花の碗で、景徳鎮産である。21は肥前磁器の染付小杯で、

外面には寿字文を施す。SK268からは25～27がある。25は土師器皿で体部内面中ほどに圏線状のナデ

を巡らす。26は肥前白磁の香炉で、外面には印刻を有する。27は丹波焼の捕鉢である。SK241からは

28～30がある。28は土師器皿である。29は肥前磁器の染付碗である。外面には寿字文と笹文を施す。

30は小型の坩堝である。

ほかに、中世以前に遡るものとしてSD313の瓦器椀3、SK325の土師器壺2などが出土してぃる。

3は内面に粗い圏線状のヘラミガキを施す。13世紀後半であろう。2は土師器壺で、口縁端部を短く

っまんで外折させる。内外面はナデとユビオサエで仕上げる。これらはいずれの遺構よりも古いが、

最下位の第4層から出土遺物は確認できず、どの層準に伴うものかは不明である。

c.第2層上面遺構(17世紀後～末、および18世紀以降:図9・10・13)

確認された遺構は井戸とみられるSE218・224のほか、大小さまざまな土塘がある。
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20cm

図11 出土遺物実測図(1)

SK401(4)、SX405( 1 )、SD313(3)、SK310( 7・8)、SK318( 9～12)、SK325(2)、SK327(5・6)、SK276(13～19)
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SE218は直径1.5m,深さ0.8m以上で埋土はシルト質極粗粒砂ないし極粗粒砂を主体とする。17世

紀後葉以降の肥前磁器、中国産青花のほか、土 師器、備前焼などが出土している。

SE224は直径1.3m,深さ0.6m以上で埋土は細礫混りのシルト質極粗粒砂を主体とする。18世紀中

葉以降の肥前磁器のほか、備前焼、肥 前陶器などが出土している。

SK202は長さ1.8m以上、深 さ0.8m以上で、埋 土は基底付近に炭の薄層があり、その上部はシルト

質細粒～中粒砂を主体とする。17世紀中～後葉の遺物が出土している。

SK203は長さ0.7m,深さ0.2mで、埋 土はシルト質細粒砂ないしシルト質中粒砂である。17世紀中

葉以降の遺物が出土している。

SK205は長さl.7m, 深さO.lmで、埋土は炭を含むシル ト質細粒砂である。SK206によって壊さ

れている。SK206は長さ0.6m, 深さ0.1mの小型の土塘で、埋土は細粒砂である。出土遺物からは

SK205は18世紀初、SK206は18世紀以降とみられる。

SK213は直径0.6m,深さ0.3mで、埋 土は偽礫を含むシルト質細粒砂である。細片のため時期不詳

の土師器および肥前陶器が出土した。

SK214は長さ0.9m以上、深 さ0.65mで、埋 土に炭を含んでいる。

これらを含む本層準の遺構からは17世紀後葉以前の遺物も出土しているが、検 出面から17世紀後葉

以降で、18世紀に下る遺物があることから、遺 構の時期も2時期が想定される。以下を図化した(図

12・13)。

まず、17世紀代の遺物を記述する。

藪゙ぬ"実

椹
轡
醋

鹸

10cm 10

1:3 (27・31)

20cm

図12 出土遺物実測図(2)

SK227(22～24・31)、SK228(20・21)、SK241(28～30)、SK268(25～27)
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45

20輯

図13 出土遺物実測図(3)

SK208(32・44)、SK209 (33・34)、SK21 4(42・43)、SK222(45)、SK226(35～且)
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SK222からは唐草文軒平瓦45がある。中心飾りが細身の17世紀代のものである。

SK209からは33・34がある。33は肥前磁器の染付碗で、被 熱している。34は土師器の皿である。

SK214からは42・43がある。42は軟質施釉陶器の灯明皿で、把 手を有する。43は備前焼の水差で、

底部外面に窯印が見られる。

最後に18世紀以降の遺物を記述する。

SK208からは32・44がある。32は肥前磁器の染付で端反碗である。44は平瓦で、木口に一重方形枠内、

「堺北九」の刻印を有する。堺の瓦師、瓦屋九郎兵衛を指すと思われ、堺環濠都市遺跡で出土例がある[嶋

谷和彦20031o

SK226からは35～41がある。38は肥前磁器の染付蓋で、広東碗の蓋である。39は産地不明磁器の

青磁碗ないしは鉢である。内面は蛇の目状に釉剥ぎする。40は瀬戸美濃焼陶器の平碗である。35は関

西系陶器で透明釉を施す端反碗、41も関西系陶器の灯明皿である。36・37は軟質施釉陶器の灯明皿と

受皿である。

3)まとめ

本調査地では、徳 川初期以降の遺構を検出した。それ以前の遺構がなかったのは、豊 臣期において

は城下町からはずれた地域になり、かつその当時から開発が進んだ堺筋からも西へ離れているためと

考えられる。

17世紀中～後葉に遺構の形成は活発になるが、見つかった遺構はわずかな溝や素掘りの井戸を除い

て南面する道の近くまでを土壊が占めていること、大 規模な土塘が無く、小 型の土壇を繰り返 し掘り

なおしている状況が特徴であり、 このような町場の周縁部が、徳川期になって城下町へ取り込まれて

いく様相を明らかにすることができた。

引用・参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2003、「東心斎橋1丁目所在遺跡発掘調査(HBOI-1)報告書」:『平成13年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.31-:30

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015、「東心斎橋1丁目所在遺跡C地点発掘調査(HB13-1)報告書」:『大阪

市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2013)』、pp.73-ss

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2016、「東心斎橋1丁目所在遺跡C地点発掘調査(HB14-1)報告書」:『大阪

市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2014)』、pp.5s-94

嶋谷和彦2003、「堺瓦の生産と流布」:『関西近世考古学研究』Ⅵ、pp.l08-118
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北区第4層上面遺構

掘削状況

(北から)

南区第4層上面遺構

掘削状況

(北から)

北区第2層内遺構

掘削状況

(北から)

図
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南区第2層内および

上面遺構掘削状況

(北から)

北区第2層上面遺構

掘削状況

(北から)

北区SK202埋土断面

(東から)

図
版
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中央区瓦町三丁目9・10における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区瓦町3丁目9・Ⅰ0

196ml

平成28年5月23日～6月9日

公益財団法人太阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、南秀雄、小田木富慈美
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1)調査に至る経緯と経過

調査地点は、慶長3(1598)年に整備された船場城下町の西寄りに位置する。瓦町通の北で、栴檀木

橋筋と丼池筋の間にあり、周辺ではかなりの発掘調査がある(図1・2)。これまでの調査からうかが

える近辺の特徴は以下の通りである。

まず、砂 堆の微高地を利用して弥生時代末から古墳時代初頭に人が住み始める。北約100mのOJ88

-82次調査では、 まとまった量の庄内式期前後の土器が出土した[大阪市文化財協会2004]。二番目

に、 8～ 9世紀を主とする古代の遺構や遺物が多くの地点で見つかっている。西南西約100mのOJO8

一6次調査では、 8世紀中葉から9世紀初頭の間の東西3間・南北2間以上の掘立柱建物と緑釉陶器

火舎が出土した[大阪市教育委員会・大 阪市文化財協会2010b1o 三番目に、豊 臣期の城下町開発にと

もなう整地の広がりや、家 の建て込み具合は今一つ明確でないが、徳 川期に入ると様々な手工業生産

が行われる。東南東約100mのOJ92-24次調査の骨細工[大阪市文化財協会20041、その北東のOJ 11

-3次調査の硯と推定される石材加工[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]、西北西約100m

のOJO8- 4次調査の大量の大鋸屑や加工屑から推定される木材加工(製品不明)[大阪市教育委員会・

大阪市文化財協会2010a]は、その一例である。今 回の調査でもこれらの特徴を補強する資料が出土し

た。また密度は低いが、中世の遺構・遺物も存在する。

本調査に先立つ大阪市教育委員会の試掘調査では、豊 臣期に近い時期の遺物包含層が確認され、そ

れ以前の遺構・遺物の存在が推定された。調査では、掘削土の置き場が確保できる14mX14mを敷地

奥に設定した。明瞭な焼土層(第5層)下の第6層までを重機で掘削し、それ以下を砂堆の自然堆積層

(第9層)上面まで調査した。基 準点はMageⅡan社製ProMark3により測位し、本 報告で用いた方位は

②          旦    7     二145.500

・ニ・        :1-    :1

トゾ   5 [。   'ビル

図1 調査地位置図

5.000

Y-45,550

1:1,000

図2 調査区配置図

X-145,600

X-145,650

50m
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世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査区の四壁に連続する焼土層があり、これ以下に層名を付した。第1層より上は主に近現代の地

層である。

第1層:全体に分布する焼土層である。時期は不明だが、近代には下らない。

第2層:黄褐色(2.5Y5/4)粗粒～極粗粒砂の整地層で、最大層厚は60cmである。

第3層 :シルト小偽礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂の整地層で、層厚は15～50

cmである。上面は遺構面になる。

第4層:シルト小偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒砂のきれいな整地層で、層厚は15～50cm

である。第 3層と一連の盛土である。第 4～2層の時期は不分明だが、おおよそ18世紀と推測する。

第5層:火災による焼土・炭層で、最大層厚25cmである。妙知焼(1724年)と推測したが、第5層

後の片づけに係わる土W(SK512など)の出土遺物は1724年まで下らず、より古い火災の可能性がある。

第6層:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒砂の整地層で、層厚は10～40cmである。調査区は東

と西の屋敷地に分かれると考えるが、第6層上面は東側がやや高い。17世紀後半頃と推定される。

第7層:西側は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂層で層厚15～25cm,東側はオリーブ褐色

(2.5Y 4/3)～黒褐色(10YR3/2)中粒砂質シルト～シルト質中粒砂層で層厚20～40cmである。西側で

は作土となる。17世紀中葉頃と推定される。

第8層:西側はオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒砂の作土層で、層厚10～20cmである。東側は

暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂の第8a層と、東壁際に分布する暗褐色(10YR3/4)中粒砂の

第8b層からなる。第8a層は層厚10cm, 第8b

層は層厚15～20cmである。西 側第8層と東

側第8a層は17世紀前葉、第8b層は中世まで

遡ると推定される。大坂冬ノ陣の焼土層は敷

地奥となる調査区内にはない。

第9層 :褐色(10YR4/5)中粒砂の自然堆

積層で、層厚は30cm以上である。上面で古代

から17世紀前葉までの遺構を検出した。

n)遺構と遺物

a.古代以前の遺構と遺物(図5～8)

第9層上面でSE914・916、SD911を検出

した。

SE914  直径2.1 ～2.3m,深さ0.6m以上の

円形の井戸である。SD91 1下で検出された。

第8層

第3層

第2層

第1層

第4層

図3 地層と遺構の関係

SEO1
・14など

ノ
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北 壁
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第9層   第7層
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SK609

第2層

・? ニゴクー〈劾竺f---お≧=ニニニ -゚へ

第9層   SK825
SK913

N

/TP+2.0m

E 南 壁
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SK814 SE625
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第2層 ,・'
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東 壁
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図 4 地層 断 面 図
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X-145,610

Y-45,5351Y-45,540 1第9層上面古代の遺構

×-145,615

第 9層 上 面 中 近 世 の 遺 構

SK915

Y-45,540

SK825

SK913

SK905

Y-45,535

SK820

SD903

X-145,610

, SK906

X-145,615

SK830

1 / SK904  , / SK907

1:100

図5 第9層上面遺構平面図
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SE914

十O.Om

:暗褐色または黒褐色(10YR2.5/3)中粒砂
:黒褐色(10YR3/2)中粒砂(シルトわずかに含む)
:黒褐色(10YR3/1.5)中粒砂(シルトわずかに含む)

SE916

N

N TP+0.5m

S

..・: .'  /    TP+0.5m

゛ 二.?,"・、.・ニニシ, :二  ,・。・.' 1,.' /

3   ,  ・- Σ二 一゙   二 =゙ ーい ・゙! 一 冫

4             +O.Om

1:褐色または暗褐色(10YR3.5/4)中粒砂(シルトわずかに含む)
2:暗褐色(10YR3/3)中粒砂・小偽礫(シルトわずかに含む)
3:にぶい黄褐色または褐色(10YR4/3.5)中粒砂
4:褐色または暗褐色(10YR3.5/4)中粒砂

湧水のため0.6m以下は掘削できず、井戸側などは

見つかっていない。埋 土は中央部が高くなってい

る(図6)。SE914からは図7の3～14と図8の30

が出土した。土師器の杯4・5、椀6、高杯7、鉢8、

亮9と、須 恵器の杯・蓋10～12がある。 これらか

らSE914は8世紀後葉と推定する。3は底部外面

に線刻のある土師器で、30は重圏文軒平瓦である。

13・14は製塩土器で、13は内面に布目痕がある北

部九州～瀬戸内系である。

SE916  SE914の東に並ぶようにある、直 径1.8

～2.0m,深さ0.7m以上のほぼ円形の井戸である。

井戸側の痕跡の可能性のある埋土の違いがある(図

6)。SE916からは、図7の土師器杯15・16と黒色

土器A類の椀17が出土した。SE914と近い時期であろう。

SD91 1  幅2m強、深 さ0.35mの溝である。方向はN8゚ Wで、北西約100mのOJ97- 1次調査の

8世紀前半の溝SD179に近い[太阪市文化財協会19991。一帯に同方向の遺構群が広がる可能性があ

り、周辺の中世の大溝とも類似した方向になる。埋土は暗オリーブ褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒～粗

粒砂層で、ほとんど水流の痕跡がない。SD91 1からは、図 7の18～27と図8の32が出土した。土師器

の杯18・20,皿19、椀 21と、黒色土器A類の椀22・23、須恵器杯24・25がある。これらからSD91 1

は8世紀末～9世紀前葉と推定する。26は須恵器の風字硯、27は底部外面に墨書がある土師器、32は

平瓦である。風字硯には使用痕が残る。

その他の遺物 1は弥生時代末から古墳時代初めの銅巣で、近 世の地層から出土した。長 さ39mm・

幅12mm・厚 さ5 mm,重さ5.4gである。2は底部外面に線刻のある古代の土師器で、SK910から出土し

た。28は黒色土器A類の椀で、SK61 1から出土した。出土位置からSE916などと関連する可能性がある。

29は用途不明の土師器で、第9層上面の出土である。段 を有し、段 より上の外面は縦方向のハケで調

整する。内面にススが付着している。31は古代の平瓦で、SK910から出土した。古代の瓦は一定量が

出土している。

b.第9層上面の中世～近世の遺構と遺物(図5・9・11・12)

中世の遺物は前後に比 して非常に少なく、 当該期と推測した遺構にSK901とSK910がある。

SK901は北側の近世のごみ穴と重複し、豊 臣期以降の遺物が出土しない部分である。東 と西を合わせ

ると東西で6m以上になり、深 さは0.7mである。埋土はオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質中粒～粗粒

砂層などである。SK901からは図9の中国産白磁碗34と瓦器椀35が出土した。SK910は東西1.7m以上、

幅1.5m,深さ0.2mである。ての字口縁の土師器皿33が出土した。

第9層上面で検出した近世の遺構については、太坂冬ノ陣の前と後の区別は簡単でないが、豊臣期

の可能性がある。SK905・820のみからは肥前磁器が出土し、SK905は本来第8層上面遺構の掘り残

2m

1:50

図6 SE914・916断面図
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10cm

1:3 (1～3)

- 2 千 1 5 3 ゝ 1 1

26

20cm

25

1   27

図7 古代以前遺物実測図

SE914( 3～14)、SE916(15～17)、SD911(18～27)、第7・8層(1)、SK910( 2 )、SK611(28)、第9層上面(29)
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20cm

図8 古代瓦実測図

SE91 4(30)、SK910(31)、SD91 1(32)

しである。以下、近世の遺構・遺物について主なものを記述

する。

0           10          20cm
1 1 1 1 1 1

1:4

図9 SK901・910出土遺物実測図

SK901(34・35)、SK910(33)

SD902は敷地奥への排水のための溝で、幅1.7～2.3m,深

さ0.4～0.5mである。以降、この場所に溝があり、東 と西で

敷地が違っていた時期が多いと推定する。SD902からは土

師器・瀬戸美濃焼・備前焼・中国産磁器・瓦が出土し、図12

の37は瀬戸美濃焼灰釉丸皿である。SD902の東のSD903は

幅0.8m,深さ0.3mである。土師器・瓦質土器・肥前陶器・瓦 ・焼壁が出土し、図12の36は肥前陶器

碗である。西北隅のSK913・825は敷地奥のごみ穴で、SK913は東西2.6m以上、南 北2.2m以上、深

さ0.8m以上である。また東南隅のSK814からは牛と推定される足骨が出土した。17世紀中葉～後葉

の東側敷地では骨細工の遺物が出土するが、SK814は肥前磁器出現前である。

SD902の存在や出土遺物から、豊 臣後期には通りに面した側に建物があったと推測する。

c.第8層上面の遺構と遺物(17世紀中葉以前 図10～12)

ほぼ17世紀中葉以前の遺構群である。前代を踏襲して奥への排水溝SD821・822があり、溝 の先は

不定形な窪みSX819やごみ穴SK818・820と合わさって不分明になる。図11の断面図のように、溝 は

何回も作 り替えられている。

西側の敷地の使い方は前代と基本的にかわらず、奥 に大きなごみ穴SK801がある。また、敷地境の

溝の西にあるSK803-805-905-815は塀の柱穴の可能性もある(図11)。SK801は南北3.6m,東西2.4m,

深さ1.1mである。SK801からは以下の遺物が出土した(図12)。41は中国産青花皿、42・43は肥前磁

器の染付碗と白磁皿である。44・45は肥前陶器皿、46・47は瀬戸美濃焼皿である。48は産地不明陶

器の碗で、体部は筒状をなす。貫入が多い白色釉を施し、染付で文様を描く。49～52は土師器である。

49・50は皿で、50は糸切底をもつ。いずれも灯火具に転用している。51は太和型の土釜、52は焙烙

である。55は寛永通宝である。これらは、一部に豊臣～徳川初期に遡るものを含むが、おおむね17世

紀中葉以前に属する。この他にタイ産陶器・砥石・倫羽口・鉱滓・骨(加工痕跡を有するものを含む)・
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第8層上面 Y-45,535 1

×-145,610

SK823

第7眉上面

SK609

Y-45,540 Y-45.535

SK512

SK730

SK732
SE14

SK615 SK13

SEOi SK517 ◎SK529

SK702

SK703

SK705

SK724

Q SK708

SK710
SK726

SE625
SK727

SK61
SK728

×-145,610

X-145,615

図10 第8 7層上面遺構平面図

1:100
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SK905
ETP+O.Om

-0.5m

:オリーブ褐包(2.5Y4/4)中粒砂

:黒褐色(2.5Y3/2)

シルト質中粒～羽1粒砂(炭含む)

:nf'i灰ヱ11企(2.5Y4/2)

中粒砂(シルト少号1:)

SK801a o b

ETP+O.Om

SK805
W TP+O.Om

オリーブ褐0 (2.5Y4/3)シルト質中粒砂

一0゚51 1:オリーブ褐色or暗オリーブ褐色(2.5Y4/4)

シルト質中粒砂(黄色シルトの小偽礫)
2:黒褐色or暗褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒砂

SK803
E      W TP+O.Om

1
 
 
 
2

3

4

5

:褐色(10YR4/6)

シルト質中粒砂(黄色シルト偽礫含む)

:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質中粒砂

:オリーブ褐色(2.5Y4/3.5)シルト質中粒砂

:褐色(10YR4/4)中粒砂

:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒砂

2

3

4

5

6

7
1

SK820・818等
W TP+O.Om

SK820

:黒褐色(10YR2/2)

炭・礫混じりシルト質中粒砂(基底部に炭・黄色シルト偽礫含む)

:黒色(2.5Y2/1)炭

:オリーブ褐色(2.5Y4/3)中粒～粗粒砂(炭・シルト少量含む)

:黒褐色(10YR2/2)シルト質中粒～粗粒砂(炭・シルト互層)

:黒褐色(10YR2.5/2)シルト質中粒砂(シルト偽礫・炭含む)

:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒～粗粒砂

:オリーブ褐色(2.5Y4/3)中粒～粗粒砂

SD822
W TP+O.Om

-0.5m

1:、り、1報位(25Y3/1)中粒砂質シルト

2:黒褐色(2.5Y3/1.5)中粒砂質シルト

3:黒褐位or晴オリーブ褐伍(2.5Y3/2.5)
中粒砂質シルト

4:黒褐位Orロi'iオリーブ褐ffi (2.5Y3/2.5)

中粒～羽1粒砂質シルト(炭)

5:)、1、1掲企(2.5Y3/1.5)シルト質中粒砂

6:.!,i.t褐or賠オリーブ褐ffi (2.5Y3/2.5)中粒砂

7:オリー ブ 褐 位 orBf"iオリー ブ 褐 色 (2.5Y3.5/3)

シルト質中粒砂

0                   2m
1  1 1 1                      1

1:50

図11 第8層上面遺構断面図

貝などが出土した。SK801に切られるSK802は、長さ0.9m, 深さ0.3mである。SK802の遺物には、

華南三彩の盤口縁部38、胎土目跡が残る肥前陶器皿39、土 師器皿40がある。40の底部は平底に近く、

内面には浅い沈線が巡る。53は金の正隆元宝(正隆3(1158)年初鋳)、54は宋の元祐通宝(元祐元(1086)

年初鋳)である。

東側の屋敷では、奥 に重複するごみ穴SK818・820があり、不 定形な窪みSX819と繋がっている。

SK818・820は南北3.4m以上、東西約3m, 深さ0.9m以上である(図11)。その南には約3m離れて

SE807があり、北縁には井戸の関連とみられる瓦が敷かれていた。この瓦敷のあるSK806から多くの

遺物が出土した(図12)。56～59は中国産青花で、碗56～58と皿59がある。釣魚山水文を施す58が景

徳鎮産であるほかは滝州窯産である。60・61は肥前磁器の染付碗である。62・63は肥前陶器の碗と片

口、64・65は瀬戸美濃焼の天目碗 と鉄釉皿である。66は土師器皿、67は黒碁石である。以 上は17世

紀前～中葉に属する。

d.第7層上面の遺構と遺物(17世紀中～後葉 図10・13～15、写真1～3)

平面的調査を開始したのが第7層上面で、各 時期の遺構が混在している。壁 断面などから第6層上

面であることが明らかな遺構は600番台、焼瓦・焼壁などから第5層との関連が推定されるものは500

番台、一見してそれらよりかなり新 しい遺構は二桁台の番号を付した。第 9・8層上面段階から第7

層上面への変化として、敷 地奥の大きなごみ穴が整理され遺構が小型化し始める。敷地境の溝はない

が、遺構の配置から境は踏襲されていたと推定される。西敷地の奥のごみ穴SK703・704や東敷地の
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TP+O.Om

X-145,614 1

SK719
Y-45,533

2

3

4

SK722

図13 SK719実 測 図

1 ; TP+Cl.Om

1 ニオリーブ褐色(2.5Y 4/3.5)砂質シルト

2:にぶい黄色または黄褐(2.5Y5.5/3)

粗粒砂質シルト・偽礫

黄仄色(2.5Y 4/1)中粒砂質シルト

s  SK722   N TP+O.Om

:暗灰莢fρまたは黒褐色(2.5Y2.5/2)

シルト質羽1粒砂(偽礫含む)

:黒褐色(2.5Y3/2)シルト質羽1粒砂(偽礫含む)

:黒掲位(2.5Y3/1.5)中粒砂質シルト(炭會む)

黒褐ffiorⅡ{"1褐色(2.5Y3/2.5)中粒砂

写真1 SK719出土水牛角

2m

1:50

図14 SK716・722断面 図

井戸SE625は、前代から場所が引き継がれてい

る。また東敷地奥のSK716は直径0.55mの桶が

埋められ、便所と推定される(図14)。

この時期の特徴として、東敷地での骨・角 ・

牙等の細工に関連する遺物の出土がある。調査

区中央のSK722は炭等を含む典型的なごみ穴

で、東西1.8m,南北1.4m,深さ0.7mである(図

14)。SK722からは加工痕跡を有するものを含

む動物骨・角等が出土した(写真2)。69は牛の角先である。70は象牙で、剖 り抜かれており、容器に

加工する際の未成品と思われる。71～74はいずれも加工痕跡を有する骨で、73は片面が白色を呈する。

また隣接するSK719からはほぼ完形の水牛の角68が出土した(図13・写真1)。68は根元から切り落

とされ、先端も少し切ってある。水牛角は薬材や加工素材として輸入されていた記録があるが、ほぼ

写真3 骨加工関連遺物

SK721(77)、SK720(78・79)、第7層(75・76)、第6層(80)
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完形の出土資料は初めてであろう。またSK71gの東のSK720・721からも骨の加工品(写真3の77～

79)が出土した。77は櫛払の未成品とみられ、小孔を多数穿っている。ほかに、遺構出土以外の関連

資料として以下がある(写真3)。第 7層出土の75・76は牛の肋骨を薄く加工した半円形板状の用途不

明品である。75の中央には鉄製の釘がついており、何かに固定して使用した可能性がある。同様の資

料はOJ92-24次調査で出土しており[大阪市文化財協会2004]、 中央区日本橋1丁目のNP15-1次

調査で、これを作ったと思われる原材料がある[大阪文化財研究所20151o 80は第6層から出土した方

形の板状品で、横方向に沈線状の窪みを有する。何 らかの未成品であろう。

以上の動物骨・角・牙の加工に関する資料は、既 調査例に比し量は少なく、加工場そのものではな

いと思われる。一方で水牛角、象牙容器未製品などの特殊な素材が混じる特徴がある。

最後に第6～5層遺構出土の遺物を報告する。SK609は西南隅にある土塘で、南北2.2m,深 さ0.7m

である。SK609からは図15の81～91が出土した。81～86は中国産青花で、口縁部が内湾する皿81・

82、口縁部が外反する浅い碗83～86がある。87は朝鮮産白磁の皿である。88～91は肥前磁器染付で

ある。88は底部外而に「太明化製」銘を持つ小杯、89・90は碗である。91は柿右衛門様式の皿である。

以上は最も新しいもので17世紀末の年代を示すが、17世紀中葉以前に輸入された磁器や、国産の上級

品を含むことに特徴がある。

SK512は東北端にあり、 東西2.2m,  南北1.2m,  深さ0.5mである。 南にある小土WSK529、

SK517・518と同様に、第5層後の火事の片づけの穴と推定される。SK512出土の92は、中国産白磁

10          20cm

1:3 (93)

図15 近世 出土遺物実測図(2

SK609(81～91)、SK512(92)、SK529 (93)
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の型押 し木葉形皿で、高台内に「天文」の染付がある。同様の皿は堺環濠都市遺跡でも出土 しており、

本来は「天文年造」の染付であったことが知られる。「天文」は 日本 の年号(1532～1554)であること

と、 日本 ・中国の出土例から景徳鎮へ特注した品であり、製 作年代はl615年まで とされ る[森村健一

2009]。ほかに信楽焼腰白茶壺が出土 している。SK529出土の93は銅製の灯芯押えである。同様の出

土品は19世紀以降の陶製品が多く知 られるが、金 属製品の類例は少ない。

3)まとめ

今回の調査の成果をまとめると以下の通 りで ある。

8世紀後葉～9世紀前葉の井戸2基 と溝の存在、瓦 ・硯・墨書土器等の出土遺物、既 調査の資料から、

当該期の周辺にはかなり充実した建物等の遺構が広がっていた可能性が高い。

SD902の存在や出土遺物から、豊 臣後期には通りに面した側には建物があったと推測する。敷 地は

東西に分かれ、17世紀代を通 じて敷地の使い方が整理されていくようすがうかがえる。

17世紀中葉～後葉の東敷地では、牛 馬骨 ・角、水 牛角、象 牙の加工に関係する生業があった。
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第9層上而全景
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第8層上面全景

(北東から)

SD821・SK820等断面

(北から)

第8層上面全景
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第7層上面全景

(北から)

SK719水牛角出土状況

(西から)

北壁地層断面

敷地の境界部

(南から)
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中央区南船場二丁目8-7における建設工事に伴う

南船場2丁目所在遺跡C地点発掘調査(OJ16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

中央区南船場2丁目8-7

約45ml

平成28年7月20日～7月22日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積山洋・小田木富慈美
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1)調査に至る経緯 と経 過

調査地は大坂城下町跡の南西で、堺 筋の西、長堀通の北に位置する(図1)。調査地周辺で以前に行

われた調査では、南 西200mで行われたOJO7- 5・6次調査で豊臣後期の遺構が検出されており[大

阪市教育委員会・大阪市文化財協会20081、豊臣期大坂城下町の拡がりを考える上で注目される。また、

南東100mで行われたOJIO- 1次調査では、17世紀後半の廃棄土塘が検出され、17世紀前半に敷地奥

まで盛土されて町場化した可能性が指摘されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012]。調

査地南の街区で今年度行われたOJ15- 4次調査でも、豊 臣後期～徳川期の遺構・遺物が検出されて

い る 。

今回の調査は、試掘調査によって近世の遺物包含層が検出されたため、実 施することになったもの

である。調査はまず、現地でコンクリー ト廃棄物などの除去作業を行ったのち、敷 地の北端に東西

10m,南北4.5mの調査区を設けて開始した(図2)。試掘の結果を受け、重機によって近現代の盛土お

よび第1層を掘り下げたのち、それ以下の地層および遺構の掘削作業を人力により行った。調査期間

は平成28年7月20日～7月22日である。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP+○mと記した。また、本 報告で用い

た方位は、現場で作成した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより世界測地系座

標に乗せたものであり、座標北を基準とした。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

200m

1:5000

図1 調査地位置図

1一丁 ? 1 : 1,000

図2 調査区位置図
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E

TP+3.0m\

----一一一一一一一第1層 一一一一一一一一一一一

1 1

SXOI

SDO2 第2層

SKO3～06

第3層

TP+3.Om

+2.0m

近・現代盛土

図3 地層と遺構の関係図

l 黒色(25Y2/1)中粒砂質シルト(第1層)

2:黒色(10Y2/1)礫混り中粒砂質シルト(第1層)

3'暗褐色(10YR3/3)粗粒砂質シルト(第2層)

4,褐位(10YR4/4)利粒砂質シルト(第2ト,・,lj )

5 褐包(10YR4/6)利粒砂～礫(第3シ,・プ)

6゙ 黒褐位(10YR3/1)粘土質シルト(SKO4t!11土上11,1フ)

7:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質粘土(SKO4埋土中層)

8゙ 暗灰黄色(25Y4/2)中粒砂(シルト偽礫を含む:SKO4埋土下層)

第3層

図4 南壁地層断面図

1:100

5m

調査地の現標高は、TP+3,3m前後で東西方向はほぼ平坦であるが、南北方向では南が高く
、北へ

向かって低くなる地形である。近 ・現代の盛土下位では、徳川期以前の各層を検出した。
以下でこれ

らに ついて述 べ る。

第1層:上下2枚からなる。上部は黒色(2.5Y2/1)中粒砂質シルトで、下部は黒色(10Y2/
1)礫混

り中粒砂質シルトである。丹波焼および平瓦が出土した。

第2層:上下2枚からなる作土層である。上部は暗褐色(10YR3/3)粗粒砂質シルト、下部
は褐色

(10YR4/4)粗粒砂質シルトで、淘汰は進んでいない。土師器皿・備前焼亮・平瓦が出土し
たのみで、

詳細な時期は不明だが、近世初頭以前であろう。上面ではSX01、SDO2およびSKO3～06を
検出した。

第3層:褐色(10YR4/6)粗粒砂～礫の自然堆積層で、海浜砂層とみられる。

ii )遺構と遺物(図5・6)

第2層上面まで重機で掘削したのちに遺構検出を行ったため、第1層段階の遺構と第2層段
階の遺

構を同一面上で検出している。調査区の中央～東部では敷地境に関する背割溝とこれを切
る落込みの

ほか土壇を、西部では土壇を確認した。

SXO1 :調査区東端で検出された不定形な落込みである。中国産青花皿1、肥前磁器染付碗2
、丹波

t    -45,354            Y-45,350

X-146,550

一146.552

SKO3

TP+LOrn

SKO3

5m

1 昭灰Z11包(25Y4/2)中粒砂質シルト

2 明黄褐色(10Y6/6)中粒砂(シルト偽礫を含む)

0                  2m

1:100
1:50

図5 遺構平面図・断面図
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10cm

1:3

図6 SXOI出土遣物実測図

焼捕鉢3のほか、肥前陶器・平瓦・桟瓦が出土した。1は豊臣期に遡るものであるが、2は17世紀後葉、

3は17世紀前半のもので、遺構の時期もこの頃となろう。

SDO2 :調査区北壁に沿って南肩を検出した東西方向の溝で、S×01に切られる。幅0.6m以上、深

さはO.lmである。調査区の北端はほぼ敷地境に合致しているため、本遺構は背割溝の南肩に当たる可

能性がある。瓦および肥前陶器の小片が出土した。

SKO3 :調査区の中央で検出された。東西1.2m,南北0.5m以上、深さ0.5mで、東西にはこれに切

られる浅い土城がある。埋土は上層が暗灰黄色(2.5Y 4/2)中粒砂質シルトで自然堆積層、下層がシル

ト偽礫を含む明黄褐色(10Y6/6)中粒砂で人為的な埋戻し層である。土師器皿片、丹波焼播鉢片、肥

前陶器碗・皿片が出土しているが、図示しえなかった。

SKO4 :調査区の東端で検出された。東西1.3m以上、南北1.5m以上、深さ0.9mで、本来は隅丸方

形を呈する土壊であろう。底は2段に落ち込んでいる。上層は黒褐色(10YR3/1)粘土質シルトで人為

的な埋戻し層、中層はにぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質粘土で、自然堆積層である。下層は暗灰黄色

(2.5Y 4/2)中粒砂で、シルト偽礫を含む人為的な埋戻し層である。中・下層の特徴はSKO3と類似し

ている。土壇の底では2基の小穴を検出した。上・中層からは備前焼片、丹波焼片、瀬戸美濃焼折縁

皿片、瓦、焼壁が出土し、下層からは備前焼片および土師器焼塩壺片が出土してぃるが、図示しえる

遺物はない。

SKO5 :東西0.8m以上、南北0,6m以上、深さ0,3mで、SKO4に切られる。埋土は暗褐色中粒砂質シ

ルトで、丸 瓦・平瓦が出土したのみである。

SKO6 :東西0.6m以上、南北0.5m,深さ0.2mで、SKO5に切られる浅い土塘である。埋土は灰黄褐

色中粒砂質シルトで、出土遺物はない。

3)まとめ

本調査地は敷地の北端に位置し、背割に関連する溝の可能性があるSDO2が検出された。掘削時期

は、近世初頭以前とみられる作土である第2層の上面で検出されたことと、17世紀前～後葉の遺物を

含むs×01に切られることから、近世初頭まで耕作地であった場所に17世紀中葉までには掘削されて

いたと考えておきたい。また、溝の南側で検出されたSKO3・04は埋土の特徴や出土遺物の少なさから、

廃棄土塘ではないとみられ、植栽など庭に関連する遺構の可能性があることを指摘しておく。
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中央区南本町二丁目21-2他 7筆 における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16-3)報告書
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調査担当者

大阪市中央区南本町2丁目21-2他7筆
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公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は豊臣期の船場城下町の南部に位置し、中央大通の北隣で堺筋より西へ1筋目の難波橋筋に

面する(図1)。北の南本町通(旧名「米屋町通」)と南の唐物町通に挟まれた場所は、南北長が船場の普

通の街区の約半分しかない変則的なものである。明治20年頃の地図によれば、唐物町通に張り付くよ

うにきわめて小規模な宅地が並び、街区のほとんどを米屋町通へ間口をひらく宅地で占められている。

豊臣期の城下町の形成過程を復元した松尾信裕は、船場は北から南へ三段階で広がり、変則的な形態

の伏見町と唐物町を段階差を表わす調整街区ととらえた[松尾信裕2004]。

調査地の西隣のOJO8- 3次調査[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010]と、東約30mのOJ95

一4次調査[大阪市文化財協会2004]では中央大通に近い側を発掘し(図2)、明治期の地図の町境付

近で、米屋町と唐物町を画する背割下水に関する遺構を検出した。OJO8-3次調査の18世紀の東西

溝SDO5と、OJ95- 4次調査の徳川期の東西溝SD201がそれで、SD201の上には現代の背割下水があ

り、下層には豊臣後期の東西溝SD601があった。両調査地とも大坂冬ノ陣(1614年)の焼土層が残存し、

OJO8- 3次調査では豊臣後期の礎石建物、OJ95- 4次調査では層厚80cmに及ぶ豊臣後期の整地層が

あった。また、OJO8- 3次調査地では銅細工(17世紀中頃前後)、OJ95- 4次調査地では煙管作り(18

世紀後半頃)が行われていた。

本調査は、大坂冬ノ陣の焼土層を確認していた大阪市教育委員会の1991年の試掘結果を受けて行っ

た。南本町通に近い方から南北22m1 東西12mを調査範囲とし、土置き場の関係からまず北側13mの

間(北区)を、その後反転して残り(南区)を調査した。かつての地盤改良土が固く、北区は8月16日か

ら表土掘削に3日を要し、 9月8日に調査を終えた。9月9～13日に北区の埋戻しと南区の表土掘削

\

調査区

今回の調査地

OJO8-3 1 」

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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を行い、 9月27日に調査を完了した。発掘は17世紀代と推定した焼土層(第1層)から開始し、海浜堆

積層(第8層)上面までおよそ6面で行った。調査区の南西部は、冬 ノ陣焼土層(第5層)～第8層まで

建物基礎で壊されていた。

実施したGPS測量の成果が良好でなく、本 報告では1/2,500大阪市デジタル地図から世界測地系に

基づく座標値と座標北を使用した。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～ 5)

現地表の標高はTP+約3.8mで、地 表から約1.8mまで全面的に建物基礎で壊され、中央から南西部

は2.1～2.5mまで攪乱されていた。以下、残存していた地層に層名を付した。

第1層:調査区のほぼ全域に残る焼土層で、層厚は5～25cmである。17世紀(訓又まり、妙知焼(1724

年)まで降らない。下位層上面で本層形成時の火災で焼亡した礎石建物などの遺構を検出した。

第2層 : にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒砂を主とし、部 分的に薄い粗粒砂質シルト層が上位にある

整地層である。層厚は8～25cmである。第 2層から肥前磁器染付碗30が出土した(図16)。第 2層は

17世紀後半と推定する。上面で土塘などを検出した。

第3層 :おもに調査区の北部に残る焼土層で、層厚は8～20cmである。17世紀中葉～後半と推定す

る。焼亡した建物跡は検出していないが、上面と下位層上面に竃や土壊などの遺構があった。

第4層 :暗褐色(10YR3/3)シルト質粗粒砂やシルト～粘土の薄層からなる整地層で、層厚は10～

20cmである。肥前陶器皿24・壺26、朝鮮半島産白磁皿25が出土した(図16)。第 4層は17世紀前半と

推定する。

第5層 :大坂冬ノ陣(1614年)の焼土層で、調査区のほぼ全域にあった。層厚は10～25cmである。

中国産青花皿11が出土した(図10)。上面と下位層上面に礎石建物などがあった。

第6層 :黒褐色(10YR3/1)中粒～粗粒砂やシルト～粘土の薄層からなる豊臣後期の整地層で、層

厚は10～18cmである。土師器皿4・5、瀬 戸美濃焼天目碗6が出土した(図10)。上面に冬ノ陣で焼亡

した建物と関連する遺構などがある。

SKI○1な ど

第2層 SK207

SK801・802

図3 地層と遺構の関係

第7層:にぶい黄褐色(10YR4/3)

中粒～粗粒砂層で、 層厚は7～25

cmである。豊 臣後期で第8層に由

来する。密 度は低いが上面に遺構

)j:ん)っ すこ、

第8層:にぶい黄褐色(10YR4/3)

中粒～粗粒砂の自然堆積層で平行

ラミナがある。海浜の地層で、遺物

は出土していない。上面にSK801・

802があった。
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図4 東壁地層断面図
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北壁 TP+4.0m

I
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第1層   第3層
第4層

第1層
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第3層

l

l

l

2m

十2.0m
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1:50

西壁北半
N

TP+4.0m

I

l
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第8層

 ゙・゙ 1
- 1
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I

1:50

2m
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図5 北壁 ・西 壁 北 半 地 層 断 面 図



ii遺構と遺物

遺構面と遺構群のまとまり

に留意し、約100年間に以下

の6段階の変遷を推定した。

a.第8層上面(第1面 図

Y-45,3251 Y-45,320 1

6)

中央部 にSK801・802が
X-146,035

1:100

X-146,040

ある。SK801は長さ2.Om以

上、幅1.30m,深さ0.55mで

ある(図9)。土 師器皿1(図

10)は16世紀後半と推定さ

れ、SK801は城下町造成前

の豊臣期である。緬の羽口が

出土した。SK802は直径0.80

～0.65mの円形 の土塘で、深

さは 0.l5mであ る。 時期 は

SK801と近いと推測される。

これら以外に第8層上面では

遺構は検出していない。

b.第7層上面(第2面 図

7)

第7層上面で検出した豊臣

後期の遺構群である。第 6層に関係する可能性が残る遺構は600番台の番号を付している。新 しい遺

構で壊され残っている部分が少ないが、建物があった。SB701は平面形が不明で、小ぶりの礎石で構

成されている。敷地の境は明確でない。

SX714は調査区南東にある竃である。袖石と壁体の痕跡が残っていた。南に焚き口があり、残存壁

体の外径は約0.5mである。北西部にあるSK653は長さ0.85m,幅0.5m,深さ0.4mである。炭で埋ま

り、焼土塊を含む(図9)。より上位の竃SX555の焚き日付近に当り、SX555の構築に関係する遺構か

もしれない。また、北壁にかかるSK705は幅1.OOm,深さ0.7mあり、埋土はにぶい黄褐色(10YR4/3)

中粒砂である。形状からごみ穴と思われる。中央東端のSK710は長さl.05m,幅0.6m以上、深さ0.35m

である。埋土はにぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒砂で、土師器皿2と饅頭心の中国産青花碗3が

出土した。

c.第6層上面(第3面 図8)

大坂冬ノ陣で焼亡した建物とそれに関連する遺構群である。被災時に機能していた可能性の高い遺

構に551以下の500番台、それ以外の第6層上面検出の遺構に600番台の番号を付した。

図6 第8層上面遺構平面図
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図7 第7層上面遺構平面図
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Y-45,325 1 Y-45,3201

×-146.035

X-146,050

境
↓

1 : 100

5m

図8 第6層上面遺構平面図
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SK701 \ご;ゴ=仁二戸廖2シY  +l.Om
1:炭を主とする黒褐色(10YR2/2)シルト

1 :にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒砂、炭入

2:褐色(10YR4/4)中粒砂、シルト質中粒砂が下端

3:褐色(10YR4/6)中粒砂

E
TP+1.5m

十1.Om

1 :にぶい黄褐色(10YR4/3)

シノレト質中粒～粗粒砂

2:黒褐色(10YR3/2)

炭層、中粒～粗粒砂

SK602

TP+1.5m

-H.0m

SK523

SK603

02゙1゚51 1 :暗褐色(10YR3/3)粗粒砂

2:暗褐色(10YR3/4)

シルト質粗粒砂、焼土

3:暗褐色(10YR3/3)

+10m  粗粒砂、シルト偽礫、焼土

4:暗褐色(10YR3/4)粗粒砂

5:暗褐色(10YR3/4)

中粒砂、シルト偽礫

+0.5m 6:黄褐色(10YR5/6)

中粒～粗粒砂

TP+L5m

+l.Om

1 :昭オリーブ褐色(2.5Y3/3)焼土況り中粒砂質シルト

2:オリーブ褐位(2.5Y 4/3)シルト質羽1粒砂、炭j・.'・クあり

3:にぶい工11褐色(10YR4/3)シルト質中粒砂

4:灰オリーブ色(5Y 4/2)シルト～粘土

5 , 7,t,褐包(2.5Y5/3)シルト～粘土、中粒砂、一部水戊

6:ロi'l灰エ11色(2.5Y4/2)シルト偽礫、シルト質羽1粒砂

7:黒ffi (2.5Y2/1)炭     0           1          2.

1:40

図9 遺構断面図(1)

SB551は桁行7.9m(4間)以上、梁行4.05m(2間)である。南端の隅柱と推定される所にとくに大

きな礎石(長さ0.5～0.6m)を使っている。建物の北側で壁が残り、厚 さ10cm強である。石 臼や直方体

台石を礎石に転用している(竃SX555の東と甫東、図版2下)。SX555の位置やSB551の礎石に接す

る石から、SB551の西に近接してSB552があったと推定した。SX555の焚き口は西で、壁体基底部

の外径は1.05～1.1mである。SX555の南のSX561・562も竃の残骸と推定される。

上層の遺構配置と対比すると、SB551とSB552の間、SB551の東に屋敷境があった可能性が高い。

東敷地は第3～2層の遺構で北半が壊され、建物はわからない。中央敷地では、SB551の南はおもにご

み穴などが掘られる空間だったようである。SK602・603(図9)・606などがあり、SK602は純粋な炭

で埋まっていた。SK606からは肥前陶器波縁皿9、備前焼捕鉢10、中国産青花碗8が出土した(図10)。

西敷地の南では、埋 土に炭が入った土塘詳SK609～611・618があり(SK61 1は図9)、絢 の羽口や

鉱滓が出土した。攪乱のため検出面が不確かで、豊 臣期に遡らない可能性もある。SK61 1からは産地

不明の陶器染付皿7が出土した。

d.第5層上面(第4面 図11)

おもに大坂冬ノ陣の焼土層上面で検出した遺構群で、500番台前半の遺構番号を付 した。南 東の

SB501は南北4.0m(2間)と推定され、東側の調査区外へ広がる。礎 石が密にあるのが特徴である。

SB501の西は5～10cmの段で低くなり、SD515があって、敷地境として前代を踏襲していると推定
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: 4

21
0                  30cm             O         10        20cm

1:6(21)                          1:4

図10 出土遺物実測図(1)

SK801(1)、SK710( 2・3)、第 6層(4～6)、SK611(7)、SK606( 8～10)、第5層(11)、SK520(12)、SK551(13・

14)、SK501(15・16)、SK523(17～19)、SK531(20)、SK506(21)、第5層上面精査(22・23)
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図11 第5層上面遺構平面図
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される。軟質施釉陶器12は南端のSK520出土である(図10)。外面は白い釉に緑彩、内面は黒い釉を掛

ける。

中央と西敷地の境は、北西の大きな土WSK551 <第5層上面遺構)の東肩の位置などから、前代を踏

襲している可能性が高い。中央敷地ではやや南寄りに礎石があるが、建物は復元できない。南端には

敷地の幅で土WSK523があり(図9)、大 きな石が捨てられていた。SK523からは肥前陶器碗17、7

本摺目の丹波焼捕鉢18、葉・茎が残る鬼瓦19が出土した。19の裏面には縦に付いた把手の痕跡があ

る。中央やや北寄りのSK506は備前焼斐21を据えた土塘で、その南の浅い土WSK510は壁が焼けて

いた。SK510の南西のSE525は、今回の調査で唯一遺構面に伴って検出した井戸である。また北側の

SK402(図13)は、遺構の切合いや出土遺物からこの遺構群に含めた。

西敷地の北にあるSK501とSK551は、一連の遺構の埋土の違いの可能性がある。SK501からは丹

波焼捕鉢15、中国産青花大皿16が、SK551からは肥前陶器碗13と脚付の備前焼盤14が出土した。ま

た南側には埋土に炭が入り、綱 の羽口などが出土する土WSK530・531・533などがある。羽口20は

SK531の出土である。

このほかに肥前磁器白磁小皿22・染付碗23は、第5層上面精査時の遺物である。これらや遺構出土

遺物から、第 5層上面の遺構詳は大坂ノ陣以降の17世紀前半に営まれたものである。

e.第4層上面～第2層の間(第5面 図12)

焼土層である第3層を前後する時期の遺構群である。この段階は北区と南区の関係や遺構面の繋が

りが難しく、前後に比し幅広い層準の遺構群を一括する。南側に南北溝SD315・319があり、前代と

比較するとこの溝の東付近が敷地境と推定される。遺構の分布や上層の建物位置などから、上 ・下の

段階と同様の敷地割で記述する。

東敷地北半には南北9m以上、幅 2m以上、深 さ1.2～1.5m以上の大型の土塘が掘られる。平面図

ではSK205の北端を破線で示しているが、東壁断面(図4)から第3層前後にSK205と一連の土塘が

北にも続いていたと考えられる。埋土や出土遺物からごみ穴ではない。大 きな穴蔵のようなものかも

しれないが、通常に比し大きすぎる。この大土塘が埋まった後、SK310が掘られ、SK310を切って

SK207がある(図12)。SK310・207はごみ穴の類である。東敷地の第3層上面～2層の段階では、米

屋町通に面する北側でも建物も設けなかった可能性がある。

中央敷地では、やや北寄りにあるSK203は南北3.9m,東西2.3mの長方形で、深さl.65mである

(図13)。形状や埋土から穴蔵と推測される。北東に接する段状の土壇も付帯の遺構の可能性がある。

SK203の北のSK201は、東西3.Omで調査区外へ続き、深 dl.4m以上である。SK201からは土師器皿

31・32、肥前陶器捕鉢38、肥前磁器染付碗34・35、巴文軒丸瓦39、瓦を打ち欠いた円盤33などが出

土した(図16)。SK201の東には長方形の土WSK202があり、肥前磁器染付碗36・皿37が出土した。また、

SK201の西にあるSK304の埋土はほとんど炭で埋まっている(図14)。敷地のやや南寄りには2連の竃

SX313・314がある。西側に焚き口があり、SX314は313に比して小さい。竃の北にあるSK309は炭

で埋まった浅い土塘である(図13)。SD315 ・319は幅0.50～0.80m,深さ0.15 ～0.25mで、南の調査

区外へ続く。この溝からは土師器皿27と中国製青花皿28・29が出土した。
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構平面図
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SK402 TP+1.5m SK351 TP+2.0m

1

2

3

SK309
N    STP+2.0m

一〈;=ユ=;冨7  +18m
1:黒色(2.5Y2/1)炭層

SK207 TP+2.0m

/ に

4       刊.0m

1 :暗褐色(2.5Y 4/2)シルト質粗粒砂
2:暗褐色(2.5Y3/2)シルト質粗粒砂、黄灰色シルト偽礫
3:黒色(2.5Y6/3)炭層、シルト質粗粒砂
4:にぶい黄褐色(2.5Y6/3)中粒砂

:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質粗粒砂
:黒褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒砂
にぶい黄色(2.5Y6/3)シルト偽礫

SK310

:褐色(10YR4/6)褐色シルト偽礫、焼土偽礫
灰黄褐色(10YR4/2)シルト質中粒砂、炭人
暗褐色(10YR3/3)シルト質粗粒砂

SK203
TP+2.0m

+0.5m

暗褐色(10YR3/4)シルト質粗粒砂、細礫、シルト偽礫
褐色(10YR4/6)中粒～粗粒砂
にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒～極粗粒砂
にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂
にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質粗粒砂
にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質粗粒砂
にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒砂
:褐色(10YR4/4)中粒砂、下に細礫層(第8層)

図13 遺構断面図(2)

第2層 第1層          第2層 第3層/  ' ゝ                         第1層

TP+2.0m

+1.Om

図14 SK201付近東西断面図

中央敷地の第3層上面～2層の時期では、竃や穴蔵SK203の付近には建物があったと推定されるが、

SK201・202・304などが掘られた通に面した北側には建物がなかった可能性がある。

西側敷地では、北西部の限られた部分にこの段階の遺構面が残る。SK351は直径0.85m,深さ0.85m

である(図13)。他の土壇はごく浅い。南側のSK524は出土遺物からこの時期とした。

以上の遺構群は、17世紀中葉～後半と推定される。

f.第2層上面・第1層上面(第6面 図15)

第1層の火災時に機能していた遺構(遺構番号: 100番代後半)とその可能性がある第2層上面の遺

構、第1層上面検出の遺構を示した。SE01・02・102・107・108・109、SKIOIは第1層より上の層
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図15 第2層上而・第1層上面遺構平面図
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コニ江====D O

10cm  ◎
3(48～50)

図16 出土遺物実測図(2)

第4層(24～26)、SD315・319(27～29)、第2層(30・48)、SK201(31～35・38・39)、SK202 (36・37)、SK105(40～

43)、SK101(44・45)、SE108(46)、SK604 (47)、第5層精査中(49)、SK310(50)
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写真  SKIOI出土鬼瓦

準の遺構である。

東敷地には北にSB151・152、南

にSB153がある。SB151は南北4.7m

以上で東や北へ続き、SB153は南北

5,3m以上で東や南へ続 くと推定し

た。SB152の西端は第6層上面の建

物と同じ場所にあり、敷 地境が踏襲

されていると考えられる。中央敷地

のSB152は北へ続き、壁 が残っていた。SK105から土師器皿40～43が出土した(図16)。また前代の

竃SX313・314があった北には竃SX157があった。SX157の焚き口は南と推定される。

これらの遺構群は17世紀後半と推定される。

北東部のSKIOIは、第 1層より新 しい時期の火災後の廃棄土壊である。大 量の焼け瓦とともに土

師器皿44、肥前磁器染付筒茶碗45、鬼瓦51(写真1)が出土し、18世紀後半頃と推定される。また、

SE108から出土した刻印「七兵衛」のある巴文軒丸瓦46を図示した。

g.その他の遺物(図16)

最後にやや特殊な出土遺物について報告する。47は結晶片岩製で磨製石斧もしくは石棒の可能性が

ある。割 れており、幅35mm前後、厚さ20～25mmに復元される。48は非常に小さな硯で、実用でない

ようにも見えるが、陸に磨ったような痕跡がある。第 2層から出土した。49は銅製の刀の鍔で、第 5

層精査中の出土である。50は筒状銅製品で、第 3層上面のSK310の出土である。

3)まとめ

今回の調査のおもな成果をまとめると以下のとおりである。

・調査地は豊臣後期には整地され建物が建てられる。豊臣後期に少なくとも2時期の遺構群がある。

・大坂冬ノ陣を含めて17世紀代に3回の火見に遭っている。焼土層などを手掛りに、豊 臣期以降の

約100年間に6段階の遺構群の変遷が追える。

・大坂冬ノ陣時に調査区は三つの屋敷地に分かれており、17世紀代を通じて屋敷境が踏襲された可

能性が高い。

・17世紀後半、北 の通側に面して建物を設けなかった段階がある可能性がある。米 屋町通から唐物

町通にかけての南北の短い町割が関係しているのかもしれない。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010、「大坂城下町跡発掘調査(OJO8-3)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包

蔵地発掘調査報告書(2oos)j、pp.l05-114

大阪市文化財協会2004、「OJ95-4および95-8次調査」:『大坂城下町跡』Ⅱ、pp.337-:3 40

松尾信裕2004、「大坂城下町の町割」:大阪市文化財協会編『大坂城下町跡』Ⅱ、pp.357-364
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第6層上面南区

(北から)

第6層上面北区

(南から)

SX555周辺・

SB551礎石
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第5層上面南 区

(南から)

第4層上面～第2層上面

の遺構 南 区

(南から)

SX313・314

(西から)

図
版



第4層上面～第2層上面

の遺構北 区

(南から)

第4層上面～第2層上面
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中央区平野町四丁目18他・淡路町四丁目45-1他における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16- 4)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区平野町4丁目18他・淡路町4丁目45-1他

564rrf

平成28午10月18日～平成29年2月17日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、櫻 田小百合
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は御堂筋の西側に面した平野町と淡路町にまたがる敷地である(図1)。従来の大坂城下町跡

の西限からやや西側に位置するが、建設工事に先立ち大阪市教育委員会が実施した試掘調査において

17世紀以前の城下町や集落に関わる遺物包含層および遺構面が確認されたことから、新たに遺跡の範

囲に含まれるとともに、本発掘調査を実施することとなった。

これまで豊臣期大坂城下町の西限について、発掘調査成果からは大坂冬ノ陣の焼土層の分布範囲な

どをもとに心斎橋筋付近と考えられてきた。こうしたなか近年の発掘調査では、今橋4丁目で行われ

たIBO5-1次調査で、大坂冬ノ陣の焼土層と豊臣後期の遺構・遺物が確認され[大阪市教育委員会・

大阪市文化財協会2006]、またOJO8-2次調査では大坂冬ノ陣の際に焼失した大型礎石建物が検出さ

れるなど、豊臣期には御堂筋西側の調査地周辺にまで開発が及んでいたことが明らかになりっつある

[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010]。また、文献史料などからは調査地付近に位置する御霊

神社や津村御堂のほか難波御堂等の社寺が船場西端にみられることから、慶長5(1600)年頃と推定さ

れる西横堀の開削により、 これを西限とした寺町造成が意図されていたことが推定されてぃる[新修

大阪市史編纂委員会1989]o

調査は平成28年10月18日に開始した。N区とS区の2つの調査区を設定して行い、S区につぃては土

置き場等の関係からS1区・S2区の2つに分割、反転して調査を行った(図2)。本体工事の工程との

兼ね合いにより、各調査区の調査完了後に一定の中断期間をおくかたちで調査を進め、N区は10月18

日～11月14日、S1区は11月28日～12月28日、S2区は平成29年1月23日～2月17日の期間で調査を

行った。なお、いずれの調査区も重機掘削については事業主側が行い、N区では現地表面から約2 m,

図1 調査地位置図

-45,820

L＿＿.＿＿＿＿

Y-45,8001

×-144,990

一145,530

50m

1:1,000

図2 調査区位置図
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S1区・S2区では現地表面から約1.5m,重機により掘 り下げた状態から調査に着手した。当初の計

画ではN区150m"、S区288ボの合計438mlの調査予定であったが、事 業主側の重機掘削面積の状況に

より、実際の調査面積はN区235rrf、S区329箱で合計564rrfとなった。

調査は、各遺構面において遺構の検出を行うとともに、並 行して実測図の作成および写真撮影によ

る記録作業を行いながら人力により現地表面下約2.7～2.9m (TP - 1.2m)まで調査を行った。

なお、今 回の調査で使用した基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位

は世界測地系に基づく座標北を基準とした。また、標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用い、本文お

よび図中ではTP̂ ○mと表記した。

また、本 報告における遺物の記載は調査課学芸員小田木富慈美による。

2)調査の結果

1)層序(図3～8・図版1)

N区とS区では整地層の様相が異なるため調査区ごとに地層名を付し、N区の地層は第N○層と表記

した。なお、N区では土留めのため第N5層と第N6層の間には一部地層の観察ができない部分があり、

本来はこの間に隔たりがあるものの便宜的に続きの地層名を付した。

N区の層序は以下のとおりである。

第NO層 現代の整地層である。層厚は43～91cmで、部 分的に撹乱がさらに下位まで及ぶ。

第N1層は、オリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒～細粒砂、炭・焼土を含む黒褐色(2.5Y3/2)細粒～極細

粒砂質シルト、炭 ・焼土を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒～細粒砂を主とする複数の単位

からなる整地層で、層厚は最大40cmである。近世の整地層と推定されるが、近代に下る可能性もある。

第N2層は、炭 ・焼土を含む黄褐色(2.5Y5/3)シルト質細粒砂、炭 ・焼土・シルト質細粒砂偽礫を

含む暗褐色(10YR4/4)わずかにシルト

質中粒～細粒砂を主とする整地層であ

る。層厚は最大29cmである。

第N3層は、焼 土を多量に含む暗褐色

S区N区

第0層

第1層

第2層

ゔ“ i,.-_:03隼重三 慨
第4層

第5層 Uヒ寿≦づラ′
第6a層

!zl
1\1
冥
勇17葎園゙鮒詣諭
徴
仝
責
工
;71
ヱ
鍮
ヱ郷

(10YR3/3)中粒～細粒砂からなり、層

図3 地層と遺構の関係図

SD3109

厚は最大19cmである。火 災後の片づけ

に伴う整地層と考えられる。焼土層の下

面は被熱により黒色化していることか

ら、被 災而とみ られる。本 層は18世紀

以降の整地層であるが、壁 面から採取で

きた遺物は少量の小片であったことか

ら、 詳細な火災の年代の判定はできな

かった。

第N4層は、シルト質細粒砂偽礫を含
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む暗褐色(10YR3/4)中粒砂、暗灰黄色(2.5Y5/2)シルト質細粒砂、炭 ・焼土・大礫・シルト質細粒砂

偽礫を含むシルト質中粒～細粒砂を主とする整地層で、薄い複数の整地単位からなる。層厚は最ラ(26

crnである。

第N5層は、 にぶい黄褐色(10YR5/3)細粒砂、黒 褐色(10YR3/2)シルト質細粒砂、炭をわずかに

含む灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂を主とする整地層で、層厚は最大18cm以上

である。

第N5層以上の地層については18世紀以降の地層ではあるが、重機掘削を第N5層まで行ったため

詳細な年代判定のできる資料は得られていない。

第N6層は、炭・焼土を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)わずかにシルト質中粒～細粒砂を主とする地

層で、層厚は最大14cm以上である。出土遺物の年代や第N7層上面で17世紀中葉～末の遺構を検出し

ていることから、17世紀末頃の整地層とみられる。

第N7層は、黄褐色(2.5Y5/4)粗粒～中粒砂からなる盛土層である。層厚は最大42cmである。17世

紀中葉の遺物が出土している。慶 長5 (1600)年に開削が始まり、元 和6(1620)年に完成した西横堀

の開削に伴って生じた砂あるいはこの浚渫による盛土の可能性がある。

第N8層は古土壌で、 わずかに炭を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)シルト質粗粒～中粒砂からなる第

N8a層と、黒褐色(10YR3/2)中粒～細粒砂質シルトからなる第N8b層に細分できる。第 N8a層の層

厚は最大20cm,第N8b層の層厚は最大28cmである。第 N8a層と第N8b層は 掘り分 けが十分にでき

なかったが、第N8層中からは土師器・須恵器・瓦器・常滑焼・備前焼・肥前陶器・瓦が出土しており、

確実に第N8b層に伴う遺物は中世までのものであることから、第N8a層は中世以降豊臣後期まで、第

N8b層は古代～中世の古土壌とみられる。

第N9層は、褐 色(10YR4/4)極粗粒～中粒砂からなる水成層で、層厚は最大60cm以上である。上

部は擾乱が認められることから、 この部分を第N9a層とし、 これより下位を第N9b層とした。第N9a

層からの出土遺物は確認しておらず、人 間活動に伴うというよりは自然のなかで土壌生成された地層

と考えられる。なお、調査区北西部において重機による深掘りを行った(図9)が湧水のため十分な地

層の観察はできなかった。

S区の層序は以下のとおりである。

第0層は、現代の整地層で層厚は48～127cmである。

第1層は、にぶい黄色(2.5Y6/3)中粒～細粒砂を主とする整地層である。層厚は最大で32cmである。

第2層は、炭・焼土を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質中粒～細粒砂を主とする整地層である。層

厚は最プ〈26cmである。

第3層は、炭 ・多量の焼土を含むにぶい赤褐色(5YR4/4)中粒～細粒砂からなる。火 災後の片づけ

に伴う整地層とみられる。層厚は最ラ(21cmである。N区の第N3層の焼土層に対応するものと考えら

れる。

第4層は、炭 ・焼土・中～細礫・細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒

～細粒砂、灰 オリーブ色(7.5Y 4/2)わずかにシルト質中粒砂、オリーブ色(5Y5/6)中粒砂を主とする
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複数の単位で構成される整地層である。層厚は最大56cmである。17世紀後葉～末の整地層とみられる。

S区では本層中まで重機掘削を行い、第 4層中から調査を開始した。

第5層は、炭 を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルトを主とする。層厚は最大18cmである。17

世紀中葉の整地層とみられる。本層の上面で17世紀中葉～後葉の遺構を検出した。

第6層は、わずかに炭を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト・灰色(5Y 4/1)シルト質中粒～細

粒砂からなる第6a層と、 わずかに炭を含むオリーブ黒色(7.5Y3/2))細粒砂質シルトを主とする第6b

層に細分できる。第6a層は17世紀中葉の整地層とみられ、層厚は最ラ(22cmである。第6b層はS2区北

半部にのみ分布する整地層で、層厚は最ス24cmである。

第7層は古土壌で、黒褐色(2.5Y3/2)・オリーブ黒色(5Y3/2)中粒～細粒砂質シルトを主とする第

7a層と、中～細礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂を主とする第7b層に細

分できる。層厚は第7a層が最大19cm,第7b層が最大16cmである。第 7層からは17世紀前葉の遺物が

出土している。第7a層と第7b層の掘り分けが困難であったため、これら各層の年代を判定するのは困

難であるが、第7a層はN区の第N8a層に、第7b層は第N8b層にそれぞれ対応するものと考えられ、17

世紀前葉に属する遺物は第7a層に伴うものであろう。

第8層は、オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒～中粒砂からなり、N区第N9層に対応する。層厚は最大

34cm以上である。上部はやや土壌生成が認められ、この部分を第8a層、下位の水成層を第8b層とした。

第7a層～第8a層は掘り分けが十分にできていないことから、厳密には第8a層に遺物を含まないかは確

認できていないが、第7b層と第8a層の層界が比較的明瞭であることから、第8a層はN区の第N9a層と

同様に人間活動が活発になる以前に生成された土壌であろう。

ii )遺構および遺物

N区では第N6層・第 N7層・第 N8a層・第 N9b層の各上面で、S区では第4層中および第5層・

第6a層・第6b層・第7a層・第8b層の各上面で遺構の検出を行った。

a.N区第N9b層上面検出遺構(図9)

N区では湧水のため第N8a～第N9a層の掘下げや遺構検出が非常に困難な状況であったため、調査

区北西部に限定して、排水を行いながら重機と人力を併用してこれらの地層を掘下げ、第N9b層上而
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で第N8a層中および第N8b層中遺構の検出を行った。

検出した遺構はSK1107・1108・1110～1113・1116～1118、SP1109である。このほか平面的な

検出はできなかったものの、北壁断面で遺構1114・1115を確認した。

SK1107・1108は第N8a層中の遺構である。SK1107は調査区北西隅で検出した東西0.91m以上、

南北1.67m以上、深 さ0.25mの土塘で、埋 土は(2.5Y3/2)シルト質粗粒～中粒砂である。遺物は出土

していない。SK1108は東西0.98m,南北0.44m以上、深さ0.28mの土塘で、東肩から底にかけて炭

層が認められ、上部の埋め土にも炭を含む。出土遺物は土師器片のみである。これらの遺構の年代に

ついては、第N8a層の年代が中世～豊臣後期とみられることからこの間である。

SK1110～1113、SP1109、遺構1114-1115は第N8b層中の遺構である。SK1110は東西1.llm以上、

南北0.54m以上、深さ0.28mの土塘で、埋土は黒褐色(2.5Y3/2)シルト質粗粒～細粒砂である。土師器・

須恵器が出土している。SK1111は東西0.67m以上、南北0.l9m以上、深 さ0.33mの土壇である。埋土

は黒褐色(2.5Y3/2)シルト質粗粒～中粒砂である。SK1112は東西1.34m,南北0.55m以上、深さ0.20m

以上の土塘で、中～細礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)わずかにシルト質極粗粒～中粒砂を埋土とする。土

師器の亮が出土している。SK1113は東西0.55m,南北0.24m以上、深さ0.29mの土城で、埋土は中

～細礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂である。SP1109は直径0.34m,深さ

0.l8mの小穴で、SK1110と重複しておりこれよりも新しい。北壁断面で確認した遺構1114は、中～

細礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)粗粒～中粒砂を埋土とする遺構で、土師器の皿が出土している。

遺構1115は中～細礫を含むオリーブ黒色(5Y2/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂を埋土とする。遺物

は出土していない。これら第N8b層中の遺構は、出土遺物が少量かつ小片のため個別の遺構の年代の

判定は難しいが、いずれも古代～中世の遺構である。
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このほかSK1116は東西0.84m,南北0.95m, SK1117は東西0.28m,南北0.22m, SK1118は東西

0.36m,南北0.35mの土塘で、遺構面よりも掘り下げた高さで検出したため本来はこれよりも大きな

遺構であったとみられる。これらの遺構については、平面的な検出のみで連続した地層断面の確認を

していないため第N8a層・第 N8b層のいずれの地層に帰属するかは明確ではないが、SK1117につぃ

ては土師器片、須恵器の杯が出土しており古代の遺構の可能性がある。

第N8a層中および第N8b層中遺構については、限られた範囲の調査ではあったが古代～豊臣後期に

かけての遺構が比較的密に分布するようすが確認できた。

b.S区第8b層上面検出遺構

S区の第7a～第8a層は漸移的であり、また比較的層厚が薄く掘り分けが困難であったため、第7a層

中および第7b層中の遺構を第8b層上面で一括して検出した。第7a層中の遺構につぃては中世～豊臣後

期の遺構で、N区第N8a層中の遺構に対応する。第7b層中の遺構は古代～中世の遺構で、N区第N8b

層中の遺構に対応する。

以下遺構の記述については古代、中世、豊臣後期と時期ごとに行う。なお、図10に網掛けで示し

た遺構については中世以降の遺物が出土した遺構で、このうち遺構Nαに下線を付したものにつぃては

豊臣期の遺物を含むものである。網掛けしていない遺構については古代の遺構および遺物が出土しな

かった遺構で、このうち遺構No.に下線を付したものについては第7b層中の遺構とみられるものである。

く古代の遺構〉(図10・11、図版2上・中)

古代の遺構としては土壊・溝、柱穴の可能性のある遺構、小穴を検出した。以下、主な遺構と本報

告に出土遺物を掲載した遺構について記載する。

S区全域で多数の土塘を検出した。0.4～0.8m程度のものが多数だが1mを超えるものもある。

SK2285はS1区北端部で検出した東西1.28m,南北2.79m以上の南北に長い土壇である。深さは0.26m

で、オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒砂を埋土とする。SK2218は、S1区南東部で検出した直径0.58

～0.60mの円形の土壊で、深さは0.l6mである。埋土は中～細礫・第8層の偽礫を含む暗オリーブ褐

色(2.5Y3/3)わずかにシルト質粗粒～中粒砂で、偽礫を含むことから人為的に埋められたようすが確

認できる。SK2247はS1区中央部で検出した土壊で、東西1.02m以上、南北0.82m,深さは0.l4mで

ある。黒褐色(10YR3/1)わずかにシルト質粗粒～中粒砂を埋土とする。このやや南側でSK2250を検

出した。東西1.02m以上、南北0.81m,深さは0.20mである。埋土は黒褐色(10YR3/1)中粒～細粒砂

質シルトを主とし、粗粒～中粒砂の偽礫を含むことから人為的に埋められたものであろう。SK2298

はS1区西部で検出した東西0.94m以上、南北0.71m,深さ0.29mの土壇で、埋土は黒色(5Y2/1)シ

ルト質粗粒～中粒砂である。S1区西端部で検出したSK2317は東西0.53m以上、南北1.l3m以上、深

さ0.25mの土壊で、埋土はオリーブ黒色(5Y3/1)シルト質中粒砂である。

SK3122・SK3123はS2区南端部で検出した土壊である。SK3122は北東一南西0.86m,北西一南東

0.71m1 深さ0.l8mで、埋土はオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質粗粒～細粒砂である。SK3123は東西

0.90m,南北0.49m1 深さ0.23mで、オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質中粒砂を埋土とする。SK3127

はS2区南西部で検出した直径0.48～0.61mの円形の土壇で、深さは0.l6mである。埋土は暗灰黄色
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(2.5Y 4/2)シルト質粗粒～中粒砂である。SK3153はS2区東部で検出した土塘で、北東一南西1.02m,

北西一南東1.lOm以上、深 さ0.25mで、埋土は黒色(5Y2/1)シルト質粗粒～細粒砂である。

S1区東部でSD2234を検出した。幅0.95～l.22m,深さ0.20mの溝で、方位はほぼ正南北方向である。

流水や滞水の痕跡は確認できず、人為的に埋められたものと考えられる。土師器・須恵器・製塩土器・

蛸壺・凸面に縄目叩きを施す平瓦など8世紀末～9世紀初頭の遺物が出土している。

調査区全域で多数の小穴と一部柱抜取り穴の可能性のある遺構を検出した。SP2258は直径0.29～

0.30m,深さは0.20mの円形の遺構である。埋土は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)わずかにシルト質粗粒

～中粒砂で、埋 められたものと考えられる。一定の深さがあることから柱抜取り穴の可能性がある。

このほか、SP2323・3161については深さが20cm以上あり、柱 抜取り穴の可能性がある。SPを付し

た他の遺構については、深 さ20cmに満たない小穴が大半である。遺物を掲載したSP2305は直径0.28

～0.41mの不整形な小穴で、深 さはO.llmである。SP2244は直径0.18～0.30mの長円形の小穴で、深

さはO.lOmである。
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く古代の遺構出土遺物〉(図12・13)

柱穴・小穴・溝 ・土壊などから、土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・製塩土器・瓦 ・土錘など

多様な遺物が出土している。

柱穴・小穴出土遺物 SP2244出土の1は土師器杯Aである。口縁端部を内面につまんで肥厚させ、

底部にはヘラケズリを施す。内面には暗文を有する。SP2258出土の2は須恵器杯Bである。高台は

底部と体部の境付近に付く。SP2305出土の3は須恵器杯Biである。器 高は低く、 口縁端部は断面

三角形である。

溝出土遺物 SD2234からは4～17が出土した。4～10は土師器である。4は皿で、口縁端部を外

反させる。5・6は杯Aで、いずれも内面に暗文が見られる。7は高杯である。8は亮で、器高は低く、

体部外面をナデで仕上げる。9は鉢である。10は在地系の椀で、内面に暗文を施し、外 面には丁寧な

ヘラミガキが見られる。12・13は須恵器の皿である。14は緑釉陶器の碗である。15・16は製塩土器で、

内外面をユビオサエとナデで仕上げる。播磨産の可能性がある。17は外面に縄目タタキ、内面に布目
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[第5～・フ]

1 木片・貝を含む黒色(2 5Y2/1)・黒色(5Y2/1)シルト質細粒砂

2:オリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂

3.炭・シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト[第5層]

4 オリーブ黒色(10Y3/1)

5・オリーブ黒色(5Y3/1)

[SK3072]

6 炭゙・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(10Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

7:極細粒砂質シルト偽礫を多量に含む灰色(10Y 4/1)細粒～極細粒砂質シルト

8 黒色(10Y2/1)極細粒砂質シルト

9,オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒砂質シルト

10 細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)中粒～細粒砂質シルト(加工時形成層)

[fi;6aa,・';]

11 シルト偽礫をわずかに含む灰色(10Y4/1)シルト質中粒～細粒砂

12゚ 炭をわずかに含む灰オリーブ色(5Y4/2)細粒砂質シルト

[第6b層」

13"オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

[SX3103]

14:暗灰オリーブ褐色(25Y3/3)細粒砂質シルト

[杭穴]

15:オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質中粒～細粒砂

[第7a・b層]

16.黒色(10Y2/1)・黒褐色(25Y3/1)わずかにシルト質粗粒～中粒砂

[遺構]

17:黒褐色(25Y3/1)中粒砂質シルト

[SD3108]

18:灰色(5Y 4/1)中粒砂質シルト

19:細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(7.5Y 4/1)細粒砂質シルト

20 オリーブ黒色(7.5Y3/1)中粒～細粒砂質シルト

2Pシルト質細粒砂偽礫を含もオリーブ褐色(2.5Y4/3)

わずかにシルト質粗粒～中粒砂

22.灰オリーブ色(5Y 4/2)シルト質粗粒～中粒砂

[SD3109]

23:オリーブ黒ffi (10Y3/1)シル ト質相粒～細粒砂

24:灰色(7.5Y 4/1)シルト質中粒砂

25゚ オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂質シルト

[SK3176]

26:オリーブ黒色(5Y2/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂

[遺構?]

27:暗灰黄色(2.5Y4/2)粗粒～細粒砂

[第8b層コ

28,オリーブ褐色(2.5Y4/4)極粗粒～粗粒砂

図11 S区第8b層上画検出遺構断面図

圧痕を有する平瓦である。これらは8世紀後葉～9世紀初頭に属する。

土塘出土遺物 SK2218からは18・33が出土した。18は土師器皿Aである。内面には斜放射状暗文

を施す。33は須恵器杯Bである。高台は底部と口縁部の境よりも内側に付く。これらは8世紀中葉に

属するものである。SK2247からは20・27が出土した。20は土師器杯である。口縁端部を内湾気味に

屈曲させる。27は土師器杯ないし皿の底部で、内向に螺旋状暗文を有し、外面に「古力」とみられる

墨書を施す。SK2250からは19・357が出土した。19は土師器皿Aで、内面には斜放射状暗文を施す。

体部の屈曲は緩やかである。35は内面に布目圧痕を有する平瓦である。SK2298からは25・26・34が

出土した。25は土師器皿で、口縁端部に面を持つ。26は土師器鉢である。34は須恵器壺で、高台や調

整・胎土の特徴から東海産とみられる。SK2317出土の24は土師器皿で、体 部から口縁部を内湾気味
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図12 古代の柱穴・小穴・溝 出土遺物

SP2244( 1 )、SP2258( 2 )、SP2305(3)、SD2234( 4～17)

に仕上げる。

SK3123からは23・32が出土した。23は土師器皿で、口縁端部を外につまんで仕上げる。32は須恵

器杯Bである。高台は低い。SK3122からは21・28・30が出土した。21は土師器皿で、口縁端部に面

をもち、内面には沈線状の窪みがある。28は土師器亮である。30は須恵器杯B蓋とみられ、かえりが

退化している。SK3127出土の22は土師器杯で、 口縁端部内面を沈線状に窪ませる。SK3153からは

29・31が出土した。29は回転台土師器の椀である。焼 成はあまく、灰 褐色を呈する。31は須恵器杯B

蓋である。

以上、古 代の遺構から出土した遺物は、SK2218出土の18・33のように8世紀中葉で難波Ⅴ古段階

に遡るものもあるが、多 くは8世紀後葉～9世紀初頭で、難波Ⅴ中～新段階に属するものである。

く中世の遺構〉(図10・11、図版2上 ・中)

中世の遺構はS1区に集中しており、遺構の分布がやや東側にかたよる傾向がみられる。検 出した

遺構は土壊・溝 ・井戸、柱穴の可能性のある遺構、小 穴である。以下、主な遺構と出土遺物を掲載し

た遺構について記載する。
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19

図13 古代の土塘出土遺物

20cm

SK2218(18・33)、SK2247(20・27)、SK2250(19・35)、SK2298(25・26・34)、

SK2317(24)、SK3123(23・32)、SK3122(21・28・30)、SK3127(22)、SK3153(29・31)

土塘は0.7m以下のものが多いが、SK2240やSK2241など1mを超える比較的大きな土塘も一部

みられる。SK2240は、東西1.29m,南北1.06mの円形に近い土塘で、深 さは0.21mである。黒褐色

(2.5Y3/1)シルト質粗粒～中粒砂を埋土とする。SK2241は、北東一南西2.38m以上、北西一南東1.08m

以上の不整形な長方形状の土塘である。湧水のため底までは確認できなかったが、深 さは0.52m以上

で比較的深さのある土壇である。黒色(5Y2/1)中粒～細粒砂質シルトを埋土とする。

S1区で南北方向の溝SD2217 - 2271 - 2291を検出した。SD2217は、幅0.60 ～0.80m,深さ0.20m

である。下部には第8層の偽礫を含む加工時形成層が認められ、 これより上位は人為的に埋められて

いる。土師器・須恵器・黒色土器・瓦器・瓦質土器が出土している。このうち瓦質土器の尭は14世紀

代に属するものとみられる。SD2271は、幅0.50～0.65m,深さO.lOmの溝である。古代～中世の土師器・

須恵器片が出土している。SD2291は、幅0.Ⅰ9～0.26m, 深さO.llmの溝である。土 師器・須 恵器・

製塩土器・黒色土器が出土している。これらの溝からは中世以前の遺物が出土しておりこれよりも新

しい遺物は出土していないが、豊臣期のSD3108・3109と直交することから、あるいは豊臣期まで降

るものが含まれる可能性も考えられる。

S1区で羽釜積みの井戸を2基確認した。SE2311は羽釜積みの井戸の底部とみられ(写真1)。掘
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形は東西1.l2m, 南北0.98m, 深さは

0.45mで、底を抜いた土師器羽釜が1

つ据えられていた。羽釜は13世紀のも

のとみられる。SE2333はS1区中央部

の南壁際で検出した。底 を抜いた土師

器の羽釜が4段積み上げられていた(写

真2)。

S1区で検出したSP2246は、 直径

0.22 ～0.25mで、深 さは0.24mである。

黒褐色(2.5Y3/2)シルト中粒砂を埋土

とする。一 定の深さがあることから、

柱の抜取り穴の可能性もある。

〈中世の遺構出土遺物〉(図14)

写真1 SE2311(北から)

土塘・小穴・井戸から土師器・東播

系須恵器・瓦器・中国産白磁・土錘な

どが出土している。

SK2241からは39～44が出土 した。

39は土師器皿である。40は土師器羽釜

で、 口縁部は「く」字状に屈曲する。41

は瓦器皿、42は瓦器椀である。43は中

国産白磁の碗で、口縁部は外反気味である。44は小型の管状土錘である。以上は12世紀中葉に属する。

SP2246からは36～38が出土した。36・37は土師器皿である。口縁部は緩やかに屈曲し、端部を丸く

収める。38は瓦器椀である。内面のヘラミガキは密で、外面にも粗いヘラミガキが見られる。これら

はSK2241とほぼ同時期で、12世紀中葉に属する。

写真2 SE2333(北から)

SE2333からは土師器羽釜が複数個体出土した。これらは井戸側に転用したもので、うち上から4段

目の1点を図示した。45は口縁端部が短く屈曲して外折するもので、鍔は短い。13世紀前半に属する。

〈S区包含層・その他から出土した古代～中世の遺物〉(図15)

このほか、包含層および後世の遺構から古代～中世の遺物がS区を中心に数多く出土しており、以

下でまとめて述べたい。なお、48・51・52・56～58・60・62～65・71・72は第7層、54・69・70

は第6層、67は第4層からの出土で、46は中世の遺構であるSP2309、47は豊臣期の遺構である

SP3132、他は近世の遺構であるSD3073、SK2152・2179・2180・22」0、SP2131から出土した。

古代の遺物としては、46～61、67～71・93がある。46は在地系の土師器皿である。口縁部を軽く

つまんで外反させる。48～50は土師器である。48は在地系の杯で、底部外面に「中家力」の墨書を有

する。上本町遺跡UHO9-2次調査地では、小宮谷内の8世紀前～中葉の地層から「中家」と書かれた

墨書土器が複数個体出土しており、本例と関連する可能性がある[大阪市文化財協会2010]o 49は鉢、
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0           10          20cm

1:4

30巾

1:6

図14 中世の遺構出土遺物

SK2241(39～44)、SP2246(36～38)、SE2333(45)

50は皿である。51・53は須恵器杯B1 52は須恵器杯Bの蓋である。54・55は黒色土器A類の椀である。

内面には暗文が認められる。56は北部九州～西部瀬戸内産とみられる製塩土器で、内面に布目圧痕を

有する。57～61は緑釉陶器である。57は口縁部が直線的に広がる碗で、軟質の焼成である。58～61

は底部である。58・59は円盤状の高台を有し、高台部分まで施釉するもので、焼 成は軟質である。58

は糸切痕跡が明瞭である。60は高台中央が蛇の目状に一段低く削 られ、高 台内部を除いて施釉してい

る。焼成は堅緻で、断面は赤褐色を呈する。61は輪状の削出し高台で、内面に印刻文を有するもので

あろう。焼成は堅緻で、断面はオリーブ黒色を呈し、胎土には砂粒を多く含 む。高台内には施釉しない。

このほか、図示しなかったが、近 世の遺構SP2169から緑釉陶器素地とみられる碗底部が出土してい

る。以上の遺物はおおむね8世紀後葉から9世紀前葉に属し、60・61は9世紀後半に降るものであろう。

67～69は皇朝十二銭の一つで延暦15(796)年鋳造の隆平永宝である。70は篭書体の唐国通宝で、南唐

顕徳6(959)年の鋳造である。47は管状土錘である。側面形は円形に近い。71は有溝土錘である。古

代の遺物としてはこのほかに、近 世の溝SD3041から平安時代後半の唐草文軒平瓦93(図19)が出土し

てい る。

中世の遺物としては、62～66・72～75がある。62は土師器皿である。63は瓦器皿、64は瓦器椀で

ある。65・66は中国産白磁で、65は玉縁状口縁の碗、66は壺の体部である。72は小型の管状土錘である。

73～75は瓦質土器である。73は火鉢で、外 面に菊花の刻印がある。74は羽釜である。75は売である。

以上は62～64が12世紀中葉、65・66は12世紀後半～13世紀、73～75は15世紀後半～末に属するもの

である。中世の遺物の出土量は、12～13世紀代が大半で、14世紀代のものはほとんど見当たらず、15

世紀代に属するものは少量認められる。

〈豊臣後期の遺構〉(図10・11、図版2上 ・中)

豊臣後期の遺構はSD3108・3109、SK2299・3145、礎 石34、SP3132・3166を検出した。
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図15 包含層・その他から出土した古代～中世の遺物

第7層(48・51・52・56～58・60・62～65・71・72)、第6層(54・69・70)、第4層(67)、SP2309(46)、

SP3132(47)、SD3073(66)、SK2152(68)、SP2131(61)、

SK2179(49・50・53・55・59)、SK2180(73・74)、SK2210(75)

SD3108・3109は、S2区北端部で検出した東西方向の溝である。溝の方位は正東西からやや北東一

南西に傾いた方向である。これらの溝は、中心がややずれるものの一部重複してほぼ同位置に掘られ

ている。SD3109が先行し、これが埋められた後にSD3108が掘られる。SD3109は最大幅2.l9m,深
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さ0.42mの溝である。底 に第8層の偽礫を含む加工時形成層が一部認められ、これより上部は一度に

埋められたものとみられる。土 師器・須恵器・瓦器・中国産白磁・常滑焼・信楽焼とみられる陶器・

瀬戸美濃焼陶器・肥前陶器 ・土錘・瓦 ・銭 ・骨 ・鋳造関連遺物が出土している。このうち瀬戸美濃焼

陶器は19世紀に属するもので混入と考えられ、遺 構の年代は豊臣後期とみられる。SD.3108は最大幅

1.37m,深さ0.58mの溝で、断 面の観察から人為的に埋められた後、再度掘り直されていることが確

認できる。土師器・須恵器・瓦器・瓦質土器・備前焼・常滑焼・肥前陶器・瓦が出土している。肥前

陶器が出土していることから豊臣後期の遺構とみられる。これらSD3108・3109が検出された位置に

はこれ以降の遺構面でほぼ同位置に同一方向の溝が検出されており、これらが背割りの溝と考えられ

ることから、SD3108・3109についても背割り溝 と考えられる。

SK2299はS1区西半で検出した東西0.33m,南北0.68m以上の土壇で、深 さは0.l9mである。黒褐

色(2.5Y3/2)中粒～細粒砂を埋土とする。SK3145はS2区東部で検出した土塘で、SD3109と重複し

ておりこれよりも先行する。東 西1.40m以上、南北2.84m以上の南北方向に長い土塘である。深 さは

0.40mである。黒色(7.5Y2/1)細粒砂質シルト・オリーブ黒色(5Y2/2)細粒砂質シルト・オリーブ黒

色(5Y3/2)シルト質粗粒～中粒砂を埋土とする。

S2区南東部で礎石34を検出した。東西0.l8m, 南北0.33mの上面が平らな石で、穴を掘って下に

根固めの石を置いて据えられていることから礎石とみてよいであろう。これと組み合う礎石は検出さ

れておらず、建物は南側に展開した可能性が推定される。掘形内からの出土遺物はないが、豊 臣期の

遺構であろう。

SP3132は直径0.17 ～0.28mの長円形の小穴で、深さは0.05mである。SP3166は直径0.19m,深さ

0.20mで、埋 土は暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質粗粒～中粒砂である。一定の深さがあることから柱抜

取り穴の可能性がある。

c.N区第N8a層上面遺構(図16)

N区第N8a層上面では溝SD1101～1103、土WSK1104、および柱穴の可能性のあるSP1105を検

出した。

SD1 101は幅0.59～0.69mの東西方向の溝である。湧水のため溝底は確認できなかったが、深 さは

0.33m以上である。断 面は形状は方形で垂直に掘り込 まれている。第 N7層系とみられる粗粒～中

粒砂を埋土とし、第 N7層の盛土と同時に埋められたものと推定される。SD1102は幅0.44～0.80m

の南北方向の溝で、深 さは0.46m以上である。SDI 101同様に垂直に掘り込まれている。埋 土は一部

自然堆積の泥を含むものの、偽 礫を含む第N7層系の粗粒～中粒砂を主とする。SD1103は幅0,16～

0.30m,深さ0.09mの南北方向の溝で、SD1 101と同様に第N7層の砂で埋まる。

SK1104は北西一南東1.Olm, 北東一南西0.80mの隅丸方形の土壊である。深 さは0.07mで、極 細

粒砂質シルト偽礫を含む灰色(5Y 4/1)粗粒～中粒砂を埋土とする。

SP1105は直径0.38mの円形の穴で、深 さは0.20mである。灰色(10Y 4/1)わずかにシルト質中粒～

細粒砂を埋土とする。一定の深さがあることから柱抜取り穴の可能性もあるが、これと組み合う他の

柱穴は検出されなかった。
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図17 S区第7a層上面遺構平面図

これらの遺構のうちSD1 101からは須恵器壺、SDjl02からは土師器・須恵器・瓦器、SD1103から

は砥石・金属、SK1104からは土師器片が出土しており、比較的古い遺物のみであるが、第 N8層中に

肥前陶器を含むことから豊臣後期以降の遺構であろう。

d.S区第7a層上面遺構(図17～19、図版2下 ・3上)

S区第7a層上面は先述のN区第N8a層上面に対応する。検 出した遺構は、土壊・溝 ・柱穴・落込み・

小穴である。これらの遺構には概ね17世紀中葉までの遺物が含まれる。第8b層上面で豊臣後期のもの

とみられる遺構を検出したことから、第7a層上面の遺構は豊臣後期以降17世紀中葉までと考えられる。

なお、SK2155には一部17世紀後葉の遺物を含むがこれについては混入の可能性を考えたい。

S2区北西部でSD3093を検出した。幅0.84～l.08m,深さ0.52mの東西方向の溝で、第8b層上面の

SD3108・3109とほぼ同位置で検出された。溝の方向はSD3108・3109と同様に正東西よりも北東一

南西方向にやや傾く。埋土は明黄褐色(2.5Y7 /6)中粒砂主の粗粒～中粒砂で、一度に埋められたもの

とみられる。こうした埋土の状況はN区第N8a層上面で検出したSD1 101や1103と類似しており、層
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図17 S区第7a層上面遺構平面図

順や年代観としても埋土の砂は第N7層と考えられる。このSD3093の北側に取り付くかたちで検出

された南北方向の溝がSD3187である。幅0.60m, 深さは0.l4mで、SD3093と同様の埋土である。

検出位置や幅、埋土の状況からN区第N8層上面のSD1102と同一遺構とみられる。

このほか、S1区で南北方向の溝SD2148・2149・2150・2157・2185・2187・2197を検出した。

SD2148 ～2150はS1区中央部で近接して検出された。SD2148は幅0.30 ～0.46m,深さ0.08mで、埋

土に偽礫を含むことから人為的に埋められたものとみられる。SD2149は幅1.26～l.64m,深さ0.l8m

で、黒褐色(2.5Y3/1)・オリーブ黒色(10Y3/1)細粒砂質シルトを埋土とする。SD2150は幅0.40～

0.48m,深さ0.l2mである。埋土に偽礫を含むことから人為的に埋められたものと考えられる。これ

らの溝のやや西側でSD2185を検出した。幅0.36 ～0.49m,深さ0.07mで、オリーブ黒色(10Y3/1)細

粒砂質シルトを埋土とする。S1区中央で検出したSD2157は、幅0.26～0.54m,深gO.22mで、埋土

は炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)細粒砂質シルトである。人為的に埋め

られたものとみられる。SD2187は幅0.32 ～0.51m,深さ0.06mで、オリーブ黒色(5Y2/2)細粒砂質
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4:第8層偽礫を含む黄灰色(25Y4/1)わずかにシルト質中粒砂
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1:40

図18 S区第7a層上面遺構断面図

シルトを埋土とする。第6b層上面で検出した塀とほぼ同位置で検出されたことから敷地境の可能性が

ある。SD2197は中冨0.29 ～0.34m,深さは0.l8mである。

土塘は調査区の全域で多数検出された。なかでもS1区北端部では比較的規模の大きい土壇が集中

して確認され、背割りに近い敷地奥側の空地の特徴を示しているものと考えられる。SK2151は東西

1.36m以上、南北1.70m以上で、深 さは0.32mである。埋土に偽礫を含むことから人為的に埋められ

たものと考えられる。SK2152は東西1.OOm,南北1.75m以上で、深さは0.l2mである。わずかに炭

を含む黒色(10Y3/1)細粒～極細粒砂質シルトを埋土とする。SK2186は東西1.48m以上、南 北1.43m

以上で、深 さは0.20mである。炭 を含むオリーブ黒色(10Y3/1)中粒～細粒砂質シルト、シルト質粗

粒～中粒砂質シルト偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/4)粗粒～中粒砂を埋土とする。人為的に埋められたも

のとみられる。SK2210はS1区北西隅で検出した土塘で、東西1.88m以上、南北1.40m以上であるが、

S1・2区の境目にあたり詳細な規模は確認できなかった。深 さは0.36mで、中～細礫・瓦 を含む黒

色(7.5Y2/1)シルト質粗粒～中粒砂を埋土とする。南肩部に土器や瓦がまとまって出土した。出土遺

物には肥前陶器皿76、丹 波焼大平鉢77、瓦質土器のミニチュア羽釜78があり(図19)、これらは豊臣後
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図19 S区近世の遺構出土遺物(1)

SK2210(76～78)、SX3080(79～84)、SD3041(85～93)

期に属する。このほか、15世紀末の瓦質土器売75が出土した(図15)。

SPを付した遺構の多くは深さ0.20mに満たない小穴であるが、一部柱穴の可能性のある遺構を含む。

SP2163は直径0.28 ～0.34m,深 さ0.22m, SP2170は直径0.34m,深さ0.36m, SP2336は直径0.40m,

深さ0.26mと、一定の深さがあることから柱の抜取り穴の可能性も考えられる。

e.S2区第6b層上面遺構(図20)

第6b層はS2区北端部にのみ分布する整地層である。本層の上面およびSD3093を埋める第N7層

とみられる砂層の上面で土壇SK3084・3086・3088～3091、 溝SD3092、 落込みSX3106、小穴

SP3087を検出した。

SK3084は東西0.44m以上、南北0.52m,深さ0.75mの土塘である。埋土は細粒砂質シルト偽礫を

含む灰オリーブ色(5Y5/2)わずかにシルト質中粒砂である。人為的に埋められたようすが確認できる。
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図20 S区第6b層上面遺構平面図

SK3086は直径0.67～0.72mの土壇で、深さはO.lOmである。埋 土は細粒砂質シルト偽礫を含むに

ぶい黄色(2.5Y6/4)中粒～細粒砂である。SK3088は東西0.63m以上、南北1.lOm以上、深さO.lOmの

土城で、埋土は暗灰黄色(2.5Y 4/2)わずかにシルト質中粒砂である。SK3089は直径0,68～0.72mの

土塘で、深 さはO.lOmである。細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/4)中粒～細粒砂を埋土

とする。人 為的に埋められたものとみられる。SK3090は直径0.68～0.76mの土塘で、深さは0.08m

である。細粒砂質シルト偽礫を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質中粒砂を埋土とする。人

為的に埋められたものと考えられる。SK3091は東西0.66m以上、南北0.50m,深さ0.25mの土塘で、炭・

中～細礫を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルトを埋土とする。

SD3092は幅0.41m,長さl.Olm以上、深 さ0.06mの浅い溝状の遺構である。

SX3106は第N7層の砂を埋土とする。この落込みは掘り込 まれたものではなく、背割り溝 SD3093

より南側に第6b層を盛って整地したことにより形成された段による。段 より北側の低い部分を便宜的

にSX3106とした。SD3093・3187とこの段を埋めるかたちで第N7層により整地されたものと考えら

れる。

SP3087は直径0.30m1 深さ0.05mの小穴である。

f.N区第N7層上面遺構(図21～24、図版3中)

N区第N7層上面で、建物1(礎石2・3)・建物2(礎石4～7)、礎石1・8～16、石列B1 溝SD1007(石

列A)・1077、井戸SE1106、落込みSX1076、このほか多数の土壇と小穴を検出した。これらは、出

土遺物の年代から17世紀中葉～末の遺構とみられる。

SD1007(石列A)・石列Bを境に東と西で遺構の分布様相にちがいがみられることから、 これらの遺

構は敷地境にかかわる遺構と推定される。SD1007は南北方向の溝で、東肩部には石列Aを検出した。

石列Aは西に面をもつことからSD1007の東眉を形成していたものと考えられる。部分的に石材が2

段積まれている状況を確認できた(図22)。SD1007は本来は西肩部分も石列Aと同様の構造をもった
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石組溝であったと考えられる。排 水を兼ね

た敷地境の溝であろう。SD 1007からは中

国産青磁輪花皿94、肥 前陶器皿95、中国津

州窯産青花皿96、 肥前磁器染付皿97・98、

備前焼捕鉢99、 被熱した土師器大皿1001

石製硯101が出土した(図24)。 これらは17

世紀前～中葉に属する。石 列BはSD 1007

が埋められた後の遺構で、礎 石12～16が南

北方向に並ぶ。これらの礎石は0.30～0.40m

大の花崗岩で、 このうち礎石12・16は上面

が傾いてはいたが平らな面をもつことから

礎石と考えてよいであろう。敷 地境と考え

られるSD1007と同位置で検出され、 また

一直線上に礎石が並ぶことから、敷 地を区

画する塀であった可能性が想定される。こ

れらSD1007・石列Bを境に土地利用の状

況が異なり、西 側では建物中心の遺構配置

であるが、東側では建物礎石は調査区北端

部に限られ、 これより南側では井戸や多数

の土塘が検出されており町屋の裏手の様相

を示している。

西側の敷地では建物1・2、 土塘、小穴

を検出した。建 物1は0.35m前後の花崗岩

の礎石2・3か らなり、 礎石の中心間の距

離は3.04mである。建 物としてはさらに西

側に展開するものと考えられるが、石列B

の礎石12・13がそれぞれ礎石2・3の東

1.95mの位置にあり、これは後述する建物2の東西方向の礎石間距離と同じ間隔であることから、あ

るいはこれらと組み合う可能性も考えられる。建物2は0.30～0.45m程の花崗岩の礎石4～7からなる。

礎石間の距離は、南 北約2.95m,東西約1,70～l.95mである。建物としては西側に展開する東西に長

い建物と考えられる。

東側の敷地では、調査区北端部で0.30～0.45m大の花崗岩の礎石8～11を検出した。礎石9～11は

東西方向に並ぶが間隔は一定でなく、建 物としての組合い関係については不明である。礎石8の南に

1.4mほどの空地があり、 この南側に井戸SEI 106や多数の土塘、落込みSX1076と小穴が密集して分

布する。SEI 106は直径1.50m以上の井戸である。井戸側は確認されなかった。深 さや井戸底の状況
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1゛わずかにシルト質細粒砂偽礫を含む
オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒～中粒砂

2:褐位(10Y5/4)羽1粒～中粒砂 [第7j・1・フ]

礎石 5
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黄褐色(2 5Y5/4)粗粒～中粒砂 [第7層]
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1:わずかに炭を含む黄褐色(2 5Y5/3)中粒砂
2:黄褐色(25Y5/4)粗粒～中粒砂 [第7層]

礎 石 8

礎 石 7

TP-0.4m

オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒～中粒砂
黄褐色(2.5Y5/3)粗粒～中粒砂 [第7層]

1:炭・焼土を含む暗灰黄色(2.5Y5/3)シルト質中粒砂
2.にぶい黄色(2 5Y6/3)粗粒～中粒砂[第7層]

礎石10

[礎石10掘形]
1 わずかに炭を含も暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)わずかにシルト質中粒砂
[第6層1
2:炭・焼土・粗粒～中粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)中粒砂
[第7層]
3:にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂

1m
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[第6層]

1.炭・焼土を含む黒褐色(25Y3/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂
[礎石9掘形]
2:わずかに炭を含む黄褐色(2 5Y5/3)わずかにシルト中粒砂
[礎石11掘形]

3:わずかに炭を含む黄褐色(2.5Y5/3)わずかにシルト中粒砂
[第7層]

4:にぶい黄色(2 5Y6/3)粗粒～中粒砂

SD1007

2m

SK1065

1二4(:)

[SD1002]

1:わずかにシルト質オリーブ黒色(5Y3/1)粗粒～中粒砂
2:灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質中粒砂
3:灰オリーブ色(5Y 4/2)粗粒～中粒砂
[第6層]
4 黄褐色(25Y5/3)わずかにシルト質粗粒～中粒砂
5:オリーブ褐位(2.5Y 4/6)利粒～中粒砂
6:炭・焼土を含む黒褐色(2 5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂
7 炭゚・シルト質細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
8 中粒～細粒砂偽礫を含むにぷい?l'lffi(25Y6/3)利粒～中粒砂
9.炭・シルト質細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂

[SK1065]

10 細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ色(5Y4/3)シルト質中粒砂
[SD1007コ

11:細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄色(2.5Y6/2)シルト質中粒～細粒砂
12 暗灰黄色(25Y4/2)わずかにシルト質中粒砂
13.黒褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂
14:炭を含も暗灰黄色(2.5Y 4/2)わずかにシルト質粗粒～中粒砂
15.灰色(5Y 4/1)粗粒～中粒砂
16 灰オリーブ色(5Y 4/2)細礫～粗粒砂
17.灰オリーブ色(5Y5/2)極粗粒～粗粒砂
18゚ オリーブ黒色(5Y3/2)・灰オリーブ色(5Y5/3)・

にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂 [第7層コ

図23 N区第N7層上面遺構断面図
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については湧水のため確認できなかった。土師器、肥前磁器が出土しており、17世紀中葉～後葉に属

するものとみられる。SX1076は南北3.07m以上、東西1.97m以上、深 さ0.l8mの落込みで、炭 と偽礫

を含む灰色(10Y 4/1)中粒砂、オリーブ灰色(2.5GY5/1)わずかにシルト質中粒砂を埋土とする。遺物

は出土していない。土 塘は大小様々である。SK1074は東西0.94m,南北0.88m1 深さ0.l5mの土壇

である。埋 土はシルト質細粒砂偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)中粒～細粒砂と炭・シルト質細粒砂偽礫

を含む暗灰黄色(2.5Y5/2)粗粒～中粒砂の2層からなる。瓦片が出土している。SK1079は土塘群の

北端で検出した南北0.77m以上、東西3.l2m以上の東西方向に長い土壇で、深 さは0.l5mである。暗

オリーブ褐色(2.5Y3/3)わずかにシルト質細粒砂、にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂を埋土とする。

南部で検出したSK1088は東西0.70m以上、南北1.44m,深さ0.l8mの土塘で、シルト質細粒砂偽礫

を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂を埋土とする。SK1093は中央部で検出

した東西1.Olm,南北1.53mの不整形な土塘で、深 さは0.l5mである。細粒砂質シルト偽礫を含むオ

リーブ褐色(2.5Y4/4)中粒砂を埋土とする。このほか調査区南端でSD1077を検出した。SD1077は

幅0.20m,深'gO.04mの小溝である。埋 土は灰色(10Y5/1)わずかにシルト質中粒砂である。滞水や

流水の痕跡は確認できず、機能については不明である。

g.S区第6a層上面遺構(図19-25～29、図版3下 ・4上 ・6)

S区第6a層上面で建物礎石・背割り溝、敷地境とみられる柱列(塀)と溝、そのほかの土壇・溝・落込み・

小穴を検出した。これらは17世紀中葉の遺構とみられる。

背割りとみられる溝SD3068は、S2区北部で検出した。下層の第7a層上面で検出したSD3093の位

置をほぼ踏襲しているが、SD3093よりやや南に位置をずらすとともに、北 東一南西方向に傾いてい

たSD3093に比べてより正東西に近い向きで掘られている。幅 は0.80m以上、深 さはO.llmで、黒色

(10Y2/1)シルト質中粒～細粒砂を埋土とする。

敷地境とみられる遺構としては南北方向の溝SD2113・2124、塀 とみられる柱列(SP2214・2213・

2191・2132・2131・2130・2118・2146)がある。 このうちSD2113と柱列はS1区東部で近接して

検出されたことから、 いずれも敷地境にかかわる遺構と考えてよいであろう。SD2113は幅0.60～

0.82m,深さ0.38mの溝である。埋 土は、第 7層の偽礫・細粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)

細粒砂質シルト、第 7層の偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)中粒～細粒砂質シルトの2層からなる。偽礫

を含むことから、 人為的に埋められていることが確認できる。柱 穴SP2214・2213・2191・2132・

2131 - 2130 - 2118 - 2146はSD2113の西隣に南北方向に一列に並んで検出された。直径0.28 ～0.36m

の柱穴で、間隔が一定しないことや東西にこれと組み合う柱穴が確認できないことから塀と考えられ

る。SD2124はS2区西端部で検出した幅0.31～0.55m,深さ0.08mの溝である。この溝を境に東側で

は礎石がまとまって検出されているが、西側では比較的大きな土城がまとまって検出されていること

から、敷 地境の可能性が高いと考えられる。このほかに南北方向の溝としてSD2109を検出した。幅

0.48～0.58m,深さ0.l3mの溝で、土WSK2096・2133がこの延長上をまたいで検出されたことから、

敷地境にはならないものと考えられる。

以下には、これらの遺構で区画された敷地ごとに遺構の記述を行う

- 247 -
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礎石3j礎石32           SK3070

SK21

SK2145

SK2120

礎石Z

SD2124

SK2121

'SK2123

S2区

図25 S区第6a層上面遺構平面図

背割りのSD3068北側部分に当るS2区北西部の敷地では、礎石32・33が検出された。いずれも0.36m

大の花崗岩の礎石で、掘 形を掘って据えられている。礎石33の掘形内には根固めの石が確認された。

区画施設に伴うものか建物に伴うものかは明らかでない。建物であれば、背割り溝から約2mという

敷地奥まで建物が建てられていたことを示すことになる。これらの礎石より東側は比較的遺構の分布

はまばらで、SK3070・3075・3077・3078が検出されたほか、SD3068に近接してSK3074を検出した。

背割りよりも南側の敷地のうち、 もっとも西側のSD2124より西側の敷地では、 建物3・4を検

出した。建 物3は礎石24・29・30・27・19からなる。礎 石は0.20～0.33m大の花崗岩で、建物規模

は東西約1.8m,南北約4.Om以上でさらに南側に展開する可能性がある。建物3の周辺では、0.16～

0.22m大の小型の礎石の可能性がある礎石25・26・28が検出されており、建物3にかかわる可能性が

ある。建物4は礎石20～23からなる。礎石は0.38～0.52m大の花崗岩で、建物規模は南北4.4m以上で

西側および南側に展開するものと推定される。これらの建物が建てられる前の遺構として、SX3080,

SK3072-3079、SD3073を検出した。このうち、SX3080はS2区西端部で検出した落込みで、東西3.l8m
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礎石1
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S1区 1:100

X-145,530
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一145,540

5m

図25 S区第6a層上而遺構平面図

以上、南北6.l8m以上、深 さ0.64mを測る大型の落込みで、埋 土には木片や貝を含み人為的に埋めら

れていることからごみ穴と推定される。肥 前磁器白磁皿79、 同小杯80, 瀬戸美濃焼黄瀬戸向付81・

82、銅製容器の蓋83、軒平瓦84が出土した(図19)。このほか漆椀164・165、曲物168・169が出土し

た(図版6)。これらは17世紀前葉に属する。こうした大型のごみ穴や土塘が掘られた時期には空地で

あったが、その後、背割りに近接した敷地奥まで建物3・4が建てられたことを示している。このほか、

建物にかかわる遺構としては、礎 石14・31を検出した。0.30mと0.26mの花崗岩の礎石で、同一の掘

形内に据えられていた。また、敷 地東端のSD2124付近ではSK2120～SK2123・SK2145といった土

壇を検出した。 この付近は建物の建てられていない空地であったものと考えられる。SK2120からは

漆椀163が出土している(図版6)。

次にこの東隣のSD2124と塀およびSD2113に区画された敷地では、礎 石35・L・T～Z, SD2109

のほか土壊と小穴を検出した。礎 石は敷地西側に集中しており、 このうち礎石×～Zは背割りの

SD3068の延長上に近い位置にあることから、敷地奥まで建物が建てられていたことが確認できる。
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SD3068 SK2120・SD2124・2047B

TF'0.4m

; : 7 で

-0.8m

:黒色(10Y2/1)シルト質中粒～細粒砂

2m

1:40

[SD204冗]

1 :オリーブ黒色(7.5Y2/1)細粒砂質シルト

[SD2124]

2:中礫をわずかに含むオリーブ黒色(75Y3/1)細粒砂質シルト

[SK2120]

3 木片を含む黒色(10Y2/1)細粒砂質シルト

4:シルト偽礫を含む黒色(75Y2/1)細粒砂質シルト

SP2114

E

TP-0.6m

[SP2114]

1 :細粒砂質シルト偽礫を多量に含むにぶい黄色(2 5Y6/3)

中粒～細粒砂質シルト(柱抜き取 り穴)

2:わずかに炭を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒砂質シルト(掘形)

[第6a層]

3.暗灰黄色(25Y4/2)細粒砂質シルト

[第7層]

4 黒褐色(2 5Y3/1)中粒～細粒砂質シルト

1m

1:20

SP2213・2214・SK2189・2211

SP2213
N
TP-o.6m

[SP2213]

1 :炭・多量の細粒砂質シルト偽礫を含もにぶい黄色(2 5Y6/3)細粒砂質シル ト(柱痕)

2:炭を含む黒褐色(25Y3/2)細粒砂質シルト(掘形)

[SP2214]

3:わずかに炭を含む灰オリーブ色(5Y4/2)細粒砂質シルト(柱痕)

4:炭・細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y2/2)細粒砂質シルト(掘形)

5 炭を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト(掘形)

[杭痕 ?]

6 黒゚掲位(25Y3/1)細粒砂質シルト

[SK2189]

7:わずかに炭を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト

[SK2211]

8:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)中粒～細粒砂質シルト

9:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

10:オリーブ黒色(2 5Y3/2)中粒～細粒砂質シルト

SP2191

N
TF'O.帥

-0,叶

1 :わずかに炭を含むオリープ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト(柱痕)

2 炭・中粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む

昭オリーブ褐-e (2 5Y3/3)細粒砂質シルトUlii形)

第8層偽礫を含む暗褐色(10YR3/3)

わずかにシルト質粗粒～中粒砂(掘形)

SP21 46
E

TP-0.4rn

[SP2146]

1 細粒砂質シルト偽礫を含むfIl褐立i(25Y5/3)

中粒～細粒砂質シルト(柱抜き取 り穴)

:炭・シルト質細粒砂偽礫を含むオリーブ黄色(5Y3/2)

細粒砂質シルト(掘形)

[第6a層]

3:暗灰黄色(25Y4/2)シルト質細粒砂

N
SP2132・2131・2130・2118

TF'O.而

[SP2131]

1 細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むげ1灰てIi伍(2 5Y5/2)細粒砂質シルト

[SP2132]

2 黄灰色(25Y4/1)細粒砂質シルト(柱痕)

3.シルト質中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)細粒砂質シルト(掘形)

[SP2130]

4:多量の細粒砂質シルト偽礫を含もにぶい黄色(25Y6/4)
中粒～細粒砂質シルト(抜取り穴)

5:暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒砂質シルト(掘形)

[SP2118]

6 細粒砂質シルト偽礫を含む暗灰黄色(25Y5/2)

中粒～細粒砂質シルト(抜取り穴)

7 シルト質細粒砂偽礫を含む黒褐位(10YR3/1)細粒砂質シルト(掘形)

[第6a層]

8:黒褐色(10YR3/1)・褐灰色(10YR4/1)・暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒砂質シルト

[第7層]

9 黒褐色(2 5Y3/2)中粒～細粒砂質シルト

[第8層]

10:オリーブ褐色(25Y4/4)粗粒～中粒砂

図26 S区第6a層上面遺構断面図(1)
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礎石L 礎 石T
E

TP-0.2m

1 :オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂[第4層]
2 :オリーブ黒色(5Y3/2)中粒～細粒砂質シルト [礎石L掘形」
3 :オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト [第6a層コ

礎石U

オリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト質細粒砂 [礎石じ掘形コ
黒色(10Y2/1)細粒砂質シルト [第6a層コ

礎石Y

TP-0.2m

わずかに炭を含む黄灰色(2.5Y4/1)シルト質細粒砂 [礎石T掘形コ
:オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト [第6a層1

礎石X

TP-0.5m

:オリーブ黒M (7.5Y3/1)シルト質細粒砂 [礎石X掘形」
:黒色(10Y2/1)シルト質細粒砂 [第6a層]
:黒色(7.5Y2/1)細粒砂質シルト [第7層]

礎石Z

オリーブ黒色(10Y3/1)
シルト質中粒～細粒砂 [礎石Y掘形]

2 ,黒色(10Y2/1)シルト質細粒砂 [第6a層]
3:黒色(7.5Y2/1)細粒砂質シルト [第7層」

礎石35

1 :オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト [SP2111礎石掘形]
2 :オリーブ黒色(5Y2/2)細粒砂質シルト [第6層]
3 :オリーフ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト [第7層]

1 :オリーブ黒色(10Y3/1)細粒砂質シルト [礎石2掘形]
2 :オリーブ黒色(7.5Y3/1) m粒砂質シルト [第6a層]

礎 石ア

E

一   "二 1:÷二1 1"

TP-0.5m

炭を含む暗灰黄色(25Y 4/2)細粒砂質シルト

礎石14 礎石31

Tト七.6Tn

中～細礫をわずかに含む黒色(7.5Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

1m

w  礎石33 礎石32  E

TF'O.如

-0.6m

シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂 [第5層]
:灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質中粒砂 [礎石33掘形]
灰色(5Y4/1)シルト質中粒砂 [礎石32掘形]

1:20

SK3075
SK2133

TP-0.4m

-0.6m

極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(10Y3/1)
シルト質中粒～細粒砂

1m

SW NE

TP-0.5rn

炭を含む黒褐色(2.5Y3/2)シルト質細粒砂
炭・シルト質細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト
:炭・細粒砂偽礫を含む黒褐色(2 5Y3/2)細粒砂質シルト
.炭・細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト
:仄色(5Y 4/1)中粒～細粒砂質シルト

2m

1:20
1:40

図27 S区第6a層上面遺構断面図(2)
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建物3 礎石27 礎石26 礎石19

オリーブ黒色(10Y3/1)細粒砂質シルト

礎石24

炭を含むオリーブ黒色(10Y2/1)
細粒砂質シルト

礎石23 礎石22

NQ -.＿＿＿＿＿＿＿一槌 =

jエP-0.5m

1:オリーブ黒色(7 5Y3/2)細粒砂質シルト

礎石29 礎石30

1:オリーブ黒色(7.5Y3/1)   1.オリーブ具色(7.5Y3/1)
細粒砂質シルト       細粒砂質シルト

礎石21 礎石20

1(冫 丁  "【ノ "2-05"
1 オリーブ黒色(7、5Y3/1)       1 オリーブ黒色(7.5Y2/2)       1:オリーブ黒色(7 5Y3/2)
細粒～極細粒砂質シルト       細粒～極細粒砂質シルト       細粒～極細粒砂質シルト

0           1           2m

1:40

図28 建物3・4・礎石断面図

なお、礎 石のうち礎石Wについては掘形が確認できず、また0.20mと比較的小さいことから礎石とな

るかは明確ではないが、上面が平らなことから補助的な礎石となる可能性もあろう。礎石35よりも東

側ではSD2109や土壊、小穴がまとまって検出されたことから、 この部分については建物が建てられ

ていない空地であったものと考えられる。SD2109は幅0.62m,深さ0.l2mの溝で、細粒砂質シルト

偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)中粒～細粒砂質シルトを埋土とする。南北

方向の溝であることから敷地境になる可能性もあるが、 これを敷地境とすると東の塀との間が2.4～

2.6mと狭 くなること、またSK2096・2133がSD2109の延長上をまたぐように掘られていることから、

SD2109は敷地境にはならないものと考えた。

最後に SD2113より東 側の敷地では礎石アのほか溝SD2097・2098、 土塘SK2099～2101・

2129、小 穴SP2102を検出した。礎 石アは0.22m大の花崗岩の礎石である。SK2099は礎石アに先行

して掘られた土塘で、東 西1.04m以上、南北1.20m以上、深さは0.42mで、人為的に埋められており

炭・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト、極 細粒砂質シルト偽礫を含

むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂を埋土とする。SD2097・2098は南北方向の溝である。

SD2097はSD2113に隣接して検出されており、幅 0.32 ～0.40m,深さ0.l3mで、炭 ・シルト質細粒

砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルトを埋土とする。SD2098は幅0.23m,深さO.lOm

で、炭・中粒～細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)細粒砂質シルトを埋土とする。

SK2129からは「天下一堺みなと藤右衛門」刻印を有する17世紀第3四半期の土師器焼塩壺128が出土

している。

以上の第6a層上面で検出した遺構の特徴としては、いずれの敷地においても背割りに近い敷地奥ま

で建物遺構が確認されたことがあげられる。これよりも上層の遺構面では土塘や井戸などを中心とし

た遺構分布で建物裏手の空地の様相を示すことから、同地における土地利用のあり方 としても特徴的
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図29 S区近世の遺構出土遺物(2

SK2034(1 11～117)、SK2073(118～122)、SP2059(123)、SK2068(124)

SK2066(125・126)、SK3064(127)、SK2129(128)、石 組溝2・SD2047B (129・130)、SE3004(131)
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図30 S区第5層上面遺構平面図

な時期といえるであろう。

h.S区第5層上面遺構(図19・30～32、写真3、図版4中・下 ・6)

S区第5層上面では背割り溝 と推定される石列6、敷 地境とみられる柱列(塀)と溝、礎 石、柱抜取

り穴の可能性がある遺構、その他の溝、多数の土塘と小穴を検出した。17世紀中葉～後葉の遺構面と

みられる。

石列6は第6層上面のSD3068とほぼ同位置で検出した東西方向の石列である。後 述する第4層上

面の石組溝3の石列3と同位置で検出されたが、断 面の観察から石列3は石列6が埋められた後に掘

形を掘って構築していることが確認できることから、石 列6とは別遺構であることが明らかである。

石列6は本来石組溝3のように石組溝の北肩であったものと推定されるが、石組溝3構築時に壊され

たものとみられる。

敷地境と推定される遺構として柱列(礎石S・G・口・l・J・K)からなる、SD2061があげられる。

このうち柱列はS1区西端部で検出した遺構で、0.18～0.29m大の花崗岩の礎石S・G・日・1・J・Kが
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図30 S区第5層上面遺構平面図

1.2m程度の間隔で南北方向に一列に並ぶ。なおこれら礎石のうち、礎 石J・Kは同一の掘形に据えら

れている。東側に礎石M・Qなどがあるが建物として明確に組み合う礎石が確認できなかったことや、

第6a層上面の敷地境とみられるSD2124とほぼ同位置で検出されたことか ら敷地境の塀と推定され

る。SD2061はS1区東半で検出した幅0.51 ～0.75m,深さ0.l5mの溝で、炭を含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)

中粒～細粒砂質シルトを埋土とする。流 水や滞水の痕跡は確認できなかった。第6a層上面の柱列や

SD2113と同位置で検出された。このほかSD2067は、幅0.41 ～0.59m,深さ0.22mの南北方向ので、

敷地境の可能性もあるが、SK2078がこの溝を切って掘られていることから敷地境となる可能性は低

いと考える。

石列6北側の敷地では礎石15、土塘SK3058～3059・3061・3064、小溝SD3060、小穴SP3053

～3055を検出した。 このうち礎石15は0.28m大の上面が平らな石で、SK3064が埋められた後に上

面に据え置かれている。建 物礎石の可能性があるが、 これと組合う礎石は確認できなかった。なお、

SK3064は直径0.80～0.90m,深さ0.20mの円形に近い土塘で、瓦 質土器火入127が出土している。
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礎石G

W TP-02rri

-0.4m

オリーブ黒色(75Y3/1)細粒砂質シルト [礎石G掘形コ

:オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂 [第5層]

礎 石H

E             W TP-0.2m

-0.4m

゜オリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト質細粒砂 [礎石H掘形]

゛オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂 [第5層]

灰゙色(5Y 4/1)シルト質細粒砂 [第6a層]

E
TP-0.2m

一0.4m

:黒色(10Y2/1)シルト質細粒砂 [礎石Ⅰ掘形]

゛オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂 「第5層」

礎 石K  礎 石 J

オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂質シルト [礎石K・J掘形]

オリーブ黒位(10Y3/1)シルト質細粒砂 [第5ト.・マ]

オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂 [第6a層1

礎 石M

炭をわずかに含むオリーブ黒色(5Y3/2)

シルト質細粒砂 [礎石M掘形]

オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂 [第5層コ

N

礎石N 礎 石0

オ゚リーブ黒M (5Y3/2)シルト質細粒砂 [礎石N掘形1

わずかに炭を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂 [礎石0掘形]

オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂 [第5層]

TP-0.2m

礎石 Q

一0.4m

1 :シル ト質細粒砂偽礫を含む黒色(5Y2/1)細粒砂質シルト [礎石Q掘形」

2:才リーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト [第5層]

3 オリーブ黒0 (10Y3/1)中粒～細粒砂質シルト [第6aji,'/1]

礎石R

TP-0.2m

炭を含むオ ーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト

1m

1:20

礎石12
TP-0.2m

1:オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト

SK2073

TP-0.4m

:炭を含む暗オリーブ褐色(2 5Y3/3)シル ト質細粒砂

:黄褐色(2 5Y5/3)細粒～極細粒砂質シルト

明褐色(7.5YR5/6)細粒～極細粒砂質シルト

:炭・シルト偽礫を含む明褐色(10YR3/3)シルト質細粒砂

炭゚を含む暗オリーブ褐色(25Y3/3)シルト質細粒砂

:炭・シルト偽礫を含む

オリーブ黒位(75Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

1:20

1m

図31 S区第5層上面遺構断面図(1)

1

1:40

2m
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SK2066 SK2085
E

.,   TP-0.4m

」 1ナ.M＿'5-
10
12   SK2172

E    2 3 4
TP-0.4m

[SK2066]
1 :炭を含む暗灰黄色(25Y 4/2)fflH粒砂質シルト
2:シルト偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む
にぶい黄色(2.5Y6/4)細粒砂質シルト

3 :炭・細粒砂偽礫を含む
黒褐色(2.5Y3/2)細粒砂質シルト
:炭を含む黒褐色(2.5Y3/2)細粒砂質シルト
.炭・細粒砂質シルト偽礫を含む
黄灰色(2.5Y4/1)細粒砂質シルト

6 :黄灰色(25Y4/1)極細粒砂質シルト
7:わずかに炭を含む
黄灰色(2.5Y 4/1)細粒砂質シルト

8:わずかに炭を含む
暗灰黄色(25Y4/1)中粒～細粒砂質シルト
わずかに炭を含む
オリーブ黒色(5Y3/2)極細粒砂質シルト

10:黄灰色(25Y5/1)細粒砂
11:粗粒～中粒砂偽礫を含む

黄灰色～暗灰黄色(2.5Y 4/1 5)粗粒～細粒砂質シルト

SK2074

:炭・細粒砂偽礫を含む黒褐色(10YR3/1)
シルト質細粒砂
:炭・木片・細粒砂偽礫を含む
黒褐色(2.5Y3/1)シルト質細粒砂
:木片を含む黒褐色(10YR3/1)ffl粒砂質シルト

SK3045
S   1   3 4 5

TP-0.4m

1 灰゙色(10Y6/1)細粒砂
2:細粒砂偽礫を含む黒色(10YR2/1)シルト質細粒砂
3 緑灰色(7.5GY6/1)シルト質細粒砂
4:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ灰色(25GY5/1)細粒砂
5:木片を含むオリーブ黒色(7 5Y2/2)わずかにシルト質細粒砂
6:木くず を多量に含むオリーブ黒色(5Y2/2)
わずかにシルト質中粒～細粒砂(細粒砂ラミナ有)
シルト質細粒砂偽礫・多量の木くず を含む
黒褐色(25Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト(細粒砂ラミナ有)

8゚ 多量の木くすを含む黒褐色(10YR2/2)細粒砂質シルト

SD2067(北アゼ)

12:細粒砂偽礫を含む
灰色(5Y 4/1)細粒～極細粒砂質シルト

13 .炭を含む黒褐色(2.5Y3/1.5)
細粒～極細粒砂質シルト

[第5層]

14:炭を含む黒褐色(2 5Y3/2)・暗灰黄色(25Y 4/2)
細粒砂質シルト

[第6al・,・}」
15:炭を含む黒褐色(2 5Y3/2)

細粒砂質シルト
[SK2172]
16:黒褐色(25Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト
[第7ト.'1)]

17 黒褐色(2.5Y3/1.5)・暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)
中粒～細粒砂質シルト

[SPお36]
18:灰オリーブ色(5Y 4/2)中粒砂
[第8層]
19 オリーブ褐色(25Y4/3)粗粒～中粒砂

1:木片を含む黒褐色(10YR3/1)シルト質細粒砂
2 オリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト質中粒～細粒砂
3:木片を含む黒褐色(10YR3/1)シルト質細粒砂
4:シルト質細粒砂偽礫を含む
オリーブ黒色(7.5Y2/2)シルト質中粒～細粒砂

5:木片を含む黒褐色(10YR3/1)シルト質細粒砂
6:木片・炭を含むオリーブ黒色(7.5Y3/1)
シルト質中粒～細粒砂

7:極細粒砂質シルト偽礫を含む
暗褐色(10YR3/3)シルト質細粒砂

8:木片・シルト偽礫を含む黒褐色(25Y3/1)
わずかにシルト質細粒砂

9:多311の木片・シルト偽礫を含む
暗褐色(10YR3/4)シルト質細粒砂

10:木片・シルト偽礫を含む黒色(5Y3/1)
シルト質細粒砂(加工時形戊層)

SE3043

1:炭・シルト偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)細粒砂質シルト
2:炭を多量に含む黒色(25Y2/1)細粒砂質シルト
3:黒褐色(2.5Y3/1)細粒砂質シルト
4.rl'l掲色(10YR5/6)細粒～極細粒砂質シルト
5 粗゚粒砂偽礫を含も暗灰黄色(2.5Y 4/2)粗粒～中粒砂
6:炭を含も黒褐色(2.5Y3/1)中粒砂質粘土(有機質ラミナ有)
7 砂゙の偽礫を含む黒褐色(25Y3/2)中粒砂～粘土(有機質ラミナ有)
8:オリーブ黒色(5Y3/1)シルト～粘土 (有機質ラミナ有)
9:炭・貝殻を含も黒褐色(25Y3/1)シルト～粘土(有機質ラミナ有)

SD3041

E

803068

TP-0.4m

-0.8m

1:炭・細粒砂偽礫を含も黒色(5Y2/1)シルト質細粒砂
2:木片・黒色有機物を含むオリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂
3:木片・大礫・シルト質細粒砂偽礫・黒色有機物を含む黒褐色(25Y3/1)細粒砂質シルト
4:細粒砂偽礫を含む黒色(25Y2/1)シルト質細粒砂
5:木片・貝殻を含む黒色(25Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト
6:木片をわずかに含む黒褐色(2.5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト
7:木片・貝殻・細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト
8:木片を含むオリーブ黒色(5Y2/2)細粒～極細粒砂質シルト
9:木片を含むオリーブ黒色(5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト
10:貝殻・中～細礫を含む黒色(5Y2/1)細粒砂質シルト

SD2067(南アゼ) SD2061

TP-0.4m

[SD2067]
1 炭を含む黒褐色(5Y3/1)シルト質細粒砂
[第5層]
2 "オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂
3 炭を含む黒褐色(2.5Y3/1)細粒砂質シルト
[第6a層]
4 ニシルト質細粒砂偽礫を含む

オリープ黒色(7.5Y2/2)シルト質中粒～細粒砂

TP-0.4m

1 細゚粒砂偽礫を含む

オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂
2 黒色(10Y2/1)中粒～細粒砂質シルト

炭゚を含む暗灰黄色(25Y4/2)
中粒～細粒砂質シルト

SD2093

ーく ' エP-0.4m

2m

1 黒褐色(25Y3/2)炭を含むシルト質細粒砂
1:40

図32 S区第5層上面遺構断面図(2)
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石列6南側の敷地のうち塀 と推定される礎石S・

G・口・1・J・Kよりも西 側の敷地では、 礎石12・

13・16、SD3040・3041 井戸 SE3043、 埋姿

SK3085、 埋桶SK3052、 土塘、 小穴を検出した。

礎石12- 13- 16は、敷 地西半で検出した0.26～0.38m

太の花崗岩の礎石である。建物としての組合関係は

不明であるが、 これら3つの礎石で囲まれた範囲に

は井戸や土塘がまとまって検出され礎石は検出され

ていないことから、 もとは敷地西半全体に建物が建

てられていたが、次の段階で空地となり井戸や土塘

が掘られたものと推定される。SD3040・3041は敷

地中央で検出した南北方向の溝である。SD3040は

最大幅2.58ms 深さ0.66mの南北方向の溝で、石列

6の背割り溝付近まで伸びる。東 肩は杭や板材によ

り護岸されている。東 肩付近から下駄176・177が

出土した(図版 6)。SD3041は幅0.58 ～l.OOm, 深

さO.lOm前後の浅い溝で、SD3040が埋められた後

に、東 肩付近に掘り直された溝である。中国産青花

碗85・同鉢86、肥前磁器染付碗87、瀬戸美濃焼天

目碗88、肥前陶器鉄絵向付89、 同碗90・9L 土師

器皿92が出土した(図19)。90は白泥で梅文を描く。また、木製品として木簡157が出土した(写真3)。

両面とも人名を記すもので、1箇所に円孔を有する。「(惣力)左衛門」、「(口)左衛門」と釈読した(註

1)。このほかに漆椀161、人 形頭174、下 .駄179が出土している(図版6)。これらは17世紀前半に属

する。なお、遊 離資料としてSD3041からは平安時代後半の唐草文軒平瓦93が出土している。これら

SD3040・3041は背割り溝 までのびているが、これより北側には延長しない。溝 の機能は明確でなく、

敷地境の可能性も考えられるが他の敷地境と比べて規模が大きいことから別の機能をもつことも想定

される。SE3043は東西1.l4m,南北1.40mの方形の井戸である。井戸側は確認されていない。 この

ほか土塘のうちSK2085は木片を含む埋土がレンズ状に確認できることから、一 定期間開口した状態

でごみ穴として使用されたものと推定される。SK3045についても木片や木くず を含む埋土と周囲か

ら自然に流れ込んだとみられる自然堆積層が認められることか ら、SK2085と同様に一定期間開口し

ていたごみ穴であろう。

東隣の柱列とSD2061に区画された敷地では、礎 石M～O・Q・R, SD2067・2093のほか大小の多

数の土塘、小穴が検出された。礎石は0.24～0.39m大の花崗岩ので、礎石M～O・Q・Rは調査区南端付近、

礎石Qは背割りの石列6の延長上付近で検出された。SD2067よりも西側では西隣の敷地と同様にこ

写真3 木簡

SD3041(157)、SK3042(158)

れらの礎石で囲まれた範囲には多数の土塘が密集して掘られており、この間には礎石が検出されてい
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ないことから、 もとは背割り溝付近まで建物が建っており、後 に建物のない空地となったと推定され

る。土城のうちSK2068は東西0.65m,南北1.02m,深さO.llmの長円形の土壊で、土製品「つぼつぼ」

124が出土した。SK2087は東西1.Om以上、南北1.48m以上、深さ0.23mの土壊で、漆椀166および人

形頭175が出土した(図版6)。このほか敷地東端で検出したSK2066は、直径2.54m,深さ0.62mの円

形の比較的大型の土壇である。薄い埋土がレンズ状に重なることからごみ穴と考えらえる。17世紀中

葉に属する肥前磁器碗125、備前焼水注126が出土した。

SD2061東側の敷地では、柱 の抜取り穴の可能性のあるSP2059、土塘、小 穴を検出した。SP2059

は直径0.35ms 深さ0.20mで、柱 痕は確認されていないが一定の深さがあることから柱抜取り穴の可

能性がある。朝鮮半島産白磁皿123が出土した。SK2058は直径0.58～0.72m,深さ0.l4mの円形の土

塘である。底 に0.27m大の上面が平らな石が確認されたことから、こらが礎板石となる柱の抜取り穴

の可能性もある。SK2073は東西2.07m1 南北2.0m,深さ0.43mの土塘で、中国滝州窯産磁器色絵鉢

118、肥 前磁器染付碗119～121、肥 前陶器鉢122が出土した(図29)。これらは17世紀中～後葉のもの

である。

以上の第5層上面で検出した遺構の特徴としては、下層の第6a層上面では背割りに近い敷地奥まで

建物が建てられていたのに対して、建物裏手の空地のようすを示すことがあげられる。背割り溝 より

南側の敷地のうち西側2つの敷地では、古 い段階には第6a層上面と同様に敷地奥まで建物が建てられ

るが、その後空地へと移り変わるようすを確認することができた。

1.N区第N6層上面検出遺構(図24・33～35、図版5上 ・6)

N区では第N6層上面から調査を開始した。検 出した遺構は17世紀末～19世紀の遺構で、本来は

第N6層上面よりも上位の遺構も含まれるが、個々の遺構の帰属面については不明である。検 出した

遺構は敷地境とみられる溝SD1002・1003、井戸SE1034・1035、溝 SD1006、礎 石の可能性のある

SP1062、柱 の抜取り穴の可能性があるSP1045、そのほか多数の土塘と小穴を検出した。これらの遺

構には17世紀中葉～18世紀後葉の遺物を中心として一部19世紀の遺物も含む。下位の第N7層上面が

17世紀末までの遺構面と考えられることから、本遺構面は17世紀末～18世紀後葉の遺構面と推定され、

19世紀の遺物を含むSKI 010はこれよりも上層の遺構であろう。

溝SD1002・1003は、第N7層上面で検出したSD1007と同位置で検出された南北方向の溝で敷地

境の溝とみられる。SD1002が先行し、これが埋められた後にSD1003が掘られている。SD1002は最

大幅3.00m,深さ0.48mである。埋土は偽礫を含む埋め土を主とし、流水や滞水の痕跡は確認されなかっ

た。遺構断面の観察から東側が掘り直 されている可能性が高いと考えられる。SD1002からは中国産

青花碗102、肥前磁器染付碗103～105、肥前陶器皿106、瓦 質土器火鉢107、土 師器皿108、丹波焼捕

鉢109・同大平鉢1101 漆椀159が出土した。108は底部中央に穿孔している。SD1003は最大幅1.lm,

深さ0.35である。漆椀162が出土した。

SD1002・1003を境に西側の敷地では、 土城SK1010～1013・1016～1018、 溝SD1006、 小穴

SP1014・1015を検出した。SD1006は北端部で検出した南北方向の溝で、幅0.34、深 さ0.l8mである。

灰オリーブ色(5Y 4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂で埋められている。土WSK1011は東西0.65m
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SD1003北アゼ SD1003南アゼ

2m

1:40

極粗粒～細粒砂偽礫を含む
黄灰色(25Y4/1)シルト質中粒～細粒砂

2.第7層(中粒砂)偽礫・細粒～極細粒砂偽礫を含む
灰色(5Y4/1)わずかにシルト質中粒～細粒砂

TP-0.5m

1m

1:20

[SD1003]

1:木片・細粒砂質シルト偽礫を含む黒褐色(25Y3/1)シルト質中粒～細粒砂
[SD1(1)2]

2 オ゚リーブ.り、:ffi(5Y3/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
3:灰色(7.5Y5/1)中粒砂
4:シルト質細粒砂偽礫を含む灰色(7.5Y4/1)・灰オリーブ色(7.5Y4/2)粗粒～中粒砂

SK1018・1005・SD1003・1002

11 10

・・゚・゚   13.
・= .'1.・  ・    ゚ '一 .14・・..  -I ご゚1・2一丁・"
- '20 .', a丁 .18゙.二 -5.1 -゛

、゚ ・・:1二.1 ,. - . '16 . '

E

[SK1018]
1:炭・焼土・シルト質細粒砂偽礫を含む
昭灰11'1色(2 5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

2:焼土・シルト質細粒砂偽礫・細粒砂質シルト偽礫を含む
黄褐色(2.5Y5/4)中粒砂

3.焼土を含む掲M (10YR4/6)中粒～細粒砂
4:灰黄褐色(10YR4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
5:焼土を含む灰黄褐色(10YR4/2)中粒砂
6:灰＿,/1褐(A(10YR4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
7:灰才リーブ色(5Y4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
8 炭・細粒砂質シルト偽礫を含む
オリーブ褐色(25Y4/3)シルト質中粒～細粒砂

9 炭゙・焼土偽礫を含む黄褐色(25Y5/4)中粒砂

0            1            2m

1:40

[SK1005]

10 瓦を含むオリーブ黒色(5Y2/2)極粗粒～細粒砂
[SD1003コ

1P木 片を含むオリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂
12:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂
[SD1002:]

13:シルト質細粒砂偽礫を含む灰色(7.5Y 4/1)中粒～細粒砂
14.シルト偽礫をわずかに含む灰色(5Y5/1)わずかにシルト質粗粒～中粒砂
15 わずかにシルト質中粒～細粒砂偽礫を含むオリーブ黒位(5Y3/1)利粒～中粒砂
16 シルト偽礫をわずかに含む灰色(5Y5/1)粗粒～中粒砂
17:灰色(5Y 4/1)わずかにシルト質中粒～細粒砂
18:灰色(5Y4/1)シルト質中粒～細粒砂
19:極細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(5Y4/1)シルト質細粒砂
20,炭を含む灰オリーブM (5Y4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂

SKlOli

1m

1:20

1:多量の瓦を含む褐色(10YR4/4)中粒～細粒砂

SK1019

W 3 (

0            1

TF'O.而

-1.Om

2m

1:40

1;シルト質細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂
2:シルト質中粒～細粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質中粒～細粒砂
3:オリーブ褐色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂
4:シルト質細粒砂偽礫を含む灰色(5Y4/1)中粒～細粒砂質シルト
5:中～細礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)中粒砂
6:シルト質細粒砂偽礫・大～中礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質細粒砂
7:大～中礫を含む黒色(5Y2/1)シルト質細粒砂
8:シルト質細粒砂偽礫・中礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂

Ⅶ
SK1050 SK1049

[SK1048]
l 炭を含む黒褐色(25Y3/1)シルト質細粒砂
2:炭・大礫・漆喰を含む灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルト
[SK1049]

3 炭を多く含む黒褐色(2.5Y3/1)シルト質細粒砂
4:シルト質細粒砂偽礫を含む黄灰色(25Y4/1)わずかにシルト質中粒砂
5.炭を含む黒褐色(25Y3/1)細粒砂質シルト
6,オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂
7:灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂質シルト

SK1048

1m

1:20

8:オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂
9:灰オリーブ色(5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂
10 炭を含む暗灰黄色(25Y4/2)細粒砂質シルト
[SK1050]
11:炭を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質細粒砂
12:シルト質細粒砂偽礫を黄褐色(2 5Y5/3)粗粒～細粒砂
13:黄仄色(2.5Y 4/1)細粒砂質シルト

図34 N区第N6層 上面遺構断面図
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138

139

140

141

5cm

-⑤-143
20cm

図35 N区近世の遺構出土遺物(2)

SK1048(132～138)、SK1019 (139～141)、SKIO1 1(142)、SK1018(143)

以上、南 北2.20m,深さ0.22mの浅い土塘で、埋 土には多量の瓦片を含むことからごみ穴とみられる。

「利兵衛」刻印を有する堺産軒桟瓦142が出土した。SK1018は東西1.86m,南北1.90mの土壇で、深 さ

は0.34mである。炭 ・焼土を含む土で埋められている。SK1018からは青色ガラス143が出土した。蓋

のつまみとみられ、18世紀前葉の遺物に共伴している。

SD1002・1003より東側の敷地では、井戸SE1034・1035、SP1062・1045、土塘、小穴を検出した。

井戸SE1034・1035は調査区北部で検出した円形の井戸で、重複しておりSE1034が先行する。いず

れも湧水により底は確認できていない。SE1034は直径1.80mで、18世紀後半の遺物が出土している。

SE1035は直径1.58～l.60mで、埋土中から瓦質の井戸側が出土している。SP1062は直径0.20 ～0.30m

の長円形の遺構である。深 さは0.07mで、比 較的上面が平らな0.l8m大の花崗岩が据えられているこ

とから礎石の可能性も考えられる。SP1045は直径0.34m～0.40m,深さ0.20mで、一 定の深さがあ

ることから柱抜取り穴の可能性もある。このほか調査区南半でごみ穴などの多数の土塘が検出された。

SK1020・1021は幅約0.6mの長方形の土壊で、ほぼ垂直に掘られている。SK1019は東西1.26m,南

北2.06m,深さ0.78mの土塘で、ごみ穴とみられる。肥前磁器染付碗139、瀬戸美濃焼片口鉢140、石
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製硯141が出土した。これらは18世紀前半に属する。SK1048は東西1.24m以上、南北1.l2mの土壇で、

深さは0.32mである。中国産青花碗132、肥前磁器染付碗133・134、同皿135、瀬戸美濃焼壺136、肥

前陶器碗137、備前焼灯明皿138が出土した。これらは17世紀中～後葉に属する。

以上、東西いずれの敷地についても明確な建物遺構は確認されておらず、ごみ穴などの土壇が多数

検出されており、町屋裏手のようすを示している。

j.S区第4層中検出遺構(図29・36～39、写真3～6、図版5中・下・6)

S区では第4層の途中まで重機掘削を行ったため、第 4層中で最初の遺構検出を行った。17世紀後

葉～18世紀前葉の遺構を検出しており、第4層上面とこれよりも上位の遺構を含むものと考えられる。

石組溝1～3・5・7、石列4、土壇・溝・井戸・落込み・小穴を検出した。

石組溝3 (SD2057)は、S1区からS2区にかけて検出された東西方向の石組溝で、背割りの排水溝

とみられる。第 5層上面で検出された石列6の位置を踏襲する。0.30～0.50m大の花崗岩を並べた石

列3を北肩とし、南肩は石組溝5付近までは同じく花崗岩を並べた石列3"により形成されるが、これ

より東側では石材はなく、板材を使用する。板材部分については内側に杭を打ち込んで土留めしてぃ

る。

このほか敷地境に関わる遺構としては、石組溝1・2・5・7、石列4、SD2004・2053があげら

れる。石組溝1・2・5は石組溝3の南側に直交するかたちで取りつく南北方向の石組溝で、敷地境

の排水溝とみられる。石組溝1はS1区東端で検出した。0.50～0.90m大の花崗岩を使用した西肩の

石列1と東肩の石列1"からなる(写真4)。石列1、石列1"はそれぞれSD200LSD2054を掘形とす

る。石列の内側には杭を打ち込んで補強がされており、溝底には石や板材が敷かれている。石列1の

下位にはほぼ同位置にSD2053があり、石組溝1に先行する素掘り溝があったことが確認できた(図

38)。SD2053は幅1.44m以上、深 さ0.81mである。石組溝2はS1区西端で検出した。0.50m大の花

崗岩を使用した石列2を東肩とし、西肩には板材を使用する。板 材は杭を打ち込んで留められてぃ

る。石列2はSD2047B,板材はSD2047Aを掘形とする。石組溝2の埋土もしくはSD2047Bから煙管

129・130が出土している(図29)。石組溝5はS2区西端で検出した。東肩は花崗岩を使用した石列5

からなり、西肩は板材を使用する。石列5の掘形はSD3028、板材の掘形はSD3037である。石組溝7、

石列4は石組溝3の北側に直交するか

たちで取りつく。石組溝7は背割り南

側の石組溝2の延長上で検出した。西

肩を花崗岩からなる石列7、東 屑を板

材により形成する。東肩の板材は石組

溝2・3と同様に内側に杭を打ち込ん

で留められている。石列4はS2区西

部で検出した。溝状にはなっていない

が、0.30～0.50m太の花崗岩で構成さ

れる石列で、東側に面をもつ。 もとは 写真4 石組溝1(北から)
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図36 S区第4層中検出遺構平而図

石組溝であったものが、東肩が壊されて残存していないものと推定される。SD2004はS1区東半で

検出した幅0.66～l.44m1 深さ0.23mの溝である。第 5層上面で検出したSD2061とほぼ同位置で検

出されたことから敷地境と考えられるが、SD2004が埋められた後に0.40～0.44m大の花崗岩の礎石

A・Bが据えられ、またSK2010が掘られていることから、SD2004が機能している段階では敷地境で

あったが、SD2004が埋め戻された後は敷地境は移動したものと考えられる。SD2004と石組溝1の間

が約3mと狭いこと、第 5層上面以下には石組溝1の位置には敷地境がないことから、SD2004から

石組溝1へ と敷地境が移った可能性が推定される。

以下には各敷地ごとに遺構の記載を行うこととする。

石組溝3より北側の石列4より西側の敷地では、埋 尭SK3005、土壊SK3006・3009・3010・3033

を検出した。SK3005は備前焼の大尭を埋めた埋尭である。SK3009は直径0.86～0.92m以上の円形の

土壊で、深さは0.65mである。多量の焼土と瓦を含むことから、火 災時の片づけに伴うごみ穴とみら

れる。
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図36 S区第4層中検出遺構平面図

石列4東側の敷地では礎石1～ 3・7、井 戸SE3002・3004、埋桶SK3003、土城を検出した。礎

石1～ 3は0.37～0.47m大の花崗岩の礎石である。礎 石7は0.24m大の花崗岩で、やや小さいが上面

が平らなことから礎石になる可能性がある。建物としての組合関係は確認できなかった。SE3002は

石列4を一部壊すように掘られた円形の井戸である。井戸側は残っておらず、抜取り痕跡が確認でき

た。SE3002からは滑車171が出土した(図版6)。SE3004は調査区北端部で検出した井戸で石製の井

戸側が用いられている。銅製碗131が出土した(図29)。SK3003は南端の背割り付近で検出した埋桶で

ある。桶内にはごみが廃棄されていた。SE3002の東側に近接して検出されたSK3039には、直径0.30

～0.34mの小振りの木質の容器が埋められていた(図39)。

石組溝3より南側の石組溝2と石組溝5の間の敷地では、礎 石4・6・8・9・C・D・F・P1 石臼

(SK3038)、土城、近代の井戸SE3013・3016A・301 6B,小穴を検出した。礎石4・6・8・9は0.35

～0.55m,礎石Fは0.24m,礎石Pは0.40mの礎石で石材はいずれも花崗岩である。これらの礎石は建

物としての組合関係は確認できなかった。礎石C・Dは0.30～0.40m大の花崗岩の礎石で、石組溝2
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礎 石A 礎 石 B

TセO.Om

l にぶい黄色(2.5Y6/4)中粒砂 [礎石A掘形]

2:炭をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR4/3)

シル ト質細粒砂 [礎石B掘形1

礎石 D

1:オリーブ黒色(2.5Y3/1)シルト質細粒砂 [礎石D掘形1

2 わずかに炭を含むオリーブ黒色(75Y3/1)シルト質中粒～細粒砂 [第4層]

礎 石C

T肚0.Om

1゜オリーブ褐色(25Y4/3)わずかにシルト質中粒～細粒砂 [礎石C掘形コ

2:炭を含む灰オリーブ色(5Y4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂 [第4層」

W
礎石P 木杭 礎石F

TF'0.3TT1

-0.5m

.極細粒砂質シルト偽礫を含む黒M (10Y2/1)細粒砂質シルト [礎石F"jlt't形」

細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(10Y3/1) [礎石P掘形]

゜シルト質細粒砂偽礫を含も黒色(10Y2/1)細粒砂質シルト [礎石P掘形]

".1 i 1.仏 (10Y2/1)シ ル ト質 細 粒 砂 [第 511.1'2:1

オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト [第6a層コ

石組 溝 2

SD2047B SD2047A

板材 TセO.Om
木杭   ッ

一0.2m

1:黒色(10Y2/1)シルト質中粒～細粒砂 (石組溝2埋土)

2:シルト偽礫を含むオリーブ黒色(7.5Y2/2)細粒砂質シルト

[SD2047A(板材掘形)コ

3 黒色(10Y2/1)シルト質中粒～細粒砂 [SD204γB(石列2掘形)コ

4:オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂質シルト [第5層コ

E

SK2022(北断面)

焼土 丁R̂O.αn

1:灰白位(N8/)漆喰(』11土)

2:炭・シルト質細粒砂偽礫を含むオリープ褐色(2.5Y4/3)細粒砂質シルト(埋土)

3 炭を含む黒褐色(2.5Y3/1)・5:にぶい赤褐色(5YR4/4)細粒砂質シルト(埋土)

4 炭を多量に含む黒色(25Y2/1)細粒砂質シルト(埋土)

5.褐色(7 5YR4/6)焼土

6.灰褐色(75Y4/2) (かまど貼り床)

7 灰゙黄褐色(10YR4/2) (加工時形成層)

1m

1:20

SK2022(南断面)
E

T巴0.叶

:炭・焼土・細粒砂質シルト偽礫を含む

オリーブ黒色(5Y3/1)シル ト質細粒砂

:黒色(2.5Y2/1)炭

シルト偽礫・第4層偽礫・細粒砂質シルト偽礫を含む

灰オリーブ色(5Y5/2)・褐色(10YR4/6)細粒砂質シルト

SD2004

1:炭・漆喰・細粒砂質シルト偽礫を含む

オリーブ褐色(2.5Y 4/3)わずかにシルト質中粒～細粒砂

2m

1:40

SK2005

T陛0,αn

-0.5m

1:漆喰を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト質中粒～細粒砂

3:にぶいl4位(2.5Y6/4)判粒～中粒砂

4:漆喰・シルト偽礫を含むオリーブ褐色(5Y4/3)わずかにシルト質細粒砂

5 炭・中粒砂偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒～細粒砂

6:中粒砂偽礫を多量に含む灰オリーブ色(5Y5/2)シルト質中粒～細粒砂(加工時形成層)

図37 S区第 4層 中検 出遺構断面図(1)
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N

I
SD2001 (石列

1
掘形)・2053・2054(石列1"掘形)

東壁 南壁

溝       SD2001

SD2053                    -1,αn

[SD2054(石列1'掘形)]
a :炭・粗粒～細粒砂偽礫を含むオリーフ黒色(7.5Y3/1)シルト質細粒砂
b :極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂
[第5層または第6a層コ
c 木片を含むオリーブ黒色(7.5Y2/2)シルト質中粒～細粒砂
d :黒色(75Y2/1)中粒～細粒砂質シルト

S1区東テラス断面

[SD2001 (石列1掘形)]

1 炭・漆喰を含むオリーブ黒色(5Y3/1)
シルト質中粒～細粒砂

[SD2053]

2 :わずかに炭を含むオリーブ.!,i.l.色(7 5Y2/2)
シルト質細粒砂

3.木・貝を含む黒色(7.5Y2/1)シルト質細粒砂
4:オリーフ黒色(10Y3/1)シルト質中粒～細粒砂
5:オリーブ黒色(7.5Y3/2)・黄灰色(2.5Y4/1)

わずかにシルト質中粒砂
6 :オリーブ黒色(5Y2/2)細粒砂質シルト
[第4層]

7:灰色(7.5Y 4/1)シルト質細粒砂
8 暗゙灰黄色(25Y4/2)わずかにシルト質細粒砂
[遺構?]

9:にぶい黄色(2.5Y6/3)粗粒～中粒砂
10:シルト質細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)

細粒砂質シルト

11 灰オリーブ色(5Y 4/2)中粒～細粒砂
12:オリーブ黒色(5Y3/2)ffi粒砂質シルト
[第5層または第6a層]
13 わずかに炭を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト
1ト オ リーブ黒色(10Y3/1)細粒砂質シルト

/SD2053
SP2335            SK2002S

"゙" '一   ・..・ 一・8、. ～ .7・
石 ・・,、.-～一-イτ...・、1-5- .一 立 ・・一・TP-0・仙

"6         -゙メ.1。・二1キ晶云J

4亡'ニブ ▽lヲ～,こ・ざj゙ザxz%g-,,暖 1゙ニミ・'1一 ・ -  7 20-

.a. ,aQ""  . , )・ o3.3"二:';,J,＿g.:'-,. ＿- --. -2- ＿"'."!'sK2o92
SK2196                -LOmSP2215 SK2206   27 SK2216

[SE2003＿]

1゜粗粒～中粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒砂
[SD20531

2 炭・大礫を含む黒色(7 5Y2/1)シルト質中粒～細粒砂
3:炭を含むオリーブ.! ll.色(5Y3/2)わずかにシルト質細粒砂
4 中粒砂・細粒砂偽礫を含む

昭灰Zl'1位(25Y4/2)・オリーブ黒位(5Y3/2)・灰オリーブ色(5Y4/2)
わずかにシルト質中粒～細粒砂

[SP2235]

5:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質中粒～細粒砂
[SK2091]

6,中粒～細粒砂偽礫を含む灰オリーブ色(5Y4/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
[SK2002]

7:オリーブ黒色(7.5Y3/2)わずかにシルト質中粒砂
[第4層]

8:わずかに炭を含む黒褐色(2.5Y3/2)シルト質細粒砂
9:中粒砂偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)シルト質細粒砂
[SK2092]
10゙ 黄褐色(10YR5/36)粗粒～中粒砂
[SK2089]

11:黄褐色(25Y5/4)中粒～細粒砂
12.細粒砂質シルト偽礫・シルト質中粒砂偽礫を含む灰色(7.5Y4/1)中粒～細粒砂
13 中粒砂偽礫を含む灰色(75Y4/1)細粒砂質シルト

礎石 3

1灰で11色(25Y4/2)中粒～細粒砂質シルト

E

丁巳モO.Om

14.わずかに炭を含も灰色(7.5Y 4/1)・灰色(10Y4/1)シルト
15:炭を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト
16:炭・粗粒～中粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト
17.第8層偽礫を含む暗オリープ褐色(2 5Y3/3)シルト質中粒砂(加工時形成層)
[第5シ1・;]

18:極細粒砂質シルト偽礫を合む灰位(75Y4/1)シルト質細粒砂
[SK2099]

19:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト
20:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y2/2)シルト質中粒～細粒砂
[第6a層]

21:炭・中礫を含むオリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂質シルト
[SK2196]

22:わずかに炭を含むオリーブ黒色(7.5Y3/2)中粒～細粒砂質シルト
23.粗粒～中粒砂偽礫を含む黒褐色(2 5Y3/1)シルト質中粒砂
[SK2206]

24:中粒～細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(7 5Y3/2)中粒砂質シルト
[SP2215]

25:第8層偽礫を含む黒褐色(2.5Y3/2)粗粒～中粒砂
[SK2216]

26:粗粒～中粒砂偽礫を含む黒褐色(2 5Y3/2)わずかにシルト質中粒～細粒砂
27.黒褐色(10YR3/1)シルト質中粒砂
[第8層]

28.オリーブ褐色(25Y4/4)粗粒～中粒砂

1           2m

1:40

礎石4     TセO,αn 礎石6     エ陛。.α。

1:灰オリーブ色(5Y 4/2)
わずかにシルト質中粒～細粒砂

N

～-ゝ - X   l

1

1゜灰オリーブ色(5Y 4/2)
わずかにシルト質中粒砂

SD3032 - 3031

石列4
T陛0,Onコ

オリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂[SD3031 (石列4掘形)]
礫を多},}に含むオリーブj,11、位(5Y3/1)細粒砂質シルト[SD3032コ

SK3038

石臼

T肚0,(財)

N

1m

1:20

図38 S区第 4層 中検 出遺構断面図(2)
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石列3 ( SD3026)・石組溝3(SD2057)・SD3027

石列3

N

TP＿O.Om  [石i溝3 (SD2057) m土]

1:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

[SD3026(石列3掘形)]

2.細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(5Y3/1)
細粒～極細粒砂質シル ト

3:炭・シルト質細粒砂偽礫を含むオリーブ黒色(10Y3/1)
細粒砂質シルト

[SD3027(板材掘形)]

4:オリーブ具色(5Y2/2)シルト質細粒砂

[第4層]

一〇・論  5:オリーブ黒位(7 5Y3/1)シルト質細粒砂

6:細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(10Y5/1)
細粒～極細粒砂質シル ト

[第5層]7 オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂質シルト

8 灰白位(10Y5/1)細粒～極細粒砂質シルト

[第6a層1

9:オリーブ具色(75Y2/2)細粒砂質シルト

石列 3 ( SD3026)・石 列 3゚ (SD3034)・石 列 6 ( SD3067)・石 組 溝 3(SD2057)・SK3046

石列3゙

TセO.Om

石列3

石列6

-0.5m

[攪乱]

1.中～細礫・焼土を含む黒色(2.5Y2/1)シルト質細粒砂

[石組溝3 (SD2057埋土)]

2 黒色(5Y2/1)細粒砂質シルト

3 細゚礫を含むオリーブ黒色(7 5Y2/2)細粒～極細粒砂質シルト

[SD3027(板材掘形)コ

4"黒色(5Y2/2)細粒砂質シルト

[SD3026(石列3掘形)]

5:黒色(75Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

[SD3034(石列3 掘゚形)コ

6:具色(7 5Y2/1)シルト質細粒砂

SD3028・3037

[第4層1

[SK3046]

9 オリーブ黒色(75Y3/1)中粒～細粒砂

[SD3067(石列6掘形)

10:黒色(10Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

5層]11:炭・中～細礫をわずかに含むオリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂

[第6a層]

12 極細粒砂質シルト偽礫を含b細粒砂質シルトオリーブ黒色(10Y3/1)・灰色(10Y5/1)

SK3039

W          板                E TP-0.2m

- ,ε一,1 .1- コ ー .- 一 .や。: .一 ' : 1

,l.-「 .・コ ・4.て 7.ニニ 7 「
4エ .二: =           - 9        -0.4m

-     9y-3゚ =6.二二ミ5;二; -1

[SD3037(板材掘形)1

1:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト

2 灰゚色(5Y 4/1)中粒砂 (板材掘形)

3 細゙粒砂質シルト偽礫を含む黒色(5Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

[SD3028 (石列5掘形)]

4"オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト

5:灰色(5Y 4/1)シルト質細粒砂

6 黒色(5Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

[第4層コ

7゛オリーブ黒色(7.5Y2/2)中粒～細粒砂質シルト

8:オリーブ褐色(25Y4/3)シルト質細粒砂

[第5層]

9:オリーブ黒位(5Y3/1)細粒～極細粒砂質シルト

NE

TP-0.2m

1:黄灰色(2.5Y4/1)シルト質中粒～細粒砂

2,極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(7 5Y2/2)細粒砂質シルト

石組 溝 5(SD3023)・3037・3028
E

/ 一  石列5   杭

T肚0.αn

-0.論

1m

1:20

図39 S区第4層中検出遺構断而図(3)

[攪乱1

1 オリーブ黒色(5Y3/1)シルト質細粒砂

2:黒色(5Y2/1)シルト質中粒～細粒砂

[石組溝5 (SD3023)埋土」

3:黒色(7.5Y2/1)細粒砂質シルト

[SD3037(板材掘形)]

4゚ 黒色(7.5Y2/1)細粒～極細粒砂質シルト

[SD3028 (石列5掘形)]

5 オリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂

6,黒色(5Y2/1)シルト質中粒～細粒砂

7.オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂

[第4層]

8:オリーブ黒色(5Y2/2)シルト質細粒砂

9.オリーブ黒色(5Y3/1)極粗粒～粗粒砂

10:オリーブ黒色(10Y2/1)シルト質細粒砂

[第5層]

11:黒色(5Y2/1)オリーブ黒色(5Y3/1)

細粒～極細粒砂質シルト

ー 268 -



の西側に南北に並ぶ。中心間の距離は

1.54mである。部分的な検出状況のた

め明確ではないが、石組溝2と近接し

ていることから塀の可能性も想定され

る。調査区南端で検出したSK3038に

は、直径0.55mの石臼が据えられてぃ

写真5 SK3038石臼出土状況(北東から)

た(写真5)。SK3042はS2区東端で

検出した東西1.l6m以上、南北2.4mの

方形の土壊で、深さは0.98mである。

北側は掘り直されている(図8)。木片

や有機物を含む層と偽礫を含む埋め土

がレンズ状に互層となっている。埋土

中から種子が比較的多く出土してお

り、 リンゴ科あるいはミカン科である

とのこと(註2)から生ごみなどを廃棄

したごみ穴と考えられる。埋土の状況

から、一定期間開口した状態で使用さ

れていたとみられる。SK3042出土の

木簡158は人名を記すとみられ、「左右

衛門」「関(口)(口)」と釈読された(写          写真6 8ゞ2022m(南から)

真3)。SK2041は東西0.96m,南北1.76mの土塘で、深さは。.32mである。埋土は3層に分かれ、底

には偽礫を含む泥が溜まる。中層は炭・偽礫を含む細粒砂質シルト、上層は炭と多量の瓦を含む細粒

～極細粒砂質シルトで、ごみ穴とみられる。SK2041からは漆椀167が出土した(図版6)。

石組溝2とSD2004で区画された敷地では、礎石E1 竃SK2022、井戸SE2008、土壇、小穴を検

出した。礎石Eは南端のテラス上で検出した0.32m大の花崗岩の礎石である。北側にはこれと組合う

礎石は検出されず、また土壇が多く掘られ空地の様相を示してぃることから、建物は調査区の南側に

展開するものと推定される。SK2022は敷地西部で検出した竃である(写真6)。南側に開口しており、

焚口には豊島石の石溝を再利用してぃる。SE2008は敷地西端部で検出した井戸で、瓦質の井戸側を

用いている。このほか大小の土塘が検出されており、このうちSK2034は北東一南西1.l2m, 北西一

南東1.46mの長方形状の土塘である。深さは0.47mで、埋土には焼土を含む。SK2034からは肥前磁

器染付碗111、中国産古染付魚形向付112、丹波焼花生113、瓦質土器瓦灯皿114、瓦を二次加工した

円盤115、土師器大皿116・117、漆椀160が出土した。(図29・図版6)。116・117は被熱しており、

調理に使ったものであろう。これらは17世紀中葉に属する。

SD2004の東側では井戸SE2003と土塘を検出した。SE2003はS1区南東隅で検出した井戸で、石

組溝1を壊して掘られている。井戸側は木製の板材を桶状に組んだもので、掘形内の最も外側部分を
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図40 包含層出土の近世遺物

第7層(144・148・149)、第N7層(154)、第6層(147・151・156)、

第N6層(152)、第5層(146)、第4層(145・150・153・155)

漆喰で固めている。

以上の第4層中検出遺構については、敷 地境の多くが石組溝として残存していたことから排水施設

が整備されていたようすがうかがえる。敷 地内部のようすとしては、一 部礎石が確認されたものの明

確な建物遺構はなく、概 ね井戸や土塘を中心とした遺構分布で、調査区よりも外側の通りに近い部分

に建物を建て、背 割りに近い敷地奥側は井戸やごみ穴を掘るなど空地を利用していたことが確認でき

た。

k.地層出土遺物(図40)

以下では包含層から出土した特徴的な遺物や、地 層の年代を示す遺物について述べる。S区第7層

からはⅠ7世紀前葉に属する中国産青花碗144、瀬戸美濃焼皿148・同天目碗149、N区第N7層からは

17世紀中葉に属する肥前磁器染付瓶154が出土した。S区第6層からは特徴的な遺物としてベトナム産

陶器長胴瓶147、備前焼壺151、骨 製耳掻き156が出土した。N区第N6層からは17世紀中葉の肥前磁

器染付碗152が出土した。S区第5層からは朝鮮半島産白磁皿146が出土した。S区第4層からは朝鮮

半島産白磁碗145、瀬戸美濃焼皿150, 17世紀末葉の肥前磁器染付碗153、銅製皿155が出土した。こ

のほか、木 製品として、第6a層から箆状品170、第5層から下.駄178、第4層から竹容器172・誠状品

173が出土している(図版6)。
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3)大坂城下町跡(OJ16- 4次調査)出土の動物遺存体

丸山真史(東海大学)

1)概要

動物遺存体は、遺構や遺物包含層から破片数にして341点が出土している(表1)。そのうち遺構か

ら出土しており、種 類や部位などを同定したものは魚類が最も多く220点、続いて噛乳類が26点(骨

細工関連資料含む)、鳥類が8点、爬虫類が最も少なく2点を数える。動物遺存体が出土した遺構は、

共伴する土器によって17世紀から18世紀と考えられる。動物遺存体は発掘調査中に肉眼で確認できた

ものを取りあげ、篩を用いた水洗選別は行っていない。

ii )種類別の特徴

魚類

ハモ属 SK1085から前上顎骨一篩骨一鋤骨板が1点、SK1069から前上顎骨一篩骨一鋤骨板が1点、

SD2004から椎骨が1点、SK2039から歯骨(右)が1点、計 4点が出土している。

タラ科 SD2004から椎骨が70点、前上顎骨(左1右2)と主上顎骨(左2右1)が3点ずっ、歯骨(右)

と角骨(右)が1点ずつ、計78点が出土している。主上顎骨や前上顎骨は、スケトウダラに似るが種の

同定には至らない。

コチ科 SD2004から椎骨が1点出土している。

ボラ科 SD2004から椎骨が4点、基後頭骨が1点、計5点が出土している。椎骨のうち1点は切

断され ている。

ハダ科 SKI○01から椎骨4点、SD2004から主上顎骨(左2右2)と前上顎骨(左2右2)が4点ず

つ、歯骨(左2右1)が3点など、計23点が出土している。SKI 001の椎骨4点は同一個体の可能性が

ある。

ブリ属 SK2006から椎骨が4点、前上顎骨(左)、歯骨(右)、主鯰蓋骨(左)が1点ずっ、SK3066か

ら椎骨が1点、計 8点が出土している。

アジ科 SD2004から椎骨が1点出土している。いずれもマアジやマルアジなどの小形種に相当す

る大きさである。

スズキ属 SD2004から椎骨が1点出土している。

クロダイ属 SD2093から前上顎骨(右)が1点出土している。

マダイ SD2004から椎骨が12点、前上顎骨(左5右 3)が8点、前頭骨5点など計54点が出土して

いる。前頭骨は全て正中方向に切断されている。その他、SD1002、1003、SK1013、10501 1052な

どから少数ずつ出土しており、計17点を数える。

タイ料 SD2004から椎骨が16点、SK2039から主鯰蓋骨〈左)が1点、SK2299から椎骨が1点、計

18点が出土している。主鯉蓋骨は切断されている。

マグロ属 SK3066から体長1mを越える大形個体の椎骨が3点、連結した状態で出土してぃる。

カツオ SD2004から椎骨が2点出土している。

フグ科 SD2004から前鯉蓋骨(左右不明)が1点出土しており、体軸と斜方向に切断されてぃる。
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表 1 動物遺存体一覧表

地区名 遺構名 1 大分類 小分 類 1 部位 1左 1右 1- 計

N区

SD1002
魚類

マダ イ 上後 頭骨 11
不 明 椎骨 11

鳥類 ? 不 明 四肢骨 1 l

SD1003
魚類 マダ イ

主上顎骨 1
ら

歯骨 1

骨角器 ウシ 脛骨 2 2

SD1007 烏類 カモ 料 手根 中手 骨 1 1

SKIOOI 魚知 ハタ料 相骨 4 4

SK1013 魚類 マダ イ IJfi“頭骨 1 エ

SK1026 噛乳 類 ネコ
椎骨 1

肩甲骨 1

SK1027 喰乳類 ネコ
下顎骨 1 1

頭蓋骨 1

SK1028 哨乳 類 ネコ

大腿骨 1 1

8

寛骨 1 1

尺骨 1

撓骨 1

脛骨 1 1

SK1048 噛乳 類 イヌ ? 撓骨 1 1

SK1050

魚類 マダイ

上後 頭骨 1

3前頭骨 1

1前鯰蓋骨 11
爬虫類 ウミガ メ料 背 甲板 1 1

烏類 ニワ トリ 手根 中手 骨 1 1

SK1052 魚類 マダ イ 前頭・1゙j・ 1 1

SK1053 魚類 不明 練 、鱗 など 1 1

SK1066 烏類 ニワ トリ 大腿骨 1 1

SK1069 魚類
ハモ屈 1)η上顎 ai:ia-fH'[t“,i'i-鋤骨 板 1

マダ イ 前頭・1゙1・ 1

SK1085 魚類

ハモ屈 1)i′上顎・1′」・一篩・1゚?一鋤骨板 1

4
不明

上擬 鎖骨 1

擬鎖骨 ? 1

椎骨 1

S1区

“ SD2001・2053・撹 乱 (NIEI)" 魚類 マダイ
上後 頭骨 1

前頭 骨 1

SD2004 魚類

アジ料 椎骨 1

174

カツオ 椎骨 2

コチ料 椎骨 1

スズ キ属 椎骨 1

タイ科 椎骨 16

タラ料

主上顎骨 2 1

前上顎骨 1 2

椎骨 70

歯骨 1

角骨 1

ハタ科

上擬 鎖・1′j・ 1

主上顎 骨 2 2

前上顎 骨 2 2

前鯰 蓋骨 1 1

口蓋 骨 1 1

擬鎖骨 1

方骨 1 1

歯骨 2 1

舌顎 骨 1

角骨 1 I

鋤骨 1

ハモ属 椎骨 1

フグ料 前鯉 蓋骨 1

ボラ科
基後頭骨 1

椎骨 4

マダイ

上後 顕骨 3

主上顎骨 1 4

主鯉 蓋骨 1

前上 顎骨 5 13

前頭 骨 5

前升思達厨骨 2 1

副蝶 形骨 1

口蓋 骨 2 1

基後 頭骨 1

擬鎖骨 1

方骨 1 1

椎骨 12
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地区名 遺栖名 大分類 小分頚 1 部位 左 右 1it 1

S1区

3D2004
魚類

マダイ

崩骨 2 2

49

舌顎骨 1

陶舌骨 1

的骨 3

不明

ト明 7

前頭骨 1

椎骨 32
鳥類 カモ料 f根中手骨 1 1
浦乳類 ネコ 匣骨 1 1

SD2093 魚類 クロダイ属 前上顎骨 1 l

SK2005 魚類 マダイ 歯骨 1 l
鳥類 不明 撓骨? 1 1

SK2006 魚類
ブリ属

1含思蓋骨 1

9

前上顎骨 1

椎骨 4

歯骨 1
ブリ属 ? 椎骨 2

SK2039 魚類

タイ料 主鯉、蓋骨 1

4ハモ属 歯骨 l
マダイ 主魚思蓋骨 1 1

SK2076 ,'i;j'類 ニワトリ 既・1゚P 1 1

SK2089
魚類? 不明 肋骨? 1 1
骨角器 ウシ 角芯 1 1
噛乳類 イノシシ/シカ 肋骨 1 1

SK2099 魚類 不明 椎骨 1 1
骨角器 ウシ/ウマ 方形板状 1 1

SK2107 啼乳類 シカ 技角 1 1
SK2116 噛乳類 ネコ 火腿骨 1 l 2
SK2123 噛乳類 イノシシ? 下顎骨 1 1
SK2186 鳥類 ニワトリ 火腿骨 1 1
SK2211 鳥類 カモ科 上腕骨 1 l
SK2299 魚類 タイ料 准骨 1 1
SP2192 魚類 マダイ 前上顎骨 1 1

S2区

" SD3026(石列3掘形)゙ 鳥類 不明 脛足根骨 1 1
SD3041 南半 鳥類 ニワトリ 肩甲骨 1 1
"SD3109西半(上層混じる可能性あり)" 爬虫類 イシガメ/クサガメ ロ夏甲板 1 1
SE3016(井戸枠内) 骨角器 ウシ/ウマ 四肢骨 1 1

SE3004 不明 不明 不明 1 1
噛乳類 イノシシ/ブタ 大腿骨 1 1

SK3022 腹足綱 バイ? 蓋 1 1
SK3043 魚類 マダイ 上後頭骨 1 1

SK3066
魚類 ブリ属 椎骨 1

5魚類
マグロ属 椎骨 3
マダイ 擬鎖骨 1

SK3072 噛乳類 シカ 枝角 1 1

SD3108 骨角器
ウシ 太腿骨? 1
ウシ /ウマ 四肢骨 1

SX3080 噛乳類 大型 不明 1 1

 N区

第N6層(N2区3) 硬骨魚綱 ハモ属 歯骨 1

7

第N6層以上NIEI平面精査時 噛乳綱 ウシ /ウマ 肋骨? 1

第N6層以上(NZE3平面精査時) 硬骨魚綱 マダイ
上後頭骨 1

前頭骨 1

第 N 6 11冫マ(N2E3)
硯・1′j唄(綱 マダイ 前上顎骨 1
骨角器 櫛払い (空白) 1

不明 硬骨魚綱 不明 鰭練 1

S1区

第4層 烏綱/浦乳綱? 不明 四肢骨 1

13

第4層以上(平面精査時(調査区東半)) 噛乳綱 イヌ 脛骨 1
第4層以上(調査区面半平面精査時) 啼乳綱 イヌ 中足骨 1

第4層(NIEI)

浦乳綱 ネコ 上腕骨 1

硬骨魚綱 マダイ
上後頭骨 2

前頭骨 2
第4層(N1E4) 鳥綱 キジ科(ニワトリ) ?脛足根骨 l

第41I:・ク(N2E2)
爬虫綱 スッポン 背甲板 1
硬骨魚綱 タイf士 相骨 1

第4層(N2E3) 骨角器 ウシ 中足骨 1
第5・6層(調査区東半) 骨角器 耳掻き (空白) 1

1・
第4b層(N2E1) 骨角器 ウシ 中手骨 1

6

第5層(N2E2) 噛乳綱 ヒト 太腿骨 1
第6層以上(北側溝掘削時(東半)) 噛乳綱 ネコ 大腿骨 1
第5層(SD3041南アゼ部) 硬骨魚綱 ブリ属 椎骨 1
第6a層・SX3080 骨角器 ウシ 中手骨 1 l
第6a・b層(中央南北アゼ) 啼乳綱 不明 四肢骨 ] 11
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爬虫類

ウミガメ科 SK1050から背甲骨板(肋骨板・左 右不明)が1点出土している。

イシガメ/クサガメ SD3109から腹甲骨板(下腹骨板・左)が1点出土している。

鳥類

カモ科 SK2211から上腕骨(右)が1点、SD1007から手根中手骨(左)が1点、SD2004から手根中

手骨(左)が1点、計 3点が出土している。マガモやコガモに相当する大きさでである。

ニワトリ SK1050から手根中手骨(右)が1点、SK1066から大腿骨(右)が1点、SK2076から撓骨

(右)、SK2186から大腿骨が1点、SD3041から肩甲骨(左)がⅠ点、計5点が出土している。大腿骨はシャ

モに相当する大きさで有り、肩 甲骨には切傷が多数見られる。

噛乳類

イノシシ/ブタ SE3004から大腿骨(右)が1点出土しており、画端が癒合していない幼獣である。

ネコ SK1026から椎骨と肩甲骨(右)が1点ずつ、計 2点出土している。SK1027から同一個体の

下顎骨(左1右1)が2点、頭蓋骨1点、計3点が出土しており、第 3前臼歯が萌出中の幼獣である。

SK1028から寛骨(左1右1)、大 腿骨(左1右1)、脛 骨(左1右1)が2点ずつ、撓 骨(左)と尺骨(右)

が1点ずつ、計 8点が出土している。寛骨、大腿骨、脛 骨は同一個体である。SK2116から同一個体

の大腿骨(左1右1)2点が出土している。SD2004から脛骨(左)が1点出土している。

iii)骨細工関連資料

未成品 SK2099から方形板状に加工されたものが1点出土している。素材はウマ/ウシの四肢骨と

考えられ、双六の駒の未成品と推定される。OJ 11- 5次調査で類似品が出土している。

廃材 SK2089からウシの角芯が1点、SD3018からウシの大腿骨(左) ?が1点、 ウマ/ウシの四

肢骨が1点、SD1003からウシの脛骨(右)2点、SE3016からウマ/ウシの四肢骨が1点、計6点が

出土している。SK2107から枝角(落角)が1点、SK3072から枝角が1点、計2点が出土している。

SK2107の枝角は、切断されている。

ボラ科その他
3% 4%

タイ科
9%

ハタ科
12% タラ科

43%

マダ イ

29%

図41 SD2004出土魚類組成(N=183)

iv)動物利用について

当調査では、多数の遺構から動物遺存体が出土してお

り、SD2004を除いて数点ずつの出土に留まる。SD2004

では魚類が多く、タラ科78点、マダイ54点、ハ タ科23点、

タイ科16点、ボラ科5点、カツオ2点、ハモ属、 コチ科、

アジ料、スズキ属、フグ科が1点ずつ、且 種類183点が出

土しており、 タラ科が約半数を占める(図41)。遺構の埋

土の水洗篩別を行っていないため、微小な魚骨が見逃さ

れている可能性が高く、詳 細な検討は困難であるが、中

～大型魚ではタラ科が優占的と言えるであろう。

大坂城下町跡のなかでも屋敷地(最終消費地)では、マ

ダイなどのタイ科の出土比率が高い遺構が一般的である。
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タラ科の出土は珍しくないが、出土比率が高いことは当地における魚類利用の特徴となるかもしれな

い。タラ科の代表種はマダラとスケトウダラであり、いずれも主要な分布域が日本海側にある寒海性

の魚種である。マダラ・スケトウダラの出土比率が高い遺跡には、江 戸の加賀藩屋敷跡があり、国元

の加賀の食文化が反映されていることが想定されている[秋元智也子19921。上方では、京都の平安京

左京二条三坊一町跡でマダラの出土量が第3位となっており[丸山真史2004]、日本海側の海産物がも

たらされたこと、北 前船による輸送品であることも想定される。タラ科は冬に多く漁獲されるため、

廃棄物の季節性を反映している可能性がある。ただし、少 量ではあるが季節回遊するカッオ、夏 の風

物詩であるハモ属も出土しており、溝 からの出土であることを考慮すれば、一括性に乏しいことも考

えられる。タラ科に続いて多く出土しているマダイは、前頭骨がすべて正中方向に切断されており、「兜

割り」によって潮汁などに調理されたと考えられ、料 理の食材となって廃棄された残滓と考えられる。

SD2004以外の遺構では、 動物遺存体の出土量は少ないが、 注目すべき資料がいくっかある。

SK1050ではウミガメ科の背甲骨板が出土しており、食 用というよりも薬種としての利用が考えられ

る。また、SK2099などから出土している骨細工に関連する資料は、少量ながら当地付近での製作を

示すものである。薬種や骨細工について、これまでに文献資料だけでなく、考古資料から船場地区の

道修町界隈に薬種間屋、骨細エエ房などが存在したと考えられている[宮路淳子・松井章2004]。当調

査地はそれより西に外れた場所にあたり、17世紀以降の町場の拡大とともに、西 方での商工業者の営

みを示す可能性がある。

Ⅴ)まとめ

当調査地では、多数の遺構から動物遺存体が出土しており、魚類、爬虫類、鳥類、噛乳類を同定した。

最も動物遺存体が多く出土したSD2004では、マ ダイに調理痕が見られるなどのことから食料残滓と

考えられる。遠 隔地からの流通品と考えられるタラ科の比率が高く、当地における食生活の一端を垣

間見ることができる。一方、薬種と思われるウミガメ科の背甲骨板や、骨細工関連の資料が出土して

おり、船場地区の西方でも商工業者の営みが示唆され、城下町の拡大との関連が想定される。ただし、

当調査では、商工業を示す資料はごく少量であり、操 業規模も明らかではないため、その可能性を示

すに留めたい。今 後、周辺の調査において出土する動物遺存体にも注意を払う必要があり、居 住者の

食生活にも言及するには篩を用いた水洗選別によって、微 細な魚・鳥類遺存体の採集が不可欠である。

4)まとめ

今回の調査成果としては大きく2つがあげられる。ひとつは古代～中世の遺構・遺物を多数確認す

ることができたことである。もうひとつは、城 下町としての開発が豊臣期に始まっていたことが確認

されたとともに、その後の町屋の変遷についても良好な資料を得ることができたことである。

古代の遺構としては土壊が中心で建物にかかわる遺構は確認できなかったが、遺構・遺物がまとまっ

て確認されたことから集落域が展開した可能性が高い。遺物は8世紀後葉～9世紀初頭のものを中心

に8世紀中葉以降のものが出土している。調査地は古代においては上町台地西側に形成された浜堤上

に位置し、大 阪湾に面した立地である。趙哲済氏らの古地理復元図では道修町付近にあった入り江の

- 275 -



第8b層 上 面 く古 代 ～豊 臣期 〉

第6a層上 面 く17C中葉 〉

第5層 上 面 ぐ 7C中葉 ～後 葉 〉

石組溝3
(SD2057)

第4層 中〈17C後葉 ～18C前 葉 〉

1:300

図42 S区遺構変遷図
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南側に当る[趙ほか2014]ことから、海上交通の拠点やそれに近い集落としての性格が考えられる。

中世の遺構としては、井戸や土塘、溝 などを検出しており、集落があったことが確実である。遺物

としては12～13世紀のものが多く、そのほか15世紀までのものが出土している。調査地周辺には津村

の地名が残っており、元 弘3(1333)年の『内蔵寮領等目録』にある津村郷に当る可能性がある。平安時

代末期～鎌倉時代初期にかけて大江御厨の供御人が津村郷にも活動範囲を広げていき成立したのが大

江御厨内津村郷であるという[平凡社地方資料センター編1986]ことから、この時期は集落の中心時期

とも一致している。

豊臣期の遺構としては東西溝SD3108・SD3109を検出した。調査地の位置する区画は北側に御霊

神社の参道があるため南北が狭い区画となっており、SD3108・SD3109はこの区画の中心に当る背

割り溝で、その後江戸時代を通して踏襲されていく(図42)。豊臣後期には町割りの整備が始まってい

たといえる。SD3108・SD3109は方位が正東西からやや傾いており、17世紀中葉以降の正東西に近

い背割り溝の方位とは若干異なる。松尾信裕氏によると船場開発前には北で西に振る西成郡の条里方

位に沿った地割が広がるという[松尾2017]ことから、豊 臣期の開発段階では津村の古い地割が踏襲さ

れていた可能性がある。

御霊神社は文禄3(1594)年に現在の場所に鎮座したとされていることから、 こうした動きとあわせ

て町割が形成されていったものと考えられる。このような状況は、船 場城下町の設定線として御堂筋

西側の地区が先行して開発されたとする近年の研究成果[豆谷浩之・南秀雄2015]とも一致している。

最後に江戸時代の町屋については、基 本的には通りに間口を開いた南北に長い敷地割である。敷 地

奥側に当るS区では、建物の裏側の空地を示す土壇や井戸などを中心とした遺構分布であったが、17

世紀中葉の第6a層上面では敷地奥まで建物が建つようすが確認でき、活気ある時期であったものと考

えられる。

今回の調査地は、建 設工事に伴い新たに遺跡範囲に含まれた場所である。古代～中世の集落跡や豊

臣期の船場西側の開発にかかわる大きな成果を得ることができた。今後周辺でもこうした成果が得ら

れる可能性が高く、さらに調査が進むことで周辺の歴史が明らかになることを期待したい。

註)

(1)大阪歴史博物館豆谷浩之氏の釈読による。

(2)大阪市立自然史博物館の長谷川匡弘氏・塚越実氏のご教示による。
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中央区平野町一丁目9-2他における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16- 5)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区平野町1丁目9-2他

50留

平成28年12月19日～Ⅰ2月26日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は大坂城下町跡の西北部に位置している(図1)。この地では1980年代以来、数多くの発掘調
査が実施され、豊臣～徳川期の城下町にかかわる遺構・遺物が多数発見されている。当該地で大阪市
教育委員会が行った試掘調査で近世以前の遺構面および遺物包含層が検出されたため、本格的な発掘
調査を実施することとなった。

調査は敷地の南端に東西6 m,南北10mの調査区を設ける予定であったが、敷地が狭いため、東西
幅を5mに縮小した(図2)。重機による掘削は地表下約2.3m以下の深さまでとし、以下を人力掘削で
進め、この地域の地山である砂礫層(地表下約3.4m)まで掘り下げた。調査期間は平成28年12月19日
～12月26日である。

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することによ
り得た世界測地系座標に基づき、座標北を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて
TP+○mと表記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の現地表面は標高4.2mである。以下に述べる各層は、第11層を除いてすべて人為的な整地
や盛土によって形成された地層である。なお、上述の機械掘削は第6層まで及んだため、それより上
層の詳細は不明である。

第0層:現代の攪乱層で、地表下0.6～1.6mにおよぶ。

図1 調査地位置図
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第0層

第1層

第2層

第4a～c層

第5a～c層

SK○2～04    第6a～c層

史ヂ竺摺ノ第11眉
閣園焼土層
[=コ焼土を含む層

図3 地層と遺構の関係図

第1層 :にぶい黄色の小礫～粗粒砂である。

第2層 :にぶい黄褐色砂混りシルト・シルトで

ある。本 層と第 Ⅰ層 は下位の第3層にみられる火

災の後の盛土層である。

第3層 :焼土層である。3枚 に区別でき、再 堆

積かとみられる部分(図4-6)もあるが、大きく

は一度の火災の痕跡とみることができる。

第4層 :層厚は最大50cmほどであり、 3枚 に細

別される。第4a層は暗灰黄色～にぶい黄褐色のシ

ルト・砂混りシルト等の薄層からなり、上 面を生

活面(第3層の火災の被災面)としている。下位の

第4b・c層はにぶい黄褐色～オリーブ褐色の砂・

シルトによる盛土である。

第5層:層厚は最大40cmほどであり、 3枚に細別される。第5a層は黄褐色シルト混 り中礫であるが、

厚さ2～ 3 cmと薄く、また部分的にしか分布していない。この上面に礎石がみられ、第 4層上面と同

じく生活面となっている。下位の第5b・c層はにぶい黄褐色～黒褐色の砂を中心に、 シルト・粘土の

偽礫や焼土を含む盛土である。

第6層 :最大層厚40cm弱で、やはり 3枚に細分できる。第6a・b層はにぶい黄褐色砂礫混りシルト

や粗粒砂・シルトなどの偽礫からなる。第6c層は褐色の粗粒砂である。第 6層の上面には凹凸があり、

生活面とはなっていない。下位の第7層にみられる火災のあとの盛土層である。

第7層 :2枚 に区別できるが、いずれも焼土や炭を多量に含む地層である。層厚は最大で30cmにお

よぶ。第7a層は黒褐色～黄灰色の中粒砂～シルト、第7b層は灰黄褐色の中粒砂～シルトであり、いず

れもシルトの偽礫などを含む。これらは純然たる焼土層ではなく、再 堆積かとみられる。火 災後の跡

地整理に伴うものとみることができる。遺物には中国津州窯産とみられる青花碗(図8-12)のほか、

肥前陶器や瀬戸美濃焼陶器などが出土しており、17世紀前半とみられる。

第8層 :層厚は最大60cmほどであり、 3枚に細別される。第8a層はにぶい黄褐色シルト混 り中粒～

粗粒砂で多量の暗灰黄色～褐色シルト偽礫や炭を含む。第8b層は暗褐色シルト混 り粗粒砂で黄褐色シ

ルト、粘 土の偽礫を含む。第8c層は暗オリーブ褐色シルト混 り中粒砂～砂混りシルトで炭、シルトの

偽礫を含む。遺物(図8)は灯明皿として使用した土師器皿5、肥 前陶器皿6、黒 褐色釉を施す軟質施

釉陶器碗7、中国景徳鎮産の青花大皿8、巴文軒丸瓦9、唐 草文軒平瓦10・11などが出土した。ほか

に全面施釉の肥前陶器細片もある。これらは豊臣後期～徳川初期のものである。

第9層 :層厚は約40cmで、黒褐色シルト混 り中～粗粒砂の焼土層である。炭、シルトの偽礫を多く

含む。本 層は目立った遺物は伴っていないが、本 調査地で最初の焼土層であり、恐 らく大坂冬ノ陣に

伴うものであろう。

第10層:層厚は約40cmで、 2枚 に分かれる。図 4では第9層との関係がわからないが、南壁断面の
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:褐色(10YR4/6)オ11粒砂

1.i I褐色(10YR3/2)中粒砂～シルト(多;1;の炭、焼土、昭灰14色～褐色シルト偽礫を含む)

.黄灰色(25Y4/1)シルト偽礫、中粒砂(多量の炭、焼土を含む)

:灰黄褐色(10YR4/2)中粒砂～シルト(多量の炭、焼土、暗灰黄色～褐色シルト偽礫を含む)

にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混 り中～粗粒砂(多量の暗灰黄色～褐色シルト偽礫、炭を含む)
暗褐色(10YR3/3)シルト混 り粗粒砂(黄褐色シルト、粘土の偽礫を含む)

:灰黄褐色(10YR4/2)砂混りシルト(黄褐色シルト、粘土の偽礫を含む)

黒褐色(10YR3/2)シルト混 り中～細粒砂(炭、シルトの偽礫を多く含 む)

にぶい黄褐色(10YR4/3)砂混りシルト(炭、シルトの偽礫を多く含 む)

暗オリーブ褐色(2 5Y3/3)シルト混 り中粒砂～砂混りシルト(炭、シルトの偽礫を含む)

にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混 り中～粗粒砂(多量の瓦、シルトの偽礫を含む)

にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混 り中～粗粒砂(シルトの偽礫を含む)

にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混 り中～粗粒砂(シルトの偽礫、炭を含む)
:黒褐色(10YR3/2)シルト混 り中～粗粒砂の焼土(炭、シルトの偽礫を多く含 む)

"褐色(10YR4/4)砂・礫(シルトの偽礫を含む〉

:褐色(10YR4/4)シルト混 り中～粗粒砂
にぶい黄褐色(10YR5/4)砂礫

図4 東壁地層断面図



観察では、第 9層の下位に位置する。第10a層は褐色の砂・礫 でシルトの偽礫を含む。第10b層は褐

色シルト混 り中～粗粒砂である。いずれも第11層に由来する砂礫が混じる。

第11層:にぶい黄褐色砂礫層で、当地の地下に広く堆積する砂州を形成する地層である。TP+0.7m

までの調査深度ではすでにラミナは失われており、自然堆積のままではない。口縁部が短く直立する

豊臣後期の肥前陶器皿4が出土した。

ii )遺構と遺物(図5～8)

a.第10層上而の遺構

SKO8 :東壁断面で認められた土壇で、南北0.4m,深さ約0.6m余の小土塘である。豊 臣後期の遺構

である。

SKO9 :東西1m以上、南 北1.9mで、深 さ約0.4mの土塘である。埋 土は2枚 に分かれ、その上層に

瓦片多数を含んでいた。豊臣後期の遺構である。

b.第8a層上面・基底面の遺構

SKOI :東西約0.5m,南北約0.5mで、深 さ約0.4mの小土塘で、第8a層上面の遺構である。中国産

青花片、土 師器、瓦 が出土した。

SKO5 :東西・南北とも0.5m以上で、深 さ約0.6m足らずの土塘で、第8b層が介在する可能性がある

-45,1001       -45,098      Y-45,096 1

SKO9

X-145,514

-145,518

一145.522

-45,1001       -45,098      Y-45,096弔

SKOI SKG)5

SKO6

SPO7

X-145,514

一145,520

一145,522

3m

1:100

図5 第10層上面の遺構平面図

3m

1:100

図6 第8a層上面・基底而の遺構平面図
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ので、第8a層基底面の遺構である。重 複関係か

ら、後 述のSKO6より新 しい。土 師器、備前焼、

肥前陶器、瓦 が出土した。

SKO6 :東西1m以上、南 北0.45m以上で、深

さ約0.6m余の土塘で、第 8a層基底面の遺構であ

る。埋 土には第9層に由来する焼土・炭 を含む。

平瓦片が出土した。

SPO7 :東西0.2m,南北0.2m以上で、深さ約

0.2m足らずの小穴である。第8a層基底面の遺構

で、第9層 に由来する焼土・炭 を含む。

以上の遺構からは図示 しうる遺物は出土 して

いないが、年代は上下の地層から徳川初期に位

置づけられる。

c. 第7層上面の遺構と遺物

SKO2 :東西0.6m以上、南 北0.8m,深さ0.3m

余の規模である。重 複関係から、後 述のSKO3

よ り新 しい。 目立 った遺物の出土 はないが、

SKO3・04に近い年代が想定できるであろう。

SKO3 :東西0.9m以上、 南北0.75m以上で、

深さは0.4m足らず を測 る。埋 土の下層は第7b

層由来の焼土を含む。遺 物は灯明皿として使用

-45,1 00 1      -45,098     Y-45,096喘

SKO4

SKO3

SKO2 0
一145,518

一145,520

一145,522

3m

1:100

図7 第7層上面の遺構平面図

口゙二〕1o

20cm

図8 出土遺物実測図

SKO3( 1～3)、第10層(4)、第8層(5～11)、第7層(12)
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した土師器皿1、肥前陶器碗2、同鉄絵向付3が出土した(図8)。これらは徳川初期に位置づけられる。

SKO4 :東西・南北とも0.3m以上で、深 さは0.4m足らずである。SKO3と同じく埋土の下層は第7b

層由来の焼土を含み、同 じく埋土の上層から初期伊万里とみられる肥前磁器瓶の破片が出土している

ので、SKO3に近似する年代が想定できる。

以上のほかに、長径約30cmの小さな礎石が一個検出されている。

3)まとめ

今回の調査結果を年代順に整理すると、以下のとおりである。

慶長3(1598)年、大 坂城三ノ丸の建設に連動して船場城下町(大坂城下町)の建設が始まる。以後、

慶長20(1615)年までが豊臣後期であるが、今 回調査の第10層がその際の盛土であり、SKO8・09など

が当該期の遺構である。慶長19(1614)年大坂冬ノ陣に際して船場は豊臣方が自ら火を放つ。この際の

焼土層が第9層とみられる。その後の船場の復興にかかわるのが第8層の盛土層である。第8a層の基

底面と上面に二時期の生活面が形成されている。また、第7層に多量の焼土が含まれており、17世紀

前半にも火災があった可能性を示す。ただ、知 られている船場の火災記録には出てこない。第 6層も

17世紀の可能性があり、以後、江戸時代を通じて何度か盛土が行われ、第 3層段階にも火災に遭って

いる。

平野町をはじめ船場城下町の様相はかなり明らかになりつつあるが、引 き続き調査の進展に期待さ

れるところが大である。
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調査 トレンチ全景

(北西から)

東壁地層断面

南壁地層断面



中央区高麗橋二丁目33-1他4筆における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16- 6)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

中央区高麗橋2丁目33-1他4筆

63ボ

平成29年1月10日～1月17日

公益財団法人大阪市搏物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、大坂城下町跡の北部にあって中橋筋と高麗橋通が交差する北東に位置し、調査区は南面

する敷地から8mほど奥へ入った箇所に当る(図1・2)。周辺の調査では、東へ50mほどのOJIO-

3次調査地で中世末の畠跡、豊臣後期の礎石建物や大坂冬ノ陣の焼土層などが見つかっている[大阪

市教育委員会・大阪文化財研究所2012]。北100mのOJO7- 2次調査地は城下町北端部に当り、豊臣

後期に遡る可能性のある礎石がみつかっているものの開発は顕著でなかった様子が窺える[大阪市教

育委員会・大阪市文化財協会2009]。西150mのOJ 11- 2次調査地では豊臣後期の遺構と大坂冬ノ陣

の焼土層、また17世紀中葉頃に復興を果たした町屋の状況を調査している[大阪市教育委員会・大阪

文化財研究所20131。このように、当該地一帯は豊臣期においては大坂町中屋敷替の前後における利

用状況の変化と船場城下町の開発範囲を、徳川期においては大坂ノ陣からの復興の経過を知る手がか

りを得ることができる地域である。

大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約1.6m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とす

る近世以前の遺構面および遺物包含層が検出された。そこで今回の調査は、こうした地層の年代や遺

構・遺物の分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

発掘調査は、事業者により調査地全体が地表下1.6m程度まで機械掘削された状態で、平 成29年1

月10日から開始した。調査地の西南部で南北10m×東西6.3mの調査区を設定し、以下の層準に対し

て遺構の検出と写真・図面などによる記録作業を行い、地表下3.2m程度までを調査して同年1月17

日に終了した。

なお、方位は現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより得た世界

Y-45,360

X-145,200

一145,240

40m

1 : 800

調査 区配置図
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測地系座標に基づき、標 高はT.P.値(東京湾平均

重機掘削  海面値)でTP̂ ○mと記した。

X 8イ,.2 ノ 1“7
0 0 0 Xご二; / 。 。 。
。 。 ○ o 0 。 第2a層

0 。 ○ o ○ o ○ ,/第 2b層

( 一 8 /

ゝ゚5ミメニ=竺二=77 &←ワノ 第3層
 0() ()

い () () 第4層0 () 0

() () 0 () () ,) 第5層()

2)調査の結果

1)層序(図3～ 4)

調査区の現況地形は、およそTP+2.6mでおお

むね平坦である。

調査開始以前にTP+ l.Om付近まで事業者によ

り掘削され、確認できた層序は以下の6層であ

る。調 査区東壁の地層断面により各層を記述す

-      -  ゙・  "二  .第61 .゚  る。なお、 第1層より上位は重機によって掘削

図3 地層と遺構の関係図        され、確認できる箇所は無かった。

第1層:上部は黄褐色(2.5Y5/4)極粗粒砂を主体に粘土偽礫を含む整地層、下部は黄褐色(10YR5/2)

ないし明黄褐色シルト質粗粒砂で粘土偽礫や焼土を含む整地層であるが、さらに細分される可能性も

ある。層厚70～90cmの徳川期の地層である。本層上面および本層に一括した複数の整地層から掘り込

まれた遺構を検出した。後者は作業上は一括して第2a層の上面で検出した。本層からは17世紀前葉の

土師器皿20, 中国南方産陶器壺15が、第2a層上面で検出した遺構からは肥前陶器碗10, 肥前磁器皿

11・小杯12、中国産青花碗13など17世紀中～後葉の遺物が出土し、第1層上面遺構からは18世紀前

～後葉の肥前磁器碗17～19、関西系陶器碗21、丹波焼捕鉢23などのほか、飛 鳥時代の須恵器杯16、古

墳時代の亮22などが出土した。

第2層 :2層に細分され、上部の第2a層はにぶい赤褐色(5YR4/4)粗粒～極粗粒砂の整地層で炭・

焼瓦・焼壁などを多量に含む。層厚は20～30cm程度である。備前焼捕鉢7、肥 前陶器向付8、焼塩壺

9などが出土し、大 坂冬ノ陣後の片付けによるものである。下部の第2b層は大坂冬ノ陣で堆積した炭

第2b層

S
SK24          TP+l.Om

O 、\    ゝ-   1

ノ

0.Om

j1  0 2o   -LOm

1 :黄褐色(2.5Y5/4)含粘土偽礫、極粗粒砂(整地層)

2:黄褐色(10YR5/8)粘土偽礫(整地層)

3:黄褐色(10YR5/2)含焼土少、シルト質粗粒砂(整地層)

4:明黄褐色(10YR6/6)含焼土・粘土偽礫多、シルト質粗粒砂(整地

層)

5:にぶい赤褐色(5YR4/4)含炭・焼瓦・焼壁多、粗粒～極粗粒砂(整

地層

1:50

6:黒色(7.5YR2/1)炭(被突場所で堆積)

7:にぶい黄色(2.5Y6/4)極粗粒～粗粒砂(整地層)

8:オリーブ褐色(2.5Y4/4)含粘土偽礫、細礫質粗粒砂(整地層)

9:暗灰黄色(2.5Y4/2)含粘土偽礫・炭、中粒砂(整地層)

10:オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト質細粒～中粒砂(ラミナ未確認)

図4 調査区東壁地層断面図
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層で、北 部にのみ堆積していた。

第3層:にぶい黄色(2.5Y6/4)極粗粒～粗粒砂の整地層で、層厚は10cmである。北部では上面が焼

け、炭層(第2b層)が堆積していた。瓦片以外に土器・陶磁器類は出土してぃないが、上下の地層の年

代から大坂ノ陣の被災面に当ると考えられる。

第4層:オリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫質粗粒砂を主体に、粘土偽礫を含む整地層である。層厚は20

～40cmである。肥 前陶器碗6など豊臣後期の遺物が出土している。

第5層:暗灰黄色(2.5Y 4/2)中粒砂を主体に、粘土偽礫や炭を含む整地層である。中世末ないし豊

臣期に降る可能性のある土師器皿4・5のほか、古代に遡る土師器皿3などが出土してぃる。

第6層:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質細粒～中粒砂層で、豊臣前期の中国産青花碗2や古代に

遡る須恵器杯蓋1などが出土した。ラミナは確認できなかったが、OJIO- 3次調査地のTP-0.6m付

近で検出された豊臣前期頃の水成層(第6層)に対応する可能性がある。

11)遺構と遺物(図5～9、写真図版1・2)

本調査で確認された遺構は豊臣後期～徳川期であるが、遺物には古代に遡るものがある。以下、古

い順に遺構・遺物を記述する。

a.中世以前の遺物(図9)

井戸SEO4出土の飛鳥時代の須恵器杯H16や、第6層出土の奈良時代の須恵器杯蓋1、第 5層出土

の奈良時代の土師器皿A3などが古代の遺物であるが、当該期の遺物包含層は確認できず、これらの

遺物は遊離資料である。また、SEO4出土の須恵器尭22は内側に屈曲させた口縁部外面に波状文を施

した古墳時代の遺物である。近隣ではOJ92- 1次調査地などで5世紀代の須恵器や韓式系土器が出

\Y-45,375

X-145,225

\Y-45,375

X-1 45,225

5m 5m

1:100

図5 第4・3層上面、第2b層上面遺構平面図

1:100

図6 第2a層上面遺構平面図
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Y-45,375 土しており、当該期の遺構が付近に存在する

ことを示唆する[大阪市文化財協会2004]。

b.豊臣期の遺構と遺物(図5・8・9)

1 .一 - 1
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・・・1 ・・・・SKOI , 一

,Ll:' ′ sKo3

7-

1

i'

()
「11 SEO4

..・SKO8,

ク  ー ,・″ ′

1′ SK24
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1 1

第4層上面で礎石とみられる石が検出され

た。調査区東壁北部で、長 径40cm程度の平面

8-14.1225 が楕円形となる石があり、周 囲に組むものは

見つかっていないが、形状から礎石と考えら

れる。第 4層からは肥前陶器碗6が出土して

おり、豊 臣後期の礎石建物が調査地にあった

可能性が高い。

第3層上面では土WSK301のほか見つかっ

た遺構はない。SK301は東西1.lm1深さ0.l5m

で、埋 土は焼土、粘土偽礫を含むオリーブ褐 '

一  色(2.5Y 4/3)極粗粒砂層で、瓦 以外の出土遺

物はない。

これらのほか、前項で述べたとおり第 6層

以上から豊臣期の遺物が出土している。

c.徳川初期の遺構と遺物(図5・9)
0                     5m

1 : 100 '             第2a層を埋土とするSK201～204を第2b層

図7 第1層上面遺構平面図        上面で検出した。いずれも調査区の端にあり

上位の遺構で壊されているため、残りは極めて悪い。出土遺物は焼けた瓦片以外に顕著なものがない

が、第2a層の出土遺物が遺構の時期を示す。備前焼捕鉢7や肥前陶器向付8、焼 塩壺9などがあり、

SEO4 N

TP+l.Om

1:暗褐色(7.5YR4/3)含瓦・割石、中粒砂

2:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含シルト偽礫、

細礫質粗粒砂

SK13

1 :暗オリーブ色(5Y4/3)細粒砂

2:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含シルト質細粒砂偽礫、

細粒～中粒砂

:黄褐色(2.5Y5/3)細粒砂

3       、 O.Om

暗灰黄色(2.5Y 4/2)含炭薄層、

わずかにシルト質細粒砂

:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含炭薄層、

わずかにシルト質細粒砂

黄褐色(2.5Y5/3)細粒砂

黄褐色(2.5Y5/4)粗粒～極粗粒砂

N  SK103 S

TP+0.5m

1:オリーブ褐色(2.5Y4/4)

含焼土偽礫、中粒砂

N SK301  S
TP  O.Om

オリーブ褐色(2.5Y4/3)含焼土、

粘土偽礫、極粗粒砂

図8 遺構断面図
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これらは豊臣後期の遺物であることから、第 3層上面を大坂冬ノ陣の被災面、第2a層をその直後の焼

土などの片づけによる徳川初期の整地層と判断できる。

d.徳川期の遺構と遺物(図6～9)

初期を除く徳川期の遺構は検出面から2層準に区分される。古い時期の第2a層上面遺構にはSKIOI

～104などがあり(図6)、17世紀中～後葉の遺物が出土している。図 8に断面を示したSK102は東西

の長さ0.9m,深さ0.25mで、埋 土は底部に埋められた土である黄褐色細粒砂層ないし粗粒～極粗粒砂

層があり、その上位は開口時に堆積した炭の薄層を挟むシルト質細粒砂層である。出土遺物には肥前

陶器碗10,肥前磁器11・小杯12、軒丸瓦14などがある。10は体部から口縁部までが直立し、前面に

施釉している。11は染付皿で外面に草花文、底部内面に菊花を濃みで描き、高台内には二重方形枠に

「福」の銘款がある。12は端反りの染付小杯で外面に草花文、高台内には「太明」の銘款がある。14は三

巴文軒丸瓦である。SK103は南北1.Om以上、深 さ0.25mで、埋土はオリーブ褐色(2.5Y4/4)中粒砂層

で焼土を含んでいる。出土遺物は図化していないが土師器皿や中国産青花の細片などがある。そのほ

か、SK101から出土した遺物に中国産青花13があり、端反りの碗で底部内面に菊花文を描き、高台に

は「竹石居」の銘款がある。

より新しい第1層上面遺構は調査区全体に分布している。多 くは18世紀代の遺物が出土している。

井戸SEO4や瓦溜りSK24、火 災後の焼け瓦を廃棄したSKOIなどのほかはゴミの処理などのため掘削

された土塘である。SEO4は南北2.5mの平面が楕円形となる掘形に直径1.l5mの井戸側を設けていた。

井戸側の埋土は暗褐色中粒砂層で瓦・割石を多く含んでいる。掘形の埋土は暗オリーブ褐色細礫質粗

粒砂層でシルト偽礫を含んでいる。崩落の危険性があるため完掘していないが、井戸側内の埋土も埋

められた地層である。出土遺物には既述の須恵器杯H16、尭22のほか、肥前磁器染付碗17・18、関西

系陶器碗21などがある。17は丸みを帯びた体部外面に唐草文を描き、高台には渦「福」の銘款がある。

18は筒碗で、底部内面にコンニャク印判による五弁花が施されている。21は平碗である。そのほか、

SK13から肥前磁器染付碗19、丹波焼捕鉢23などが出土している。これらは17世紀末～18世紀中葉の

遺物である。

3)まとめ

本調査地における調査成果を以下に列挙する。

・古墳時代から古代の遺物が遊離資料として散見されるが、確認できた地層は豊臣前期以降のもの

である。

・豊臣後期の礎石建物が存在した可能性がある。

・大坂冬ノ陣の被災面と片付けによる焼土主体の厚い整地層を確認した。また、この整地層を埋土

とする土壊は、徳川初期に掘削された片付けのための廃棄土塘である。

・17世紀中葉以降、調査地の開発は活発化し、周辺調査と一致する状況とみられる。
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調査区東壁地層断面

(西から)

第3層上面遺構

検出状況

(北西から)

SK301掘削状況

(西から)
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第2a層上面遺構

掘削状況

(北西から)

SK102断面

(東から)

第1層上面遺構

掘削状況

(北西から)
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中央区淡路町二丁目36-1における建設工事に伴う

大坂城下町跡発掘調査(OJ16-7)報告書
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は大坂城下町跡の中央部に位置し、北 を淡路町通、西 を栴檀木筋で画された町屋の中央付近

に当る。周辺はこれまで発掘調査が多数実施されてきた地域で、弥 生時代以降継続して遺構・遺物が

発見されている[大阪市文化財協会2004a]。全体としては豊臣後期には船場城下町として開発が進み、

大坂ノ陣を経たのちも都市の様相を呈しているが、調査地周辺の調査では、北東側のOJ14- 1次調

査地や南側のOJ92-24次調査地、南東側のOJII- 3次調査地などがある。OJ14-1次調査地は南

東から北西に延びるやや低い地形に当るため豊臣後期には低湿地であった。OJ92-24次調査地では

徳川期の17世紀後半に廃棄された骨細工業の遺物が見つかっている[大阪市文化財協会2004b]。また、

OJ 11- 3次調査地では豊臣後期のゴミ捨て穴のほか、徳 川期の17世紀後半に硯工房から廃棄された

遺物が見っかっている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]など、豊臣後期の城下町開発や徳

川期の各種工房の資料などが得られている。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約2.3m以下の深さで本格的な発掘調査を

必要とする近世の遺構面および遺物包含層が検出された。今回の調査は、こうした地層の年代や遺構・

遺物の分布状況など、この地域の塵史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

発掘調査は平成29年1月19日から開始した。調査地の南部で南北14.5mX東西8.5mの調査区を設定

し、当初、地表下2.2m程度にある後述の第2層までを重機により掘削した。その後、第 3層以下の層

準で遺構の検出と掘削、写真・図面などによる記録作業を行い、地表下3.Om程度までを調査して同年

1月27日に終了した。

なお、方位は現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより得た世界

目
厘目雷朋 OJO7'F7

0JOO-13

調査区

■

-1

-1

= p咽辷竺

OJ92!-

5.000

図1 調査地位置図

-45.460 -45.4401       Y-45.420

X-145.560

ト
ー
』

―

一

;5,600

30m

1:800

図2 調査区配置図
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重機掘削

第0層

第1層

第2a層

第2c層

第2e層

.-一 票然輪葱畷澱猿燕衛煕購忍籐開綱塀醪添獲票槻鐙獲慢悪5弓?ii}胃東縦

l1 〕 薯 .社弁t.-ν / 第2g層

----゙(ミニ二ニシ/ . ;・ 第3a層

“1 1

1
( SK301など 1

1 第3b層

1 1恣 莱鰯 ちデ井al曹俄《

曲閤謳 :覇 錘D
5陶蒲影!■翳臨 繍 聚艷漏騒

測地系座標に基づき、標 高はT.P.値(東京湾平均

海面値)でTP̂ ○mと記した。

2)調査 の結果

1)層序(図3～ 5)

調査区の現況地形はTP + 2.5m前後でおおむ

ね平坦である。

調査区の層序は以下の7層に大別されたが、

先述のとおり第 2層までは調査区壁面の観察に

のみ基づく。以 下、調査区東壁の地層断面によ

り各層を記述する(図3・4)。

第0層 :バラスを基礎にアスファル トを敷設

した現代の地表となる整地層で、層厚は45cm以

下である。

第1層 :割石・レンガを多量に含む近現代の

整地層で、層厚は50～85cm程度である。

k      ノ        (弟7層)   第2層 :7層に細分される近世の整地層ない

図3 地層と遺構の関係図        し古土壌の互層である。土 壌を形成した地層は

いずれも薄く、あ まり長期間に及ばずに整地によって埋没したとみられる。各層の詳細な時期は不明

であるが、18世紀以降に相当しよう。本層から掘 られた遺構を第3a層上面で検出、調査している。

第2a層:にぶい黄橙色(10YR6/4)細粒～中粒砂層で、層厚30cm以下の整地層である。

第2b層:黄褐色(10YR4/4)シルト質細粒～中粒砂層で、層厚5 cm程度の古土壌である。

第2c層:にぶい黄褐色(10YR5/4)細礫質細粒～中粒砂層で、層厚30cm以下の整地層である。

第2d層:にぶい黄色(2.5Y6/4)シルト質細粒～中粒砂層で、層厚5 cm程度の古土壌である。

第2e層:にぶい黄橙色(10YR6/4)細礫質粗粒砂層で、層厚30cm以下の整地層である。

第2f層:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質細粒～中粒砂層で、層厚5 cmの古土壌である。

第2g層:にぶい黄色(2.5Y6/4)細礫質細粒砂層で、層厚30cm以下の整地層である。

第3層 :2層に細分される近世の整地層および遺構埋土で、徳川期でも17世紀代までに収まる時期

の地層であろう。

第3a層:オリーブ褐色や暗褐色などの細礫混りシルト質絽粒～中粒砂層で、層厚は35cm以下であ

る。数 次にわたる整地層と遺構埋土から形成されている。複 数の整地層上而から掘り込まれた遺構

を第4層上面で多数検出し、調査した。

第3b層:黄褐色(2.5Y5/3)中粒砂層で、層厚20cm以下の整地層である。大坂冬ノ陣後に進んだ再

開発初期に形成されたとみられる。中国産津州窯の色絵皿30などが出土している。

第4層 :2層に細分される近世の古土壌で、本 層内の遺構からは豊臣後期～徳川初期の遺物が出土
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N 東壁

第1層

0                                5m

TP+2.0m

+iOm

第0層 ;アスファルト・バラスなどの整地層

第1層 :割石・レンガを多量に含む整地層

第2層 :7層に細分される

第2a層:にぶい黄橙色(10YR6/4)細粒～中粒砂(整地層)

第2b層:黄褐色(10YR4/4)シルト質細粒～中粒砂(古土壌)

第2c層 :にぶい黄褐色(10YR5/4)細礫質細粒～中粒砂(整地層)

第2d層:にぶい黄色(2.5Y6/4)シルト質細粒～中粒砂(古土壌)

第2e層 :にぶい黄橙色(10YR6/4)細礫質粗粒砂(整地層)

第2f層:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質細粒～中粒砂(古土壌)

第2g層:にぶい黄色(2.5Y6/4)細礫質細粒砂(整地層)

1:80

第3層 :2層に細分される

第3a層 :オリーブ褐色や暗褐色などの細礫混りシルト質細粒～中粒砂(整地層・遺構埋土)

第3b層 :黄褐色(2.5Y5/3)中粒砂(整地層)

第4層 :2層に細分される

第4a層 :黒褐色(2.5Y3/2)含炭・焼土、シルト質中粒～細粒砂(古土壌)

第4b層 :暗灰黄色(2.5Y4/2)含炭、シルト質中粒砂(古土壌)

第5層 :にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒～細粒砂(整地層)

図4 調査 区東 壁 地 層 断 面 図



-45.4401
ー145,590 Y-45,440 ×-145,590

SK402

SK401

1:100

炉ないし鋳型片

E SK403 + SK401  + S K403

0                   2m

45,595

TP-0.4m

-0.9m

45,600

0                         5m

1 : 100にぶいfA褐位(10YR4/3)含炭、細粒砂質シルト

図 5 第 4層 内 遺構 平 面 ・断 面 図                      百

1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)含炭、中粒～粗粒砂質シルト
部が黒褐色(2.5Y3/2)含炭、シルト質細粒砂層、上 部 SK318

2:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒砂

はにぶい黄褐色(10YR4/3)含炭、細粒砂質シルト層で、  3:灰黄褐色(10YR4/2)含シルト偽礫、シルト質中粒砂
4:暗灰黄色(2.5Y 4/2)含シルト偽礫、シルト質中粒砂

第4層

W        SK319       東側溝E

磁碗4がある。これらは豊臣後期で収まる時期の遺物         一ゝ 砥/
1:黒褐色(10YR3/2)シルト質中粒～粗粒砂

である。ほかに、 図化していないが炉の破片(出土位    2 : ffi-J色(10YR2/2) シ& ト質炭
3:褐色(10YR4/4)中粒～粗粒砂(第3b層)

金属加工に関する作業が行われていたと考えられる。            1゙50
図6 第4層上面遺構平面・断面図

SK402は第4層内の遺構では最も新しい。南北1.1m

東西0.85m,深さ0.3mの土塘で、長径40～50cm程度の自然礫を詰めていた。掘 立柱の沈下を防ぐ礎

石であった可能性もあり、そ の場合の建物は調査区より北に続いていたと考えられるが、柱 痕跡は確

認しておらず確証はない。
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SK403は東西3.4m, 南北3.6m, 深

さ0.75mで、埋土の下部は機能時堆積

層である黒褐色(2.5Y3/2)含炭、 シル

ト質粗粒砂～細粒砂質シルトで、上部

は暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)ないし暗

褐色(10YR3/3)含炭、シルト質細粒砂

層で自然堆積か埋められた地層か判別

できなかった。出土遺物は図化してい

ないが、肥前陶器皿や土師器皿、中国

産白磁皿、鉱滓などがあり、SK401と

よく似た構成である。

これらの上位にある遺構群が17世紀

代の徳川期に属するため、大坂冬ノ陣

の時期は第4層上面に該当すると考え

られるが、確認できなかった。

以上のほか、第4層から出土した遺

物に古代の須恵器杯蓋6、 瀬戸美濃焼

皿7、同志野輪花皿8、肥前陶器向付9、

中国産青花碗10などがある。

b.徳川期の遺構と遺物(図6・7・9・

10)

Y-45,440

x145,590

45,595

45,600

第4層上面遺構(17世紀代)

第3a層の複数の整地層上面から掘 り

込まれた多数の遺構を第4層上面で検

出した(図6)。北部に小穴が多く、南部は土墳が分布する傾向がある。小穴の柱痕跡は確認していない。

また北部の石列323は正南北に方位を合わせ、石は西に面を揃えている。何 らかの区画のため設けら

図7 第3a層上面遺構平面図

1 : 100

5m

れたものであろう。

土塘では南部のSK304・318とSK319の断面を図示した。

SK304は南北2.9m,深さ0.25mで、埋 土はオリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒～粗粒砂質シルト層で炭を

多く含む機能時堆積層である。先行するSK318が埋まってから掘削されている。出土遺物には肥前磁

器染付碗22がある。17世紀末のものである。

SK318は南北2.9m,深さ0.4mである。埋 土は暗灰黄～灰黄褐色のシルト質中粒砂層を主体とし、

底にオリーブ褐色中粒～粗粒砂が堆積している。いずれも埋められた地層である。出土遺物は図化し

ていないが肥前磁器・肥前陶器・備前焼・丹波焼など17世紀中～後葉のものである。

SK319は東西2.2m,南北3.4m以上、深さ0.2mである。埋 土は上部が黒褐色(10YR3/2)シルト質
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中粒～粗粒砂層で、下部は炭層である。出土遺物には肥前磁器染付碗28、中国産青花鉢29などがある。

29は津州窯産である。17世紀中葉のものである。

そのほかの遺構出土遺物として、中央部で検出されたSK302から出土した肥前磁器染付碗12～14・

17・色絵うがい碗15、備 前焼壺16、軟 質施釉陶器皿11、中国産青花小杯18・青花碗19、 ミニチュア

土製品20・21などの土器・陶磁器・土製品のほか、支 脚31・32、金 属製品33～35がある。土器・陶

磁器類は17世紀後葉に収まるものである。34は銅製の火箸I対であり、頭部の装飾がよく似た33も箸

の可能性があるが断面は正方形で、短 く用をなさない。35は鉄製の棒で一端が折れ曲がっているが意

図されたものか不明である。SK316からは瀬戸美濃焼の茶入れ蓋23、肥前陶器向付24、瀬 戸美濃焼志

野皿27、中国産磁器青花鉢25・色 絵鉢26がある。24が徳川初期に遡るほかは17世紀後葉までに収ま

るものであろう。また、第3b層の出土遺物に中国産津州窯の色絵皿30がある。

第3a層上面遣構(18世紀代以降)

第2層の複数の古土壌内ないし上面から掘り込 まれた柱列や溝を第3a層上面で検出した(図7)。

柱列は南北7m以上にわたって5個の柱穴が並び、方位は正南北に合わせている。南端の柱穴の東

側にも1個の柱穴があり建物であった可能性がある。また、柱 列との時期差は不明であるが、柱列の

東に同方位の溝がある。また、調査区の西部には溝ないし土塘が検出された。これらは出土遺物がなく、

また重機掘削のため本来の掘削された層準も不明であるが、18世紀代以降の徳川期の遺構とみられる。

17世紀代の第3a層内遺構に比べて敷地内の利用状況が変わっており、塀 や建物などの建造物がより奥

に広がってきたと考えることができよう。

1:4

図8 出土遺物実測図

SK401(1～5)、第4層(6～10)
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11

20cm

⑤

26

'ゝ, ffl＿      1

図9 出土遺物実測図

SK302(11～21)、SK304(22)、SK316(23～27)、SK319(28・29)、第3b層(30)
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l゛

壺被熱による変色

匿被熱による変色

10cm

2 (33～35)

10cm

図10 出土遺物実測図

SK302(31～33・35)、第3層(34)

3)まとめ

本調査地では、豊 臣後期と徳 川期の遺構が確認 され た。以 下にその成果 を列挙する。

・豊臣後期の遺構はゴ ミ捨 て穴 のほか、柱 を据 えた可能性 のある石 を詰 めた穴が見つかった。

・太坂冬ノ陣 の焼 け面や焼土層は検 出され なかった。

・徳川期の遺構は17世紀中葉～末 と18世紀以降の2時 期が確認 され 、前 者 はゴ ミな どの廃棄土壇が多

いが、後 者になると柱 列やそれ に伴 う溝 などが広が り、敷 地奥の利用状 況に変化がみられ る。

引用 ・参 考文献

大阪市文化財協会2004a1 『大坂城下町跡Ⅱ』、pp.l-486

大阪市文化財協会2004b,「OS88-82次およびOJ92-24・92-36・94-16次の調査」:『大坂城下町跡Ⅱ』、pp.281

-314

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013、「中央区瓦町二丁目且番における建設工事に伴う大坂城下町跡発掘調査

(OJII- 3)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2011)』、pp.209-218

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2016、「大坂城下町跡発掘調査(OJ14- 1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包

蔵地発掘調査報告書(2014)j、pp.lEis-164
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第4層内遺構掘削状況

(北から)

SK401・403断面

(北から)

第4層上面遺構

掘削状況

(北西から)

図
版
一



SK319断面(南東から)

石列323(北西から)

SK302断面

(南東から)

図
版



中央区谷町五丁目1-1における建設工事に伴う

大坂城跡発掘調査(OS16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区谷町5丁目1-1

42留

平成28年5月31日～6月3日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

大阪文化財研究所調査課長 高橋工、平田洋司
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は豊臣氏大坂城惣構西南部に位置する。地形的には上町台地の東から西へ下がる傾斜地に位

置する。調査地周辺では多くの調査がなされており、龍造寺谷に面した南約150mのNW85・117・

136・99-15・13-6次などでは、難波宮の時期の井戸や塀、鍛冶遺構が検出されたほか、円筒埴輪

や蓮華文軒丸瓦など古墳時代から古代の遺物が出土している[大阪市文化財協会1981a・b・c1 2002、

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015]。また、龍造寺谷は現在の谷町筋付近で北に向きを変え

ると推定されており、北約40mのNWIO-5次調査では谷の埋立てと考えられる近世以前の厚い整地

層を確認している[太阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012]。なお、今回調査地の東隣のNW90次

調査では、地山層が浅く検出され、18世紀以降の遺物が確認されている。また、今回調査地の敷地と

比べて石垣により約2.7m高いことが報告されている[大阪市文化財協会1981d]。

今回の調査は大阪市教育委員会による試掘調査で地表下約2mに遺構面が確認されたことから実施

することとなった。本体工事側にて土留・杭打ち工事および敷地北側で地表下2mまで、東側で工事

敷まで機械掘削が行われたのちに調査を開始した。調査は平成28年5月31日より開始し、敷地西北部

の機械掘削済の範囲内で南北6 m,東西7mの調査区を設定した。機械掘削後の遺構検出作業を行っ

たのちには安全のために東を除く3辺にテラス面を設けて、以下の調査を行った。掘削・記録等の作

業は6月2日で終了し、翌6月3日に調査機材等の撤収を行い、現地における調査を完了した。

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することで得

た世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

OS89-

1' ⑧

1 0SO9士    面

図1 調査地位置図

200m
20m

500

図2 調査区位置図
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第0層

第1層

2)調査の結果

1)層序(図3・4、図 版)

調査地の標高はTP + 12.4mとほぼ平坦であ

る。現 地表下約3.6mまでの地層を第0～ 4層に

区分した。

第0層 :近・現 代の整地層および攪乱で層厚

は150cmである。

第」層 :近代以降の整地層で層厚は30cmであ

図3 地層と遺構の関係図        る。2層に細分可能である。

第2層 :段 丘構成層に由来するシルト偽礫および粗粒砂～細礫を多く含 む整地層からなり、 3層に

細分可能である。本層の中部付近から調査を行った。層厚は20～40cmで西に厚く堆積する。遺物は確

認できなかったが徳川期の整地層と推定される。SEO4は本層上面の遺構である。

第3層 :西への落込みであるSXOIの埋土で、段 丘構成層に由来するシルト偽礫および粗粒砂～細

礫のほか炭を多く含む整地層である。層厚は最大70cmで西に厚く堆積する。少量の瓦片が出土したの

みであるが、本 層上面の遺構SKO2から豊臣後期の遺物が出土したこと、周辺における大規模な造成

の機会から1598(慶長3)年の大坂町中屋敷替に伴う整地層の可能性が高い。

第4層 :上部30cm程度が細礫、以下は細粒砂からなる段丘構成層である。上面の標高は東から西へ

と低 くなり、調査区内東端でTP + lO.5m,西端でTP+9.lmであった。なお、敷 地東端部の工事掘削

箇所ではTP+ll.3mと本層はさらに高く確認された。

TP+l2.0m

-H1.Om

第4層
+1 0.Om

+9.0m

1:現代感土・攪乱(第0 1f・マ)

2:シルト偽礫多く含 むi11褐位(2.5Y5/6)羽1粒砂～細礫(第1)i゙・;1)

3:シルト偽礫多く含む口f1灰＿H,t仏(2.5Y5/2)卸粒砂～細礫(第11・1'・フ)

4:灰111位(2.5Y6/2)羽1粒砂～礫(第2jl.1フ)

5:シルト偽礫含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質極粗粒砂～細礫

(第2層)

6:シルト偽礫多く含 む黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂～細礫(第2層)

7:シルト偽礫・炭多く含むにぶい黄褐色(10YR5/3)シルト質粗粒砂

～細礫(第3層・SXOI)

8:炭含む灰黄褐色(10YR4/2)シルト質粗粒砂(第3層・SXOI)

9:炭多く含む黒黄色(10YR3/2)シルト質粗粒砂(第3層・SXOI)

10:シルト偽礫多く含む黄灰色(2.5Y4/1)シルト質粗粒砂～細礫

(第3層・SXO1)

11:シルト偽礫含むにぶい黄褐色(10YR5/3)細粒砂(第3層・SxO1)

12:明黄褐色(10YR6/5)細礫(第4層)

13:明工11褐色(10YR6/5)細粒砂(第4j・.・フ)

14:シルト偽礫多く含 むにぶいヱIi褐色(10YR5/3)翔粒砂～細礫

(SKO2)

15:褐色(10YR4/4)シルト質細粒砂(SKO2)

16:シルト偽礫多く含 む灰エ11位(2.5Y7/2)羽1粒砂～細礫(SKO2)

17:シルト偽礫含む箱灰ヱ11色(2.5Y4/1)相粒砂～細礫、スし底付近

は羽L粒質シルト(SKO2)

18:灰黄色(2.5Y7/2)粗粒砂～細礫(SKO2)

19:シルト偽礫含むにぶい黄褐色(10YR5/4)粗粒砂～細礫(SKO2)

20:黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂～細礫(SKO2)

21:にぶい黄色(2.5Y6/3)細粒砂(SKO2)

図4 南壁地層断面図
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ii )遺構と遺物(図5・6、図版)

第4層上面では第3層を埋土とする東への落込みSXO1を検出した。

SXOI  東へと下がる落込みで検出面からの深さは0.7mである。埋 土は段丘層に由来するシルト偽

礫および粗粒砂～細礫を主体とする。敷 地東部ではTP+ll.3mで第4層が確認されることからこの

落込みは東の龍造寺谷へと急激に下がる斜面の一部と考えられる。ただし、第 4層上面は削平され西

部では比較的平坦であることから、第 4層を一旦雛壇状に造成したと推測できる。少量の瓦片が出土

した。造成の時期は先述したように1598(慶長3)年の可能性が高い。

第3層上面の遺構としては土WSKO2・03がある。ただし、第3層の掘削中まで遺構の存在を認識

することができなかったため、断面の観察および第3層掘削時の埋土の違いから本来の遺構面・規模

を復元した。

SKO2  直径4.5mの平面形が不整な円形の土壇で、深 さは1.8m以上ある。埋土は段丘層に由来する

シルト偽礫および粗粒砂～細礫が主体で、人為的に埋め立てられたものであるが、部分的に休止面が

認められる。瓦片のほか土師器・丹波焼・肥前陶器片が出土した。1は土師器皿である。2は肥前陶

器碗である。4は内面に鉄絵を施した肥前陶器皿である。3は丹波焼捕鉢である。これらの遺物は豊

臣後期に位置づけられる。

SKO3  一部を確認したのみであるが、東 西1.4m以上、深 さ1.Om以上の土塘である。埋 土は段丘層

に由来するシルト偽礫および粗粒砂～細礫が主体で、人為的に埋め立てられたものである。遺物は出

土しなかった。

Y-44,220 1 Y-44,2151

SKO3

SEO4

SXOI

SKO2   ,ノ

遺構平面図

X-146,470
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図6 出土遺物実測図

SKO2( 1～4)、SEO4( 5・6)

第2層上面の遺構には井戸SEO4がある。

SEO4  直径2.6m,深さは1.4m以上ある。中央やや南寄りで直径1.2mの井戸側痕跡と見 られる埋

土の違いが認められたことから井戸と判断した。埋 土はともに人為的に埋め立てられたものである。

瓦片のほか土師器・肥前陶器片が出土した。5は土師器皿、6は内面に鉄絵を施した肥前陶器向付で

あるが、第2層より新 しいことから遺構の時期は徳川期以降と考えられる。

3)まとめ

今回の調査では、龍 造寺谷への斜面と推定できる落込みと豊臣後期の可能性がある整地層を確認す

ることができた。周辺の自然地形の復元とその改変過程を探るうえでの貴重な資料となったといえよ

う。古代から近世の土地利用については調査面積が小さいこともあり不明であるが、さらなる調査の

蓄積によって具体的な様相が明らかになることを期待したい。

参考文献

大阪市文化財協会1981a, 「第85次発掘調査概報」:『難波宮跡研究調査年報1975～1979.6』、pp.81-84

大阪市文化財協会1981b,「第117次発掘調査概報」:『難波宮跡研究調査年報1975～1979.6』、pp.io7- ios

大阪市文化財協会1981c,「宮域西辺部の調査略報」:『難波宮跡研究調査年報 1975～1979.6』、pp. 114-11 'i

大阪市文化財協会1981d, 「宮域西辺部の調査略報」:『難波宮跡研究調査年報1975～1979.6』、pp. 114-117

大阪市文化財協会2002、「難波宮跡の調査」:『大阪市埋蔵文化財発掘調査報告-1999・2000年度刊 、pp.43-61

大阪市教育委員会 ・大 阪文化財研究所2012、「難波宮跡・大坂城跡発掘調査(NWIO-5)報告書」:『大阪市内埋蔵文

化財包蔵地発掘調査報告書(2010)j、pp.ll7-124

大阪市教育委員会 ・大 阪文化財研究所2015、「中央区龍造寺町における建設工事に伴う難波宮跡・大坂城跡発掘調査

(NW13-6)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2013)』、pp.l71-124
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地層断面

(北から)

SEO4

(東から)

調査区全景

(西から)



中央区玉造二丁目15-5 6における建設工事に伴う

大坂城跡発掘調査(OS16-3)報告書
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調査 個 所 大阪市中央区玉造2丁目15-5・6

調査 面 積 49n1

調査 期 間 平成28年10月24日～10月26日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は豊臣秀吉が建設した大坂城の東南部

にあたる惣構に位置している(図1)。周辺で行

われた調査では、東約150mのOS89-146次調

査で、西へ大きく落込む豊臣期の傾斜面が発見

され、惣構南堀の東端にあたることが判明して

いる[大阪市文化財協会2002] .,,

調査地で大阪市教育委員会が行った試掘調査

によって、地 表下約2.6m以下の深さで本格的な

発掘調査を必要とする近世の遺構面および遺物 図1 調査 地位 置 図

包含層が検出されたことから、発掘調査を行う

こととなった。調査は比較的遺跡の残存状況が

良いと思われる敷地の北部で、東西7mX南北

7 m,計49n1の調査区を設定した(図2)。地表

下約2.6m程度まで重機で掘削し、以 下を人力で

掘削しつつ調査を行う予定であった。 しかし現

場は湧水が著しく、調 査の3日目には壁面に亀

裂が入り、崩落が予想される危険な状態に陥っ

たため、調 査の終了を待たず、速やかに埋め戻

すこととなった。調査期間は平成28年10月24日

～10月26日である。                  長  堀  エ

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区

図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成するこ        12 ffliE位W[l
とにより得た世界測地系座標に基づき、座 標北

を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)

を用いてTP+○mと表記した。

1:500

第2a層

第2b層

第2c層

第2d層

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の地表面は標高5,2mである。層序は大

きく第1～4層に分類され、第2・4層はそれ

ぞれ細分可能であった。 図 3 地層 と遺 構 の関 係 図

第2e層

第2f層
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N

第1層

1

l

I

I

I

l

l

/ ' -i P+b.0m

十4.0m

I

第3層

第4a層/

第4b層～ハ～  1。

第2a層

第2b層

第2e層

+3.0m

十2,○m

:現代の攪乱層

:浅黄色(2.5Y7/3)シルト混 り粗砂

にぶい黄色(2.5Y6/4)シルト、灰色(5Y6/1)砂・礫混りシルトなどの偽礫からなる

:灰色(5Y5/1)礫・砂混りシルト、灰白色(5Y7/1)シルトなどの偽礫からなる

:黄灰色(2.5Y5/1)シルト、灰色(5Y6/1)砂混りシルトなどの偽礫からなる

:灰色(N6/1)シルト混 り粗砂、灰色(N7/1)シルトなどの偽礫からなる

:青灰色(105/1)シルト混 り粗砂、灰色(5Y6/1)砂混りシルトなどの偽礫からなる

オリーブ黒色(5Y3/2)砂混り粘土(草の根、木質など植物遺体多く含む))

:灰色(5Y5/1)砂混り粘質シルト

黄灰色(2.5Y4/1)砂混り粘土

1:50

2m

図 4 東 壁地 層 断 面 図

第1層:現代の攪乱層で、地表下1.6～2.2mにおよぶ。

第2層 :後述する第3層の落込み(SXO1)の埋土とその上層を一括して第2層とする(註1)。第2a

～2f層に細分できたが、第2a層以外はいずれもさまざまな偽礫からなる人為的な埋め土または盛土で、

第2a層もその可能性が高い。各層の主体的な偽礫は、第2b層がにぶい黄色シルト、第2c層が灰色礫・

砂混りシルト、第2d層が黄灰色シルト、第2e層が灰色シルト混 り粗粒砂、第2f層が青灰色シルト混 り

粗粒砂である。第 2層は検出範囲で厚さが計1.5mであるが、湧水のためTP+2.0m以下の深さは不明

である。このうち第2f・2e層はSXO1の埋め土であり、第2d層もその可能性があるが、第2c以上につ

いては第3層との上下関係が不明なので、SXOIを埋めたのちの盛土である可能性もある。特 に、粗

粒砂に顕著な偽礫を含まない第2a層は江戸時代によくみ られる盛土層である。第2c～第2a層のいず

れかより17世紀頃の陶磁器や土師器が出土しているが、細片であり、年代の特定は難しい。

第3層 :植物遺体を多く含 む厚さ数cmのオリーブ黒色砂混り粘土の古土壌である。北から南へ大き

く落込むSXOIの傾斜面に形成されており、その傾斜は約60度である。

第4層 :第3層より古い層準である。第4a層は残存層厚約0.4mの灰色砂混り粘質シルト、第4b層

は厚さ0.4m以上の黄灰色砂混り粘土で、いずれも清水谷に堆積した沖積層である。第4b層から土師

器皿の細片が出土しているが、やはり年代の特定は困難である。

11遺構と遺物

落込みS×01 TP+l.9m以下に堆積していた第4a層の上面で検出されたSXO1は、急傾斜で北から

南へ落込んでいた。深 さは確認できていない。その埋土は前項で述べたように、人為的に埋められた

ことが明らかであった。年代を特定できるような遺物は出土していないが、傾 斜面には暗色化した粘

- 316 -



Y-43,076 Y-43,074 Y-43,072 Y-43,070

Xil46,904

X-146,906

2m

1:50

図5 第4a層上面平面図

土層がみられ、草 などの植物根も遺存していたことから、 この斜面の上面で土壌化が進んだことが窺

われた。

3)まとめ

今回の調査で検出されたSX01は年代不詳であるが、先 述のOS89-146次調査地が惣構南堀の東端

であること、 また調査地の北隣は開析谷「清水谷」の北斜面にあたっていることなどから、 この落込み

が惣構南堀の北辺にあたる可能性は小さくない。惣構の完成を示す史料はないが、建設工事は文禄3

(1594)年に始まったから、慶 長19(1614)年の冬ノ陣まで最大20年、短かくとも15年ほどはこの堀が

維持されたとみられる。SXOIの上面(傾斜面)で土壌化の進行がみられたことは、 この斜面が一定の

期間、地表面であったことを示唆しており、 こうした可能性の傍証となりうる。
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惣構の南堀は、 最近のOS14- 1次[大阪文化財研究所20141・OS15- 6次 [大阪文化財研究所

2015]の調査地点で発見が予想されたが、検出できておらず、堀 の南辺はこれらの調査地の北側にあ

るとみられる。このうちOS15- 6次調査では近世初頭の盛土層が発見されており、惣 構南堀の南辺

に設けられた土塁に関わる可能性が指摘されている。

仮に今回発見したSXOIを堀の北辺とした場合、その堀幅は最大で50mほどとなる。堀が水堀とし

て機能するためには、大阪湾最低潮位(TP - 1.3m)より深かったと仮定すれば、第4a層上面(TP+l.9m)

から約3.2m以上とみられ、実 際の深さは4～6mといったところであろう。

引き続き、 この地域での発掘調査を継続し、新 たな発見につながることを期待したい。

参考文献

大阪市文化財協会2002、

大阪文化財研究所2014、

大阪文化財研究所2015、

告書』

「玉造地区の調査」:『大坂城跡Ⅵ』、pp.205-218

『天王寺区玉造本町における建設工事に伴う大坂城跡発掘調査(OS14-1)報告書』

『天王寺区空堀町1-17・1-18における建設工事に伴う大坂城跡発掘調査(OS15- 6)報
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調査区全景(西から) 矢印は第3層、その右側が第2層、左側が第4層

西壁地層断面(部分、南西から) 矢印は第3層



中央区森ノ宮中央二丁目4-14における建設工事に伴う

大坂城跡発掘調査(OS16- 4)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

中央区森ノ宮中央2丁目4-14

49 m"

平成28年11月2日～11月9日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、上 町台地北部の東縁付近に当り、東 に向かって台地東斜面を下刻する複数の谷・支谷に

よって複雑な地形が形成されている。本調査地の北東150m付近のMR13-1次調査地と、東100mの

MR13-2次調査地の間に、北 西から南東に向かう埋没谷が見つかっており、「森ノ宮谷」と呼ばれて

いる[大阪市教育委員会 ・大 阪文化財研究所2015 a・b1 (図1)。 この谷の谷頭は本調査地の北西

170m付近で行われたNWIO-4次調査地の北西部辺りと見られている[大阪文化財研究所2012]。一

方、同じNWIO-4次調査地の南部では、玉造方面に延びる別の埋没谷の谷頭が見つかっており、本

調査地の南東に接するOS89-89次調査地の北部をかすめて玉造小学校へ続く「玉造谷」と呼ばれてい

る[大阪市文化財協会20041o

このような複雑な地形に立地しながらも、調査地周辺は古代難波宮の東方官街の東側に接し、中世

では法安寺や本願寺などの寺域との関連が検討され[大阪文化財研究所2012]、 また近世では豊臣期

大坂城の東南部にあって三ノ丸造成との関係が注目される[松尾信裕2005]重要な地域である。

本調査地では、大 阪市教育委員会による試掘の結果、地表下約0.9mの深さで徳川期の遺構面および

遺物包含層が検出されたため、本 格的な発掘調査を行うこととなった。調査は平成28年11月2日に開

始した。調査区は東西7mx南北7mで設定し、約0.9mの深さまで重機により掘削した。それ以下は

遺構・遺物の検出と写真・図面による記録をとりながら調査を進め、11月9日に資材・機材を撤収し

て現地における作業を終了した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

③      邑9

図1 調査地位置図

Y-43,180 Y-43,160

1:600

X-146,340

X-146,360

20m

図2 調査区配置図
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重機掘削

現代整地層

k3、、一一, 2 今、、一,ノSKOIほか

SK403ほか

現代作土層▼調査面①   2)調査の結果

第1層
▼調査 面②   i)層序(図3・4)

0   sK201 1t 6-   第2a層      調査地はおよそTP+l5.lm程度の平坦面であ

第2b層,」 .  るが、周辺地形は北西から南東へ緩やかに低く

第3層Y fflff(4   イ頃斜している。

第 4層       調査区は南北に延びる攪乱によって東西を壊
されていたが、 壁面の一部で地層を確認でき、

図3 地層と遺構の関係図       北壁・西壁の観察から本調査地の層序を記す。

地層は現代の整地層およびその直前の現代作土層を除き、 4層に大別された。

第1層:灰オリーブ色(5Y5/3)シルト質細粒砂ないしオリーブ褐色(2.5Y 4/3)含細礫シルト質中粒砂

を主体とする層厚15cm以内の作土層である。18世紀前葉の遺物が出土しており、また、本 層上而で18

世紀中葉以降の遺構を検出した(図3 :調査面①、00番台)。

第2層 :西壁で上下2層に細分され第2a・b層としたが、北 壁では東西の岩相で粒径の違いがあった

もののa・b層の細分はできなかった。本 層上面で遺構を検出した(図3 :調査面②、200番台)。本 層

からは徳川期の遺物が出土した。本 層内の遺構は第3層上面で検出し(図3 :調査面③、300番台)、

徳川期に属するものである。

第2a層:暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫混りシルト質中粒砂ないし暗灰黄色(2.5Y5/2)含礫、シルト質細

粒砂を主体とする層厚20cm程度の古土壌である。

第2b層:暗灰黄色(2.5Y 4/2)・オリーブ色(5Y5/4)細礫混りシルト質中粒砂ないし灰オリーブ色

(5Y5/2)含礫、シルト質細粒砂を主体とする層厚20cm程度の古土壌である。

第3層 :黄灰色(2.5Y6/1)含細礫、シルト質絹粒砂ないしオリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫混りシルト質

細粒砂を主体とする層厚15cmの古土壌である。本層からは豊臣後期の遺物が出土した。本層内の遺構

は第4層上面で検出した(図3 :調査面④、400番台)。

第4層 :上部は灰黄色(2.5Y7 /2)細粒砂ないし黄灰色(2.5Y6/1)シルト質極細粒砂で、下 部は浅黄色

(2.5Y7 /3)極細粒～中粒砂で上方細粒化している。締 りは悪いが、段 丘構成層と判断する。本 層上面

で遺構を検出した。

ii )遺構と遺物(図5～9、図版)

本調査で確認された遺構は豊臣期～徳川期のものである。以下、古 い順に記述する。

a.豊臣期の遺構と遺物

第4層上面および第3層内遺構(図5 :調査面④)

西壁で確認すると、第 4層上面で検出した遺構には、第 3層内と第4層上面の2種類あるが、平面

の検出作業では区別できていない。見つかった遺構は北部および中部に東西方向の溝があり、その他

は小規模な土壇である。以下に主な遺構を記述する。
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SD401・402・404は調査区北部にあり、底がほぼ同じ高さで一連の遺構である可能性もある。幅は0.5

～0.8mであるが、SD402の東側は狭くなっている。SD411は調査区中央部にあり、幅 0.35m,深さ

0.05mほどの溝である。SD402から土師器皿・瓦片が、SD411からは備前焼壺、瓦片が出土している。

SK403は調査区北部にあり、東 西1.l5m,南北0.9m以上、深 さO.lmの土塘である。埋 土の中部に

水潰きシルト層があり、開口していた機能時に堆積していたものであろう。瓦片が出土している。

SK406は調査区中央付近で攪乱により大 きく壊 されているため、規 模ははっきりしない。深 さは

0.2m以上である。SK406から出土した遺物には土師器皿1、中国産白磁小碗2、中国産青花輪花皿4

などがある。このうち、 2はSK409で、 4はSK412で同一個体の破片が出土しており、同時期に開口

していた遺構に廃棄されたものと考えられる。これらは豊臣後期の遺物である。

SK409はSK406の東に0.45mの位置にあり、東 西1.Om,南北0.6m,深さ0.2mである。埋土上部は

{北壁1

SD404      SK403

:黄褐色(25Y5/3)含細礫・漆喰偽礫、細粒砂(現代作土)
:黒褐色(10YR3/1)シルト質細粒砂(現代作土)
:灰オリーブ色(5Y5/3)シルト質細粒砂(第1層:作土)
:オリーブ褐色(2.5Y4/3)含細礫シルト質中粒砂(第1層:作
土)
:灰オリーブ色(5Y5/3)細礫質細粒砂(第2層内遺構埋土)
:暗灰黄色(25Y4/2)細礫混りシルト質細粒砂(SD302＿里土)
:オリープ褐色(25Y4/3)細礫混りシルト質細粒砂(SD301埋

SD401

1:50

l

2m

土)

8:暗灰黄色(25Y4/2)細礫混り細粒砂質シルト(第2層:土壌)
9:暗灰黄色(25Y4/2)細礫混りシルト質細粒砂(第2層:土壌)
10:黄灰色(25Y6/1)含細礫、シルト質細粒砂(第3層:土壌)
11:にぶい黄橙色(10YR6/3)含シルト偽礫、細粒砂質シルト(第

3層:層内遺構埋土)
12:灰黄色(2.5Y7/2)細粒砂(第4層)

+1 4.0m

十13.0m

【西壁】

第1層

第2層
6

-9 -

I

I

I

l

-H4.0m

1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)含炭、シルト質細粒砂(第1層:作
土)

2:暗灰黄色(25Y5/2)細礫混りシルト質中粒砂(第2a層:土
壌)

3:オリーブ色(5Y5/4)細礫混りシルト質中粒砂(第2b層:土
壌)

4:オリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫混りシルト質細粒砂(第3層)
5:にぶい黄褐色(10YR5/4)含シルト偽礫、細粒砂(第4層上
面遺構埋土)

2m

1:50 -H3.0m

6:灰オリーブ色(5Y5/2)含炭、シルト質細粒砂(第1層:作土)
7:暗灰黄色(2.5Y5/2)含礫、シルト質細粒砂(第2a層:土壌)
8:灰才リーブ色(5Y5/2)含礫、シルト質細粒砂(第2b層:土
壌)

9:暗灰黄色(2.5Y5/2)含極細粒砂偽礫、細粒砂質シルト(第3
層:層内遺構埋土)

10:黄灰色(2.5Y6/1)シルト質極細粒砂(第4層)
11:浅黄色(2.5Y7/3)極細粒～中粒砂(第4層)

図4 調査 区地層断面図

一 323 -



灰黄色(2.5Y6/2)細粒砂、下部は灰色(5Y 4/1)含炭、シルト質細粒砂で、水 漬きの痕跡はない。出土

遺物には白磁碗2のほか土師器皿、中国産青花小杯片などがあるが、図化していない。

SK412は調査区南部にあり、長 さl.2m,幅0.75m,深さ0.2mである。出土遺物には中国産青花輪

花皿4のほか土師器皿、瀬 戸美濃焼碗、瓦片などがある。

SK418は調査区南端にあり、長 さl.05m以上、幅0.95m,深さ0.25mである。埋 土下部は小さな焼

土粒を含む水漬きの機能時堆積層で、上部は偽礫を含む埋められた土である。中国産青花皿片3、瓦片・

焼け壁片などが出土した。

以上の出土遺物から、 これらの遺構が豊臣後期のものと考えられる。瓦片や焼け壁が出土している

ため、周囲に瓦葺建物があったと考えられるが、大 坂ノ陣で被災したという確実な証拠はない。

これらのほか、第3層から出土した遺物に土師器皿5、中国産青花香炉6などがあり、これらも豊

臣後期に属するものである。

b.徳川期の遺構と遺物

-ゞ43,へ68\                              Y-43,1ら6\

X-146,3"

SD402SK403

SK405

SP408

SK409

SK406

SP416

◎ SP417   OSP410
x-146i346

SK412

SP414

SP413

SK418

N

2m

1:50

SK409

TP+14.0m

+1 3.8m

1

2

3

:灰黄色(2.5Y6/2)細粒砂
:灰色(5Y 4/1)含炭、シルト質細粒砂
:灰色(10Y5/1)細粒砂(第4層)

SK418

十1 3.8m

1:灰色(5Y6/1)含灰白色細粒砂偽礫、細粒砂(埋めた土)
2:にぶい黄色(2.5Y6/3)含炭・焼土粒・極細粒砂ラミナ、
細粒砂質シルト(機能時堆積層)

3:オリーブ位(5Y5/4)細粒砂(弟41・1'・1り
4:灰黄色(2.5Y7/2)細粒砂(第4層)

50cm

1:20

図5 第4層上面および第3層内遺構平面・断面図(調査面④)
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第2層内遺構(図6 :調査面③)

本層準の遺構は第3層上面で検出した。SD301・302のほかSK303・304などがある。

SD301・302は並行する2条 の溝で、途 中で両者をつなぐ部分があり、同 時に存在していたもので

ある。幅0.4m以下、深さ0.3m以下で、南の方が低くなっている。埋土に水漬きの痕跡は確認できないが、

何らかの区画などに関係するものであろうか。土 師器皿片、備 前焼尭片、瓦 片などが出土 しているが、

細片で図化していない。層準からは徳川期の遺構になる。

SK303は南北1.l5m, 東西0.7m, 深さ0.2m以下で、埋 土は細粒砂の偽礫を多 く含 む埋められた土

である。出土遺物は火入れの可能性のある土師器片、瓦 片などであるが図化していない。SK304はよ

り浅 く、出土遺物も瓦片のみである。なお、第 2層からは17世紀後葉の肥前磁器染付碗7が出土した。

これ らの遺構の時期も、お よそその頃と考 えられる。

第2層上面遺構(図7 :調査面②)

SK201 - 202は調査区の中央部で見つかった。SK201は南北1.Om,東西1.3m,深さ0.l5mで、埋 土

Y-43,jら8\\

SK303

z＿-j4613a"

SK304

2m

1:50

SD301             SD302

W TP-H 4.2m

:灰黄褐色(10YR5/2)細礫混りシルト質中粒砂
:暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫混りシルト質中粒砂

十14.0m

SD301・302
E

- ":2- .・ '一 1 -
:暗灰黄色(2.5Y5/2)含炭、シルト質細粒砂
:灰オリーブ色(5Y5/2)含炭、細粒砂

TP+14.○m

TP+14.0m

:灰黄色(2.5Y6/2)シルト質中粒砂
:浅黄色(2.5Y7/3)細粒砂偽礫

SK304

1:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質粗粒～極粗粒砂

TP+14.0m

50cm

1:20

図6 第2層内遺構平面・断面図(調査面③)
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はオリーブ褐色ないしオリーブ灰色細礫混りシルト質粗粒～中粒砂である。SK202は南北1.6m,東西

0.6m,深さO.lmで、埋 土はオリーブ褐色細礫混りシルト質粗粒～中粒砂である。出土遺物はSK201

から肥前磁器染付皿、SK202から土師器、肥前陶器などの細片が出土した。これらの遺構は、層準か

ら17世紀末～18世紀初頭頃に位置付けることができる。

第1層上面遺構(図8 :調査面①)

土塘や小穴、埋桶などの遺構が見つかった。土塘はSKO5や08のように開口していた痕跡が見られず、

一度に埋められたゴミ捨て穴などの用途が考えられる。これらの時期は18世紀前葉から末である。

SKO5は調査区北部にあり、南 北0.9m以上、深 さ0.6mである。埋 土の上・中部は暗灰黄色細礫混り

シルト質細粒砂や灰黄色シルト質細粒砂で、下 部は細粒砂の偽礫を多量に含む加工時形成層である。

瓦片や漆喰片が出土した。

南に接するSKO6は埋桶で、便所に使用されたものであろう。直径0.6mの掘形に直径0.45mの桶を

埋めていた。桶 は底板があり、基 底の褐灰色シルトは開口時に堆積したものである。土 師器皿、丹 波

SK201

、一価 ,344

SK201

W                                       E

lユ                                                TP+14.2m

".O-  ゚ )゚ .Tべ 丁 ?゙1。・丁。ジ ー ノ'

1 :オリーブ褐色(2.5Y4/3)細礫混りシルト質粗粒～中粒砂

2:オリーブ灰色(2.5GY6/1)細礫混りシルト質粗粒～中粒砂

SK202

TP-H4.2m

十14.0m

1:オリーブ褐色(2.5Y4/3)細礫混りシルト質粗粒～中粒砂

メー146.348

50印

1:20

第2層上面遺構平面・断面図(調査面②)

1:50
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SKO7

SKO2・O3 CSP17

QV

SKO8

SPIO

,-43,i70\ Y-43,168\ 一ゞ範1舖\ Y-43,164\

2m

1:50

SKO5 SKO6

TP-H44m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫混りシルト質細粒砂(SKO5埋土)         1
:灰黄色(2.5Y6/2)シルト質細粒砂(SKO5埋土)              2
:灰黄色(2.5Y7/2)含細粒砂偽礫シルト質細粒砂((SKO5埋土:加工時形成層) 3
:黒褐色(2.5Y3/2)粗粒砂(SKO6埋土)                  4
:暗灰黄色(2、5Y4.5/2)含漆喰偽礫、シルト(SKO6埋土)           5
:褐灰色(10YR4/1)シルト(SKO6埋土:機能時堆積層)
:材(SKO6:腐植した桶)
:灰色(5Y6/1)細粒砂(SKO6:掘形埋土)
:灰色(5Y5/1)細粒砂(第4層)

SKO8

TP-H4.4m

十1 4.0m

角柱    杭

SK12

:暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫混りシルト質細粒砂(SKO8埋土)
:灰色(5Y5/1)シルト質細粒砂(SKO8埋土)
:暗灰黄色(2.5Y5/2)細礫混りシルト質細粒砂(SK12;!里土)
:灰色(7.5Y5/1)シルト質細粒砂(SKI云里土)
:灰色(5Y5/1)細粒砂(第4層)

50の

1:20

図8 第1層上面遺構平面・断面図(調査面①)
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焼亮、肥前磁器染付碗・皿などが出土したが図化していない。18世紀末の遺構である。

SK02・03は当初2基の土塘と見たが断面の観察から1基と判明した。南北1.2rn,東西0.8m,深さ

0.2mである。埋土は暗灰黄色細礫混りシルト質細粒～中粒砂で、開口していた痕跡はない。肥前陶器

皿・碗 ・碗 ないし鉢8・壺片、肥 前磁器染付碗・鉢 9などが出土した。8は幅広の畳付を削って2重

の高台を作り出し、高台の上はヘラ彫による数条の線を交差させている。体部に絵の一部が見られる。

SK08は調査区中央にあり、南 北1.8m,東酉0.9m以上、深 さ0.4mである。埋 土は暗灰黄色細礫混

リシルト質細粒砂ないし灰色シルト質細粒砂で、開口していた痕跡はない。基底に接して太さ7 cmの

角柱が据えられていたが、土塘上端に達せず用途は不明である。土 師器皿、肥前磁器(香炉か)、中国

産青花小杯などが出土したが図化していない。

3)まとめ

以下に、本 調査の成果をまとめる。

・本調査地では近世の遺構が見つかった。

・古いものは豊臣後期に遡り、大 坂ノ陣に関係する被災の痕跡は確認できなかったが、瓦片が各遺構

から出土していることや、中国産磁器が比較的多く出土していることなどを勘案すると、武 家地の一

10cm

図9 出土遺物実測図

SK406( 1・2・4)、SK409(2)、SK412(4)、SK418( 3 )、SK02・03(8・9)、第 3層(5・6)、第 2層(7)
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角であった可能性が考えられよう。

・徳 川期 の遺構は17世紀後葉か ら18世紀代 まで あるが 、多 くは廃棄土塘で建物は検 出で きなか った。

.これ まで の付 近 の調査 では酒造業の作 業場 や骨細工 の廃 棄土塘 など製造業 に関連する資 料 が見つ

かってお り、調 査 区内では検 出され なか ったが、引 き続 き一 帯の調査では注 意を要する。
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調査区西壁地層断面

(東から)

第4層上面および

第3層内遺構掘削状況

(北東から)

第2層内遺構掘削状況

(南東から)



中央区玉造二丁目10-2における建設工事に伴う

大坂城跡発掘調査(OS16-5)報告書
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調査 個 所 中央区玉造二丁目10-2

調査 面 積 49箱

調査 期 間 平成28年11月10日～11月16日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

調査地点は豊臣氏大坂城惣構の東南部に当る。旧地形復元によれば、「玉造谷」がちょうど調査地の

ある街区を北西から南東へ横切っている[大阪文化財研究所・大阪歴史博物館2014] o 近隣では、南約

50mのOS88-12次や南東約130mのNW103次が本調査と類似した立地にある。玉造谷の影響を受け

て段丘構成層上面が深く、OS88-12次調査ではTP+約3.9m以下に豊臣期の作土層があり、その下位

は作土層で須恵器や土師器が出土し、TP+2.1～2.4mに古墳時代の包含層があった[大阪市教育委員会・

大阪市文化財協会19901。最近の調査では、南約160mのOS16- 3次で惣構南堀の北辺と推定される

落込みの肩を発見し、その位置や幅の確定に対して大きな成果があった[大阪文化財研究所2017]。

本調査は、大 阪市教育委員会の試掘で中世以前の遺構面等が検出されたことを受け、南北7m×東

西7mの範囲で実施した。地表下約1.1mの第2層上面までを重機で掘削し、第 3層以下は第2層上而

の深 い遺構 を避 けて南 約 3分 の 2に 縮 め、地 表下約2.6mまで を平 面 的 に調 査 した。基 準 点 はM ageⅡaI1

社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高

はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

現地表の標高はTP+約6.3mで、地表から約0.8mは近・現代の地層である。それより下の地層に層

名を付した。

第1層:浅黄色(2.5Y7 /3)シルト質中粒～極粗粒砂層の上部と、褐灰色(10YR5/1)シルト質粗粒砂

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図

1:500
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近・現代の地層

の薄層が重なる下部から成る盛土である。下端に

焼土がある。層厚は20～35cmである。

第2層 : 第2a～2c層から成る盛土で、 層厚

は65～80cmである。東 へ厚くなっていく。第 2a

層は黄褐色(2.5Y5/6)シルト偽礫層や暗灰黄色

(2.5Y 4/2)粗粒砂質シルト層で、層厚10～20cmで

ある。上 面は遺構面でSK202・205、SE201等が

ある。第2b層はオリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒～粗

粒砂質シルト層で、層厚30～50cmである。第2c層

は黄褐色(2.5Y5/6)中粒砂質シルト層で、層厚10

～20cmである。第 2層は17世紀中葉頃と推定される。

第3層 : シルト偽礫混り灰オリーブ色(5Y5/3)中粒砂質シルト層の盛土で、層厚は25cm～50cmで

ある。上而は遺構而でSK303・SD304等があった。徳川初期の17世紀前半と推定される。

第4層 :灰色(7.5Y5/1)粘土～シルト偽礫や中砂質シルトの盛土で、最大層厚30cmである。本層上

第6層

SK205

図3 地層と遺構の関係図

TP+6,gm

+5.0m

+4.0m

南 壁

l

l

1:50

図4 酉・南壁地層断面図

I

l

/ TP+6.am

十5.0m

十4.0m
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部からは土師器皿2と中国産青花皿3が出土し、豊臣期と推定される(図8)。

第5層 :黒褐色(2.5Y3/1)粘土の水成層で、層厚15～20cmである。上面にSD501・502があった。

第5層以下は中世と推測する。

第6層:黄灰色(2.5Y5/1)中粒砂質粘土～シルトの水成層で、層厚は35cm以上である。第6層から

古墳時代の須恵器器台1が出土した(図8)。

ii )遺構と遺物

a.第5層上面(図5)

第5層上面でSD501・502を検出した。これらは西南西一東北東の方向で、玉造谷の延びと直交し

ている。SD501は北壁断面から幅1.5m以上と推定され、深さ0.20mである。第 4層で埋まることか

ら豊臣期まで機能していたと推定される。SD502は幅0.15～0.30m,深さ0.05mである。南壁断面の

窪みから、南に曲がっていた可能性がある。埋土は黒色(5Y2/1)粗粒砂質粘土である。

豊臣期の盛土と推定される第4層はTP+3.9～4.2mの間で、南約50mのOS88-12次調査の豊臣期

遺構面の高さと近似している。

b.第3層上面(図6～8)

第3層上面でSK301～303 - 305、SD304を検出した。SK302(深さO.lOm) - 305(深さ0.l3m)は浅

い窪みである。

東西方向の溝SD304は長さ3.3m以上、 幅0.40 ～0.60m, 深さ0.30 ～0.20mで、埋土は暗灰黄色

Y-43,1101 Y-43,1051

深 掘 り ト レ 〉 チ
X-146,745

5m

1:80

図5 第5層上面遺構平面図
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Y-43,105 Y-43,105

SK302.

SK303

SD304

SE201

SK204
)

SKOI

SK202

SK205

SKO2

SK206

5m

1:80

図6 第3層上面・第 2層上面等の遺構平面図

N

SK303 SD304

STP+5-am

1.暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト偽礫・粗粒砂

2:灰色(10Y5/1)粗粒砂質粘土、木質・ごみ入り

3,灰色(7.5Y5/1)粗粒砂質粘土

4:灰色(10Y5/1)粘土

5 暗灰黄色(2 5Y5/2)粘土・シルト偽礫

竹   板     竹

0            1           2m

SKO2

TP+5.0m

TP+4.5m

1:40

図7 SK303・SD304・SKO2断面図

(2.5Y5/2)粘土・シルトの偽礫である(図7)。SD304はSK303に切られている。SK303は東西1.05m,

南北1.OOm,深さ0.60mである。埋土に木質やごみが多く混 じるごみ穴である(図7)。SK303から土

師器皿5、瓦 質土器鉢4、肥 前陶器碗6、 中国産磁器7が出土した(図8)。7は嵜窯写しの中国産と

みられ、輪花につくられている。SK303は17世紀前半と推定される。SK301は深さ0.40mで、SK303

と同種のごみ穴であろう。

SD304とSK301・303の遺構配置から、東 西方向の敷地割であった可能性が高い。第 2層より上の

遺構の配置と形態、整 地の特徴などもこれと矛盾せず、地図にある東の道に間口を開く東西の敷地割

は、この段階にできていたと考えられる。

c.第2a層上面等(図6・7)

第2a層上面でSE201、SK202～206、SP207を検出した。SKO1-02はより上層の遺構で、SK205

もその可能性が高い。

SK202は東西1.3m以上、南北0.95m,深さ0.80mの長方形のごみ穴である。埋土は黒褐色(2.5Y3/1)

粗粒砂質粘土～シルトである。SK202は17世紀末～18世紀前半の遺構である。SK205は埋土に大量
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4～、' 慝
4 3

1:4

図8 出土遺物実測図

第6層(1)、第 4層上部(2・3)、SK303( 4～7)

の石材があり、石 造りの穴蔵の残骸の可能性が考え

られる。SK206は不定形の浅い窪み(深さ0.20m)、

SK202・203も同様に浅い。

SKO2は、平面長方形(1.25mx l.l5m)の掘形に肥

前陶器(?)大亮(残存部で直径87cm・高さ90cm以上)を

据えた遺構である。土 塘の底に直径0.80mの板を敷

き(写真1)、そ の上を厚さ約0.lmの漆喰で固め、漆

喰の上に尭を載せて胴部を埋めている。軟 弱な地盤

に対して沈下を防ぐ、堅固な埋尭遺構である。また、

尭の内側底にも漆喰を厚く塗っている。SKO2からは

直径6 cm・長さ4 cm前後の木製の栓が出土した        写真、 8え。2底。板(東,、,)

SK01は深さ0.85mあり、 ごみ穴の類である。SK○2は18世紀末～lfflR 半4f-'E5Kα14゙よそれよりや

や古い遺構である。

3)まとめ

狭小な調査であるが、玉 造谷内で近世から中世以前の地層と遺構面を段階的に追うことができた。

豊臣期の地層や遺構面は近隣の調査と高さが近似し、下位に古墳時代の遺物を含む地層が広がってい

る可能性がある。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1990,「加 美々明男氏による建設工事に伴う大坂城跡発掘調査(OS88-12)略

報」:『昭和63年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.57-67

大阪文化財研究所・大阪歴史博物館2014、『大阪上町台地の総合的研究』、pp.g -22

大阪文化財研究所2017、『中央区玉造二丁目15-5・6における建設工事に伴う大坂城跡発掘調査(OS16-3)報告書』
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第5層上面

遺構検出状況

(西から)

第3層上面

(北西から)

第2層上面等

(南から)



中央区谷町六丁目10他4筆における建設工事に伴う

大坂城跡発掘調査(OS16-6)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区谷町六丁目10他4筆

108爾

平成29年1月5日～1月17日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は豊臣氏大坂城惣構の西南部に当り、空堀商店街から北約150m,谷町筋から西約200mに位

置する(図1・2)。徳川期には46,000坪が瓦師寺島藤右衛門の請地となり、大規模な瓦生産が行われ

ていた地域である。旧地形の復元では、瓦 作りの土採り場を示すように、長堀通の北縁から谷町筋の

西縁にかけて地すべりによると推定される斜面が弧状に延びている[趙哲済2009]。調査地はその中央

部辺りになる。周辺では西約200mにOSO9-6次調査がある。OSO9- 6次調査では、18世紀前半の

東西塀と、生 業は特定できないが、多量の炭を投棄した18世紀後半～19世紀の土塘群があった[大阪

市教育委員会・大阪文化財研究所2011]。

本調査は、大 阪市教育委員会の試掘で近世以前の分厚い客土が検出されたことを受け、東 西12m×

南北9mの範囲で実施した。客土上面で遺構を調査した後は、重機を併用して約3mを掘り下げ、中

位段丘構成層までを観察して終了した。基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用

いた方位は世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高はT.p.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと

記した。

へ 一   も                       ⑥1
aOSO6- ; F干 147    '

146,880

査遠                      調査区         一一一一

図1 調査地位置図                 図2 調査区位置図

2)調査の結果

1)層序(図3 ・4)

現地表から0.5～lmは現代の盛土で、それ以下に層名を付した。

第0層:オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質中粒～粗粒砂層で、層厚は10～20cmである。近代の地層である。

第1層:厚い客土の上層で、第1a層と第1b層から成る。第1a層は黄褐色(10YR5/6)シルト質中粒～

- 341 -



現代盛土

\ SK105・ /

粗粒砂層で、層 厚は15～30cmである。第1b層は細礫混

り黄褐色(2.5Y5/4)～褐色(10YR4/4)シルト質粗粒～

極粗粒砂層を主に、一部に粘土偽礫層がある。西から東

に厚くなり、西 端で残存厚35cm,東端で層厚215Ⅶであ

る。東 や北から埋められた単位がある。第1a層上面で

SK112などの18世紀後葉以降の遺構を検出した。

第2層 :客土の中層である。明黄褐色(10YR6/8)シル

ト質粗粒～極粗粒砂層で、細礫・粘土偽礫が入る。層厚

は30～90cmである。上面は西から東に低くなる。第 2層か

ら肥前京焼風陶器平碗2が出土した(図7)。

第3層 :客土の下層である。 黄褐色(10YR5/8)シルト質粗粒～極粗粒砂層で細礫・粘土偽礫が入る

地層と、黄褐色(10YR5/6)粘土～シルト偽礫主体の地層から成る。層厚は55～85cm以上である。東

から埋められた単位がある。第 3層からは17世紀後半の肥前磁器染付碗1が出土した。

第4層:灰オリーブ色(5Y6/2)極細粒～細粒砂層とシルト層のラミナがあり、層厚は40cm以上である。

中位段丘構成層で、上 位にあったであろう粘土層はない。上面に掘削によるとみられる凹凸がある。

ii )遺構と遺物

第4層

図3 地層と遺構の関係図

第0層

第1a層

1TP+lO.Om第0層

南

≧

\
、、

東壁
第4層

第0層   第1a層

5m

1:80

図4 南壁・東壁地層断面図
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a.客土

第3・2層の上面は西から東へ低くなる。第3～1層の形成の間に休止面はなく、第 3層上面と第

2層上面を平面的に調査したが、遺構はなかった。また、第 4層と第3層の境に水成層はなく、第 4

層上面は加工時の凹凸を留めていた。第 4層が掘られ(削られ)た後、間隙をおかず第3層が客土され

ている。第 3・2層はほとんど遺物を含まないが、1・2の陶磁器からすると客土の形成は17世紀後

半～18世紀前半の間と推定される。これは、第1a層上面検出の遺構がすべて18世紀後葉以降であるこ

とと整合する。おそらく、17世紀後半～18世紀前半のどこかで、瓦生産等の土採りにより第4層が掘

られ(削られ)た後、その跡を第3～1層で一気に埋めるか盛土し、平坦地を造成したと推定される。

b.第1a層上面の遺構と遺物(図5～7)

SK112は調査区中央北にある半地下式の大型の竃で、地上部分は残っていない。ほぼ南北を向き、

作業場が付いている。掘形を含めた全長は3.3mである。竃部分は地面を掘り窪めた後、隙間を土で埋

めつつ石を積み、表面に土を貼っていた。壁は内傾し、熱で赤化していた。底はやや傾斜し、少 し掘

・・」   ・・・・・・{
y-44,4ω\

1:80

図5 第1a層上面遺構平面図
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SK105

SK105

TP+g.Clm

十8.0m

1:シルト偽礫・焼土混り黒褐色(7.5YR3/2)シルト質中粒砂

2:褐色(10YR4/6)シルト質中粒～粗粒砂

3:オリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質中粒～粗粒砂

4:細礫・シルト偽礫混り黄褐色(10YR5/6)シルト質中粒～粗粒砂

5:シルト偽礫混り黄褐色(10YR5/6)シルト質中粒～粗粒砂

SK112束西

1:暗褐色(10YR3/4)シルト 灰層

2:灰黄褐色(10YR4/2)炭混りシルト質中粒砂

3:シルト偽礫混り褐色(10YR4/4)シルト質粗粒砂

4:黒褐色(10YR3/2)シルト～粘土(水成)・粗粒砂

5:オリーブ褐色(2.5Y 4/4)粗粒砂

SK112南北

1:暗褐色(10YR3/4)シルト～粘土偽礫・

粗粒砂質シルト

2:黒褐色(2.5Y3/2)粘土～シルト(水成)・

黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂

3:暗灰黄色(2.5Y 4/2)～灰黄褐色(10YR4/2)

シルト質粗粒砂、杭

4:にぶい黄褐色(10YR5/4)シルト質粗粒砂

図 6 SK105断 面 図 ・SK 112平 面 ・断 面 図

り窪めて焚口から「コ」の字状に石を組んでいる。竃 の直径は底部内法でl.30m,残存高0.7mである。

「コ」の字状石組は、内法で長さl.l8rn,幅0.30～0.37mで、奥 に少し広がっている。壁体構築の石材

は花崗岩の石柱片などの転用材を含み、 とくに加工していない。底の石組は、直 方体や板状の整斉な

石材を使用している。

焚口部の細長い框石を挟んで南に作業場がある。地面を掘り窪めた後、杭 で板を止めて壁としてい

る。平面形は焚口から南へ台形状に広がり、南 東側に階段状の降り口がある。作業場は南北1.40m,

南端で幅1.35m (板の内法、降 り口を入れて2.25m)、残存高0.75mである。

SK112からは3～10が出土した。3～8は肥前磁器で、白磁紅皿3、染付の碗4・5、筒形碗6、蓋7、

皿8がある。9・10は関西系陶器で、灯 明受皿9と口縁部外面に緑色釉を施した碗10がある。これら

からSK112は18世紀後葉と推定される。SK112と同様の半地下式で作業場付きの大型竃は数が少な

く、業 務用と考えられる。大坂城跡の調査では、井戸との位置関係や絵画資料との対比から、酒 造に

関係したと推定した18世紀の例がある[大阪市文化財協会2002]。

以下は主な遺構について報告する。SK112西のSK105は南北2.50m以上、東 西1.60m,深さl.85m
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10

1:4(1～20)

20cm   0   2cm

1:2(21)

図7 出土遺物実測図

第3層(1)、第2層(2)、SK112(3～10)、SK101(11～20)、SK103(21)
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O

の深い土塘である(埋土は図6参照)。ごみ穴

の類で、19世紀中葉頃であろう。東 北隅の

SK101は南北1.55m以上、東 西1.20m, 深さ

0.75mである。埋土は灰黄色(10YR4/2)シル

ト質中粒砂層で、漆 喰が入る。SKIOIからは

11～20が出土した。12は産地不明の焼締陶器

捕鉢で、13～18は肥前磁器である。染付の碗

13、広東碗14～16、筒形碗17があり、14は焼

継ぎしている。18は染付の碗蓋である。11・        写真1 旧建物使用タイル

19は関西系陶器で、11はイッチンで花の文様を施す碗、19はモミジ形の皿である。20の硯は表面に墨

が残り、裏面に刻字があるが判読できない。これらからSKIOIは18世紀末～19世紀前葉と推定される。

この他にSK103出土の塔のミニチュア土製品21を図示した。

また、調査地には小玉湯という戦前の洋風建築の銭湯があった。写真1は発掘中に採集したもので、

銭湯の壁等の化粧に使用されていたタイルである。白地に呉須で窓状の装飾内に五七の桐を表現する

ものが多く、一辺約24cmである。また全体は不明だが、写真右は別のタイプの装飾文様を持つもので

ある。

20cm

3)まとめ

本調査地の厚さ3mに及ぶ客土は瓦づくりの土採りなどに関連すると推定され、作業場付きの大型

竃は、何らかの産業に関連するものである。当地域から南の瓦屋町遺跡にかけての東横堀・長堀沿いは、

都市縁辺の各種手工業が集積している証拠が見つかりつつあり、一大産業都市であった近世大坂の様

相を明らかにしうる多くの遺構・遺物の調査が待たれている場所である。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2011、「中央区谷町六丁目における建設工事に伴う大坂城跡発掘調査(osog-6)

報告書」、『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2009)』、pp.75-87

大阪市文化財協会2002、『大坂城跡』Ⅵ、pp.205-218

趙哲済2009、「第Ⅲ章第1節 上町台地北部の崩壊性地すべりとその年代について」:『瓦屋町遺跡発掘調査報告』大

阪文化財研究所、pp.59-61
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第3層上面(南東から)

南壁断面(北から)

SK112(北から)



平成28年度特別史跡大坂城跡石垣修理事業にかかる

発掘調査業務(OS16-7)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区大阪城公園 本丸地区

約28.5 m

平成29年3月6日～3月17日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は特別史跡大坂城跡の本丸地区に位置し、天守台西面石垣に接して設けられた小枡形の南側

石垣に当る(図1)。小枡形は山里丸から山里口門、姫 門を経て蛇行しながら本丸に至る経路の最後に

当るもので、北方から本丸に入る唯一の入口に設けられている。小枡形は、天 守台西面石垣とそこか

ら西へ派生する小石垣、そこから北へ約5m隔てて配された東西方向の石垣(姫門内枡形の南面石垣)

によってなる。2基の東西石垣は約5mの間隔で雁行して配されている。北 の石垣の東端、南の石垣

の西端にそれぞれ設けられた櫓の上には、東 に開く埋門がかつて建てられていて、門を挟む石垣上の

外縁には塀が設けられていたことが各種大坂城の絵図から読み取れる。小枡形・埋 門は天守閣焼失以

前の大坂城を記録し、1655(明暦元)年以前とされる『大坂御城図』([小学館19851所収)にすでに描か

れている。その後、昭和期に至る各時代の絵図、写真などにも認めることができるので、天守を含む

本丸を築造した徳川氏再築大坂城の二期工事(1624(元和10)年から)で築かれ、同じ場所で存続したも

のとみることができる。今 回調査の対象である南側石垣の基本的な構造も、細部を描いた絵図ではす

べて北側は石垣、南 側(本丸側)は雁木が描かれており、当初から変更がなかったことが推定されるの

である。

11゙:・[ ″

小枡形

0          50m

図1 調査地位置図
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西区 \

今回の調査は、上記南側石垣の雁木

部分の乱れを修復するため、雁木の据

付け状況、石垣上面の裏込の遺存状況、

後代の改修の有無を発掘によって把握

し、 実測図を作成して記録することを

目的に行った。 このため、石垣上部全

面を対象としたトレンチ(北区)、 雁木

南辺に接した下部に2個所のトレンチ

(東・西 区)を設けた(図2)。また、石

垣西の櫓台についても、北 区北辺を西

へ延長したトレンチを設けて裏込の状況を調査した。調査は、初日の現状測量後に掘削を開始した。

上部(北区)は地表面からすべて人力で、下 部(東 ・西区)は現代の地層である第1層を重機で掘削し、

それ以下は人力で行った。掘削調査の進行に応じて適宜に遺構の検出・掘削を行い、写 真撮影、実測

図の作成を行った。実 測図は大阪市建設局より提供された写真測量図(平成26年3月株式会社イビソ

ク調整)を元図とし、 これに描き足 して作成した。したがって、本 調査で用いた座標値は写真測量図

のもの(世界測地系)を援用し、MageⅡan社製ProMark3を用いて点検測位を行った。標 高はT.P.値(東

京湾平均海水面値)で、TP+○mと記した。

5

1 : 200

図2 トレンチ配置図

2)調査 の結果

1)層序(図6、図版2上)

下部(東・西区)の地層を中心に層序を記す。

第1層 :現在の地表面を構成する地層で、以下の3層に細分できた。

第1a層:洗出し舖装の層で、層厚は5 cmである。

第1b層:アスファルト舗装の層で、層厚は4 cmである。

第1c層:砕石層で、層厚は10cmである。

北区の地表面を構成していた灰色シルト質砂もプラスチック製品などを含むことから、第 1層に対

比される。北区では最大層厚15cmほどであった。

第2層 :明治時代の整地層で、以下の2層に細分できた。

第2a層:オリーブ褐色粗粒砂からなり、層厚は20cmである。炭を含み、暗色を呈する。本層中から

明治15年製の二銭銅貨が出土した。明治維新の城中大火後の城内整備に係る整地層であろう。下位層

のように粗大な挟雑物を含まず、整地の仕上げ層である可能性がある。

第2b層:オリーブ褐色砂礫からなり、層厚は最大で40cmである。微細な漆喰片や拳大の礫などを含む。

第3層 :明治維新城中大火の被災地表面を構成する地層で、以下の3層に細分できた。

第3a層:灰オリーブ色シルト質砂からなり、層 厚は最大で10cmである。第3b層の上部が土壌化し

た地層である。西区では、本 層上面で土WSKI・2が検出された。
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第3b層:オリーブ褐色中粒砂からなり、層厚は25cmほどである。漆喰片を含む。東区では、本層上

面でSK3・SP4が検出されたが、第3a層が削剥された個所であり、本 来は第3a層から掘り込まれた

ものであろう。両遺構には、後 述のように火災の痕跡がみとめられ、出土遺物の年代観から第3a層上

面が明治維新の城中大火(1868(慶応4)年)の被災面と考えた。

第3c層:にぶい黄褐色細粒～中粒砂からなり、層厚は25cmである。井戸瓦などを多量に含む19世紀

以降の整地層である。

第4層 :徳川氏大坂城再築時の地表面を構成する地層とみられる。にぶい黄褐色砂からなり、層厚は

最大で20cmである。詳細な時期が判明する遺物は出土しなかった。

11)発掘前の現況(図4～6、図版1下)

石垣と櫓台を合わせた全体の大きさは、東 西13.88mで、 うち櫓台部分3.71m,雁木部分はlO.l7m

である。南北の幅は、櫓台部分が4.72rn,雁木部分が4.99mである。高さは櫓台・石垣ともにほぼ等しく、

2.55mである。

北面の石垣は花崗岩の切石を垂直に3段積んでいる。下段の天端は高低差が大きいが、中段の天端

は水平に揃えられ、その上に笠石が載る。下 ・中段の石材は概ね直方体であるが、大 きさにばらつき

が大きく、隣接する石材の大きさを調節して積み石を行うために、巧 妙な切欠き(図4の①の矢印)を

施しながら石積みを行っている。また、櫓 台と接する個所では上下方向に目地が通っており(図4の

①の矢印)、概 ね石垣→櫓台の順に工事が行われたものとみられた。

最上段の笠石は、上 面の幅約60cm,長さ170～220cm,高さ約70cmの直方体の石材で、 5石を用い

ている。笠石の上面には銃眼が3個所設けられていた。銃眼は、最も手前で幅約70cm,深さ30cmあり、

奥に向って幅、深 さともに値を減じ、最 後は方形の穴となって外方に開く。東側の銃眼は2石に跨っ

て彫り込まれている。各銃眼の間隔は、東から251cm,341cmで不一である。西側の銃眼の内部には「ア」

字形の刻印がみられた(図3)。また、上面ほぼ中央部には、 6 cm x 9 cmで深さ4 cmほどの彫込みが4

個所見られる。これは塀の柱の取付穴で、各々の間隔は東から307cm, 255cm, 244cmとばらつきが

大きい。前掲の『大坂御城図』ではこの個所に5本の柱が描かれていて現状と離餅をきたしており、笠

石が後に取り換 えられた可能性を示している。また、笠石下の石材の内側には矢穴が見られるものが

2石あった。

石垣の上面には先述の第1層が堆積していたが、特 に東側では下位の裏込の石材が地表に露出して

おり、石材の間からの流出によって土壌が失われたものとみられ

た。北側の石垣内面には、いつ時点のものかはわからないものの、

土砂流出以前の地表面の高さを示す変色線が観察された(図5の

②図の矢印)。変色線は原地表から30cmほど上にあり、流 出した

土量を推定させている。

櫓台の四壁は石垣部と同様に切石の3段積みであるが、上・中・

下段ともに天端は水平に揃えられている。石垣部のような巧妙な

切欠きはみられない。積 み石の目地は大きく開いた個所が目立

50cm

1:20

図3 銃眼石上面線刻
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ち、特 に上・中段の目地は10cm近くの空隙となって、疎 らな間詰の石が見えているところが多い。東

面上段北端部には石材がなく、幅約30cmの隙間ができているが、そのすぐ東に倒れている角柱状の石

材が本来ここに詰められていたものであろう(図4平面図の黒丸)。

雁木は7段が確認できる。傾斜は約40゚であった。雁木の石材は、幅40cm,厚さ20cm,長さ240cm

前後のものを用いており、花 崗岩である。一段について5～ 7本の石材を用いていた。主要な石材は

上述の大きさのものであるが、短 かいもので調節をはかっている部分もあった。最西部の櫓台と接す

る個所には、隙間を塞ぐように長さ10cmほどの短小な石材が1～7段 目に均しく差 し込まれ、さらに

コンクリートを用いて目張 りがされていた(図4平面図の矢印)。この隙間については、石垣築造当初

からあったとは考えがたいので、隙 間が生じた時期と原因が問題になる。

雁木の段数については、後述するように、天守台石垣面に雁木の断面形に合わせた彫込みがあり、

その段数から、上 にさらにもう一段があったことが推定される。その場合、先述の石垣内面にみられ

た旧地表面の変色部分とその高さがほぼ一致することもこの推定を補強している。

雁木1段目(現況:上から)と北側石垣内面との間隔は1.6mほどであった。雁木石材には火を受けて

変色した部分、角や縁辺部が剥離したものがみられ、石材が折れたものも多 くあった。2段 目のほぼ

中央には砲弾の炸裂によるものかと思われる半円形の破損もみられた(図4平面図・図5の③の矢印)。

iii)石垣上部の調査結果(図4～6、図版1下・2中)

石垣上部(北区)は、第1層を10cmほど掘り下げると裏込の栗石が検出された。栗石の石材は花崗岩

が多く、長 径10cm～15cmのものが多かった。石垣上に築かれた塀の控え柱の礎石や柱穴は検出され

なかった。櫓 台の東に接する部分には南北約1.lm,深さ0.7mほどの攪乱が穿たれており、 この部分

の栗石は抜き取られ、コンクリート片などが投入されていた。この攪乱が埋められた後に、西 から櫓

台の東面を構成する柱状の石材が倒れ込んでいた(図4平面図の黒丸)。

iv)櫓台の調査結果(図4・5)

北面石垣の内面沿いにトレンチを掘削したが、石垣上面よりは深く30cmほどで裏込石材の集積に到

達した。埋 土はコンクリート片を含むことから、第 1層に比定することができる。これらの石材は、

石垣裏込の栗石と比べると大きく、か つ、密度が低かった。また、石垣の内面に貼りつくかたちでコ

ンクリートが打たれていた。石材の目地を内側から塞ぎ、土砂の流出を防ごうとしたのであろうか。

コンクリートの下端は検出できなかったが、これを打設するには裏込をかなり深いところまで掘り下

げる必要があると思われ、近代以降に、裏 込の上部が抜かれて入れ替えられている可能性が考えられ

た。

Ⅴ)雁木と下部の調査結果(図4～6、図版1、 2上 ・下)

東・西区で、現況7段目の下位に、さらに2段の雁木を検出した。8段目はそれ以上と同様の石材で、

特に東区では割れが激しく、角や縁辺部の剥離も顕著であった。 9段 目は上部の石材より高さが高く、

下端を確認した天守台石垣に接するもので高さは62cmであった。また、この石材は天守台石垣の傾斜

に合わせて側辺を切り落としていた。9段 目の石材は、外 面を平滑にはつり加工していたが、下縁の

25cmほどは加工されておらず、凹凸のある状態であった。このことは、施行時より、この部分が地下
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に埋まるように想定されていたことを示しており、雁木が築かれたときの地表面の位置につぃての情

報を与えてくれている。実際に、第 4層の上面(削剥をうけている可能性はあるが)はこの未加工部分

を覆い隠しており、第 4層上面が石垣築造時の地表面と考えられるのである。

9段目石材の下位には、石敷が検出された(図4平面図)。天守台石垣に接する9段目の雁木では、

石敷が雁木の下へ入り込み、石垣の下に石敷が施されたことが確認できた。石材の大きさは石垣上部

の裏込石よりやや大きめで、花 崗岩を主に、砂岩・凝灰岩・チャート・閃緑岩などからなる(註1)。

平面的な石敷きの広がりは、西 区では雁木の南1.Omで終わり、東 区では南1.2m以上まで広がること

がわかった。西区で、石敷分布範囲の外側の地層をピンポールで突き刺してみたが、石材の存在は確

認できなかった。このことから、石敷は断面山状の石垣裏込の一部ではなく、石垣の範囲の下に敷き

詰められたものであることがわかる。つまり、 この石敷は、石垣の重量を支持するべく施された「べ

夕基礎」状の基礎構造と捉えることができるのである。おそらくは、石垣全体より一回り大きな範囲

に石敷基礎を施し、その上に石垣と櫓台が構築されたものと推察される。

雁木の南側では分層発掘を行い、第4・3b・2b層上面で遺構検出を行って、第3b層上面で柱穴や

土壊を検出したので、これらの遺構を報告する。

SK   西区で検出され、東西28cm,南北50cm,深さ20cmを測る。黒褐色シルトで埋められてぃた。

SK 2  SK1に切られる土塘で、東 西70cm,南北70cm1 深さ30cmであった。埋土は2層に分かれ、

ともに人為的に埋められていた。下部には長径20cmほどの石が敷かれており、 これを根石とみれば、

掘立柱の柱穴の可能性もある。

SK 3  東区南壁際で検出され、東西80cm,南北40cm以上、深さ45cmで、人為的に埋められてぃた。

埋土中には炭や焼土が含まれていた。明治維新時の城中大火に係るものであろう。

SK 4  東区で検出された柱穴で、直径25cmを測る。柱痕跡が明瞭に観察でき、その外縁部には焦

げた痕跡があった。柱が立ったまま焼け焦げたもので、城中大火時に炎上したものであろう。SK 2も

柱穴だとすれば、雁木の内側になんらかの木造建築物があったのかもしれない。

vi)天守台西面石垣基部(図4～6、図版1、 2上・下)

東調査区は天守台西面石垣に接しており、同石垣の続き2段分が検出された。このうち、下段の石

材は、前面が石垣面より約15cm前方にせり出すように置かれており、上部に階段状の段差を作ってぃ

る(図版2上)。これは、上方の石垣が上・下段の境目に段を形成しないように前面を揃えて積まれて

いるのに対し明確な違いである。石垣面に段差があれば、そこをよじ登りやすくなり、防禦状の問題

となるので、この部分は当初から地下に隠れる部分として認識されたということがわかる。上述の石

垣造営時の地表面である第4層上面も、ほぼこの段と同じ高さである。

下段の石は小枡形南石垣の石敷基礎の下方へさらに続き、その下端は検出してぃない。天守台石垣

はさらに下へと続き、当然、小枡形石垣とは別の構造の基礎によって支持されているものと考えられ

るが、それに関する所見は得られなかった。

天守台石垣と雁木が接する部分には、雁木の断面形に合わせて、石垣前面を浅く彫り窪めている個

所があった。雁木1・2段目との接点では、天守台の石垣面が雁木に合わせて階段状に彫り窪められ
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ていた(図6の⑥の矢印)。雁木を設置するさいの目印の意図があったものかとも考えられる。この彫

込みはさらに上方へもう一段分続いていて、現在では失われた雁木がさらにもう一段復元できるので

ある。

この彫込みの右上には刻印石があり、一辺23cmの正方形の刻印が刻まれている(図6の⑥の矢印)。

3)まとめと若干の考察

1)調査成果のまとめ

以下、今回の調査で明らかになった点をあげる。

①天守台西小枡形南石垣部分(以下石垣と略記)について、雁木の段数が確定できた。発掘前の7段

に加え、下方に2段が発見され、さらに、天守台石垣前面の彫込みなどから上方にもう1段があった

ことが想定され、10段とすることができた。最下段のものは他と異なり、腰高のものを用いていた。

また、地下に埋もれる部分は、表面のはつり加工を省略していた。こうした特徴は山里丸で調査さ

れた雁木と共通する(OS05-1・08-13・10-12など[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2006・

20101 大阪市教育委員会・太阪文化財研究所2012])。

②石垣の基礎工事として石敷を行っていることを確認した。同様な工法は山里丸の石垣(OSO8-

13・10-12など[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010,大阪市教育委員会・大阪文化財研究所

20121)でもみられるが、本例は最もよく遺存している。

③天守台石垣基部の様相を部分的に明らかにした。同石垣の地下に埋もれる部分が段差をもって積

まれ ていることが わかった。

④石垣築造時と明治維新城中大火時の地表面を明らかにした。前者は現地表下約50～70cm,後者は

同40cmほどである。なお、維新大火で焼失したとみられる遺構が発見され、石垣南方に木造の構築物

があったことが考えられた。

⑤石垣笠石上面の柱取付穴の数が、徳川氏再築当初のものと異なることがわかった。このことから

は、部分的な石材の取換などが想定される。

⑥櫓台の石材内部にコンクリートが打設されていることがわかった。このために櫓台内部の裏込が

一部入れ替えられている可能性がある。

⑦櫓台と雁木の間に隙間があり、そこを石板状の石材とコンクリートで塞いでいることがわかった。

隙間は築造時にあったとは考えがたく、後 にできたものと想像された。

⑧刻印石を2個図化した。「ア」字形と正方形の刻印である。

ii )若干の考察

今回調査の所見をもとに若干の考察を行う。

a.天守台西小枡形南石垣の築造年代について

徳川氏再築時より同石垣の位置や基本的な構造に変化がないことは冒頭に述べた通りであるが、造

替や改修などがあったかは不明である。この問題について、今 回の調査成果から考えてみる。

まず、10段の雁木が復元できたが(①)、石材の種類やその位置関係、破損状況、石敷基礎との関係
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からみてすべて調和的な状態にあり、違和感を与えるものはない。このことから、石垣・雁木につい

ては基本的に同時に築かれたものとみてよい。

次に、雁木の最下段石材からは地下に埋もれていた高さを知ることができたが、その高さは天守台

石垣基部の地下埋没高と同じとみられる(①・③ ・④)。石敷基礎も天守台石垣に接続し、改変を受け

た状況もみられなかった。

以上のことから、今 回調査の石垣の築造年代は、1624(元相10)年開始の、天守を含む本丸地区が整

備された徳川氏による再築第二期工事に求めて大過はないと考えられるのである。

b.部分的な改修の可能性とその年代について

石垣の笠石については、⑤ から、当初のものから取換えが行われた可能性が考えられた。石垣上の

塀は、1793(寛政5)年成立の絵図には描かれており、1886(明治19)年の大阪実測図には描かれてい

ない。塀 はこの間に失われたとみられ、原 因として最も有力な候補は明治維新1868(慶応4)年の城中

大火である。笠石が取換可能になったのはこれ以後であるが、その時期を正確に示す資料は得られな

かった。

櫓台部分については、⑦ から、大 規模な改修が行われた可能性が考えられる。雁木と櫓台の間の隙

間とその補修(⑥)についても、櫓 台の改修があったとすれば隙間が生じた原因として説明が可能であ

ろつ O

櫓台部分の詳細が知れる資料として、大 阪城公園絵葉書がある。天守閣復興から戟前のようすを伝

える写真資料である(写真1:註2)。この写真は天守閣の西から今回調査の石垣の南面方向を撮影し

たもので、そこには櫓台の南面が写っている。櫓台最上段南西隅の石材は、上 端が西へ傾き、石材全

体も前方へせり出しているようにみえる。その右側の石材との間には縦方向の間詰石があるように見

えるし、その右下の石材(上段と中段間の間詰石)も二つに割れているように見える。こうした状況は、

現状(図5の③)とは異なるもので、両者の間で改修が行われた可能性が高い。改修の具体的な内容は、

上段天端を持ち上げて揃えること、前 方へのせり出しを直すこと、上 ・中段間詰石の取換などが考え

られよう。特 に、第 1点目が行われたとすれば、現 在、上 ・中段間の目地に大きな隙間がみられ、疎

らな間詰石が見えることもその時の造作として理解が可能である。また、 これらの工程を行おうとす

れば、裏込を除去しなければできなかったはずで、それと同時に石垣内面にコンクリートを打った(⑥)

とすれば解釈は容易である。ただし、使 用石材は大きくは変わってないようであり、主要な石材をそ

のまま用いて積み直しを行ったとみるのが妥当ではあろう。

櫓台は、石 垣北面で縦方向の目地が直線的に揃う個所で石垣と分離することができ、石垣・雁木は

そのままで櫓台のみに改修工事が行われたとみてよい。

そして、櫓 台復旧の際に雁木との接続部分に空隙が生じ、

それを塞いだのが⑦の補修だったのであろう。

改修が行われた時期については、[大阪市20131によれ

ば、天守閣西枡形の石垣修復工事が1955(昭和30)年に終

了したとあり、 この時の修復工事に求めるのが適当と考

写真1 大阪城公園絵葉書(大阪城天守閣蔵)

にみえる櫓台南面
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えられるのである。

註)

(1)大阪歴史博物館小倉徹也氏の鑑定

(2)大阪城天守閣宮本裕次氏より御教示を得た。

引用・参考文献

大阪市2013、『特別史跡大坂城跡保存管理計画』大阪市ゆとりとみどり振興局編、p44.

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2006、「大坂城跡発掘調査(OSO5-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地

発掘調査報告書(2005)』、pp.79-99

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2010、「平成20年度特別史跡大坂城跡整備事業に伴う太坂城跡発掘調査(OSO8

-13)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2oos)j、pp.2 49 - 255

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012、「平成22年度特別史跡大坂城跡整備事業に伴う大坂城跡発掘調査(OS1〇

一12)報告書」:『平成22年度 大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2010)j、pp.265-273

小学館1985、『日本名城集成 大坂城』
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天守閣石垣と東区埋門石垣基礎検出

状況(西から)

埋門全景(南東から)

図
版



東区埋門石垣基礎検出状況

および層序(北から)

北区埋門石垣上面裏込石

検出状況(西から)

西区埋門石垣基礎検出状況

(南から)

図
版
二



中央区島之内二丁目30-10・30-13における建設工事に伴う

島之内2丁目所在遺跡発掘調査(SI16- 1)報告書
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調査 個 所 大阪市中央区島之内2丁目30-10・30-13

調査 面 積 54n1

調査 期 間 平成28年6月20日～6月29日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長 高橋工、平田洋司
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は東横堀川から西へ100m,道頓堀川から北にl 10mの位置にあり、中世から近世にかけての

集落遺跡である島之内2丁目所在遺跡の東部に位置する。地形的には上町台地の西斜面と台地西側に

形成された南北方向の砂州に挟まれたラグーンに当ると推定される。当遺跡での調査例は少ないが、

南東約70mの地点で行われたSIO4-1次調査ではTP 0 m付近で自然堆積層の砂層とその上部で19世

紀代の整地層を確認し、 この地点の開発が19世紀代に下ると考えられた[大阪市教育委員会・大 阪市

文化財協会2005]。また、西 方約270mの堺筋に面したSm -1次調査ではTP+2.2m付近で海成砂

層を確認し、上位から17世紀前半から19世紀代の遺構・遺物を多く検出し、標高によって開発の時期

に差があることが判明した[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]。

今回の調査は大阪市教育委員会による試掘調査において地表下約1.8mで遺構面が確認されたことか

ら行われることとなった。本体工事側にて土留工事および敷地東半を地表下1.8mまで機械掘削を行っ

たのち、平 成28年6月20日より調査を開始した。敷地東半部の機械掘削済の範囲にて東西9 m,南北

6 m,面積54n1の調査区を設定した。掘削はすべて人力により、排 土は敷地内への仮置きを行った。

適宜、遺構検出・記録作業を行いながら調査を進め、自然堆積層である後述の第4層より下位は壁面

に沿ってトレンチを設け、地層を確認した。 6月29日に調査機材等の撤収を行い、現 地における調査

を完了した。

本報告で用いた方位は、現 場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することで得

た世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

200m

図1 調査地位置図

147450

▽

1 : 800

2am

図2 調査区位置図
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,、、   ,, ウ、ヨ    2)調査の結果
1)層序(図3・4、図版)

V 200番台\、ッ/  第,層の遺構             調査地の標高はTP + 3.3m前後である。現 地表下約

300番台      ヵ。.     3.5mまでの地層を第1～6層に区分した。
の遺構

一一一一\ーノ              第1層:調査開始前に重機によって除去された160cm
第4層    程度の地層を一括する。本 来であれば後述の第2層と

第5層    すべき地層も含まれている。試掘結果によれば現地表

第6層    から100cmまでは現代整地層、それ以下は近世から近代

図 3 地層 と遺 構 (7)関係 図      の整地層および包含層である。
第2層 :調査区東南部にのみ20cm未満で遺存する黄

褐色(2.5Y4/4)細粒砂からなる整地層である。少量の土師器片・瓦片が出土した。

第3層 :灰黄褐色(10YR5/2)細粒砂質シルトからなる作土層で、層厚は20～30cmである。土師器・

瓦器片のほか瓦片が少量出土した。年代は明らかにしがたいが、中世以降の作土層と考えられる。

第4層 :上部は黄灰色(2.5Y5/1)シルト質細粒～中粒砂、下部は黒褐色(10YR3/1)シルトからなる

湿地性堆積層である。東壁・甫壁沿いに設定したトレンチ内でのみ掘削を行った。層厚は上部で30cm,

下部で10cm未満で、地震によると考えられるラミナの乱れが認められた。遺物は出土しなかった。

第5層 :黒色(5Y2/1)泥炭質シルトからなる湿地性堆積層で、腐 食した植物遺体を多く含む。層厚

は20cmで地震によると考えられるラミナの乱れが認められる。上部では倒木痕と推定される凹みを検

出した。本層からは土師器・須恵器片などがごく少量出土した。1は土師器壺である。頚部外面には

縦方向、体 部外面には横方向のヘラミガキが施される。2は二次加工のあるサヌカイト剥片で石槍の

未製品の可能性がある。これらの遺物は古墳時代以前であるが、古 代と考えられる須恵器尭体部片が

出土していることから、本 層の年代は古代まで下ると考えられよう。

第6層 :上部は黒褐色(10YR3/1)シルト質中粒～粗粒砂、下部は褐灰色(10YR4/1)中粒～粗粒砂

からなる水成層である。部分的に確認したのみであり、上 部は層厚Ⅰ0～20cm,下部は層厚100cm以上

である。遺物は出土しなかった。

南壁

TP+LOm

第5層

図 4 地 層断 面 図
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第3層下面
Y-44,955 1 Y-44,9501

X-147 430

SD302

SD301

SD303

X-147 435

5m

1:100

Y-44,9551 Y-44,950! 第2層上面

X-1 47 430

SP202

SP203  SA2由 1 ト   83206     SK205
SP204                   1

第2層の範囲

×一147,435

5m

1:100

図5 遺構平面図

ii )遺構と遺物(図5・6、図版)

第3層下面では第3層を埋土とする溝SD301～303を検出した。

SD301～303 幅0.2～0.3m,深さO.lm未満の東西方向の溝である。埋土は作土層である第3層と

同じ細粒砂質シルトであり、耕作に関係する鋤溝と考えられる。遺物は出土しなかった。

第2層上面では柱穴・土塘などを確認した。第 2層は東南部で遺存していたのみで、遺 構の多くは

第3層上での検出であったが、遺構の深さや埋土から第2層よりも上位から掘り込まれていることが

明らかである。また、第 1層に伴う遺構も含まれていると推定できるが、区分はできなかった。

SA201  西北部で確認したSP202～204で構成される東西方向の柱列である。東 に続かないことか
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10cm 10cm

ら北に曲がる建物の一部の

可能性もある。柱 穴の形状

は一辺0.2mの方形または隅

丸方形で、深 さは0.2m未満

である。柱 間隔は1.9～2.1m

である。遺物は出土しなかっ

1:4 1:2 1゙ 3      た。
図6 出土遺物実測図

第5層(1・2)、SK205(3・4)           SK205  東北部に位置す

る直径1.2m,深さ0.7m以上の平面形が円形の土塘で、埋 土は炭・シルト偽礫を多く含 む中粒砂質シ

ルトである。土師器・肥前磁器のほか埴輪・瓦片が出土した。3は円筒埴輪片で外面は粗いタテハケ

調整で突帯は低い。 4は肥前磁器碗である。

SK206  北部で検出した直径0.9m,深さ0.2mの土壇である。埋土は礫・シルト偽礫を多く含 む中

粒砂質シルトである。遺物は出土しなかった。

SK207  東西1.9m,南北1.2mの平面形が方形で、深さ0.2mの土塘である。埋土は炭を多く含むシ

ルトである。本遺構に伴うと考えられる薄い板状の木片のほか板材等が、重機掘削後の攪乱土を除去

中に出土した。木製品加工に関係する廃棄物であろう。

SK208～210  調査区南側で検出した土壇である。一辺あるいは直径が0.4～0.6mの平面形が方形

あるいは円形の土城で、深さは0.1～0.2mである。埋土はいずれも炭を少量含む細粒砂質シルトである。

埋土からはこれらの遺構がもっとも古い可能性がある。SK208から肥前磁器片が、SK210から土師器

片が出土した。

ほかに深さ0.1m未満の平面形が不整形な土塘・小穴を検出した。

上記の遺構からは詳細な時期を決めるだけの遺物は出土していないが、ほかの出土遺物などからお

おむね18世紀以降と推定できる。

3)まとめ

今回の調査では、上 町台地西斜面と西の砂州間に位置する古代以前のラグーンの一部と考えられる

地層を検出することができた。湿地の段階を経て中世以降は耕作域として利用され、近世以降は整地

が行われて宅地として開発されたと推定できる。出土遺物が少なく、それぞれの時期は明らかにする

ことができなかったが、さらなる調査の蓄積によって具体的な様相が明らかになることを期待したい。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2005、「島之内2丁目所在遺跡発掘調査(SIO4-

市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.l9-20

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013、「島之内2丁目所在遣跡発掘調査(SIII-

化財包蔵地発掘調査報告書(2011)j、pp.375 - 384

1)報告書」:『平成16年度大阪

1)報告書」:『大阪市内埋蔵文
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南壁西端部地層断面

(北から)

第3層下面全景

(東から)

第2層上面全景

(東から)



中央区島之内二丁目13における建設工事に伴う

島之内2丁目所在遺跡発掘調査(SI16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市中央区島之内2丁 目13

85 m'

平成29年1月26日～2月6日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査 に至る経緯と経過

本調査地は、大 阪市中央区の南部にあって、堺 筋の東に接し、南 200m余には道頓堀川が流れてい

る(図1)。道頓堀川と東横堀川が直角に合わさる島之内2丁目一帯は、島之内2丁目所在遺跡とされ

ている。その西北縁辺部でSm -1次調査が行われ、徳川初期(17世紀初頭)から19世紀にかけての遺

構・遺物が豊富に発見された[大阪市教育委員会・大阪市文化財研究所2013]。本調査地は道路を挟ん

で北側の街区にあり、従 来の遺跡範囲からわずかに北へ外れている。そのほかの調査は希少で、北西

約300mの東心斎橋1丁目所在遺跡の調査(HBOI-1次)では、TP+0.6～0.7mで難波砂堆を形成する

海成砂層と、そ の上位で17世紀中～後半の遺物包含層と土壇などが発見されている[大阪市教育委員

会 大阪市文化財協会2003]。

当地において大阪市教育委員会が試掘調査を行ったところ、現 地表下約1.2mで徳川期とみられる遺

物包含層が発見され、本調査が行われることとなった。今 回の調査は、 こうした地層の年代や遺構・

遺物の分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

発掘調査は平成29年1月26日から開始した。計画では南北17m1 東西5mの予定であったが、工事

の車両進入路確保のため形状を変更し、堺 筋に近い調査地の西部で85mlの調査区を設定した(図2)。

地表下1.2m程度にある後述の第3層上面までを重機により掘削した。その後、第3層以下の層準で遺

構の検出と掘削、写真・図面などによる記録作業を行い、地表下2.9m程度までを調査して同年2月6

日に終了した。

なお、方位は現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより得た世界

測地系座標に基づき、標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

匹
旨丁」

[
。1

#
劇襲 ニ目

0                  200m

イ ,
声 1         1 : 5,000

Y-45.2201

X-147:280

X-147,3ρ0

20m

1:600

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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第1層

重機掘削

2)調査の結果
第2層

1)層序(図3・4)

調査区の現況地形はTP+3.8m前後でおおむね平

坦である。

第4層  調査区の層序は以下の6層に大別されたが、先
述のとおり第2層までは調査区壁面の観察にのみ

基づく。以下、調査区西壁の地層断面により各層
第5層

を記述する(図3・4)。

-八 .。。番台 ,               第1層:バラスを主体とする現代の整地層で、
第6層 層厚は20～30cm程度である。調 査地全体を覆っ

図3 地層と遺構の関係図       てぃる。

第2層 :焼土のほかタイルやレンガ、金属などを多量に含む現代の整地層で、層厚は100～

110cm程度である。

第3層 :2層に細分される近世の整地層で、徳 川期の17世紀末の時期である。現代にほとんど

の範囲を削平され、調査区の南端付近や中央部の一部にのみ残存していた。

第3a層:黒褐色(2.5Y3/2)シルト質中粒砂層で、層厚は10cm以下の整地層である。本層上面

で17世紀末～18世紀後葉の遺構および明治時代初頭の遺構を検出した。

第3b層:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細礫混りシルト質中粒砂層で、層厚は15cm以下の整地層

である。

第4層 :暗灰黄色(2.5Y 4/2)細礫混りシルト質中粒砂層で層厚30cm程度の古土壌であるが、調

査区南端には母材となった整地層が遺存し、大坂冬ノ陣の被災面とみられる焼面を覆っていた。

本層の上面では17世紀中葉～末の遺構を検出した。また、17世紀中葉の本層内遺構を第5層上面

で検出した。

第5層 :褐色(10YR4/4)細礫質細粒～中粒砂で、層厚は20cm程度の古土壌である。第 6層の

上部が擾乱を受けたものであろう。調査区南端では上面が焼けており、大 坂冬ノ陣の被災面の可

能性があるが、豊 臣期と判断された遺構・遺物はない。本層の出土遺物はないが、中世に遡ると

みられる遺物が出土した本層内遺構を第6層上面で検出した。

第6層 :明黄褐色(10YR6/6)～褐色(10YR6/4)礫混り中粒～細粒砂を主体とする海浜性堆積

物で、層厚は80cm以上である。南北ではほぼ水平に堆積し、東西では西から東へ向かうフォアセッ

トラミナが確認できるため、暴 浪時に砂堆を越えて内陸側へ堆積したものとみられる。出土遺物

はない。

n)遺構と遺物(図4～9、写真図版1・2)

a.中世の遺構と遺物(図4・5)

第6層上面で第5層内遺構を検出した。小型の土WSK501～507などがあるが、検出できた範囲が
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西壁

SK417 SK412 SK22
SK423

第3b層

焼面  SK422 SK421

SK505
SK506

SK420

TP+4.0m

十3.0m

+2.0m

+lOm

南壁

TP+4.Dm TP+4.0m

SK502
SK501      1   7

十3.0m

十2.0m

SK424

十3.0m

+2.0m

十lOm

2m

1:50

図4 調査区西壁・南壁地層断面図



Y-45,235\ 狭い割に密に分布している。第 5層のほとんどが上位層の

攪乱を受け、西壁付近のみに残存していたため、 これらの

遺構の断面も調査区西壁断面に示す(図4)。各 遺構の埋土

はいずれも細礫質細粒～中粒砂の第5層と共通し、検 出面

、一147,295  からの深さはSK507で0.50mである。

SK503からは土師器盗細片が、SK504からは土師器・須

恵器の細片が出土した。図化し得ないが、中世に属するも

のであろう。

b.徳川期の遺構と遺物(図6～12)

第4層内遺構(徳川初期～17世紀中葉 :図6・11)

第4層を埋土とする多数の第4層内遺構を第5層上面で

検出した(図6)。北 部西半に比較的小型の遺構が多く分布

する傾向がある。本 項では井戸SE410や土WSK416・425

-147,300  などおもな遺構を報告する。

SE410は東西1.50m以上、南北3.20m以上が検出された。

深さは0.80mまで掘削したが底は未検出である。埋 土はに

ぶい黄褐色のシルト質中粒～粗粒砂層ないし中～細礫を含

む中粒～粗粒砂層で、埋 められた土である。井 戸側の有無

は特定できなかった。出土遺物には中国産磁器17(図11)や

図化していないが肥前磁器碗などがある。17は津州窯系の

青花太皿で内面に花などを描き、底 部外面の畳付には砂が

多量に付着している。これらは17世紀前半のものである。

SK416は東西1.80m以上、 南北2.30m, 深さ0.40m以上

で、埋 土は上部が灰白色シルト偽礫を含む灰黄褐色シルト

質粗粒砂層、 下部が褐色シルト質中粒～粗粒砂層である。

SE410を切っていた。図化していないが、瀬戸美濃焼・肥

前陶器・肥前磁器など17世紀中葉の遺物が出土している。

SK425は調査区南端にあり、 東西0.70m, 南北1.l5m,

深さ0.70mである。埋土は全て埋められた土で炭を多く含 むが、最上部は粘土偽礫を隙間なく詰めて

いる。肥前陶器、土 師器、中国産青花・白磁など17世紀中頃までの遺物が出土した。このうち土師器

皿14・土釜16、肥前陶器碗15を図示した。14は外面をユビオサエで調整している。16は体部下半に短

-147,305

2m

1:80

図5 第5層内遺構平面図

い鍔が付くものである。15は内野山系で高台内まで全面に施釉されている。

ほか、本 層準から出土した遺物を報告する。

SK420からは17世紀前葉の土師器、備 前焼、丹波焼、瀬戸美濃焼、肥前陶器、中国産青花などが出

土した。このうち土師器皿1・2、肥 前陶器碗3・皿 5・6、中国産青花皿4を示した。1・2は底部
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Y-45,235\

SK401

SP409

SK407レ)

SE410 1.
SK411

SK413

SK412

SK417

SK420

SK421

SK

SK423

SK416 ;,!

SK419

SK425二少

SE410

SP409

X-147,295

1:暗褐色(10YR3/3)シルト質粗粒砂(SP409)

2:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒～粗粒砂

3:にぶい黄褐色(10YR5/3)含中～細礫、中粒～粗粒砂

4:にぶい黄褐色(10YR5/4)含中～細礫、中粒～粗粒砂

5:明黄褐色(10YR6/6)中粒～極粗粒砂

SK416

w                                E TP+2.5m

:灰ヱI1褐位(10YR4/2)含灰白位シルト偽礫、
シルト質羽1粒砂

:褐位(10YR4/4)
少しシルト質中粒～相粒砂

:て1!褐色(10YR5/6)中粒～羽1粒砂

SK425

:〉二2

+1.5m

にぶいヱI(褐企(10YR4/3)粘土偽礫の充填j・.'・ク

黒褐色(10YR3/1)會炭、中粒砂質シルト

ロf゚1・灰rl2位(2.5Y4/2)會炭、中粒砂質シルト

: Bf'i灰ヱ11色(2.5Y 4/2)會炭・粘土偽礫、中粒砂質シルト

SK424

1:80

2m

図6 第4層内遺構平面・断面図

2m

外面をユビオサエで調整し、 2は灯明皿である。3は体部が直立し高台まで施釉されている。5・6

は折縁皿である。5は胎土目だが6は砂目である。4は畳付に砂が付着する。

SK421からは肥前磁器、丹波焼、肥前陶器、土師器、須恵器など17世紀前半の遺物が出土した。こ

のうち丹波焼播鉢12、肥 前陶器皿10・11、土 師器皿7～9、焙烙13を示した。12は口縁部内側をナデ

て2段の凹線があり、捕 目は7条の櫛目である。10・11は溝縁皿で砂目である。7～9は外面をユビ

オサエで調整している。8・9は灯明皿である。13は体部外面の下半にかき上げ痕があるC類である[難

波洋三19921。

第4層からは肥前磁器18・19が出土した。いずれも染付碗で17世紀中葉のものである。そのほか、
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SK424からは埴輪20が出土した。断面が三角形に近い低いタガとタテハケ1次調整の破片で、タガに

接してスカシ孔の一部が残っている。古墳時代中期後半以降の埴輪であり、東 側の上町台地上の古墳

に樹立されたものが混入したと考えられる。

第4層上面遣構(17世紀中葉～末:図7・8・12)

前代に比べて小型の遺構が多い点が特徴である。SKO8・10を報告する。

SK08は東西0.95m以上、南北1.40m,深さ0.60mで、埋土は上部が暗褐色礫混りシルト質中粒砂層、

Y-45,235\

下部がにぶい黄褐色～褐色の砂である。上部には炭や

貝が含まれていたが脆弱で種類は特定できなかった。

出土遺物は図化していないが、肥前磁器、備前焼、肥

前陶器、土師器、中国産青花など17世紀中葉のものが

ある。

xプ 戸  SK10は東西1.OOm以上、 南北1.05m, 深さ0.35m

以上で、埋 土は上部が灰黄褐色礫混りシルト質中粒砂

層、下部が砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色礫混りシル

ト質中粒砂層である。出土遺物は図化していないが、

肥前磁器、丹波焼、肥前陶器、土師器、中国産青花な

ど、17世紀中葉のものがある。

そのほか、本層準の資料として骨製の玉32がSKI 1

から出土した(図12)。

SKO8

E             W

TP+2.5m

十2.Om

1 :暗褐色(10YR3/3)含貝・炭、礫混りシルト質中粒砂

2:にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒砂

3:にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂

4:褐色(10YR4/4)中粒砂

SKIO

E

TP+2.5m

十2.2m

1:灰黄褐色(10YR4/2)礫混りシルト質中粒砂

2:にぶい黄褐色(10YR5/4)
地山起源の礫質シルト偽礫

3:灰黄褐色(10YR4/2)

含砂質シルト偽礫、礫混りシルト質中粒砂

2m 2m

1:80 1:40

図7 第4層上面遺構平面図 図8 第4層上面遺構断面図
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第3a層上面遣構(17世紀末～18世紀

後葉・明治時代 :図9・10・12)

調査区の南半で検出された。SK15・

17を報告する。

SK15は東西0.85m,  南北1.OOm,

深さO.lOmで、埋 土はにぶい黄褐色シ

ルト質細粒砂層である。出土遺物には

肥前磁器、備前焼、肥前陶器、土師器、

瓦などがある。このうち、肥前磁器碗

24、 肥前陶器碗23・鉢21・22・25を

図示した。24は外面にコンニャク印判

で木葉を付している。21・22は口縁部

直下が外反し、口縁部が直立する鉢で

ある。25は口縁部直下で段をなし、口

縁端部を外へ折り曲げている。これら

は17世紀末～18世紀前葉のものであ

る。

SK17は深さ0.40mで、 埋土は上部

が黄褐色シルト質粗粒砂ないし極粗粒

SK15
E

,  TP+2.5m

第3層  一一,/ -一一    +2.2m

SK16

1:にぶいz11褐色(10YR4/3)シルト質細粒砂

2:灰ヱ11褐色(10YR4/2)含炭、シルト質細粒砂
(SK16)

E SK17      W

2
TP+2.5m

+2.0m

:灰黄褐色(10YR4/2)シルト質粗粒砂

:黄褐色(10YR5/6)極粗粒砂

:黒褐色(10YR2/2)含炭・焼土偽礫、極粗粒砂

:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒砂

Y-45,235\

X-147,295

SKO3

一147,300

SKOI

一147,305

1:40

図9 第3膿 上面遺構断面図

2m

1:80

図10 第3膿 上而遺構平面図

5m
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砂層、中部は炭や焼土偽礫を含む黒褐色極粗粒砂層、下部は暗灰黄色シルト質中粒砂層である。出土

遺物には肥前磁器、肥 前陶器、瓦などがある。このうち肥前陶器鉢29を図示した。29はSK15で出土

した鉢21・22と同じ型式で、底 部外面に墨書があるが判読できない。17世紀末のものである。

そのほか、本層準に属する遺物として、SK18出土の肥前磁器染付碗26・青磁碗28、染付筒形碗27

などは18世紀中～後葉、SKOI出土の瀬戸美濃焼磁器30, 関西系陶器31などは明治時代初期まで降る

ものである。

3
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〇二D   32

0    2cm

1二:;:

図12 出土遺物実測図②

SK01(30・31)、SK11(32)、SK15(21～25)、SK17(29)、SK18(26～28)

3)まとめ

本調査地では、中世以前と徳川期の遺構が確認された。中世以前では小型の遺構が検出されたが出

土遺物は細片のみで時期は不詳である。しかしながら、この付近における砂堆の開発開始時期を考え

る手掛かりとなる。豊臣期は遺構・遺物ともに検出できなかったが、徳川初期より下位にある第5層

上面が焼けており、大坂ノ陣との係りを今後も調べる必要があろう。徳川期には17世紀前～中葉頃に

井戸や大小の土壊が盛んに掘られ、開発が進んだと推測される。

引用・参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2003、「東心斎橋4丁目所在遺跡発掘調査(HBOI-1)報告書」:『平成13年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.31-36

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013、「島之内2丁目所在遺跡発掘調査(SIII-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文

化財包蔵地発掘調査報告書(2011)』、pp.375 - 384

難波洋三1992、「徳川氏大坂城期の泡烙」:『難波宮址の研究』第九、pp.373 - 400
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西壁地層断面

(北東から)

南壁地層断面
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SK425断面

(南西から)
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中央区谷町七丁目9 10における建設工事に伴う

上本町遺跡発掘調査(UH16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

中央区谷町7丁 目9・10

126.5rrf

平成28年10月18日～10月25日

公益財団法人大 阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清 水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は、現代の空堀商店街から南へ2つ目の街区で谷町筋の西に接する位置にある。一帯は上町

台地の西斜面上にあり、上本町遺跡では西北隅に当る。これまでの発掘調査によるおもな成果では、

古代の難波宮跡、豊臣期以降の近世大坂城跡に関係する遺構や遺物が発見されている。

近隣の調査例を窺うと、古代では調査地の東南東100mのTX97-1次調査地で6世紀後半～7世

紀の柱穴群、8世紀の掘立柱建物・土壊などが検出されている[大阪市教育委員会・大阪市文化財協

会1999」。

近世では南130mのUNO6-2次調査地で18世紀末～19世紀初頭の土壇や井戸、柱穴群が見っかっ

ている[大阪市文化財協会2006]。ほかにこの地域の特徴として、近世の製造業に係る資料が出土して

いることがあげられる。北40m程のUH13-9次調査地では18世紀後半の土壊2基から破片数で150

点以上のミニチュア土製品が出土し、1/3以上が製造から出荷時までに破損した状態と推定される

ことから、製 造場所に極めて近い場所に廃棄されたものと推定されている[大阪市教育委員会・大阪

市文化財協会2015] oまた、同調査地では19世紀前～中葉の土城から梅干坩堝が出土していることから、

付近で真鍮生産も行っていたことが考えられる。また、西100mで行われた瓦屋町遺跡の発掘調査地

(WRO8-1次)で、江戸時代に全国でも有数の瓦窯業を営んだ大坂寺島家の瓦焼に関連する遺物(瓦范・

窯道具など)が見つかったほか、ベンガラ(製造用焙烙)・陶器(窯道具・型・未製品)・ミニチュア土

製品(各種型・製品)・金属製品(鋳造鋳型・鍛治羽口・銅精錬・真鍮生産)などの各種の製造業に係る

遺物が出土した[大阪市文化財協会2009]ことも特筆すべきであろう。文献史学の研究成果からも、近
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世大坂の町周辺部に火や煙、騒音

を伴う産業が集まっていたことが

想定されており[脇田修19941、島

之内にあった住友銅吹所跡などと

ともに、発掘調査でそれを裏付け

る成果となっている。

ハ                当該地で太阪市教育委員会が

行った試掘調査 では、 地表下約

第3層 545゚  。.6.、以下。深さ、本格的な発掘
調査を必要とする近世以前の遺構

図3 地層と遺構の関係図           面および遺物包含層が検出された。

今回の調査は、 こうした地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料

を得ることを目的に実施した。

発掘調査は平成28年10月17日開始予定であったが、雨天のため翌18日から開始し、調査地東部で東

西23m×南北5.5mの調査区を設定した。現代の整地層を重機で掘削したのち、後 述の第3層(段丘構

成層)上面で遺構を検出し、以後、遺構の掘削と写真・図面による記録作業、出土遺物の取上げなど

を行って、同年10月25日に現地における調査を終了した。

なお、方位は現場で記録した街区図を1/2500大阪市デジタル地図と合成して得た世界測地系座標

重機掘削 第1層 整地層(現代)

( 2

第2層
追椛坤土
(18～19世紀)

に基づく。また、標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の現況地形は、東部のTP+l8.0mに対して西側前面道路上でTP+l7.6mとなり、西に向かっ

て若干低くなってい.る。

調査区の層序は現代整地層の第1層直下で段丘構成層である第 3層となり、全 ての遺構は第3層上

面で検出し、その埋土を第2層とする。

第1層:暗褐～灰褐色礫混り極粗粒砂層で、層厚20～70cmの現代整地層である。

第2層 :各遺構の埋土で、黒褐色・暗オリーブ褐色シルト質砂層を主体とし、18～19世紀の陶磁器

とともに瓦や鋳造関連遺物を多量に含んでいる。詳細については次項で記述する。

第3層:淡黄色(2.5Y8/3)の自然堆積による砂層で、調査区北壁西端部で層厚200cm以上を確認した。

上方へ細粒化しており、最上部は極細粒砂砂混り粘土質シルト、上部は細粒砂、中部は中粒砂～粗粒砂、

下部は極粗粒砂である。上町台地を形成する段丘構成層に当る。

n)遺構と遺物(図5～15、表 1・図版)

本調査で確認された遺構は全て徳川期のもので、18世紀後葉～19世紀中葉に収まる。

特に注目すべきは、各遺構から鋳造関連の遺物が多量に出土していることである。そ こで、 まず
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SK39

TP+17.5m

土塀

8:黒色(2.5Y2/1)含炭、焼土
9:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質細粒砂
SP40

10:暗褐色(10YR3/3)中粒砂
SP41

11;陪褐色(10YR3/3)シルト質細粒砂
SK39

12:褐色(7.5Y4/4)焼瓦・炭・焼土偽礫

13:暗褐色(10YR3/3)含焼瓦・炭・焼土偽礫、シルト質細粒砂

土塘

14:にぶい黄褐色(10YR4/3)含焼土・極細粒砂質粘土質シルト(第3層)偽礫、シルト質極細粒砂

15:黄褐色(10YR5/6)含極細粒砂質粘土質シルト(第3層)偽礫、シルト質細粒砂

淡i11色(2.5Y8/3) W上部:極細粒砂混り粘土質シルト 上部:細粒砂 中部:中粒～粗粒砂 下部:狙粒砂

+16.5m

+T6.0m

1:40

SKOI

1 :暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)焼けて締まった粘土

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)含粘土(第3層)偽礫、細粒砂

3:黒褐色(2.5Y3/2)含炭、細粒砂
土塘

4:にぶい黄褐色(10YR5/4)含粘土(第3層)偽礫、シルト質細粒砂

5:黒褐色(10YR3/2)含炭、シルト質細粒砂

6:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含瓦、シルト質細粒砂
SPO4

7;黄褐色(2.5Y5/4)含粘土(第3層)・黒褐色シルト質細粒砂偽礫、細粒砂

(柱穴)

図4 調査区北壁地層断面図
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SK16より新 しいため、遺 構の時期は19世紀

代に降るであろう。

SK16 調査区東部の土塘で、東 西3.lm,

南北1.2m1 深さ0.2mで、SK15に切 られて

いる。出 土遺物は図化 していないが18世紀

末～19世紀初頭である。

SK21  調査区南壁東部の土塘で、東 西0.8

m1 南北1.3m以上、深さ0.4mである。出土

遺物は肥前磁器 4～ 6な ど18世紀後葉～19

世紀初頭のものである。い ずれも染付で碗

5は内面に四方欅文を描 く。規 模は小 さい

が、獣脚などの鋳型が特に大量に出土 して

いる。

SK22 調査区東部の土壇で、東 西1.2m以

上、 南北1.2m以上、 深さ0.2mで、SK16 -

21などに壊 され ている。出 土遺物は図化 し

ていないが18世紀後葉のものである。

SK23・24 調査区北壁東部の土壊で、 当

初2基 の土塘として扱 ったが、 断面の観察

から1基 と判明した。東西1.3m以上、南北0.8

m以上、 深さ0.5mでSK30 ～32 - 34に壊 さ

れている。焼 けた瓦が大量に出土しており、

火災などの片づけに使用されたゴミ穴 と考

えられる。出土遺物は18世紀末～19世紀初

頭で、 肥前磁器染付鉢 7などがある。体 部

から口縁部へ外反しなが ら開き、 口縁部内

面に粗雑な渦 と斜 格子を連続 して描いてい

る。

SK25 調査区中央部の土塘で、東西0.8m,

南北0.5m以上、 深さ0.3mで、SK22を壊 し

ている。出 土遺物には肥前磁器染付碗18・

皿19、軒 平瓦20など18世紀末のものがある。

20の文様は大坂式で、 中心飾の幅はあまり

広がらない。

SK30 調査区北壁中央部の土塘で、東西
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3.0m,南北0.9m,深さ0.6mである。出土遺物は図化していないが19世紀前～中葉のもので、本 調査

地で最も新 しい時期となる。

SK31・32・34 調査区北壁中央部の土壇で、 当初 3基 の土塘と考 えたが、断面の観察から全体を

1つの土壊ととらえておく。東 西3.3m,南北1,6m以上、深 "3 1.8mで、本 調査地では最大の規模であ

SK23・24 SK15 SKIO
E

TP+17.5m

+1 7.0m

+16.5m

SKIO

1 :Ⅱf1オリーブ褐伍(2.5Y3/3)含炭、細礫混りシルト質細粒～中粒砂

2:オリーブ褐色(2.5Y4/3)細礫況りシルト質細粒～中粒砂

3:オリーブ褐色(2.5Y4/4)細礫混りシルト質細粒～中粒砂

4:黒褐色(2、5Y3/2)含炭ラミナ、細粒砂で瓦・鍋1qUを多く含む(機能時川稍)・1'・フ)

5 : aq灰fI:iM (2.5Y4/2)含炭・地山偽礫、シルト質細粒砂(機能時坩積j・1'・フ)
SK15

1:40

2m

6:にぶいヱ11褐色(10YR4/3)含焼土・焼け瓦、極羽1粒砂
SK23・24

7:褐位(7.5YR4/4)含焼土・炭偽礫、シルト質細粒砂J,L底は地山偽礫を多く含む(加工時形成j・1'・ク)

SK31・32・34

SK30 TP+17.5m

十1 7.0m

+1 6.5m

+1 6.0m

+15.5m

SK30

1 :オリーブ褐色(2.5Y 4/3)含漆喰偽礫・炭、細粒砂

2:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含二枚貝・炭、細礫質中粒砂～シルト

質中粒砂

3:黒褐色(2.5Y3/2)含炭、シルト質中粒砂

4:黒褐色(10YR3/2)含炭、細礫質中粒砂

5:にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂

SK31・32・34

6:灰黄褐色(10YR4/2)シルト質細粒砂

7:黒褐色(2.5Y3/1)炭

8:暗褐色(10YR3/4)シルト質極細粒砂

9:灰黄褐色(10YR4/2)中粒～細粒砂

10:黒褐色(2.5Y3/1)礫質粗粒砂

11:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含中礫・瓦、極粗粒砂

12:黒褐色(2.5Y3/2)中粒砂、上部に粗粒砂質シルト

13:暗褐色(10YR3/3)含炭・瓦、粗粒砂

14:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含礫・瓦、シルト質中粒砂

15:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト～細粒砂

16:黒褐色(2.5Y3/2)含シルト質細粒砂(第3層)偽礫、シルト質細粒砂
]7:オ1J-ブ褐角(25'74/3)含瓦、細縛混り細封砂

第3層
33:淡昔角(25Y8/4)細紡砂

図 6 遺構 断 面 図

0            1           2m

1:40

18:黒褐色(2.5Y3/2)細礫混り中粒砂

19:暗褐色(10YR3/3)含炭ラミナ、細粒砂

20:黒褐色(2.5Y3/2)極細粒砂

21:にぶい黄褐色(10YR4/3)極細粒砂質シルト

22:黒褐色(10YR3/2)含炭・シルトラミナ、シルト質極細粒砂

23:黄褐色(2.5Y5/4)含瓦・細粒砂質シルト(第3層)偽礫、シルト質
細粒砂

24:暗褐色(10YR3/3)シルト質細粒砂

25:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含礫、シルト質中粒砂

26:暗褐色(10YR3/3)含シルト質細粒砂(第3層)偽礫、シルト質細
粒砂

27:暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)含シルト質細粒砂(第3層)偽礫、シル
ト質中粒砂～極粗粒砂

28:黒褐色(10YR3/2)細粒砂質シルト

29:黒褐色(10YR3/2)シルト質中粒砂

30:暗褐色(10YR3/3)含細粒砂質シルト(第3層)偽礫、細粒砂

31:明黄褐色(2.5Y7/6)中粒砂

32:褐色(10YR4/4)中粒砂質シルト
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履
X

10国

1 :3

図7 出土遺物実測図(土器・陶磁器)

SKIO( 1～3)、SK21(4～6)、SK23・24(7)、SK31・32・34(8～13)
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る。埋土の状況から、 4回程度の掘削と埋没を繰り返したようである。もっとも古い段階の埋土は図

6-30～32で、後に再掘削されて壁状に残ったものとみられる。掘削後は開口した状態でゴミ穴とし

て使用されたものであろう。SK30はその最後の段階に当る可能性もある。出土遺物には18世紀後葉

～19世紀前葉の肥前磁器8～11、関西系陶器12などのほか、土師器13を示した。染付碗8は素描きの

広東碗、染付皿10は底部の外面に崩れた渦福、内面にコンニャク印による五弁花があり、18世紀後葉

～末ごろのものである。染付碗9は口縁部内面に四方欅文を、底部内面に菊花文をダミで描いている。

10cm

1:4 (20のみ)

23

"'412トゝ ゛24
25

1:3

26

10cm

図8 出土遺物実測図(陶磁器・瓦と窯道具・ミニチュア土製品と型)

SK15(24)、SK25(18～20)、SK39(14～17)、SK48(21～23)、精査中(25・26)、
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染付皿11は内面に草花文を描いている。土瓶12は体部上半を緻密な沈線で充当するものである。焙烙

13は直立気味の短い口縁と底部との境を2段 に膨らませたもので、18世紀前半に遡るため、遺構の時

期とは離れている。

SK39 調査区北壁西部の土塘で、東西6.8m,南北1.4m以上、深 さ0.8mである。埋土のほとんどは

焼けた瓦や焼土偽礫で、火 災などの片づけに使用されたゴミ穴であろう。出土遺物は18世紀後半～19

世紀前葉で、肥前磁器14～16、関西系陶器17などがある。朝顔形碗の蓋14は体部が逆台形状に開き、

内面の天頂部に五弁花、口縁部に四方欅文を描<18世紀末のものである。二次的に焼けており、火災

によるものであろう。碗15・16は丸く内湾する体部で、15は外面に大振りの花文を描き、間 を氷裂文

で埋めている。18世紀中葉である。16は草花文を描いているほか、底部外面に墨書がある。灯明皿17

は口縁部に灯芯を置く台を付け、向い合う側には線刻で斜格子を描いている。底部内面に目痕がある。

SK48 調査区中央部の土塘で、東西1.5m,南北1.3m以上、深 さ0.3mである。出土遺物には肥前磁

器21・22など18世紀末～19世紀前葉のものがある。碗21は8と同じ縦線の文様を、碗 22は菊弁文を体

部外面に描いている。ほかにミニチュア土製品の一部23が出土した。人形の左足先に当る。

以上のほか、遺構検出中に瓦・ミニチュア土製品の製造に係る遺物が出土した。

瓦製造に関連する遺物は瓦窯道兵26である。窯入れの際に支脚に用いられたと考えられる瓦質のも

のでこれ1点のみが出土したが、瓦製造用地の一角と考えられる瓦屋町遺跡(WRO8-1次調査地)で

は多量に出土している[大阪市文化財協会2009]。また、 ミニチュア土製品の製造では土師質の型が2

点出土している。うち1点を図化した(25)。25は直径3.2cm程度の半球形に雌型を拵えているが、花 ・

葉が合わさったものが仕上がる。もう1点は小型の人面の型である。瓦屋町遺跡でも土製品の型が市

表1 金属製品生産関係遺物出土遺構一覧表

①鋳造 ②鍛治 ③金属
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SKOi ○

SK03 ○ ○ O O

S円6 ○

SKO7 ○ ○ ○

SKI0 ○

SKI4 ○ ○ O ○

SKI5 ○ ○ ○

SK16 ○ ○ O

SK21 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SK24 ○ ○ ○

SK25 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SK29 ○ ○ O

SK30 ○ ○ ○ O O

SK31・32・34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SK33 ○ ○

SK43 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SK48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○

側イ)1・攪 乱 など ○ ○ ○ 01○ ○ ○ ○ ○ ○1○
1

○ ○ ○1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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内の調査例としては多く出土しているため、近在に工房の存在が想定されている。

瓦・ミニチュア土製品ともに工房は他所に求められるが、偶発的にせよ瓦屋町遺跡で特徴的な遺物

が混入していることは、各種製造業の近い位置関係と人の往来を示すものである。

b.鋳造関連遺物(図9～15)

本調査地では先述のとおり金属製品の生産に関係する資料が多量に出土した。

コンテナにして約40箱程度の量がある。加工業の種類からは、①鋳造、② 鍛治、③ 真鍮生産の3つに

大別できる。以下にそれぞれの詳細を述べる。

なお、今 回出土した資料はさらに研究を進めることが必要であり、ここでは現状の把握と理解に基

づくこと、今後の進展によって修正される可能性があることを断っておく。

①鋳造

ア)鋳型

出土した資料のうち、圧倒的に多くの量を占めているのが鋳造関係の遺物で、特 に鋳型が多い。鋳

型は製作法から込型と挽型に分けられる。込型には獣脚と唐獅子面の2種類が圧倒的に多い。ほかに、

唐獅子全身、龍 、火 焔形(?)、把手形(?)、龍頭、撞 座、乳、不明製品がある。挽型から作られた製

品は特定しがたいが、半鐘ないし香炉・火鉢・茶釜など容器類、鰐 口ないし鉦鼓・盤 ・盆などの浅い

皿状のもの(またはその合わせたもの)、小 型の不明製品のものなどがある。

まず込型から記述する。

・獣脚の原型・鋳型(27～37)

全体は100点以上に上ると思われるが、破 片のため正確な把握は困難である。

獣脚の上部には獣面が象ってあるが、その意匠の違いから3種類に大別される。ほ とんどは29～

35・37に代表されるもので、突 出した額・眉、斜 め上方へ尖った耳、ごく浅い横線で表現するか全く

表現されない口、 5本指の脚先などの特徴がある。サイズは各種あり、乾燥や焼けによる縮みの影響

もあるが、少なくとも29、30～33、34、35・37、図化していないがさらに大きい5種類を認めるこ

とができる。いずれも獣面外縁部の裏面側の横断面は内傾しており、製 品本体の接着面が曲面である

ことがわかる。脚 という使用部位から本体として香炉や火鉢などを想定することができる。確認でき

るものは脚下(足の裏に当る)を半円筒状に剖り抜いており、湯 口ないしガス抜き孔である。

鋳型の外面には、それを覆う胎土の粗い粘土が一部に残っている。獣脚鋳型を本体側に埋け込むか、

または脚の裏面側に当てる鋳型を包むためであろう。実際には、本体側の鋳型に埋け込んだのか、獣

脚単体で鋳造したのかは判明していない。

これらの獣脚鋳型に対して、土製の原型が出土している。27・28は同一個体か判断できないが、合

わせてほぼ全体の形を知ることができる。サイズからは35・37の原型となろう。27は側縁に線刻によ

り「亥正月吉一」、「口八五寸一口山本(木)一」とある。年号やサイズ、人名などと思われるが、正確に判

読できていない。28の脚下には湯口ないしガス抜き用の孔となる半円筒状の膨らみが設けられている。

このほかの獣脚の鋳型として、36ほかがある。36は完形ではないが獣面に明らかな歯列とその端に

下向きの牙が表現されており、後 述する唐獅子の顔面に近似している。また脚先の指は6本以上で丸
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10cm

図9 金属製品生産関連遺物(1)

SK1 4(28)、SK31・32・34(30・31・33)、SK48(32)、重機掘削中(27)、攪乱(29)

ー 390 -



36

42

10師

1:3

図10 金属製品生産関連遺物(2)

SK21(34)、SK30(42)、SK31・32・34(37・38・40)、SK43(36)、SK48(35・41)、攪乱(39)
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一゙二 ヨ
図11 金属加工品生産関連遺物(3)

SK30(44・46・47)、SK31・32・34(45・48・52)、SK48(53)、南側溝(49)、攪乱(43・50・51)
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みを帯び、上記の獣脚とは明らかに異なる。こうした特徴は36のみでほかには出土していない。本調

査地および瓦屋町遺跡出土例を含めても、唐獅子を意匠とした獣脚は確認されていない。そのほか獣

面の代わりに渦(唐草)文のみを配した獣脚鋳型が出土しているが、図化していない。

・唐獅子面の原型・鋳型(38～43)

獣脚と同じく全体は100点以上に上ると思われる。全 て唐獅子面のみの製品となるが、タテガミの

渦に細かい毛を線刻で表現するタイプと、渦の表現のみとするタイプの2種類に大別できそうである。

サイズでみると、少 なくとも図化した資料では、細 かい毛を表現するものでは2種類(39・40, 42)、

渦のみのタイプで2種類(41、43)があるが、それぞれもっと多くのバリエーションがある。大型の製

品は渦のみのタイプに多くみられる。いずれも鋳型外縁部の裏面側の縦・横断面は平面で、本体の接

着面は平面である。40・41では顎の下に剖込みが確認できる。

鋳型の外面には、それを覆う胎土の粗い粘土が一部に残っている。獣脚鋳型と同様に、本 体に埋け

56

10cm

図12 金属製品生産関連遺物(4)
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込むため、または裏面側に当てる鋳型を包むためのものと考えられるが、製造工程は判明していない。

唐獅子面の原型は土製のもの1点が出土している。38はサイズからは39・40の原型となる。顎の下

に湯口ないし湯道となる半円筒状の膨らみが設けられ、二次的に被熱して全体が赤く焼けている。

なお、 タテガミに細かい毛を表現するタイプと同型の鋳型が瓦屋町遺跡でも出土している。同じ原

型から作られたかはさらに調査が必要であるが、サ イズは39・40と一致するとみてよいであろう。

・唐獅子・龍などの埋け込み鋳型・その他の鋳型(44～53)

出土数は少ないが、そのほかにも埋け込みの鋳型が出土している。44・46・47は唐獅子を象ったも

の、45・48～50は龍を象ったものである。44は振 り返った唐獅子、46・47は前を向いた唐獅子の前身・

後身で焼成・胎土が一致するので同一個体かもしれない。53は火焔形の製品となる。これらのほかに

51は円座のある突起が製品となるが、あ るいは切り離 して使用するのかもしれない。52は把手の一部

のようにも見えるが断面は四角く用途は不明である。これらは本体の鋳型に埋け込んだとは断定でき

ないが、薄 く作 る点で共通するためここで記述しておく。

20cm

図13 金属製品生産関連遺物(5)

SK31・32・34(65)、南側溝(63・64)

65
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鉄タガの痕

68

鉄タガの痕

10cm 69

1:3

30cm 70

1:6(70のみ)

図14 金属製品生産関連遺物(6)

SK16(69)、SK31・32・34(70)、重機掘削中(66・67)、攪乱(68)
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・半鐘に伴う埋 け込み鋳型(54～62)

半鐘本体の鋳型に埋け込まれた鋳型として、龍頭54、乳55～59、撞座60～62がある。

龍頭は頂部に湯口がある。乳 はほぼ半分に縦割れしているものが多い。58は完形の鋳型で未使用と

思われる。内面に細い縦のひびが入っているが、原 型を抜く際に縦割りした部分から起こったものと

みられる。ほかの乳の鋳型も内面に鋳造時の焼け跡がなく、破損したことで未使用のまま破棄された

ものであろう。

次に挽型を記述する。

・半鐘ないし香炉・火鉢・茶釜など容器類の鋳型(70)

70は高さ20cm,直径が40cmに復元される鋳型で、写真右側は刃物で鋳型の途中まで切れ込みを入れ、

10cm

76

図15 金属製品生産関連遺物(7)

SK25(75)、SK31・32・34(72)、SK48(71・73)、重機掘削中(74・76)
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折り取るように分割し、外面には手をかける凹みが切り込まれている。瓦屋町遺跡でも同様の手法が

認められ、分割することで内面の文様など細部の造形をしやすくするための工夫と推測されている。

鋳型はさらに上位に段を重ねていたはずで、製品は最大径約30cmが胴部中央にあたる釜のような容器

となる。鋳肌が残っており、最大径の部分が帯状にやや突出して菊花文を並べ、その上位には、カキ

メ状の緻密な横線を下地に斜格子を合わせている。さらに突帯との境近くにも小ぶりの菊花文が並ん

でいる。70は胎土が緻密で固く締まっているが、このような背の高い挽型はほかにも出土しており、

籾を大量に混入させた明らかに胎土の異なるものもある。多 くは肌土が残らず、製 品を推定すること

は困難であるが、龍頭や撞座などから半鐘が、多量の獣脚からは香炉や火鉢なども製造された可能性

が考えられよう。

・鰐口ないし鉦鼓・盤 ・盆などの浅い皿形の鋳型(66～69)

66～69は浅い皿型の挽型で、いずれも籾を多量に混和させた胎土である。66・68・69には刻みを入

れて真土との接着性を高めている。66・69には湯口が確認できる。68・69は粗型のみが残るが、66・

67には鋳肌が残っており同心円の突帯や段が作られた浅い皿型の製品が作られたことがわかる。2枚

が合わされば鰐口、単体では鉦鼓や盤、盆 などが製造されたと推定される。

・不明製品の挽型

直径15cm前後、高さ6 cm前後の挽型がわずかに出土している。粗型のみが残るため製品は不明であ

る。図化していない。

イ)炉・その他道具など

鋳造に関する資料として、炉の破片や道兵類が出土している。

・炉(底部)

半鐘などの容器類の鋳型に似るが、内側に鉱滓が多量に付着しているため、炉の底部と判断する。

図化していない。

・板状の炉材

炉壁の一部とみられるもので、高温のため複数枚が融着している。厚さ2 cm程度の粘土板を材料に

積み重ねて炉を構築したものであろう。図化していない。

・大 ノコ

多数の孔がある粘土板で、二次的に被熱し、ガラス質が付着するものもある。図化していない。

・鉢状スノコ(74)

固く締まった胎土の炉ないし鋳型によく似た形状で、底面に直径1 cmほどの孔が焼成後に穿たれて

いるが、いくつかは内面側から粘土が詰まってふさがっている。挽型を鋳型などの乾燥・焼成のため

に転用したものであろうか。

・支脚(71～73)

焼成用の3本脚の支脚で中子などの焼成・乾燥に用いられるものである。

・ブロック状土製品

直方体のレンガ状のものであるが、胎土は鋳型とよく似ている。瓦屋町遺跡にも類例がある。
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・板状土製品(75・76)

用途不明の板状土製品であるが、鋳 型などの材料に用いるため、一度土を焼いておき必要に応じて

摺り砕 く素材などの使用法も考えられる。

ウ)原型ないし未成品(63～65)

以上のほか、唐獅子や龍を浮き彫 りにした63～65があり、原型の可能性があるため本項で扱う。63

は右を向く唐獅子で裏面には五重線で作る六角形が組み合わさった刻印がある。64は左に振り返 り舌

を突き出した唐獅子、65は宝珠を掴む龍の一部である。主体となる意匠の周囲は、63がやや角の丸い

タイル状になるほかは、64・65とも意匠に合わせて余白を落とした平面形であるほか、側縁や裏面は

未調整ないし粗雑な調整で、いずれも赤 く二次的に被熱したとみられることなどは原型と共通する特

徴と考えられる。しかし、細部のディテールが作り込み過ぎのきらいがあり、鋳 型から抜 く際に変形

を及ぼすような凹凸がみられることなど、原型として不適当な点もあり、 レリーフのあるタイルとし

て埋め込んで使用することも考えられる。

②鍛治

フイゴ羽口が出土しているほかは、鍛 治を示す遺物はない。

③金属生産

梅干坩堝とその蓋がわずかに出土している。真鍮生産に使用されるものである。

3)まとめ

本調査地では18世紀後葉～19世紀中葉を中心とする遺構から、金属製品の生産に関連する遺物が多

量に出土した。工房を示す生産遺構は敷地最奥で鋳造炉の可能性があるSKOIの他はゴミ穴である。

遺物から推定される業種は鋳造・鍛治・真鍮生産で、そのうち鋳造に係るものが圧倒的に多い。鋳

型では特に獣脚と唐獅子面が顕著で、 どちらも原型の存在や複数の遺構から同型の鋳型が大量に出土

しているなど、調査地が工房に直結した不要物の廃棄場所であったと想定される。一方で製造工程の

一部に集中した遺物構成であり、鋳 造以外の業種については資料もほとんどないことから、本 調査地

から復元できる金属製品製造業は、当時のごく一部に過ぎないことも指摘できよう。

また、 このほかに瓦、 ミニチュア土製品の製造に係る遺物がごく微量であるが出土していることも

注目される。このような異業種が混在する中で、業種によって出土量に顕著な差異が認められる傾向

は、周辺の調査でも明らかとなっている。瓦屋町遺跡の金属製品の製造に関する遺物量は少なく、関

係を積極的に語れるものではなかった。瓦屋町遺跡で判明する製造業関連資料のほとんどが瓦製造業

であり、次 いでベンガラ製造業の焙烙が多く、少 ないのは金属加工業のほか陶器、 ミニチュア土製品

の生産に関する遺物である。一方、UH13-9次調査地ではミニチュア土製品の失敗作が多量に廃棄

されていた。

これらの業種は製造作業に伴って火を使い、多量の熱や煙を排出するため、町屋の縁辺に集まる傾

向が指摘されているが、発 掘調査では、場 所によって廃棄物の組み合わせは大きく異 なっているよう

である。これが単なる工房間の距離的な関係を示しているのか、原材料の確保や技術的な関連性など
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による有機的な関係の粗密を示 しているのかなど、今 後大坂の近世産業のあり方 を研究するうえで、

この地域の調査は必要不可欠のものであろう。

引用・参 考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1999、「石原商会による建設工事に伴う確認調査(TX97-1)J :[平成9年度大

阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.31 -.3g

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015、「上本町遺跡発掘調査(UH13-9)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地

発掘調査報告書(2013)』、pp.391-.398

大阪市文化財協会2006、「社会福祉法人大阪あゆみ福祉会による建設工事に伴う上本町北遺跡発掘調査(UNO6-2次)」

大阪市文化財協会2009、『瓦屋町遺跡発掘調査報告』、pp.i-7o
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遺構掘削状況(東部)

(南東から)

SK31・32・34埋土断面

(南西から)



西区土佐堀三丁目21-2における建設工事に伴う

土佐堀3丁目所在遺跡発掘調査(TL16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市西区土佐堀3丁目21-2

561ml

平成28年10月3日～平成29年1月10日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、松本啓子
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1)調査に至る経緯と経過

本調査地は西区土佐堀3丁目に所在し、中之島から土佐堀橋を南に渡って西側の、土佐堀川の南岸

付近に位置する(図1)。中之島をはじめ堂島川の北岸、土佐堀川の南岸には江戸時代に蔵屋敷が立ち

並んでいたことが知られており、発掘調査でも佐賀藩・広島藩・久留米藩・高松藩・大村藩・長岡藩・

鳥取藩・萩藩・人吉藩・臼杵藩・中津藩などの蔵屋敷跡の調査が行われ、石積みの船入や石垣、米蔵

や陶器蔵、屋敷・蔵役人長屋といった、17世紀～19世紀の蔵屋敷にかかわる遺構や遺物が出土し、江

戸時代の蔵屋敷のようすが考古学の面から明らかになりっつある。

本調査地周辺では、土佐堀1丁目・2丁目でTLO7-1・10-1次調査が行われ、17世紀末の整地

層と18～19世紀の遺構・遺物が出土した。江戸堀1丁目・3丁目のEDO6-1・10-1次調査でも、

18世紀の盛土や江戸堀川の護岸施設などが発見された[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008・

2009、大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012・20131o

また、土佐堀川を挟んで対岸のNXO2-1次調査では、17世紀中頃～後半の石列、17世紀後半～末

の石垣や畠、18世紀前～後半の基壇、19世紀前半～中頃の火災に遭った礎石建物などが検出され、よ

り具体的な蔵屋敷のようすが知られるようになった[大阪市文化財協会20031。

本調査地において平成28年7月6日に大阪市教育委員会が行った試掘調査で、地表下約。.4m以下

の深さで近世の遺構面および遺物包含層が検出されたことから、この地域の歴史的変遷の基礎資料を

得ることを目的に、新発見の遺跡として発掘調査を行うことになった。

東西33m1 南北17mの範囲に鋼矢板を打設してこの内側を調査区とし(図2)、事業主にょり地表下

0.4mまでを掘削した後、10月3日から調査を開始した。当初の検出面はまだ近代の地層が厚く全面

5,000

図1 調査地位置図

Y-47,000

地区深据り地点

図2 調査区地区割図
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を覆っていたので、再度重機で近世末頃の遺構面まで掘り下げ、以下の遺構面を人力により掘削・精

査し、適宜、平面図・断面図等の作成と写真撮影を行って記録をとった。地表下1.7mあたりから下は

ひどく湧水するため、安全のため面的調査は控え、調査最終日に重機で安全な深さまで掘削して断面

の観察を行った。平成29年1月6日に現場での発掘作業を終え、1月10日に機材等を撤収して調査を

完了した。

本調査で用いた基準点はMageⅡan杜製ProMark 3により測位した世界測地系に基づく座標値で、標

高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～6)

現地表の標高はおおよそTP+l.Omで、現状地形は平坦である。

本調査では石垣や溝などで区画された屋敷地が4区画検出された。それぞれの区画では異なった整

東

Ⅱ区  敷
地
境
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旧閣第2a層巳田第4層

[コ第2b層0  石

Ⅲ区

28 2b

Ⅳ区

西

T区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区
層名
(略称)
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礫混り粘土質シルト (第1-1層)
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焼土・礫混り粘土質砂 (第1-2層)

2.5Y6/6明黄褐色

細粒 ～狽粒 砂

25Y4/4オリーブ褐色

シルト質粘土 (第1-1層)

25Y6/6明黄褐色

細粒～粗粒砂 (第1-2層)

10YR6/3にぶい黄橙色炭 ・焼土・粘土

混りシルト質砂～砂質シルト (第1-1層)

25Y6/6明黄褐色

細粒～粗粒砂 (第1-2層) 轡
國
11

11

閣漬
10YR4/3にぶ い黄褐色

粘土 ・炭 混 り砂 質シル ト

2.5Y7/6明黄褐色 炭・細粒砂混り

シルト質粘土 (第2a-1層)

2.5Y5/4黄褐色

炭・焼土混り礫質砂 (第2a-2層)

10YR3/1黒褐色

粗粒砂 (第2a-1層)

2.5Y6/1黄灰色 炭・粘土
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シル ト混 り粘 土 質細粒 砂

10YR7/4にぶい黄撥色 炭・シルト・

粘土混り極細粒砂(第2b-1層)

2.5Y7/2灰黄色 炭・焼土・礫混り

極細粒砂～細粒砂質シルト(第2b-2層)

10YR3/1黒褐色

粗粒砂(第2b-1層)

2.5Y7/4浅黄色

粘土混り砂 質シルト(第2b-2層)
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......・ “ ぐ

2.5Y4/6オリー ブ 褐色 細粒 砂

混 り粘 土 質シル ト(第3-1層)

10YR4/6褐色 細粒 砂 混 り
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10YR5/6黄褐色 粘土混り ,l′
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,'2.5Y7/3浅黄色 炭・粘土混り

7l′シルト質細粒砂 (第3-3層)

2.5Y6/6にぶい黄色 シルト・
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第3層

(3)

淡灰褐色 シル ト質 粘土

灰～褐灰色 礫・粗粒砂・
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灰～褐灰色 礫・粗粒砂

混り細粒砂質シルト

鴬窓

脳

図3 地層と遺構の関係図
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図5 中央南北地層断面(m(C地区)

1:50

地が行われており、区画を越えて同じ整地土が平面的に繋がっているわけではなかった。図 2のとお

り、 5m刻みで地区割りを設定すると、一 区画はおおよそ10mの東西幅で、遺構と整地層のまとまり

が見られた。そこで、A'・A地区を中心に遺構が分布する区画をⅣ区、同様に遺構のまとまる範囲でB・

C地区中心の遺構の範囲をⅢ区、D・E地区中心の遺構の範囲をⅡ区、F地区中心の遺構の範囲をI区

と呼ぶことにした。そ して、各 区画の生活面と生活面を構成する整地層を遺物の時期で分類し、各 時

期の生活面を構成する整地層を4層に分けた。

第1層 :本層は上下2層に分かれる19世紀前半の整地層である。本層の上には本層上面の石組を再

利用した近世末期以降の複数の時期の石の構造物があり、 また、近 代の地層が本層直上に堆積してい

るところもあった。つまり、本層上面は近代までの間、複 数の時期の生活面となっていた。このため、

本層に伴う遺構はひどく攪乱を受けていた。

I区の第1層は、基盤がオリーブ褐色(2.5Y 4/6)粘土質砂を主体とする地層(第1-2層)で、漆喰・

炭・焼土・礫が混じる。さらにこの上に、整 地の最終段階に地面を整えるための整地層(第1-1層)

が見られた。炭 ・焼土・礫が混じるオリーブ褐色(2.5Y 4/3)粘土質シルト層である。第 1-1層の層

厚は最大8 cmあり、第 1層全体で最大層厚は22cmである。
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Ⅱ区とⅢ区、Ⅳ区の第1層は、明黄褐色(2.5Y6/6)細粒～粗粒砂を主体とする基盤の整地層(第1

-2層)が見られ、Ⅲ・Ⅳ区ではこの上に整地の最終段階に地面を整えるための第1-1層が堆積し

ていた。Ⅲ区の第1-1層は、厚 さ最大6 cmのオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質粘土層で、第1層全

体で層厚は最大18cmある。Ⅳ区でも厚さ最大6 cmの炭・焼土・粘土が混じるにぶい黄橙色(10YR6/3)

シルト質砂～砂質シルト層(第1-1層)が堆積する。Ⅳ区の第1層は、全体で最大層厚25cmある。Ⅱ

区では最終段階の整地層は見られなかった。

第2層:第2層は新旧2時期の整地層に分かれ、両層が上下に堆積する区画(Ⅲ・Ⅳ区)と片方だけ

しか見られない区画(工・Ⅱ区)があった。それぞれの整地に伴う2時期の遺構が検出されたので、新

しいほうの整地層を第2a層、古 いほうを第2b層とした。 Ⅰ区の第2a層はⅡ区の第2b層と同じ高さま

で積まれているので、両区の第2層上面はほぼ水平になっていた。 Ⅰ区の第2a層は第2b層を積み替え

たもの なのか もしれない。

第2a層は18世紀末～19世紀初頭の整地層である。

I区の第2a層は、にぶい黄褐色(10YR4/3)砂質シルト層で炭・粘土が混じる。最大層厚は22cmで

ある。

Ⅱ区では第2a層は見られなかった。

Ⅲ区の第2a層は、炭 ・焼土が混じる黄褐色(2.5Y5/4)礫質砂が基盤の整地層(第2a-2層)で、C地

区ではこの上に厚さ2 cmほどの炭・細粒砂が混じる明黄褐色(2.5Y7 /6)シルト質粘土の整地層(第2a

一1層)が堆積する。Ⅲ区の第2a層全体の最太層厚は20cmである。

Ⅳ区の第2a層は、炭 ・粘土が混じる黄灰色(2.5Y6/1)砂質シルトを主体とする整地層(第2a-2層)

と、その上に厚さ3 cmほどの黒褐色(10YR3/1)粗粒砂の整地層(第2a-1層)がある。Ⅳ区の第2a層

全体の最大層厚は18cmである。

第2b層は18世紀後半の整地層である。

Ⅱ区第2b層は、オリーブ褐色(2.5Y 4/6)シルト混り粘土質細粒砂層である。最大層厚は26cmである。

Ⅲ区の第2b層は、炭 ・焼土・礫が混じる灰黄色(2.5Y7 /2)極細粒砂～細粒砂質シルトを主体とする

整地層(第2b-2層)が基盤となり、C地区ではこの上に層厚8 cmほどのにぶい黄橙色(10YR7/4)炭・

シルト・粘土混り極細粒砂の整地層(第2b-1層)が堆積する。Ⅲ区の第2b層全体の最大層厚は25cm

である。

Ⅳ区の第2b層は、浅黄色(2.5Y7/4)粘土混り砂質シルトを主体とする基盤の整地層(第2b-2層)が

あり、 この上に厚さ2 cmほどの黒褐色(10YR3/1)粗粒砂の整地層(第2b-1層)が堆積する。Ⅳ区の

第2b層全体の最大層厚は18cmある。

なお、 Ⅰ区では第2b層は見られなかった。

第3層 :第3層は18世紀前半～中頃の整地層である。F地区の第3層上面出土の肥前磁器染付碗7

だけが18世紀中頃のもので、F区の第3層だけは他よりも若干新しい整地なのかもしれない。

第3層は湧水のため、一部しか掘り下げていないが、Ⅲ区とⅣ区では、部分的に第4層までの地層

を確認している。
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Ⅳ区では浅黄色(2.5Y7 /3)粘土混細粒砂質シルトを主体とする基盤の整地層(第3-4層)が見られ

た。この上に堆積する第3-3層は、厚 さ最大8 cmのにぶい黄色(2.5Y6/6)シルト・炭 ・粘土混りの

細粒砂層である。

Ⅲ区では、基 盤が浅黄色(2.5Y7 /3)炭・粘土混りシルト質細粒砂を主体とする整地層で、Ⅳ区の第

3-3層によく似 ている。直接的なつながりは確認していないが、同じ工程の整地土と考えている。

この上に堆積するⅢ区最終段階の整地層(第3-2層)はC地区で見られた。最大層厚12cmの粘土混り

の黄褐色(10YR5/6)砂質シルト～粘土質砂層である。

Ⅱ区では褐色(10YR4/6)細粒砂混り粘土質シルトを主体とする基盤の整地層が見られた。やはり直

接的なつながりは確認できなかったが、Ⅲ区第3-2層に相当するものと思われる。

I区では鉄分を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/6)細粒砂混り粘土質シルトを主体とする整地層(第3-

1層)が見られ、Ⅱ区第3-2層と似た整地層である。

第3層の堆積状況を見ると、西 から順に土を投入して平坦な生活面を造った様子が窺える。ただ、

これが同じ工程の整地なのか、いくば くかの時間を経て新たにⅡ区・Ⅲ区に第3-2層、 工区に第3

-1層を別工程で積み上げて地面を造ったのかはよくわからない。後述するように、 F地区第3-1

層出土の肥前磁器碗7が他の第3層の遺物よりも若干新しいことを考えると、第 3層上面として検出

したものは2時期の整地後の姿なのかもしれない。

第4層との境界が確認できたA地区とB地区の深掘り地点で、第3層全体の層厚は最大54cm, C地

区では65cmである。

第4層 :A地区とB地区の深掘り地点とC地区の南北断面の一部で確認した地層で、18世紀初頭以

前の整地層である。本 層に達するあたりの第3層から湧水がひどくなり、安 全のため、重機で掘削し

て断面観察を行った。

A地区・B地区では礫・粗粒砂の混じる灰～褐灰色細粒砂質シルト～シルト質細粒砂を主体とする

整地層が厚く堆積し、基 盤相となっている。A地区ではさらに青灰色粘土が混じる。60cm以上の厚さ

がある。C4地区で第4層は黄褐色(2.5Y5/3)粘土混細粒砂層になっていた。A地区とB地区ではこの

上に、最終段階の地面を整えたA地区・B地区とも灰褐色シルト質粘土の整地層が堆積しており、薄

い板とみられる有機物層が一番上で観察された。層厚は最大12cmである。また、C地区とD地区の境

でもTP - 0.8mあたりの深さで板が検出されており、 この深さが第3層と第4層との境界面と考えら

れる。

ii )地層の沈下について

Ⅳ区北半の第2a層上面で複数の地割れ痕跡や沈下している箇所が見つかった(図11)。平面で見ると、

少なくとも南北2.5m以上、東西3m以上の範囲が沈下し、その周囲も沈下の影響を受けていた。調査

終了時の深掘り断面(図6)を見ると、 もとの地面から少なくとも80cm以上沈下しており、その窪みを

第1層の土で埋めていた。中央東西断面でもⅣ区では深さ25cmの窪みを第1層の土が覆っている箇所

がある。また、図版2中・下段の写真では、第2a層上面の石敷きが窪みに落ち込んでいる様子が窺える。

こういったことからⅣ区の第2a層上面の施設はかなりの影響を受けたことがわかる。
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21:灰褐色炭・粘土混りシルト

22:灰白色シルト質粘土

23:灰褐色礫混り細粒砂

24:灰～灰黄色シルトと細粒砂の互層
第2b層

25:灰～灰黄色シルト～シルト質粘土

26:浅黄色シルト質粘土

図6 A地区深掘り断面図(陥没箇所)

1:50

第3層

27:にぶい黄色粘土混り細粒砂

28:浅黄色シルト質細粒砂

第4層

29:淡灰褐色シルト質粘土

30:褐灰色礫・粗粒砂混り細粒砂質シルト

また、深 掘り断面(図6)をよく観察すると、第2b層上面の段階でもほぼ同じ位置で沈下があったこ

とがわかる。

この2回の沈下は、東 側のB地区にも影響したとみえ、B地区の第2層上面は建物Cの北西隅が25

cmほど低く、石 列B・瓦列・建物Cの礎石も同様に沈み込んでいた(図版2下段)。後述のB地区の建

物Cがほぼ同じ位置で何度も建て直されたのは、この2回の沈下が原因となった可能性が高い。

iii)遺構と遺物(図7～12)

a.)各層の遺物(図7)

A地区深掘り地点の第3～4層以下の地層から、肥前陶器のタタキ唐津片・鉄絵大鉢片とともには

土師器皿1が出土し、A地区深掘りの第3～ 4層から、瀬 戸美濃陶器志野皿2、肥 前陶器碗3が出土

した。これらは17世紀代のもので、第 4層が17世紀代に遡る可能性があることを示す。

第3層からは18世紀前半～中頃の遺物が出土した。これらのうち、F地区出土の肥前磁器染付碗7

と小杯8を図示した。層序でも述べたが、8をはじめ第3層の遺物は18世紀前半のものだが、7だけ

は18世紀中頃のものである。

第2b層からは18世紀後半の遺物が出土した。このうち、A地区出土の肥前磁器青磁染付の鉢15と碗

16を図示した。

第2a層からは18世紀末～19世紀初頭の遺物が出土した。このうち、F地区出土の瀬戸美濃陶器水晃

18、肥前磁器染付環状松竹梅文蓋20・染付蛇の目凹形高台鉢21を図示した。

第1層からは瀬戸美濃焼磁器染付皿22のような19世紀前半の遺物が出土した。

b. )第3層上面の遺構と遺物(図7～10,図版1上段・中段)

第3層上面では、石積基礎をもつ建物3棟 と、これら建物の間を区切る施設6列を検出した。
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0           10          20cm

1:4

図7 出土遺物実測図

A地区第3層以下:1、B地区第3層以下:2・3、F地区第3層 :7・8、A地区第2b層:15 - 16、F地区第2a層:18 ・20 -

21、C地区第1層:22、第 3層上面(SK774 : 4、SD710 : 5、SK783 : 6・9)、第2b層上面(建物C抜取穴11、建物C

東側礎石据え土:10、SK519 :13、SK668 :12、SK666 :14)、第2a層上面(SK490 :19、SX528と石列A覆土:17)
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A地区深tffl面 (図6) :   瓦  建物c   図9断面図

ζ) C1Q  0

0 0 0 o a e e O
瓦組排水施設

SD71D

図10)

Q 00

暗渠865(図10)

第4層

5m

1;150



閣 第 1層 [ コ第3層

臣運第2a層○  石

第1層上面

礎石据え土

もっとも構造のよくわかる建物は、 Ⅲ区にある

建物Cである。長 さ・幅が60～70cm,高さ50cmに

エ。, 。,。」  もなる花崗岩を約90cm間隔で側柱の礎石として配

第1層

-ヤー - 」 ヵヨ 置したものである。東側柱列は、礎石そのものは
6    据え土

4 、よ , 281 ヨ1 イえオ 抜き取られているが、据付け穴の埋土が溝状に薄
第3層上面据え土     -0.5m  く残っていた。建 物Cは東西約6.5m, 南北約エ2.5

1:にぶυ嘆褐色(10YR4/3)粘土混り礫      mの南北に長い建物である。内 部には床を支える
2:オリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質粘土

3 :&.J=;t"M褐0(10YR4/3)粘1混りff       礎石を抜き取った穴が見られた。転 ばし根太構造
4:オリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質粘土

5:にぶい黄褐色(10YR4/3)粘土混り礫質砂

6:褐色(10YR4/4)炭・粘土混り砂質シルト(第3層)   の倉庫の可能性が考えられる○ 転ばし根太構造に

怖     ついては、後述の第2層上面の建物Cでも紹介する。

1゙25            建物Cの礎石列の外側には、礎 石に接して直立し

19 M 3 ffijJ建物C.:IM 礎ゞ'断"1   た平瓦が巡っていた。また、瓦 列の外側にも建物C

に付属するとみられる施設がある。南側に並行して設置された東西方向の暗渠865(図10,図版3中段)

と、東 側の瓦組排水施設(図版3下段)である。

瓦組排水施設は平瓦を幅30cmの間に立てて並べ、上端が地面の高さに揃うように埋めて、南北に繋

いだものである。南北約9m分を検出した。

第」層上面建物C礎石

暗渠865は外径約10cmの瓦質の土管を繋いで埋設したもので、約 4m分を検出した。水 は西から東

へと流れ、建物Cの南東隅あたりか らはやや南向きに設置されている。同様の暗渠はⅡ区のD2地区

東端でも見つかった。東西方向の暗渠715(図10、図版4下段)で、暗渠865と規模はほぼ同じである。

Ⅱ区とⅢ区の境界で、石垣と石を抜き取った跡とみられるSD710が南北一直線に並んで見つかった。

石垣は西に面をもち、 Ⅱ区とⅢ区の境界になっていたと考えられる。

また、 Ⅱ区とⅢ区の境界の溝SD630の底で南北方向の土管が見つかった。暗 渠715・865をつなぐ

位置にあたるが、外径が約20cmと大 きく、漆 喰で繋ぎ目を目貼りしていて、暗渠715・865よりも10

cmほど深い位置にある。Ⅱ区西端を南北に通る石垣(図版4中段)と石垣石抜取溝SD710を結ぶ線に隣

接して平行に設置されているのだが(図版4上段)、湧水のため掘削できなかったうえ、SD630の真上

に近代の土管が通っていたため、SD630もこの土管も掘 り込み面が確認できず、第 3層上而のものか、

それより後世のものであるかはよくわからなかった。ここでは同時期の可能性を提示するにとどめて

おく。

このほか、建 物Cの西側、Ⅳ区との境目には、一段低い位置に建物Cに伴う石列Bがある。建 物C

の礎石より少 し小さい石を密に一直線に並べ、西側に面をもつ。そ して石列Bの西側には、石 列Bに

接して対峙するⅣ区の石列Aがある(図版3上段)。攪 乱されてはいるが、石列AとBは面を付き合わ

せたまま南北とも調査区外へ延びるようなので、ここが敷地境と考えられる。

石列Aの西側には長径1.Om,短径0.7mほどの礎石抜取穴が南北に並んで検出された(礎石抜取穴列

印。第2b層上面の時点で火災に遭って抜き取られたもので、埋土には大量の炭や焼土が混じっていた。

穴の規模が大きいことから、建 物Cの礎石のような大型の礎石が設置されていた可能性が高い。図版
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1:褐色(10YR4/4)炭礫混り粗粒～細粒砂(第2b層)

2:褐色(10YR4/6)炭・焼土・粘土混りシルト質細粒砂

3:オリーブ褐色(2.5Y4/4)炭混り細粒砂

4:オリーブ褐色(2.5Y4/3)・黄褐色(2.5Y5/3)

炭・粘土・酸化鉄混りシルト質砂

5:オリーブ褐色(2.5Y4/4)炭・礫・粘土混り砂

6:オリーブ褐色(2.5Y4/4)炭混り細粒砂

7:黄褐色(2.5Y5/3)粘土・炭・鉄混り
細粒砂質シルト(第3層)

暗渠865

建物C礎石

閣 第 1層 口 第3層

旧団第2a層区つ第4層

匹ヨ第2b層①  石

ハ

暗渠865

暗渠865

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

:暗褐色(10YR3/3)礫・粘土混り砂

:にぶい黄褐色(10YR4/3)礫・炭・粘土混シルト質砂

:褐色(10YR4/6)細粒砂・炭混粘土質シルト

:褐色(10YR4/4)瓦・粘土混砂質シルト

:褐色(10YR4/4)瓦・粘土混砂質シルト

:褐色(10YR4/6)炭・粘土混シルト質砂(第3-2層)

:オリーブ褐色(2.5Y4/4)礫・炭・粘土混シルト質砂

:オリーブ褐色(2.5Y4/3)砂混粘土

:オリーブ褐色(2.5Y4/3)礫・粘土混砂

:黄褐色(2.5Y5/3)細粒砂

11:オリーブ褐色(2.5Y4/6)粗粒砂

12:褐色(10YR4/4)粘土混細粒砂

13:オリーブ褐色(2.5Y 4/6)炭・焼土・粘土・粗粒砂混シルト

14:オリーブ褐色(2.5Y4/4)炭・焼土・粘土・粗粒砂混シルト

15:にぶい黄褐色(10YR5/4)細粒～粗粒砂

16:オリーブ褐色(2.5Y4/4)炭混細粒砂質シルト

17:オリーブ褐色(2.5Y4/4)砂・炭混シルト質粘土

18:オリーブ褐色(2.5Y4/4)砂質シルト

19:オリーブ褐色(2.5Y4/4)粘土質砂
1m

1:25



3上段からわかるように、東 側の敷地の建物Cの石列上面は石列Bの上面より20～30cm高くなってい

る。石列Aは石列Bと同じ高さか、石 列Aのほうがやや低く配置されており、雨 水などの流れを考慮

すると、西側のⅣ区の敷地にも水が流れ込まないよう、何 らかの施設があったはずなので、礎 石抜取

穴列日は第3層上面で建物Cの礎石列に対峙する石列として設置されたものと考えられる。

次に東半のⅡ区では、建物Cよりもさらに大きい石を約1m間隔で配置した建物Dが見つかった。

石垣と近接して平行に設置されたもので、規 模は東西約6 m,南北6.5m以上である。

建物Dの東のI区には、南 北方向の石列Fがあり、その東に東西約4 m,南北5m以上の建物Gが、

さらにその東には南北石列Jが検出された。

これらの建物や区画施設は、後 の第2層上面や第1層上面でもほぼ同じ位置に建て直しが行われて

いた。建 物Cの北東隅の礎石の断面(図9)を見ると、少 なくとも2回の据え直しが行われ、残 ってい

る礎石は第1層段階に積まれたものであることがわかった。

第3層上面の遺構出土の遺物のうち、 Ⅲ区D4地区SK774出土の肥前陶器内野山窯産碗4と、D2

地区の石垣石抜取溝SD710出土の肥前陶器呉器手碗5、C4地区の建物C東側礎石列据え土から出土

した肥前磁器染付皿10, IV区A2地区SK783出土の肥前磁器染付小杯9と肥前陶器片口鉢6を図示し

た。5は17世紀末～18世紀初頭、 9は17世紀末～18世紀前半、6と10はl8世紀前半、4は18世紀中頃

のものである。6と10はⅢ区とⅣ区の遺構の設置時期に近い頃のものである。

c. )第2b層上面の遺構と遺物(図7・11、図版1下段・図版2上段)

図且の薄いほうの網掛けをしたものが第2b層上面の遺構で、第 3層上面の礎石を踏襲して建て替え

たⅢ区の建物Cと、 Ⅱ区の建物Dの北側礎石列をその位置のまま再利用して北側に展開した建物Eな

どがある。

建物Cについては、第2b層を挟んで第3層上面・第2b層上面で建物Cの内部に根太の礎石を抜き取っ

た痕跡が見られたことから、同 じ側柱列の礎石を使った建物が、第2b層上面と第 3層上面にあったこ

とがわかり、第 3層上面の建物Cと、 これを同じ礎石を使って建て替えた第2b層上面の建物Cと考え

た。

また、 第2b層上面の建物C内部の多数の礎石抜取穴は倉庫の床を支える根太を支える礎石を抜 き

取った跡で、複 数列東西に並んでいた。この中で根太列が等間隔に配置される組み合わせがあり、本

層上面や後述する第2a層上面・第1層上面の建物Cの側柱との位置関係から、3時期あることがわかっ

た。機 能時に内部にあったこれらの礎石は横に渡した材(根太)を支えるもので、 この材(根太)と直交

に板を貼って床を作る「転ばし根太」という構造と考えられる。こういった建物は豊臣期ごろから倉庫

に用いられた。攪乱されてよくわからないが、おそらく第 2層上面の建物C以外の建物も同様の構造

と推定される。

層序でも述べたが、A地区の深掘り断面(図6)で第2b層上面が大きく沈下したことが窺えた。建物

Cの礎石の上面や建物C内部の第2b層上面、さらには礎石外側の瓦列の上端も、中央部から北西隅に

向かって20～25cmほど低くなっている(図版2下段)ので、建 物Cもこの時の沈下の影響を受けたもの

と考えられる。
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図11 第2層上而の遺構平面図
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建物Eについては、 Ⅱ区D2地区の第3層上面にある暗渠715の上に構築されているので、第 3層上

面の建物Dの後に建てられたものと考えた。建物Eは東西約6 m,南北6.5m以上で、東 西幅は第3層

上面の建物Cと変わらない。

また、 Ⅱ区D地区の石垣・境界溝1や、Ⅳ区A地区の石列A・礎石抜取穴列比 Ⅲ 区B地区の石列B

は第3層上面段層階から引き続いて使用されていた。A3・A4区の礎石抜取穴列口の周辺の第2b層

上面には焼けた地面と大量の炭や焼土が広がり、そ の下に土塘が検出された。これと併せて、第 3層

上面の項でも述べたが、抜取穴列日は礎石が取り除かれた後、大 量の炭や焼土の混じった土で埋めら

れていたことを考えると、Ⅳ区A3・A4地区の第2b層上面の構造物は火災で失われ、火災整理の時

に礎石抜取穴列口にあった礎石も持ち去られたものと思われる。

Ⅲ区の建物CとⅡ区の石垣の間には廃棄土fflSK668がある。食物残滓などの有機物はほとんどなく、

瓦が大量に入っていた。わずかに混じる陶磁器の時期も第2a層の時期に近いので、SK668は建物Cを

壊した時の瓦を捨てた土壇かもしれない。

第2b層上面の遺構出土の遺物のうち、B2地区建物C根太礎石抜取穴出土の土師器泡烙11、D4地

区石抜取穴SK519出土の京・信楽焼小杉碗13、C4地区SK668出土の京・信楽焼小杉碗12、A2地区

礎石据え穴の肥前磁器青磁染付蓋14を図示した。14は18世紀後半の、遺 構の設置時期に近い時期のも

ので、11～13は18世紀後半の、遺構の廃絶に近い時期のものである。

d. )第2a層上面の遺構と遺物(図7・11)

図11で濃いほうの網掛けをしたものが第2a層上面の遺構で、やや小ぶりの石を使って、Ⅲ区第2b層

上面の建物Cの位置から南東へ約0.5m移動して建て直した建物Cとその東側に南北に並ぶ礎石抜取穴

列K1 Ⅰ区第3層上面の建物Gの真上に再建された建物G1 同様に3層上面の石列Fや石列Jを同じ位

置で構築し直した建物境界溝Fと小穴列Jなどがある。

建物Cは東酉約6 m,南北約12mで、第 3層上面のものよりも建物の規模はやや小さくなっていた。

また、建物C外郭の礎石の上面は、第2b層上面のそれとほぼ同じ高さであった。

また、建 物Cの東約90cmの位置に土WSK626・685・605・670が南北一直線に並ぶ礎石抜取穴列K

がある。建物Cの軒庇を支える柱列の可能性がある。

建物Gの位置するⅠ区には第2b層がなく、第 3層の直上は第2a層になっており、建 物Gは第2a層上

面で見つかった。したがって、第2b層上面段階には第3層の建物Gがそのまま存続していたか、第2b

層上面で再建されたものがすっかり第2a層段階で取り除かれたか、あるいは、いったん断絶して第2a

層段階で同じ位置に再建されたかということになる。建 物Gの規模は東西約9m 1 南北5m以上で、

第3層上面の建物Gと変わらない。第 3層上面の石列Fは第2a層では北へと下がる溝状のスロープと

なり、石列Jは石を使わない柵で再建されたのか、小穴が並んでいた。

Ⅲ区の石列BやⅣ区の石列Aはそのまま引き継がれ、第2b層上面の段階で起こった沈下の影響であ

ろうか、第 3層上画の石列A・石列Bの上に石や土を継ぎ足して高さを揃えていた。

Ⅳ区A2地区の第2a層上面の沈下は先にも述べたが、Ⅳ区A1地区・Ⅲ区B1地区で沈下に伴う地

割れ痕跡SX528が見られた。また、図示してはいないが、 Ⅱ区のD1・D2地区、E1区でも東西に
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図12 第1層上面の遺構平面図
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走る地層の縦方向のずれなどが観察された。土佐堀川に近いほうで影響が大きかったものとみられる。

第2a層上面の遺構出土の遺物のうち、E2地区建物Gの石抜取穴SK490出土の肥前磁器広東碗19と

A2地区沈下箇所SX528と第2a層の石列A覆土から出土した肥前陶器三島手大鉢17を図示した。沈下

復旧作業と第1層の整地が極めて近い時期に行われたことがわかる。19は18世紀末～19世紀初頭、17

は18世紀前半のものである。

e. )第1層上面の遺構(図12)

層序でも述べたが、本 層上面は重機掘削直後の面で、19世紀前半から近代までの間の複数の時期の

生活面となっていた。本報告では第1層の整地に伴う遺構を概観する。

第1層上面でも第2層上面の建物や石列とほぼ同じ位置に石組みが見られた。Ⅱ区の建物Eのよう

に第2層上面の規模や構造を踏襲して再建したものもあるが、 I区の建物Gは東西幅を約3mに縮小

している。また、Ⅱ区の建物Cは再び第2b層・第3層段階で使った礎石の上に建物を再建して、東西6.5

mの規模に戻して再建している。ただ、西 側の敷地境界が変化したのか、石 列Bは第1層で覆われ見

えなくなり、柵とみられる小穴が散見された。そ して工区の石列Aより西は、多数の廃棄土塘が掘られ、

倉庫地域ではなくなってしまったようである。

3)まとめ

今回の調査では、 3面 4時期の倉庫群と区画施設を確認することができた。しかも、その建替えの

契機となったのが、地面の沈下という不慮の災害であったこと、そ してその時期が18世紀末頃と19世

紀前半でも早い頃であることがわかった。沈下する原因はいくつか考えられるが、ここが河川の傍で、

川浚えした時の砂で盛土した土地であることを考えると、今 回観察した深さの地層と平面の範囲では

陥没が建物に影響したことがわかるだけだが、実際は伏流水などの影響で地中深くが大きく袂 られて

沈下した可能性が高いものと思われる。調査地周辺は同じ条件であろうから、 こういった災害の痕跡

は歴史的景観の復元のみならず、今後の土地利用に対しても意味のある情報を提供することになろう。

また、面 的には調査できなかったが、17世紀代に遡る生活面が下に残っている可能性が看取できた

ことも含め、大 きな成果であるといえよう。
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第2層上面全景

(東半、東から)

地層の陥没状況

(A区深掘り南北断面、

東から)
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建物C西側の敷地境

(第2b層上面、南から)

建物Cの南に設置された

暗渠865

(第3層上面、南から)

建物C東辺の

瓦組排水施設

(第3層上面、東から)
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第3層上面の石垣、

土管、建物D西辺石列

(北から)

建物D西辺の石垣

(第3層上面、西から)

建物D北側の暗渠715

(第3層上面、西から)
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西区北堀江三丁目16-1・18・19における建設工事に伴う

和光寺旧境内遺跡発掘調査(WK16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市西区北堀江3丁目16-1・18・19

調査 面 積 54留

調査 期 間 平成29年3月6日～3月13日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長高橋工、櫻田小百合
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は和光寺旧境内遺跡の北部に位置する(図1)。本遺跡は建設工事に先立って大阪市教育委員

会により平成29年1月17日行われた試掘調査により、新たに発見された遺跡で、和光寺の旧境内を範

囲とする。

和光寺には『摂津名所図会』にも登場する名所「阿弥陀池」がある。阿弥陀池は信濃善光寺の本尊の阿

弥陀三尊像が出現した場所とされる。蘇我氏と物部氏の間の崇仏論争の時に難波の浦に沈められた善

光寺如来が、信濃の住人である本田善光の前に出現し、それを信濃に持ち帰って紀った寺が善光寺で

あるという伝説があり[鈴木慎-2003]、江戸時代には人々の信仰を集めた。和光寺の建立は1698(元

禄11)年とされるが、阿弥陀池はそれ以前からあったようで、1657(明暦3)年の『新板大坂之図』には

描かれていないが、1675(延宝3)年の『芦分船』には信濃善光寺の本尊の阿弥陀三尊像が出現した場所

として阿弥陀池が描かれている。このことから、阿弥陀池の成立は1657(明暦3)年～1675(延宝3)

年の間と推定される。阿弥陀池については測量調査が行われており、測量成果と絵図や写真との比較

検討から池の修築過程が明らかにされている「佐藤隆2005」。

調査は平成29年3月6日に着手し、東西9 m,南北6mの調査区を設定して行った(図2)。第6層

までの地層を重機により掘削し、第 7層上面以下、第11層上面までの各遺構面で遺構の検出を行うと

ともに、実測図の作成および写真撮影による記録作業を行った。第11層上面までの平面調査を行った

後、第11層を現地表面下2.5m付近まで人力により掘り下げ、さらに現地表下4.1m付近まで重機によ

り深掘りを行って地層断面の観察を行った。これらの調査を行い、 3月13日に現地における調査を完

了した。

Y-46,800        X-146.840

00
 
 
 
m
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1
 

 

 

 

5

NKOIミ1

25,000

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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なお、今回の調査で使用した基準点はMageⅡ組 社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位

は世界測地系に基づく座標北を基準とした。また、標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用い、本文お

よび図中ではTP̂ ○mと表記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～5、図版1)

調査地の標高はTP+0.9m前後でほぼ平坦である。

第0層は現代の整地層で、層厚は83～195cmである。

第1層はオリーブ褐色(2.5Y 4/6)粗粒～中粒砂からなる整地層である。層厚は最大9 cmである。

第2層は中～細礫・炭をわずかに含む黄褐色(10YR4/3)わずかにシルト質中粒～細粒砂を主とする

整地層で、層厚は最大18cmである。

第3層はオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質細粒砂からなる整地層で、層厚は最大5 cmである。

第4層は焼土・シルト質細粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/6)細粒砂からなる整地層である。層厚は最

大3 cmである。

第5層は炭・漆喰をわずかに含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質細粒砂からなる整地層で、層

厚は最大10cmである。

第6層は炭・シルト質細粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/4)わずかにシルト質細粒砂からなる整地層で

エ,,1,。」  ある。層厚は最ラC28cmである。

以上の第1～6層は、南壁断面で一部確認

したのみであり、 分布範囲や詳細な年代につ

いては不明であるが、第7層上面遺構が18世

"210゚01  紀後半とみられることから、 これ以降の整地
-第3層

・第4層   層である。
第ゝ5層

第7層は炭・極細粒砂質シルト偽礫・シルト

ー石敷    偽礫をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR5/4)・
TP-1.Om

オリーブ褐色(2.5Y4/4)中粒砂からなる整地

層で、層厚は最大46cmである。18世紀後半の

地層とみられる。第 6層まで重機により掘削

H-2.0m   し、本層の上面から調査を行った。

第8層は炭をわずかに含むオリーブ褐色

(2.5Y4/4)シルト質細粒砂、瓦・少量の炭を

含むオリーブ黒色(7.5Y3/2)細粒～極細粒砂

質シルトを主とする整地層である。層厚は最

大19cmである。土師器・備前焼・丹波焼・肥

図3 地層と遺構の関係図        前陶器・肥前磁器・埠・瓦 が出土してぃる。

第0層

第1層

第2層

第6層

」築LsD806 第・層い)!12ノ
1ミ′-]、ノ 第8層ゞ QYRr1') kご
第9a層/ 一 第9b層\\ご゙ニニ,l==

. 史音y . 雷兵1 ]
1 - ′

“ 昏凸ク。19o1
第11層 石列

第12層

TP-3.0m
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wTP+lOm
1

1:炭を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)わずかにシルト質細粒砂 [遺構?]

2 オリーブ褐色(25Y4/6)利粒～中粒砂 [第11・2'・?]

3:中～細礫・炭をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR4/3)わずかにシルト質中粒～細粒砂 [第2層]

4:5の偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質細粒砂 [第2層1

5 オ゚リーブ褐色(2 5Y4/4)シルト質細粒砂 [第3層]

6.焼土・シルト質細粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/6)細粒砂 [第4層コ

7:炭・漆喰をわずかに含む暗オリーブ褐色(25Y3/3)シルト質細粒砂 [第5層]
8 炭゚・焼土・シルト質細粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/4)シルト質細粒砂 [遺構]

9:炭・シルト質細粒砂偽礫を含む褐色(10YR4/4)わずかにシルト質細粒砂 [第6層1

10 '炭をわずかに含むオリーブ褐色(25Y4/4)租粒～中粒砂 [遺構」

11.炭・第7層偽礫・細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(2 5Y3/3)シルト質細粒砂 [SK706]

12゚ 炭・細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)シルト質巾粒～細粒砂 [SK719]

13:多量に炭を含む黒色(2 5Y2/1)シルト質細粒砂 [SK719]

14:炭・第7層偽礫・細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)シルト質中粒～細粒砂 [SK704]

15 大～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質細粒砂 [SD715]

16:暗褐色(10YR3/4)わずかにシルト質中粒～細粒砂 [SP716]

17、シルト質細粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/4)中粒～細粒砂 [SP716 (加工時形成層)1

18.オリーブ褐色(25Y4/3)中粒砂 [SK7031

19 炭を含むオリーブ黒色(5Y3/1)中粒～細粒砂 [SK703]

20:炭・極細粒砂質シルト偽礫をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR5/4)中粒砂 [第7層」

21:炭をわずかに會むオリーブ褐色(25Y4/4)シル ト質細粒砂 [第&l,・-i]
22゚ 炭・焼土をわずかに含む灰オリープ色(5Y4/2)細粒砂質シルト [第8層コ

23:炭・少量の瓦を含むオリーブ黒色(75Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト [第8層コ
24゚ 炭・瓦を含む灰色(5Y 4/1)細粒～極細粒砂質シルト [SK902]

25゚ 焼土を含む灰色(10Y4/1)細粒～極細粒砂質シルト [SK902]

26゚ 極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ黒色(7.5Y3/1)極粗粒～中粒砂 [SK902]

0̂.Om

-LOm

-2.0m

27:オリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質細粒砂 [切石掘形コ

28:オリーブ,11,1色(7.5Y3/2)細粒砂質シルト [切石掘形]

29.灰色(10Y4/1)細礫～粗粒砂 [第9a層」

30:炭・シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)細粒砂 [第9a層コ

31 中礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(7.5Y4/1)極粗粒～中粒砂 [第9a層]

32:暗灰黄色(2 5Y4/2)細粒砂質シルト [第9a層コ

33:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/3)中粒～細粒砂 [第9a層]

34 灰色(10Y4/1)細礫～粗粒砂 [第9a層」

35:中礫～極粗粒砂偽礫を含む暗オリーブ灰色(2.5GY4/1)細粒砂質シルト [第9a層]

36:瓦・細粒砂質シルト偽礫を含む褐色(10YR4/4)シルト質粗粒～中粒砂 [第9a層]

37:炭をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR5/4)細粒～極細粒砂質シル ト [第9a層]

38:褐色(10YR4/4)-黄褐色(2.5Y5/4)極粗粒～粗粒砂 [第9a層]

39:シルト偽礫を多量に含むオリーブ黒色(10Y3/2)中粒砂 [第11層コ

40:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ灰色(2 5GY3/1)粗粒～中粒砂 [第11層ユ
41 灰色(5Y4/1)中粒砂・木片含むシルト質中粒砂の互層 [第11層]

42:多量の木片・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(10Y4/1)中粒砂 [第11層」

43゚ わずかに木 くず を含む灰色(10Y4/1)細粒砂質シルト [第11層]

44:炭・シルト偽礫を含む灰色(10Y4/1)細粒砂質シルト [ff>1Ui・1コ

45゚ 炭をわずかに含む灰色(10Y4/1)細粒砂質シルト [第11層」

図4 南壁地層断面図
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1 炭をわずかに含むオリーブ褐色(25Y4/6)粗粒～中粒砂 [遺構1

2 黄゙褐色(2.5Y5/4)中粒砂 [SK703]

3.炭を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)中粒～細粒砂 [SK703]

4 シルト偽礫を含もオリーブ褐色(25Y4/4)中粒砂 [第7層]

5:瓦・炭を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒～極細粒砂質シルト [第8層」

6 瓦゚・少一:1}の炭を含もオリーブ黒位(75Y3/2)細粒～極細粒砂質シルト [第81r・'l]

7:中礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰位(10Y4/1)極籾粒～中粒砂 [第9aA,・,lj ]

8:オリーブ黒色(10Y4/2)極細粒砂質シルト [第9b層]

9:暗灰黄色(2.5Y4/2)中粒砂 [偽礫コ

10 炭をわずかに含む灰オリーブ色(5Y 4/2)シルト [第10層]

11;炭をわずかに含む暗オリーブ灰色(2.5GY 4/1)細粒砂質シルト [石列掘形コ

12 炭をわずかに含む暗オリーブ灰色(2.5GY4/1)細粒砂質シルト [第11層」

13:シルト偽礫を多量に含むオリーブ黒色(10Y3/2)中粒砂 [第11層]

14:炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗オリーブ灰色(2.5GY3/1)粗粒～中粒砂 [第11層コ

図5 西壁地層断面図

本層から出土した肥前磁器色絵碗』3が18世紀中葉に属することから、18世紀中葉の地層と推定される。

本層の上面で第7層を埋土とする土塘や溝、落込みを検出した。

第9層は、第9a層と第9b層に大きく分 けられる。第9a層は複数の単位からなる整地層で調査区南端

部にのみ分布する。中礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰色(7.5Y 4/1)極粗粒～中粒砂、炭・

シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/4)細粒砂、暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルトを主とし、層

厚は最ラ(28cmである。ややレンズ状の堆積を示すことから、窪地を整地した地層の可能性がある。第

9b層はオリーブ黒色(10Y 4/2)極細粒砂質シルトからなる整地層で、層厚は最大16cmである。第9a層

と第9b層の整地には一定の時間差がある可能性がある。なお、第9b層は18世紀中葉の地層とみられる。

本層の上面で石敷や土壇などを検出した。

第10層は炭をわずかに含む灰オリーブ色(5Y 4/2)シルトで、層厚は最ス:26cmである。土師器・肥前

磁器小杯が出土している。17世紀中葉以降の整地層と推定される。本層の上面で18世紀中葉の土壇を

検出した。

第11層はシル ト偽礫を多量に含むオリー ブ黒色(10Y3/2)中粒砂、 炭をわずかに含む灰色

(10YR4/1)細粒砂質シルトを主とする複数の単位からなる盛土である。盛土の間に木くずを多く含む

層が複数確認でき、盛 土中に捨てられたものとみられる。層厚は最大164cm～202cmの間である。土

師器皿が出土しており、17世紀中葉の地層と推定される。本層の上面で石列を検出した。

第12層は灰色のシルト質細粒砂からなる比較的淘汰の良い地層で、干潟の堆積物の可能性がある。

第11層と本層の層界は、重 機による深掘りで確認したため正確な高さは不明であるが、TP-2.7m付
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近でやや砂気が増し、TP-3.lm付近以下が本層となる。

ii )遺構と遺物

遺構は第7層～第11層の各上面で検出した。なお、地層と遺構の関係については図3に示した。

a.第11層上面遺構(図6、図版2上・中)

第11層上面および第10層上面は、湧水のため調査区全体を掘り下げての調査が困難であったため、

調査区西半に限定して調査を行った。

第11層上面では調査区西端部で石列を検出した。0.3～0.5m大の上面が平らな花崗岩が南北方向に

3つ並べて据えられている。掘形を掘削し下部の隙間には石を詰めて丁寧に構築されている(図版2

中)。検 出範囲が狭く遺構の性格は不明であるが、建 物の基礎あるいは、検出した石列を東側の側石

とする配水溝の可能性が考えられるであろう。

b.第10層上面遺構(図7・8、図版2下)

第10層上面ではSK1 001を検出した。東西0.74m,南北0.56mの不整円形の土壇で、深 さは0.27m

である。炭 を含む灰色(10Y 4/1)細粒～極細粒砂質シルトを埋土とする。土師器焙烙1、肥 前磁器染

付鉢2が出土している。18世紀中葉の遺構とみられる。

-46,824             -46,822

Y-46,820髪

ー1

一146,892

深掘り トレンチ

1:60

図6 第11層上面遺構平而図
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-46,824 -46.822 Y-46,8201

1:60

図7 第10層上面遺構平面図

』 3/・ グ・ゴ″ -フ2 ご

20cm

図8 SKIOOI出土遺物実測図

c.第9層上面検出遺構(図9・10、写真1、図版3上)

第9層上面で石敷、花 崗岩の切石、SK901・902、SX903～905を検出した。

石敷は調査区北東部で検出した南北方向の遺構である(写真1)。0.10～0.l5m大の上面が平らな石

が幅0.20～0.25mの幅で敷き詰められている。西 端は南北方向にラインをもつが、東端はいびつであ

ることから本来は東側にさらに幅のある遺構であったと推定される。部分的な残存状況のため遺構の
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-46,824 -46,820一46,822

-46,8181
Y-46,816

SK901

SK902

X-146,888

1:60

図9 第9層上面遺構平面図

20cm

図10 第9層上面検出遺構出土遺物実測図

SK901(3～6)、SK902( 7・8)

性格については明瞭でないが、舗道のような遺構であった可能性が考えられる。

切石は調査区南端部で2つ検出した。西側で検出したものは幅0.24m,長さ0.l4m以上、東 側のも

のは幅0.l8m,長さO.lOm以上の長方形の花崗岩の切石で、いずれもさらに南に延びる。本 来はさら
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に南北に延びる構築物が存在したもの と考 えられる。遺

構の性格は明確ではないが、舗道を区画する縁石のよう

なものや建物の基礎が考えられる。

SK901は東西1.72m, 南北1.65m以上、 深さ0.25mの

土塘で、埋 土には瓦と炭 を多量に含む。肥 前磁器染付碗

3～ 5、染 付合子6が 出土 した。

SK902は調査区南端部で確認した土壊である。深 さは

0.22mで、埋土には瓦が多量に含 まれ ていた。中 国産外

面褐釉青花小杯7、肥 前磁器染付皿8が 出土した。

調査区東半で検出したSX903～905はいずれも浅い落込みである。SXO3は東西0.42m以上、南北

0.74mの円形の落込みで深さは0.04m, SX904は東西1.l4m, 南北0.42mの長円形の落込みで深さは

0.04m, SX905は東西0.98m, 南北0.34mの土壊で深さは0.03mである。これ らは人為的な遺構では

なく、浅 い凹みの可能性がある。

d. 第8層上面検出遺構(図11・12、写 真2、図 版 3中)

第8層上面で切石、SP801、SX802・803、SD804～806、SK807・808を検出した。

写真1 第9層上而遺構石敷(北から)

一46.824             -46,822 -46,820              -46,8181           Y-46,8161

X-146,888

-146,890

一146,892

図11 第8層上面遺構平面図

1:60
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切石は調査区北端と南端でそれぞれ1つ検出した(写真 SP801

図12 SP801断面図

炭・木片をわずかに含む
黒褐色(2.5Y3/1)シルト質中粒砂

1:20

1m

2)。北 側で検出したものは幅0.l4m, 長さ0.64m以上、

南端で検出したものは幅0.20m, 長さ0.l6m以上の長方

形に加工した花崗岩の切石である。いずれも掘形はなく、

第8層の上面に据え置かれている。建 物礎石の可能性が

あるが明確ではない。

SP801は直径0.27～0.33m,深さ0,12mの小穴である。

SX802は第9層上面で検出したSK901の上部の窪み、

SX803はSK902上部の窪みで第7層を埋土とする。

SD804は幅0.18～0.39mの南北方向の溝で、調査区北

端で検出した上述の切石の延長上にあることから切石の

抜取り穴と推定される。第 7層で埋められている。

SD805は幅0.34m,  深さ0.06m, SD806は幅0.50～

0.64m,深さ0.l8mの南北方向の溝で、いずれも第7層を

埋土とする。

SK807・808は調査区北東隅で検出した土塘である。SK807は東西0.36m以上、南 北0.43m,深さ

0.22m, SK808は北西一南東0.48m,北東一南西0.84m以上、深さ0.l8mの土塘で、いずれも第7層

を埋土とする。

写真2 北端部第8層上面遺構切石(南から)

これらの遺構は18世紀中葉～後葉の遺構とみられる。

e2 第7層上面検出遺構(図13～15、図版3下)

第7層上面で18世紀後半の遺構とみられる礎石1、土塘、井戸、柱 穴、小穴を検出した。

礎石1は0.30m大の上面が平らな花崗岩で、掘形を掘って据えられており、建物礎石の可能性がある。

調査区西端部で土塘が多数重複して検出された。SK701は東西0.64m,南北0.78mの方形の土壇で、

深さは0.24mである。炭や瓦を多く含むことからごみ穴と考えられる。SK702は東西1.36m,南北0.92m

の不整形な土城で、深 さは0.25mである。SK703は調査区南端部で検出した深さ0.08mの浅い土壊で、

東西0.57m,南北1.OOm以上である。SK704は東西0.80m,南北0.70m以上の不整形な土城で、深さ

は0.43mである。肥前磁器染付碗9が出土している。I8世紀後半の遺構である。SK705は東西0.50m,

南北0.80mの長方形の土塘で深さは0.22mである。SK701・703に先行する土壇である。 このほか、

SK706・710・711・714・719を検出した。

SE713は調査区東半で検出した直径1.64～l.96mの円形の井戸であ

る。深 さは0.59m以上であるが、湧水のため底は確認できなかった。

調査区北東隅で検出したSP720は底に柱痕とみられる直径0.23～

0.24mの窪みが認められたことから、 柱抜取り穴 とみられる。 また、

SP716は直径0.22m,深さ0.l8m, SP717は直径0.37m,深 さ0.27mで、      、:4

一定の深さがあることから柱抜取り穴の可能性がある。このほか小穴 図13 SK704出土遺物実測図

10cm
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-46,824 一46,822 ー46,820

-46,8181

, 1. '

図14 第7層上面遺構平面図

1:60

Y-46,8161

一146.888

146,890

146,892

礎 石

オリーブ褐色(25Y4/4)中粒砂

丁P-1.0m

SK701

TP-0.5m

1 炭・瓦を含む暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)

細粒砂質シルト

SK702

TP-0.5m

炭・漆喰・細粒砂偽礫を含む

オリーブ褐色(2 5Y4/3) 絹粒砂質シルト

にぶい黄色(2.5Y6/4)中粒砂

SK704

炭・シルト質細粒砂偽礫を含む

オリーブ褐色(2 5YR4/3)

細粒砂質シルト

SK711

TP-0.5m

N         S

1゜にぶい黄褐色(10YR4/3)中粒砂 1m

1:20

SK703

TP-0.5m

1 :炭・中礫をわずかに含む

哨灰t11色(25Y 4/2)シルト質細粒砂

2:暗オリーブ色(5Y 4/3)中粒砂

SD715

TP-0.5m

E      W
1

:炭をわずかに含む

オリーブ祝位(2 5Y4/3)シルト質細粒砂

1

1二4(:)

2m

図15 第7層上面遺構断面図
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SP715・718を検出した。

f.各層出土遺物(図16)

第11層から肥前磁器碗11、第10層から土

師器皿10、肥前白磁小杯12が出土している。

これらの遺物は17世紀中葉に属する。第8層

から肥前磁器色絵碗13が出土している。

11          12

10cm

図16 各層出土遺物実測図

第11層(11)、第10層(10・12)、第8層(13)

3)まとめ

今回の調査では17世紀～18世紀代に属する遺構を確認した。石列や舗道の可能性がある石敷、切石

の構築物、建物に関わるものとみられる礎石など、和光寺の境内の施設と推定される遺構を検出する

ことができた。『摂津名所図会』では、阿弥陀池の北側の調査地周辺は広場のような広い空間として描

かれている。今回の調査で得られた知見は断片的ではあるが、境内のようすを知る手がかりといえる。

また、干潟のような環境であった場所に17世紀中葉に層厚2m近くにおよぶ第11層の盛土がされて

いることが確認できた。17世紀中葉は、阿弥陀池の形成時期やその後の和光寺の建立時期とも近い。

阿弥陀池は第11層の盛土工事のなかで意図的につくられた、あるいは偶然できた窪みから池へと発展

したことも考えられる。いずれにしても、17世紀中葉に行われた大規模な盛土により造成された場所

に、阿弥陀池や和光寺が建立されたようすを知ることができたといえる。

引用・参考文献

佐藤隆2005、「おおさかの名所 阿 弥陀池の構遺とその歴史」:『大阪の歴史と文化財』第15号、大阪市教育委員会編、

pp.l7-26

鈴木慎-2003、「『阿弥陀池略縁記』について」:『大阪の歴史と文化財』第11号、大阪市教育委員会編、pp.34-38
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重機深掘り トレンチ南壁地層断面

(北から)

南壁地層断面

(北から)

図
版



第11層上面全景

(南から)

第11層上面石列断面

(東から)

第10層上面全景

(南から)

図
版

二



第9層上面全景

(東から)

第8層上面全景

(南から)

第7層上面全景

(南から)

図
版
三



調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区石ケ辻町41-8

約118留

平成28年4月13日～4月27日

公益財団法人大 阪市博物館協会 大阪文化財研究所

大阪文化財研究所調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は難波宮から南に延びる難波京の朱雀大路跡が想定されている地点に位置する(図1)。過去

にはこの北隣の敷地で試掘調査(NS97-19次)が行われ、地山(上町層)が地表面下220cmと比較的深い

ことが判明している。また朱雀大路は平成25年度の発掘調査により、道 路幅が32.7mと復元されてい

る[黒田慶-2015]。

当該地において再開発が計画されたため、平 成28年1月28日、大 阪市教育委員会が行った試掘調査

では、地表下約1m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とする中世以前の遺物包含層が検出された。

今回の調査は、こうした地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料

を得ることを目的に実施された。

発掘調査は、比較的遺跡の残存状況が良いと思われる部分を対象に、東 西15m・南北6.5mの調査区

を設けて行うこととなったが、調査区内で朱雀大路の西側溝が発見される可能性があったため、大 阪

市教育委員会と協議の上、西側に調査区を拡張した(図2)。調査の開始は平成28年4月13日、終 了は

同年4月27日である。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP+○mと記した。また本報告で用いた

方位は、現 場で作成した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより世界測地系座標

に乗せたものであり、座標北を基準とした。

2)調査の結果

1)層序(図3～5)

X-148.200

0                 200m

図1 調査地位置図

Y-43,77!0 1       Y '-43,700 11

Xゴ148.180

I       言周査区

冊       ×÷148,200

1 : 800  1   刀
図2 調査区位置図
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W            6  第1層 :現代の整地層である。TP + 14.8mの現地表面の下に層

厚60～80cmで堆積している。調査区の東端と南西隅で煉瓦敷の建

物床面を覆っていた。

第2層 :調査区の西半で検出された層厚10cm以下の黄灰色砂混

リシルト層である。第 1層に覆われる直前の表土層とみられる。

第3層 :層厚15～10cmの才リーブ褐色細礫混りシルトで、本 層

も調査区の西半に堆積していた。比 較的淘汰されており、作 土層

かとみられる。

第4層 :大規模な2時期の整地層である。第4a層はTP + 13.9m

以下の地山(上町層)に掘り込 まれた大型の土塘を埋めた層準であ

図3 地層と遺構の関係図   る。シルト・砂 などのさまざまな大きさの偽礫で構成され、上 町

層の混入は少ない。非常に軟弱であり、18世紀中頃以後の陶磁器を含んでいる。類例は北100m余の

NW85-28次調査でも検出されており、土採り穴かと想定されている[大阪文化財研究所2015]。

第4b層は東に落ち込む谷の斜面を埋めた整地層である。第4a層ほど軟弱ではなく、また埋土もかな

り異なり、褐色～灰白色のシルト・砂礫など上町層の偽礫を多く含み、その偽礫は指先大～拳大のも

のが多い。しかも一様に東から西へまた南から北へ向かって埋めた形跡が明瞭に見られた。上位層に

削られて本来の上面が残っていなかったが、層厚は90cm以上である。この整地層によって谷の斜面は

ほぼ平坦に埋まっている。出土遺物は須恵器・土師器などであり、古代の整地層であるとみられる。

第5層 :調査区東半部の斜面に沿って東へ低く落ち込む層準で、第5a～5c層に大別される。第5a

層は黒褐色シルトに上町層の偽礫を含み、上部は土壌生成により暗色化している。層厚は10cm前後と

薄い。第5b層は調査区東端の谷の最低所にのみ堆積した水成の黒褐色～褐灰色粘土層であり、層厚は

最ラ(20cm弱である。その下の第5c層は3枚程度に細分可能ではあるが、黒褐色～黄灰色の砂混りシル

第1層

第2層
\
\

第3層

第4a層

ご゙;;

第6層

TP+15.0m

第1層

-H4.0m

-H3.0m

2m +12.Om

1:50

図4 東壁地 層 断 面 図
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ト～粘土などからなり、少 ないが上町層の偽礫を含

むので一括した。最大層厚40cm程度で、出土遺物は

やはり古代の須恵器・土師器などである。

第6層 :地山の上町層である。浅黄色系の砂混り

シルト・砂 礫などで構成されている。西 側への拡

張トレンチおよび当初調査区ではほぼTP+14.0̂

0.1mで検出されたが、古 土壌等はみられなかったの

で、本 来の上面はもっと高 く、第 2・ 3層段階にか

なり削 られたようである。東 端の谷斜面ではTP +

12.5mで本層に到達した。

ii )遺構と遺物(図6・7)

谷SXOI :今回の調査では目立った遺構はなかっ

たが、これに準じるものとして、東側に落ち込む谷

とそれを埋めた整地層が検出された。この谷は調査

区の中央付近から東へ約1.5mの高低差で落ち込み、

さらに東へと連続していた。谷 を埋めた整地層は第

4b層を主体とする。その土砂の投入は南東から北西

に向って行われたことが明瞭であった。一方、第5a

層は偽礫を含むため、や はり整地層ではないかと考

えるが、層厚が薄く小規模であるため、谷 への転落

土かもしれない。その上部に古土壌が認められたこ

とは、第4b層の整地までに一定の時間が経過したこ

とを示している。第5b層は滞水状態であったことを

示す粘土層であり、第5c層はそれ以前の谷への流入

土である。

出土遺物は少なく、第4b層は古代の須恵器・土師

器の破片のみであり、実 測できるような土器は第5

層からの出土に限られる。1は第5c層から出土した

須恵器杯Hの蓋である。口径12.5cmと、杯 Hとして

は小型化が進んでいる。2～9は第5b層から出土し

た。2・3は土師器亮で、 古墳時代の様相を残す。

4～6は須恵器杯Hの身で、4も口縁部の立ち上が

りが高く、古 墳時代後期の様相をとどめている。5

は口径11.6cm, 6は同10.4cmと、 やはり小型化して

E

o
1い
r
+
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ト

晴

〒
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Y-43,715

136

一148,185

5m

1:100

図6 遺構平面図

20an

出土遺物実測図

第5a層(10-14)、第4b層(15)、第」層(16)

図7

第5c層(1)、第5b層(2-9)、
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いる。7・8は須恵器亮であり、9は外底面にタタキメ風の調整痕が見られるが、全 体の形状等はわ

からない。10～14は第5a層から出土した。10は土師器杯Cで、内面に放射状暗文を施している。口径

11.8cm,器高3.7cmであるが、小破片からの復元値である。11は土師器の甑で、大 ぶりの把手がつく。

12は甑の底部で、内面下端に火を受けた形跡がある。内面はナデで、一 部に粘土紐の接合痕が残る。

外面はハケ調整ののち、下端部をヨコナデし、径 5mm余の小孔を穿っている。底部径14.3cmと小ぶり

である。13は須恵器杯Hの蓋で、口径13.7cmを測る。天井部と口縁部の境に稜が残るなど、やはり古

墳時代後期の特徴を残す。14は同Hの身で、口径はlO.8cmである。15は第4b層出土の杯H身である。

16は第1層出土であるが、須恵器杯Gの蓋で、口径はll.Ocmである。

以上、谷 SXO1の最初の整地層である第5層の土器は出土層位を若干異にしつつも、須 恵器の型式

に大差はないようで、難波Ⅲ古段階頃とみられる。ただ、土 師器では尭が在地の「難波型」でなくなっ

ている点に、やや新しい傾向がみられる[佐藤隆2000]。

このように、谷 SXO1の第5層の年代は7世紀前半に求められる。第4b層の年代はそれ以後である

としかいえないが、古代に属することは、動 かないと考える。

3)まとめ

今回発見された谷SXOIは、南北道路をはさんだ東側の細工谷遺跡のSDO6-2・3次調査[大阪

市文化財協会2007]で検出されている「五合谷」の谷頭であるとみられる。この谷は本調査地の北東約

60mの地点では幅約25mで、谷頭は北東に向かって開くど推測されている。今 回はその予想通りに谷

の終息する地点を発見した。第4b層の土砂が南東から投入されていたのは、本 地点の南東至近の地点

がすでに谷の外であり、そ こから北西へ向かって土砂が投入されたことを示す。

今回の調査では難波京「朱雀大路」の復元ラインがこの谷頭とその西の上町台地上を通過しているこ

とが判明した。そこで、第4b層の整地層がこの道路建設に伴うものではないかと考えるのは、確 定で

きないものの、可能である。その年代は第5層の7世紀前半より新 しいことが明らかである。

なお、この地点の朱雀路の路幅が前期難波宮南門の近くで発見・復元された路幅と同じ32.7mであっ

たとすると、道 路中心ラインの西16.4m付近に西側溝が位置したことになるため、西 側へ調査トレン

チを延長したが、すでに第1～3層で削られており、想定位置では検出できなかった。

「朱雀大路」の検出は常に大きな困難を伴うが、まだまだ今後の調査に期待されるところが大である。

参考文献

大阪市文化財協会2007、 『細工谷遺跡発掘調査報告j II

大阪文化財研究所2015、 『大阪市北部遺跡群発掘調査報告』、pp.49-50

黒田慶-2015、「難波京朱雀大路の西側溝か?一朱雀門跡の南方で南北溝を発見一」:『葦火』第175号、大 阪文化財研

究所、pp,1～3

佐藤隆2000, 「古代難波地域の土器様相とその史的背景」:大阪市文化財協会『難波宮址の研究』第11、pp.253～265
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調査地全景

(第4a層上面:西から)

左奥はSDO6-2・3次調査地

五合谷の谷頭と

東壁地層断面

(西から)

五合谷の谷頭と

南壁地層断面

(北東から)
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区国分町73-2

195m'

平成28年7月14日～8月5日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は上町台地北部の東縁に位置し、JR寺田町駅からおよそ200m北にある。諸説はあるものの

一帯は古代寺院の摂津国分寺跡に比定されており、古代以前の古地形では、北西800m程にある四天

王寺東部から北東に向って開く真法院谷と南東に向って開く四天王寺東門谷に挟まれた国分台地の南

部に建立されたと考えられている。推定寺域内では、これまではおもに北半で調査が進んでおり、古

代から近世にかけての遺構・遺物が発見されている。特にSK88-5次調査地やSK96-9次調査地[太

阪市教育委員会・大阪市文化財協会19981、現国分寺境内を調査したSK90-2次調査地[大阪市教育

委員会・大阪市文化財協会1991」などでは、国分寺創建瓦の型式を持つ均整唐草文軒平瓦のほか古代

瓦が多数出土しており、寺院の遺構そのものは未発見であるが、摂津国分寺が当地に存在した蓋然性

を高めている[大阪文化財研究所2012](図1)。

調査地は、これまで調査が行われていない推定寺域の中央南端付近に当る重要な場所であり、大阪

市教育委員会による試掘調査で、中世以前の遺構面および遺物包含層が検出されたことから、発掘調

査を実施することになった。

調査は平成28年7月14日に開始した。当初、敷地全体の古地形と地層の堆積状況を把握するため、

調査地内の4箇所のトレンチにおいて現地表面から深さ3m以上の掘削を行い、その結果を受けた教

育委員会の指示により調査区の位置を決定した。調査区は東西15m1 南北13mの195爾を設定し、調

査区と各トレンチの位置は図2に示した。また、平面的な調査を行わなかった調査地西部における地

層は図6に示した。調査区内では、近世作土である第3層までを重機により掘削し、以下を人力によっ

て掘削しながら適宜、遺構の検出と写真・図面による記録作業を行い、中世の作土および遺物包含層

を調査した。最終は段丘構成層である第8層上面まで掘削し、 8月5日に現地におけるすべての調査

11}堕青、・゙〃/
0

図1 調査地位置図

0

ブ コ ド ロ ー  ' 1 : 1,000
図2 調査区配置図
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第6層

第4a層

第4b層

第8層

第7層

を終了して撤収した。

なお、本報告で用いた基準点はMageⅡ組社製

ProMark 3により測位し、方位は世界測地系に

基づく座標北を基準とした。また、標高はT.P.値

(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～6)

調査地内の現況標高はTP + 6 m付近でほぼ平

坦であるが、周辺は北から南へ下る緩やかな傾

斜を示している。

調査地全体に堆積した厚さ約2mの現代整地

層(第0層)により、耕 作地であった当地を嵩上図3 地層と遺構の関係図

げしていたことがわかる。

それより下の地層は8層に大別された。調査区内の西北側が高く、第 4層直下に段丘構成層である

第8層が認められるが、東側および南側は低く、第 5～7層の堆積が認められた。調査区西壁では南

へ急激に低くなる地形の変化が明瞭であり、以下にその層序を記す(図5)。

第0層:暗灰黄色(2.5Y5/2)わずかにシルト質細粒砂で、地山偽礫・細礫・金属類・ガラス等を含む。

層厚は180～210cmで、現代の整地層である。

第1層:段丘構成層が高く残る西北部では、第 4層の上位に明黄褐色(2.5Y6/6)地山偽礫を主体と

する厚さ40cmの整地層があり、低 地側の灰オリーブ色(5Y 4/2)細礫混りシルト質細粒砂ないしオリー

ブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルトの作土層に先行して嵩上げが行われている。作土層の厚さは5～35cm

で、19世紀中葉の遺物が出土しているが、近現代に下る地層であろう。

第2層 :オリーブ黒色(5Y3/2)わずかにシルト質細粒砂を主体に細礫が混じる層厚10cm程度の作土

層である。18世紀末～19世紀にかけての遺物が出土しているため、江戸時代に遡る地層であろう。

第3層 :3層に細分された。上部の第3a層は、北側が灰オリーブ色(5Y5/2)極細粒砂偽礫を含むシ

ルト質細粒砂、南側がオリーブ黒色(5Y3/2)細礫混りで細粒砂質シルトないし細礫混りでわずかにシ

ルト質細粒砂である。層厚10cmの作土層である。中部の第3b層は、灰色(7.5Y 4/1)細礫混りわずかに

シルト質細粒砂で、層厚10cmの作土層である。下部の第3c層は、灰色(10Y 4/1)極細粒砂ラミナ(畝

間堆積物)を含むシルト質細粒砂で、層厚10cm以下の作土層である。17世紀中葉の丹波焼捕鉢(図9-

17)などを包含する江戸時代の地層である。

第4層 :西北部では2層に細分された。上部の第4a層はオリーブ色(5Y5/4)細礫混りわずかにシル

ト質中粒砂で、層中に畝間堆積物とみられる極細粒砂ラミナを含んでいる。層厚40cmの作土層である。

下部の第4b層は灰オリーブ色(5Y5/2)細礫質細粒～中粒砂ないしにぶい黄色(2.5Y6/4)細礫質細粒～

中粒砂で、層厚10cmである。段丘構成層上部が土壌化した地層と判断された。低地側は細分できなかっ
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南壁

TP+6.0m

第0層

第1層

第2層 \

十3.0m

第8層

N
東壁

I

I

I

+3.Dm   o

第6層 第7層
1:60

2m

第0層

1:オリーブ黄色(5Y6/3)地山、第1・2層の偽礫(整地層)
第1層

2:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト(作土層)
3:オリーブ黒色(7.5Y3/1)極細粒砂質シルト(作土層)

第2層

4:オリーブ黒色(5Y3/2)細礫混りシルト質細粒砂(作土層)
5:オリープ黒色(5Y3/2)細礫混りわずかにシルト質細粒砂(作土層)

第3層

6:オリーブ黒色(5Y3/2)細礫混り細粒砂質シルト(作土層:第3a層)
7:灰色(7.5Y4/1)細礫混りわずかにシルト質細粒砂(作土層:第3b層)
8:灰色(10Y4/1)極細粒砂ラミナ(畝間堆積物)を含むシルト質細粒砂(作土層:第3c層)

第4層

9:暗緑灰色(7.5GY4/1)瓦・土器片を多く含む細礫混りシルト質細粒～中粒砂(作土層;第4a層)
第5層

10:緑灰色(10GY5/1)細礫混り細粒砂質粘土ないしシルト(第5a層)

11:暗緑灰色(10GY4/1)極細粒砂ラミナ(畝間堆積物)を含む細粒～中粒砂質シルト(第5b層)
第6層

12:オリーブ黒色(10Y3/1)～暗オリーブ灰色(2.5GY4/1)細礫混り細粒砂質シルト～中粒砂(作土
層)

第7層

13:暗オリーブ灰色(5GY4/1)～灰色(10Y4/1)粗粒砂質シルト～シルト質粗粒砂
(踏込みによる擾乱層)

第 8)1.111

14:緑灰色(10GY6/1)粘土(段丘構成層)

図4 調査 区南壁 ・東 壁地層断面図



西壁
N TP+6.0m

第0層

2m

第0 11:・'(

1:Ⅱi゚j灰莢色(2.5Y5/2)含地山偽礫、細礫、わずかにシルト質細粒砂(整地111Y,'l )
弟1)I,・}

2:灰オリーブ仏(5Y4/2)細礫滉りシルト質細粒砂(作土)Ha/l )

3:オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂質シルト(作土11.・})

4;明黄褐色(2 5Y6/6)地山偽礫(整地)・,'・})

第2):1'・マ

5;オリーブ、リ、1色(5Y3/2)細礫況りわずかにシルト質細粒砂(作土)i/l :第2blf・マ)

第3 1r・'11

6:灰オリーブ色(5Y5/2)會棒細粒砂偽礫、シルト質細粒砂(作土)・.'・}:第3alrク)

7:オリーブ黒色(5Y3/2)細礫滉り細粒砂質シルトないし、細礫混りわずかにシルト質細粒砂

(作土1・,・9:符)3al'i・'(〉

8:灰色(7.5Y 4/1)細礫混りわずかにシルト質細粒砂(作土11・};第3b)<ク)

9:灰色(10Y4/1)極細粒砂ラミナ(畝li1川1積物)を含むシルト質細粒砂(作土八'・}:第3cl'.a・つ)

第4)I1・マ

10;オリーブ色(5Y5/4)極細粒砂ラミナ(畝間堆積物)を含む細礫況りわずかにシルト質中粒砂

(作土j・,1マ:第4a)'i'・;1)

11:灰オリーブ伍(5Y5/2)細礫質細粒～中粒砂(土壌か:第4bX・フ)

12:にぶいヱ11色(2.5Y6/4)細礫質細粒～中粒砂(土壌か:第4b8・ク)

13:賠緑灰色(7.5GY4/1)細礫況りシルト質細粒～中粒砂(作土11;"! : 4a11a/1 )

第5)・.'・'(

14:緑灰包(10GY5/1)細礫況り細粒砂質粘土ないしシルト(作土八゙・フ:第5a八゙・})

15:賠緑灰色(10GY4/1)極細粒砂ラミナ(畝m川t'積物)を含む細粒～中粒砂質シルト

(イ乍二i二八'・フ:第5b八゙・'()

第61・.'・}

16:オリーブ,',(1色(10Y3/1)細粒砂質シルト～中粒砂(作土)I.'・})

17:緑灰包(10GY6/1)上部は陪灰色細粒砂質シルト～中粒砂(水成)・1'・フ)

18:オリーブ灰色(25GY6/1)地山偽礫含む極細粒砂(地山1・1・'11川〕坩積)
19:緑灰伍(75GY5/1)粘土偽礫(地山J・1'・?-1'j月1.積)

弟7J・1・'(

20:灰色(10Y 4/1)利粒砂質シルト(踏込みによる投乱1q・})

第8)・,'・}

21:緑灰包(10GY6/1)オ11粒砂ラミナを含む細粒～中粒砂

22:灰オリーブ色(7.5Y6/2)上部は粘土、下部はわずかにシルト質細粒砂

23:緑灰色(10GY6/1)粘土

図 5 調査 区西 壁 地層 断 面 図



③地点 ④地点
E

TP+6.0m

+5.0m

l         +4.0m

第3c層

1:灰オリーブ色(7.5Y5/2)シルト

2:灰オリーブ色(5Y6/2)シルト質中粒砂

3:灰色(5Y5/1)シルト

4:灰色(5Y4/1)シルト

5:灰オリーブ色(5Y5/2)中粒砂質シルト

6:灰オリーブ色(5Y6/2)シルト質細粒～中粒砂

7:灰オリーブ色(5Y6/2)シルト質細粒砂

8:灰オリーブ色(5Y5/2)シルト質細粒砂(第6層)

9:灰色(5Y 4/1)粗粒～中粒砂質シルト(第7層)

1:暗緑灰色(7.5GY4/1)粘土(第8層:地山)

+5.0m

地山の可能性高い

+4.0m

サンドパイプと考えられる

+3.0m

2m

1:60

1:暗オリーブ灰色(5GY3/1)極細粒砂質シルト
2:オリーブ灰色(5GY5/1)シルト

3:暗オリーブ灰色(2.5GY 4/1)細粒砂質シルト

4:オリーブ灰色(5GY5/1)シルト

5:暗緑灰色(7.5GY 4/1)粘土

図6 調査地西部地層断而図

たが第4a層に対応する暗緑灰色(7.5GY 4/1)細礫混りシルト質細粒～中粒砂で層厚10cmの作土層が分

布していた。第4a層の出土遺物は古代から15世紀以前のもの、中世後半頃の地層であろう。

第5～7層は調査区西北部を除く低地にのみ分布している。

第5層:2層に細分された。上部の第5a層は緑灰色(10GY5/1)細礫混り細粒砂質粘土ないしシル

トで、層厚20cmの作土層である。下部の第5b層は畝間の堆積物である暗緑灰色(10GY 4/1)極細粒砂

ラミナを含む細粒～中粒砂質シルトで、層厚20cm以下の作土層である。本層からは瓦器椀細片など詳

細時期が不明な中世遺物が出土しており、下位の第6層の年代から中世前半頃の地層と考えられる。

第6層:西壁では傾斜面に第8層の粘土・極細粒砂が崩落や流水により再堆積した地層が認められ

たが、基本的にオリーブ黒色(10Y3/1)細粒砂質シルト～中粒砂を主体とする層厚10cmの作土層であ

る。出土遺物からは12世紀後葉～13世紀初頭頃の中世でも早い時期の地層である。

第7層 :灰色(10Y 4/1)粗粒砂質シルトで、踏込みによる擾乱層を著しく受けている。層厚10～15

crll程度である。出 土遺物か らは古代の地層 と考 えられ る。

第8層:上部は緑灰色(10GY6/↓)粗粒砂ラミナを含む細粒～中粒砂を主体とし、確認できた最下部

では緑灰色(10GY6/1)粘土となる段丘構成層である。層厚は180cm以上となる。

ii )遺構と遺物(図7～9)

各層準の遺構・遺物を古いものから順に記述する。この調査では、段丘構成層を削り込んだ高まり
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の斜面を古代以降の耕作などによって侵食されていく過 程を確認 したが、その他の遺構は確認できな

かった。

a.古代(図7・9)

第8層上面遺構

古地形は北西から南東に傾斜しており、本 調査で見つかった高まりはそれと異 なる方位であり、南

辺が東西方向に延びるなど、耕 作以外の人為的な削り込 みの可能性もあるが、今 回の調査範囲からは

積極的に述べることはできない。人 為によるもの としたら、推 定寺域の南限に近い位置であることに

注意を要するが、 ここでは傾斜地を下刻した開析谷の斜面が耕作で削られたと理解しておく。谷 を埋

めているもっとも古い地層は第7層で古代の地層とみられ、踏 込み痕が多数検出された。

第7層 出土遺物

1は須恵質の平瓦片で、外面は縄 目タタキ、内 面は布目圧痕が明瞭である。詳 細な時期は特定困難

であるが古代に属する資料である。図化 していないが、ほかにも同様の特徴をもつ瓦片が多数出土 し

た。これ らは想定されている寺院に伴うものであろう。

b. 中世(図7～ 9)

第6～ 4層 は中世の地層である。本調査では第 5層下面および第4層下面で平而的な調査を行った。

両地層とも断面の観察からは作土層と判断され たが、高まりの裾を侵食している以外に顕著な遺構

は確認できなかった。

第7～ 6層および第6層出土遺物

2～ 5は第 6 ・7層 を一括 して掘削した地層か ら出土 した。2は須恵器壺の底部片で、底 部外面に

ヘラによるとみられる直線があるが、意図的なものかは不明である。古 代に属するものである。3は

瓦器椀の口縁部片で、体部から口縁端部へ直線的に開いている。口縁端部の外面はヨコナデで、内面

に粗い数条のヘラミガ キがある。和 泉Ⅲ段階のものであろう。4は須恵質の平瓦片で、外 面は縄 目タ

タキ、 内面は布目圧痕が明瞭である。5は須恵質の丸瓦片で、外 面は縄 目タタキの後に磨 り消 し、内

面は布目圧痕が明瞭である。

6～ 9は第6層から出土 した。6～ 8は瓦器椀である。6は口縁部片で、体 部から口縁端部へ直線

的に開いている。口縁端部の外面はヨコナデで、内 面に粗い数条の圏線状のヘラミガキがある。和 泉

Ⅲ段階のものであろう。7は口縁部片で、外 方に開く体 部から口縁部にかけてやや角度を立てている。

内外面ともに比較的密なヘラミガキが認められるが、口縁端部は面を作 らない。和 泉Ⅱ段階の新 しい

ころであろう。8は底部片で、高 台の断面は三角形になる。底 部内面はやや摩耗しており、ヘ ラミガ

キは確認できない。和泉Ⅱ段階の新 しいころないしⅢ段階のものであろう。9は須恵質の軒平瓦片で、

他の破片に比べ厚い。上 縁の圏線 とその内側に1条の弧文が残るほか、別 の文様のごく一部が認めら

れるが、詳 細は不明である。

第4層 出土遺物

10・12～15は第4層から出土した。

10は東播系須恵器こね鉢の口縁部片で、 口縁部はあまり肥厚させず、端 部をやや内側へ屈曲させて
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Y-43,5551 Y-43,550j

第8層上面検出状況

X-149.625

×-149,630

Y-43,555 t Y-43,550ノ

第5層下面検出状況

X-149,625

X-149,630

1:125

図7 第8層上而および第5層下面平面図
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Y-43,555 1 Y-43,550 1

×-149,625

×-149,630

第4層下面検出状況

Y-43,555 1 Y-43,550 1

×-149.625

×-149,630

第3層下面検出状況

1:125

図8 第 4層下面および 第 3層 下師平面図
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いる。14世紀代でも新しい頃のものであろう。12・13は瓦質土器である。12は瓦質土器捕鉢の片口部

の破片である。外面は帯状に肥厚させている。14世紀代のものであろう。13は瓦質土器羽釜の鍔部か

ら体部にかけての破片である。鍔は短く、体部は横方向のケズリとみられるが摩耗が著しく判別しが

たい。l5世紀代に下る可能性がある。

14は軒丸瓦の外区部分のみが残る破片で、珠文3個を認めることができる。摩耗が著しいが燻し瓦

である。15は平瓦を転用した土製品である。側縁から表面一部に擦り面があり、全体が円板状になっ

1  10

15

図9 出土遺物実測図

第7層(1)、第 7～6層(2～5)、第6層(6～9)、第4層(10・12～15)、第3～4層(11・16)、第3層(17)

20こm
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ている。表裏面のほとんどは元の瓦の内外面が残り、外 面は燻している。

c.近世(図8・9)

第3層は近世の地層である。本調査では、第 3層下面で平面的な調査を行ったが、中世以前と状況

は同じである。

第3～4層および第3層出土遺物

11・16は側溝中から出土したため、第 3～4層で取り上げたが、遺 物からは第4層に属するもので

ある。11は東播系須恵器こね鉢の口縁部片で、口縁部を断面角形状に肥厚させ、端 部はやや内側へ屈

曲させている。14世紀代のものであろう。16は瓦質土器羽釜の口縁部片で、鍔 は欠損が激しいが厚み

がありしっかりしている。口縁部の立ち上がりはやや内傾し、外 面には数条の沈線が認められ、15世

紀前半のものであろう。

17は第3層から出土した丹波焼捕鉢の口縁部片で、口縁端部は内面を帯状に肥厚させ、その下位か

ら粗い捕目がある。17世紀中葉のものである。

3)まとめ

今回の調査では推定される摂津国分寺に直接関連する遺構を検出することはできなかったが、これ

まであまり調査する機会のなかった寺域南辺で、開析谷とみられる地形と古代に遡る瓦片も多数見つ

けることができた。こうした寺院の存在と周辺地形の関係については、今 後の周辺域での発掘調査に

期するところが大きい。

引用・参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1991、「摂津国分寺跡における範囲確認調査(SK90-:.)略報」:『平成2年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.6i -65

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1998、「養父孝乃介氏の建設工事に伴う発掘調査(SK96- g )」: 『平成8年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.75-79

大阪文化財研究所2012、『摂津国分寺跡発掘調査報告』、pp. i-14
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第8層地山層上面

検出状況

(南東から)

第5層下面検出状況

(東から)

第3層下面検出状況

(東から)



調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区国分町73-1

560rrf

平成28年8月29日～9月23日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、大庭重信
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は四天王寺の南東約800mの上町台地東端に位置しており、古代寺院である摂津国分寺跡の

南部に当たる(図1)。推定寺域のほぼ中心の国分公園の北端付近が最も高く、そこから北・東 ・南に

下がる地形となっており、台地縁辺から張り出した微高地上に寺域の中心があった可能性がある。こ

れまでおもに遺跡北半部で発掘調査が行われており、古代の遺構は未発見であるが、SK88-5次・

SK90-2次・SK96-9次調査などで創建瓦とみられる均整唐草文軒平瓦をはじめとした古代瓦が多

数出土している[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1991・1998、大阪文化財研究所2015]。今回

の調査地は現地形で最も高い国分公園北端から約3m低くなっており、南側で行われたSK16-1次

調査では、底が現地表下3.2m (TP+2.7m)の段丘層を削った古代の掘込みもしくは谷の一部が検出さ

れ、現地表下1.6～↓.9m (TP+4.2～4.5m)で段丘構成層上部の古土壌が確認されてぃる[大阪文化財

研究所20171o

大阪市教育委員会による試掘調査の結果、現地表下約0.5m以下の深さで中世以前の遺構面および遺

物包含層が検出されたことから、調査を実施することなった。敷地内の南部で東西30m,南北14mの

調査区を設定し、平成28年8月29日より重機掘削を開始した。その結果、調査区内では中世以前の地

層は削平により残存せず、遺構も確認されなかったため、大阪市教育委員会との協議を経て、北側・

東側・南西側に拡張トレンチを設定し、地層の分布状況、および中世以前の遺構の有無について確認

作業を行った(図2)。9月23日に現地におけるすべての調査を終了して撤収した。

本報告で用いた方位は、現 場で記録した街区図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成することによ

り得た世界測地系座標に基づき、座 標北を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて

図1 調査地位置図

東拡張区
南
西
拡
張
区

深掘り② 深掘り①ノ

図2 調査区位置図
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TP+○mと表記した。なお、遺物の報告は調査課小田木富慈美が担当した。

2)調査の結果

1)層序(図3～5)

調査地内の現況標高はTP+6.lm前後でほぼ平坦であるが、調 査

地北側の東西道路ではTP+6.6mと約50cm高く、調 査地北端で北

側に向かって急激に高くなる。調査層序は、現代盛土である第0層、

近代盛土である第1層、および段丘構成層である第2層に区分さ

れる。

TP+6.0m

1m

第0層は層厚が40～100cmあり、 ほとんどの場所で段丘構成層

を削ってその上に盛られていた。

第1層は主に北拡張区の北半に分布しており、下 部が地山起源

の浅黄色シルト質細粒砂の偽礫からなる盛土、中部が暗色化した

灰色シルト質細粒砂層、上部が炭および焼土層からなり、層厚は

50cmある。第 1層中部の上から近代の土管が埋設されていた。上   1・・  1
1:30

部上面の標高はTP+6.lmである。                  図3 調査区第2層地層断面図

第2層は上町層である段丘構成層で、調査区中央の攪乱壁面でTP+ 4.2～5.7mまでの地層を観察し、

第2a～2c層に細分した(図3)。第2a層は上方細粒化する灰色細粒～中粒砂層で、層厚が35cmある。

第2b層は灰白色シルト層で、層厚が25cmある。第2c層が緑灰色シルト～細粒砂の互層で、層厚が90

cm以上ある。第2a層の中位から下には細粒砂で充填された生痕化石が顕著に認められた。調査区およ

び各拡張区では、第 0層・第1層の下位でいずれも第2a層が露出し、第2a層の上位に本来存在してい

た泥層および古土壌は確認されず、これらは大きく削平されていたと考えられる。

ii )遺構と遺物(図4・6)

当初の調査区では段丘構成層である第2a層上面で遺構検出作業を行い、土壊・溝・柱穴を検出した(図

4)。

土塘のうち、調査区西部のSK○1～03・22や調査区南東部のSK35、SX46は地山の偽礫と板材片を

多く含む有機質な埋土という共通性があり、これらは木材加工時の不要物を廃棄したゴミ穴 と考えら

れる。このほか、調 査区北東端でSK36・37・41・54、調査区南東部でSK51・52を検出し、いずれ

もゴミ穴と考えられる。

柱穴は調査区の北端に集中しており、多 くが直径10～15cmの円形の柱痕が遺存していた。このうち

西からSP05・06・56、SP12～15・18、SP28～31・38・39など集中域の南端で正東西方向に柱筋を

そろえるものがある。これより以北で明確に組み合う柱 を抽出することができなかったが、建物域の

南端もしくは東西方向の柵であったと考えられる。調査区南東部では南北方向に柱筋をそろえる小規

模な柱穴SP53・47・48を検出した。

溝は調査区北東端で東西方向のSD34・44、調査区南東部で南北方向のSD50を検出した。SD34は
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図4 調査 区平面図および北 ・東 壁地層断面図



北拡張区東壁

TP+6.0m

十5.0m

N   mlffi             S TP+6.0m

南西拡張区東壁     \

第0層          /

＿--一-J    +5・am

5               10m

1:150

図5 北・南西拡張区東壁地層断面図

下半に水成の細粒～中粒砂が堆積しており、排 水溝と考えられる。SD44は底に東西方向の木枠を据

えて杭で固定したもので、これも排水溝であろう。SD50は遺存状態が悪いが、東 側のSP53・47・48

の柱列と並行しており、これに伴うものと考えられる

出土遺物は、後述するように古代瓦が出土する遺構もあるが、いずれも近代に下る時期のもので、

近世以前の遺構は確認できなかった。以下、図化した遺物を遺構ごとに報告する(図6

SK41  1は平瓦である。焼 成は軟質で、色 調はにぶい橙色を呈する。表 面の摩滅が著しく調整は

不明であるが、凹面に粘土板の接合痕とみられる凹みが認められる。古代に遡るものであろう。近代

に下る関西系陶器が共伴しており、古い時期の遺物が混入したものと考えられる

SK35  2は関西系陶器の蓋で、上面に透明釉を施し、中央に「和歌山 ,駿河屋」の刻印を有する。和

歌山市には現在も営業を続ける「駿河屋」がある。その歴史としては、寛正2(1461)年に京都で「鶴屋」

の名で創業し、元和5(1619)年紀州に移ったが、将軍徳川綱吉公の息女鶴姫が紀州家に御降嫁となっ

た際に屋号「鶴屋」を返上して、徳 川家ゆかりの屋号「,駿河屋」を賜ったと伝えられる。このことから

2は菓子容器などの蓋であると考

えられるが、詳しい用途は不明で

ある。焼成や釉調からは明治時代

以降のものと推測される。 なお、

「駿河屋」総本家に問い合わせたと

ころ、同様の蓋はアメリカ合衆国

ワシントン州の川でも見っかって

いるが、用途は分からないとのこ

とであった。

SP47  3・4は瀬戸美濃焼磁

0        10c・ 施文である。器 形や施文方法から

図6 出土遺物実浸リ図           みると明治時代後半以降のもので

SK且(1)、SK35(2)、SP47( 3・4)         あろう
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以上のように調査区内では近世以前の地層・遺構は確認されなかったことから、調査区の北側・東側・

南西側に拡張トレンチを設定し、地 層の分布状況、遺構の有無の確認を行った(図5)。その結果、調

査区の北側で調査地北端近くまで設定した南北方向の北拡張区では近代の盛土である第1層が北半で

確認されたが、中世以前の地層および遺構は検出されなかった。調査区の東側に設定した東西方向の

東拡張区ではトレンチ西端から3m以東で現代の深い攪乱が及んでおり、以深の掘削を断念した。ま

た、調査区南西側に設定した南北方向の南西拡張区では、近代の第1層を確認したが、近 世以前の地

層や遺構は検出できなかった。

3)まとめ

今回の調査では、近代の遺構から古代に遡る瓦片が出土したものの、調査区および北・東 ・南西に

設定したいずれの拡張区においても、近 代以降に大きく削平を受けており、試掘調査で確認したとさ

れる中世以前の遺構面および遺物包含層は確認できなかった。古代寺院の伽藍が想定される北側の微

高地から南側に下がる位置にある調査地域は、近代以降に大きく削平されて平坦地となり、中世以前

の遺構面および遺物包含層は遺存していないと判断される。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所199L「摂津国分寺跡における範囲確認調査(SK90-2)略報」:『平成2年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp61-65

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1998、「養父孝乃介氏の建設工事に伴う発掘調査(SK96-9)」:『平成8年度大

阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.75-79

大阪文化財研究所2015、「SK88-5次調査」:『大阪市北部遺跡詳発掘調査報告』、pp.Ei5-58

大阪文化財研究所2017、「天王寺区国分町73-2における建設工事に伴う摂津国分寺跡発掘調査(SK16-1)報告書」
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調査区第2層地層断面

(南から)

調査区全景

(東から)

北拡張区全景

(南から、奥は国分公園)



調査 個 所

調査 而 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区勝山1丁目232-2他7筆

84ポ

平成28年10月11日～10月13日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積山洋・小田木富慈美
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は四天王寺東門の東約100mに位置する(図1)。付近では、難波京朱雀大路跡や摂津国分寺

跡など古代の遺跡・寺院が立地するほか、中世以降の遺構も数多く検出されており、歴史的に重要な

地点である。今回調査地の北東50mのST96-4次調査地では、奈良時代の成果として難波京条坊道

路の側溝と考えられる南北方向の溝や井戸が見つかっており、井戸からは木製壺鐙と墨書土器が出土

した[黒田慶-1996]。同調査では、16世紀前半築造の石垣と、それに伴う幅10m1 深さ2mの堀も

検出されている[大阪市文化財協会1999b]。また、南西100mに位置するST96-1次調査では、Ⅰ4～

15世紀頃の小規模な堀・井戸などを検出し、良好な一括遺物が出土した。[大阪市文化財協会1999a]o

東門から東へのびる道沿いでは、調査地の東100mでUHII-4次調査が行われ、平安時代後期の土

壇と近世の土壊が検出されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]。

今回の調査地で大阪市教育委員会が行った試掘調査によって、地表下約0.6m以下の深さで地山層が

検出されたことから、近世以前の遺構が残存していることが推測され、発掘調査を実施することとなっ

た。調査は比較的遺跡の残存状況が良いと思われる敷地の中央で、東西7mX南北12m1 計84 mの調

査区を設定した(図2)。平成28年10月Ⅰ1日に重機掘削を開始したところ、現代盛土および攪乱が予想

以上に深く入っており、これらの直下が地山層であった。このため、地山上面を人力で精査し、遺構

の有無を確認したのち、実測・写真撮影を行い、10月13日に調査を終了した。

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成することによ

り得た世界測地系座標に基づき、座 標北を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて

TP+○mと表記した。

ど?                20?"                                38"
O

図1 調査地位置図                 図2 調査区位置図
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東壁
TP+l5.0m

現代盛土

l

+14.0m

+1 3.0m

E
 

 

\

南壁 W TP+l5.0m

1:黄褐色(10YR5/8)粗粒砂～礫

5m

+13.0m 1 : 100

図3 東壁・南壁地層断面図

Y-44,0551 Y-44,0501 2)調査の結果

X-149,110   1)層序(図3)

現地表面の標高はTP+ 1 4.7～

14.9mで、北 西が高く、南 東に低

くなる。

現地表直下は現代盛土や攪乱埋

土で、 その厚さは0.6～1.7mに及

L8でい すこ。

×-149.115  地 山 層 は 黄 褐 色 (10YR5/8)粗

粒砂～礫層で、最も浅い箇所では

TP+l4.3mで検出された。層厚は

1.Om以上である。

ii )遺構と遺物

地山上面まで掘り下げたのち遺

構検出を行ったが、遺構は認めら

8 - 1 4 9 , 1 2 。  れなかった。図 4には現代盛土お

よび攪乱除去後の地山上面の状況

を示す。また、本調査での出土遺

物はない。

3)まとめ
5m

冒頭で述べたように、当地は古
1 : 100

図4 地山上面平面図           代から中世にかけての遺構が密集

する重要な地点に位置する。今 回の調査では攪乱等のため、遺構・遺物は発見されなかったが、本来

調査地付近に当該期の遺構が存在したことは確実視され、今 後は近隣での調査成果が期待される。
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調査地全景

(南から)

東壁北端部地層断面

(西から)

地山上面検出状況

(南西から)



天王寺区勝山二丁目323-1他における建設工事に伴う

四天王寺旧境内遺跡発掘調査(ST16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区勝山2丁目323-1他

167留

平成28年11月7日～11月28日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は摂河泉を代表する古刹・四天王寺の

東門から南東60m余に位置している(図1)。こ

の地は四天王寺東方に遺存する難波京の条坊制

地割が展開する地域にあたり、古代以後、各時

代の遺構・遺物が発見されている。西隣の敷地

で行われた1996年度のST96-1次調査では中

世の井戸跡のほか東西方向の堀跡が検出され[大

阪市文化財協会1999]、その後のSTOI-1次調

査(試掘)では本敷地でこの堀の続きが確認され

た。さらに今回の大阪市教育委員会による試掘

でも遺構・遺物が検出されたため、本調査を実

施することとなった。

調査は比較的遺跡の残存状況が良いと思われ

る敷地の北東部に東西9mX南北16mの調査区

を設け、その後、西側に調査範囲を拡張するこ

ととなった(図2)。地表下約0.4mまで重機で掘

削し、以下を人力で掘削しつつ調査を行った。

調査は平成28年11月7日に開始し、同年11月28

日にすべての作業を終了した。

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区

図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成するこ

とにより得た世界測地系座標に基づき、座標北

を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)

を用いてTP+○mと表記した。なお、本文中の

遺物に関する記述は、当研究所学芸員の小田木

富慈美が行った。

図1 調査地位置図

X-149,200

拡張区

「

r

\

X-149,240

図2 調査区位置図

1:800

20m

2)調査0結果              ,。う。148
1)層序(図3～5)

調査地の現地表面は標高13.6mである。それ 上

より30～40cm下までは現代の攪乱層であり、そ

①②層  〆お④層
S[)01    SKIO

SE14 SE13

町 層

SEO7

図3 地層と遺構の関係図
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゛
1
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TP+l4.0m

-H3.0m

+12.0m

十110m

TP+I4.0m

11:明黄褐色(10YR7/6)砂礫・暗褐色(10YR3/3)シルト混 り砂礫

12:上町層 にぶい黄色(2.5Y6/4)砂礫・明褐色(7.5YR5/8)砂礫・

にぶい黄色(2.5Y6/3)礫・シルト混 り粗粒砂などからなる

13:明黄褐色または黄橙色(10YR7/7)砂礫

-H3.0m  14 : 黒褐色(10YR3/1.5) シルト・砂礫

15:黒褐色(10YR3/2)砂礫・シルト

16:黒褐色(10YR3/1)礫混り粘土質シルト・砂礫etc (土器含む)

17;黒褐色(2.5Y3/1)砂混り粘土

18;上町層の再堆積 黄褐色(2.5Y5/3)砂礫・褐色(7.5YR4/3)砂礫・黄褐色(2.5Y5/4)シルト混 り砂礫など

19:上町層の再堆積 にぶい黄色(2.5Y6/4)砂礫・黄褐色(10YR5/6)砂礫など

ヤ,2.。」 20:黒褐色または黄褐色(7.5Y3/1)砂礫

十11,Om

図4 東壁地層断面図



の下には整地層や遺物包含層などがなく、直

E

o
1の
〒
十

ε

0
1寸「

ナ
1

ト

ちに地山の上町層が検出され、遺構面となっ

ていた。上 町層は固結した砂礫層であり、 シ

ルト等の堆積は見られなかったため、 かなり

の削平を受けたものとみられる。

ii )遺構と遺物(図6～10)

以下に報告する遺構のうち井戸については、

いずれも湧水が著しく、 完掘できていないこ

とを断っておく。

a.平安～鎌倉時代

SK12 :調査区の北東隅で検出した土壇であ

る。東西3m以上、南北2m以下で、深さ約1,2m

の規模である。重 複関係からSEO2に先行し、

調査区内で最も古い遺構である。図示しうる

遺物はなかったが、緑釉陶器・須 恵器・瓦 が

出土しており、平安時代の遺構とみられる。

SKO8 :調査区の南東隅で検出した土塘で、

東西1.2m以上、南北3.6m余、深さ約1.3mの

規模である。土 師器・須恵器・瓦器・瓦 が出

土した(図7)。1～3は土師器皿である。1は

口縁部が外反する。2は椀に近い器形で、 口

縁端部を軽 くナデて外反気味に仕上げる。3

は口縁部外面にヨコナデを施す。以 上は12世

紀前半代とみられる。

SE13 :調査区の東部中央付近で検出した井

戸で、東 西約1,5m・南北約1.6m・深 さ約2m

以上の規模である。重 複関係では堀SDOIと

SK10の両者に先行する。井戸側内から土師器・

須恵器・瓦器・常滑焼・瓦が出土した(図7)。

4は土師器皿である。5は土師器羽釜で、直立

する口縁部直下に短い鍔が付く。6は須恵器

尭である。7は東播系須恵器のこね鉢である。

8は瓦器皿で、底部内面は格子状の暗文が見

られる。9は瓦器椀で、 底部内面には平行線

状の暗文を施す。10は常滑焼の亮である。口
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Y-44,125

Y-44,120覧
ST96-1

Y-44,1151

Y-44,110覧
Y-44,1051

X-1 4!;1,205

ST18-2

SK12

SEO2

SE14

SDOI①②

SE15

DOI③④

SK10

SEO7

SKO3

X-149,210

X-149,215

X-149,220

図6 ST16-2・96-1遺構平面図

1;150



20cm

縁部は水平に広がる。以上は12世紀中～後半に属する。14は蓮華文軒丸瓦である。『四天王寺古瓦聚成』

の79・80と同范とみられ、奈良時代前半のものである[四天王寺文化財管理室編1986]。

SEO9 :調査区南東部で検出した井戸である。東西・南北とも約2.5mで、深 さは2.3m以上あり、北

側ヘオーバーハングしていた。掘形と井戸側内から土師器・須恵器・瓦器・中国産青磁・中国産白磁・

常滑焼・瓦が出土した。13～14世紀代にかかる遺構である。井戸側内から出土した図7の12は須恵器

で、器形は不明、外面に格子状タタキとハケメが見られる。内面はハケののちナデを施す。

SK10 :調査区の東部中央付近で検出した土壇で、東西約1.5m以上、南北約1m以上、深 さ約1,2m

の規模である。重複関係では堀SDO1・SEO7に先行し、SE13より後出する。土師器・須恵器・瓦器・

瓦が出土した。図7の11は瓦器椀で、内面に圏線状の暗文を施す。13世紀後半であろう。

その他:現代の攪乱塘から金属製品と軒平瓦が出土した(図7)。13は鉄製の欽である。15は花菱文

軒平瓦で、W四天王寺古瓦聚成』の421と同范である可能性が高い[四天王寺文化財管理室編1986]o 13

の年代は不明だが、15は平安時代・中葉に属する。

b.室町時代

SDO1 :調査地を東西に貫く幅4.4m・深さ1.2mの堀である。埋土は大きく①～④層に分かれる(図4)。

この堀と重複するSE14との前後関係は、古い順にSDO1③・④層→SE14→SDOI①・②層であった(図

3)。SDO1は①・②層で埋まる段階で幅約3mとなっていた。この堀はST96-1次のSDOIと連続す

るが、1996年当時の調査では今回の①・②層分のみを検出しており、そこで発見された井戸SEOIは
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図8 SD 01出土遺物実測図

これより古 く、今 回のSE14と同じ重複関係となっている。SDOIは③・④層で埋まる古段階と① ・②

層で埋まる新段階という区分が可能となる。

遺物は土師器・須恵器・瓦器・瓦質土器・中国産青磁・瀬戸美濃焼・備前焼・瓦などが出土した(図

8)。16～25は土師器皿である。16は④層出土、17・18と21～24は②層、19・20は①層、25は③層か

らの出土である。16は口縁部がやや内湾気味に立ち上がる。17～22は底部中央が窪むいわゆるへそ皿

の系譜に属する。体部外面のユビオサエが顕著である。23～25は器高が高く、椀 としてもいい形態で

ある。口縁部は直線からやや内湾気味に広がる。26は②層出土の瓦質土器の羽釜である。口縁端部を

つまんで立ち上げている。27も②層出土の備前焼捕鉢である。口縁端部は断崩三角形である。28は①

層出土の古瀬戸焼卸皿である。以上は14世紀後半に属する。29は②層出土の平瓦で、凸面に格子状タ

タキを施す古代のものである。

SEO2 :調査区の北東隅で検出した井戸である。東西2.5m以上、南北3m以上で、深さ約1.8m以上

の規模である。重複関係からSK12より新 しい。遺物は大量であり、土 師器・須恵器・黒色土器・瓦器・

瓦質土器・備前焼・常滑焼・中国産青磁・瓦 ・土製品が出土した(図9)。39・40・44・45・47は井戸

側内から出土し、他 は掘形から出土した。30～41は土師器である。30～36は皿である。36は底部中央

が窪む器形であるが、そのほかは平坦に近い。37は脚部を面取りする土師器高杯である。38は鉢と思

われる。39は亮で、内外面をナデで仕上げる。40は羽釜である。41は口縁部をナデによって内傾させ、

外面にはヘラミガキを施す。体部にかけてやや膨らみ、鉢 と思われるが類例に乏しい。胎土には角閃

石や雲母を含む。42・43は黒色土器A類椀の底部である。44～46は瓦質土器である。44・45は羽釜で、

いずれも口縁部外面に凹線を有する。46は火鉢である。47は備前焼の捕鉢である。48は古瀬戸の折縁

皿とみられる。口縁部外面には鉄釉を施す。49は中国産青磁の碗である。底部内面には印花文を施す。

50は瓦を加工した円盤である。51は蓮華文軒丸瓦である。以上は、37・39・40・42・43・51が平安
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図9 SEO2出土遺物実測図

時代に遡るものであるが、他 はおおむね15世紀前半に属する。

SEO7 :調査区東部中央で検出された井戸で、東西2m以上、南北2m弱、深さ1m以上を測る。

重複関係ではSKIOより新 しい。遺物は少なく、図示していないが、瓦器・瓦等がある。年代の推測

も困難であるが、14世紀後半から15世紀初頭頃の可能性がある。

SE14:西側の拡張区で検出された井戸で、 東西約3.2m, 南北約2.0m, 深さ2m以上を測る。
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図10 SE 14出土遺物実測図

SDOIとの重複関係は既述の通りである。土 師器 ・須恵器・瓦器・瓦質土器・常滑焼・備前焼・瓦の

ほか、人頭大の砥石が出土した(図10)。59・64・66が井戸側内から出土し、他は掘形から出土した。

52～61は土師器皿である。内面の体部と口縁部の境界が屈曲するものが多い。56・57は底部中央が窪む。

59～61は胎土が精良で、灰白色を呈する。62～64は瓦質土器である。62は口縁部が短く屈曲するもので、

外面にヘラミガキが見られる。SDOI②層出土遺物と接合した。63は羽釜である。64は鉢で、口縁部

が外反する。65・66は備前焼である。65は皿ないしは鉢、66は捕鉢である。以上は15世紀後半であろう。

67は古代の平瓦で凸面に粗い縄目タタキを施す。このほか、幅 75cm,長さ約90cmで厚さ5 cm以下の

板材が、検 出面から深さ2.2mの井戸側内にて水平に近い状態で出土している(図版3)。

SE15 :西側の拡張区で検出された井戸で、東西3m余、南北約3、5m以上、深さ2.7m以上を測る。

SDOIの③・④ 層と重複し、 これに後出する。須 恵器・瓦器・瓦質土器・瓦 などが出土した。年代の

絞り込みは難しいが、15世紀頃かとみておきたい。

3)まとめ

今回の調査では、飛鳥・奈良時代の難波京に関わる遺構が検出されなかったが、層序の項で述べた

ように現地の地盤が相当削られていることによると思われる。例 えば奈良・平安時代の四天王寺と同
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范の瓦(図7-14・15)の出土は、当地に四天王寺の子院(塔頭)があった可能性を示すとも考えられる。

発見された遺構は井戸が典型例であるように、地中に深く掘 り込まれたものが多い。それらは主に

中世の遺構であったが、この20年ほど、中世の四天王寺の周辺に堀がめぐらされていた様相が次第に

明らかになりつつある。今回のSDOIもその一例であり、新段階で西隣のST96-1次調査のSDOIと

連続する。その西側、四天王寺東門との間には南西から北東に開く埋没谷の存在が知られており、堀

はそれに接続していた可能性が高い。このような地形環境を勘案すると、96-1次調査ではわからな

かったものの、SDOI古段階の堀も、まっすぐ西進して埋没谷と接続していたのではないかと思われる。

今回の調査の大きな成果は、既発見の堀に先行するより規模の大きな堀を発見したことであろう。

引き続き四天王寺周辺の調査の進展が望まれるところである。

参考文献

大阪市文化財協会1999、「四天王寺旧境内遺跡の調査」:『大阪市埋蔵文化財発掘調査報告-1996年度一』、pp.81-84

四天王寺文化財管理室編1986、『四天王寺古瓦聚成』 柏書房
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調査区全景

(南から)

西壁SDOI断面

(拡張前:東から)

拡張区SE 14

板材出土状態

(西から)

SEO9



天王寺区上汐三丁目6-7における建設工事に伴う

上本町遺跡発掘調査(UH16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区上汐3丁目6-7

48ボ

平成28年9月30日～10月4日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積 山洋
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は豊臣秀吉が建設した大坂城の平野町

城下町の西隣に位置する(図1)。周辺で行われ

た調査では、古 代から豊臣期にいたる遺構・遺

物が多く検 出されている。

調査地で大阪市教育委員会が行った試掘調査

によって、 地表下約0.7m以下の深さで本格的

な発掘調査を必要とする近世以前の遺構面およ

び遺物包含層が検出されたことから、発 掘調査

を行うこととなった。調査は比較的遺跡の残存

状況が良いと思われる西側で、東西6mX南北

8 m,計48ポの調査区を設定した(図2)。地表

下約0.7m程度まで重機で掘削し、以 下を人力で

掘削しつつ調査を行った。調査期間は平成28年

9月30日～10月4日である。

本報告で用いた方位は、現 場で記録した街区

図を1/2,500大阪市デジタル地図に合成するこ

とにより得た世界測地系座標に基づき、座 標北

を基準にした。標高はT.p.値(東京湾平均海面値)

を用いてTP+○mと表記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の標高はTP + 22mで、 地山の上町層

まで深さは約1.4mであった。層序は大きく3層

に分類された。

第1層:近代以後とみられる地層で、上から

第1a層(現代の攪乱層)、 第1b層(黄褐色～暗褐

色のシルト・砂混りシルトやにぶい黄褐色シル

トなど)、第1c層(上町層に由来する偽礫からな

る整地層)などに細分される。第1b・1c層は年

代の詳細は不明である。

L

5,000

200m

図  調査地位置図
Y-44,320                 Y-44,300

×-148,080

20m

図2 調査区位置図

畦状高まり

第1a層

第1b層

第1c層

第2層

第3層

図 3 地層 と遺 構 の関 係 図
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TP+箆 Om

第1a層

第1b層

o 第2層 第10層
6       00

-一一一 -゚--▼-一一

第3層

+21.0m

1

2

3

4

5

6

:黄褐色(2.5Y5/3)～暗褐色(10YR3/3)シルト、砂混りシル トなど

:暗灰黄色(2.5Y4/2)砂混りシルト

:にぶい黄褐色(10YR4/2)シルト

:明黄褐色(2.5Y7/6)シルト(上町層に由来)の偽礫からなる

:暗褐色(10YR3/4)砂礫混りシルトを主体とし、上町層に由来する偽礫が混じる

:明黄褐色(10YR6/8)砂混りシルト(上町層) 1:50

2m

+20.0m

図 4 東 壁地 層 断 面 図

Y ＿4A1320\ 第2層 :暗褐色砂礫混りシルトを主体と

し、 上町層に由来する偽礫が少量混じる。

江戸時代(18世紀末以後)の地層である。

fゝ5  第3層 :明黄褐色砂混りシルトで、地 山

の上町層である。

ii )遺構と遺物

第2層は標高21m以下に堆積し、 第3層

上面では凹凸が著しく、 またほぼ東西に畦

状の高まりが残されていた。このような形

状は土採り穴の跡であるとみられる。前項

z＿-148.07s  で述べたように、第2層の年代は18世紀末

以後であるが、それより古 く、特 徴のある

/                       同層からの出土遺物を図示した(図6)。1

は須恵器の杯A (杯身)で、底部外面は不調
0                         5m

1:10o             整 で あ る 。 7 世 紀 中 頃 ～ 後 半 の も の で あ る 。

図5 M3 層jJ 平面図         2・3は肥前磁器の染付で、2は碗、3は

蕎麦猪口である。いずれも17世紀後半か末から18世紀前半頃までのものである。4は土師器の盗であ

り、 7世紀末～8世紀にかけての年代であろう。

図 6 第 2層 出土 遺 物 実 測図
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3)まとめ

今回の調査では、豊臣期以前の遺構は土採り穴によって削られたものと思われ、検 出されなかった。

このような土採り穴は東約50mのUHIO-3次調査[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012]をは

じめ、上町台地の各所で検出されている。

しかし、少 ないながらも古代の遺物が出土したことは重要である。調査地は難波京の一角にあたっ

ており、北西50m余で行われたUH15-1次調査では条坊制の道路跡も検出されている[大阪市教育委

員会・大阪文化財研究所2015]。

引き続き、 この地域での発掘調査を継続し、新 たな発見につながることを期待したい。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012、「天王寺区上汐三丁目における建設工事に伴う上本町遺跡発掘調査(UHIO

-3)報告書」:『平成22年度 大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2010)j、pp.311-317

大阪文化財研究所2015、『天王寺区生玉前町303-2他6筆における建設工事に伴う上本町遺跡発掘調査(UH15-1)

報告』
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調査地全景と東壁地層断面(西から)

調査地全景と西壁地層断面(東から)



天王寺区生玉前町302-24・25における建設工事に伴う

上本町遺跡発掘調査(UH16-3)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

天王寺区生玉前町302-24・25

59ボ

平成29年1月12日～18日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、櫻田小百合
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1)調査に至る経緯と経過

上本町遺跡は、南北に延びる上町台地上に位置する弥生～江戸時代の複合遺跡である。調査地は難

波京条坊の西三坊の中央付近に位置すると推定され、調査地南で実施されたUH15-1次調査では西

三坊の坊間路の東側溝とみられる溝が検出されている[大阪文化財研究所2015・小田木富慈美2016]。

今回の調査地はこの坊間路に直交する条間路が東西に通ることが推定された(図1)。

今回の調査は、建設工事に先立ち大阪市教育委員会の行った試掘調査において、中世以前の遺構面

および遺物包含層が確認されたため実施することとなった。

調査は、平成29年1月12日に着手し、敷地南部に東西5 m,南北7mの調査区を設定して調査を開

始した。地山である第7層上面まで重機で掘削し、その後人力により遺構の検出・掘下げを行うとと

もに、実測図の作成および写真撮影による記録作業を行った。その後、条間路の確認を行うため、大

阪市教育委員会と協議し、北側に東西2.5m,南北9.6mの拡張区を設定して調査を行った(図2)。こ

れにより最終調査面積は59ボとなった。拡張区を含め、平成29年1月18日にすべての調査を完了した。

なお、今 回の調査で使用した基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位

は世界測地系に基づく座標北を基準とした。また、標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用い、本文お

よび図中ではTP+○mと表記した。

2)調査の結果

1)層序(図3～6)

調査地の現況は駐車場で、地表面の標高はTP+21.3m～22.0mで北西部がやや低く造成されている。

U目13.

I  I                       うぇほん

4       0                  200
遺跡の範囲1       1                   1

1 : 5.000

試掘 トレンチ

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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第0層は、近・現代の整地層で、層厚は最大

0.55mである。

第1層は、炭を含むにぶい黄色(2.5Y6/4)シ

ルト質中粒～細粒砂からなる整地層である。出

土遺物がなく詳細な時期は不明であるが、近世

～近代に属するものと推定される。層厚は最大

13cmである。

図3 地層と遺構の関係図        第2層は、中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含

むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒～細粒砂を主とする整地層で、層厚は最ラ(28cmである。

第3層は、中～細礫をわずかに含む暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質中粒～細粒砂からなる整地層であ

る。層厚は最大16cmである。

第4層は、中～細礫・細粒砂偽礫・細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/4)中粒～細粒砂

を主とする整地層である。層厚は最ラ(20cmである。

第5層は、中～細礫・炭 ・極細粒砂質シルト偽礫をわずかに含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質

中粒～細粒砂からなる整地層である。層厚は最大40cmである。本層上面遺構のSX21を西壁の断面で

確認した(図4)。

第6層は、中～細礫をわずかに含む灰黄色(2.5Y7 /2)細粒砂からなる整地層である。第 7層上面で

検出した土採り穴の上部を整地する。層厚は最大19cmである。本層上面遺構のSX25を南壁の断面で

確認した(図5)。SX25からは18世紀後葉に属する肥前磁器の蓋が出土している。

第7層は、上町台地を構成する上町層の上部に当るいわゆる地山層である。本層の上面で遺構の検

出を行った。

ii )遺構と遺物(図7～9)

遺構は第7層の地山上面でSK01・04・05・08・10、SD02・12～15、SP09・16～20、S×03・

06・07・11を検出した。

SK01は、東西1.03m,南北0.66m,深さ0.l2mの方形の土壊である。SKO5と重複しておりこれよ

りも新しい。18世紀末の遺物が出土している。

SK04は、東壁際で検出した方形の土塘で、東西0.62m以上、南北1.lOm,深さ0.74mを測る。関西

系陶器の鉄漿水沸し8、肥前磁器の染付小瓶9、肥前磁器の染付碗11が出土している。11は口縁部内

面に四方欅文を施し、底部内面には太極文様を配する。工8世紀末に属する。

SK05は、東西0.97m,南北0.90mの方形の土塘で、深 さは0.22mを測る。18世紀後半～末の遺物が

出土している。

SK08は、南壁際で検出した方形の土塘である。東西0.98m,南北1.02m以上、深さ0.35mを測る。

遺物は出土していないが、SK01・04・05・10に形態が類似することから近い時期の可能性がある。

SK10は、東西0.62m以上、南北0.64m,深さ0.24mの方形の土塘である。土師器皿1、軟質施釉陶

器皿2、軟 質施釉陶器灯明受皿3、肥前磁器染付皿4が出土している。4は外面には蔓草文、内面に
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TP+22.Dm

第 1層 へ

SK23

十20.0m 貝・瓦・炭・中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

SK24

多量の瓦を含む黄灰色(2.5Y4/1)シルト質粗粒～細粒砂

SXO6

1 :中～細礫をわずかに含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

2,極細粒砂質シルト偽礫・第7層偽礫を含む

暗灰黄色(2 5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

SXII

1 中～細礫・細粒砂質シルト偽礫を含む褐色(10YR4/4)シルト質中粒～細粒砂

2:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む浅黄色(2.5Y7/3)・にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒～細粒砂

3:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄褐色～褐色(10YR4/3.5)シルト質中粒～細粒砂

4:中～細礫・細粒砂偽礫を含む暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～細粒砂

5:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む褐色(10YR4/4)シルト質中粒～細粒砂

6:地山偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

7.地山偽礫を含むオリープ褐色(25Y4/3)シルト質中粒～細粒砂

8:地山偽礫を含む暗褐色(10YR3/4)シルト質細粒砂 (加工時形成層)

9 炭・細粒砂偽礫をわずかに含む暗褐色(10YR3/4)シルト質中粒～細粒砂 (加工時形成層)

10 極゙細粒砂質シルト偽礫を多量に含む黄褐色(2.5Y5/4)・にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒～細粒砂 (加工時形成層)

11 極細粒砂質シルト偽礫・中粒～細粒砂偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)シルト質中粒～細粒砂 (加工時形成層)

N

TP+22.0m

-  ・ .。  -  ・・・)         "5

-- -一 " = 一 一 一 一 一 一\ - - ユ

第 7層 10
SD14

SX21

1 :中～細礫・中粒砂～細粒砂偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)シルト質中粒～細粒砂

2:シルト質中粒～細粒砂偽礫・中粒～細粒砂偽礫を含む

浅黄色(2.5Y7/3)・にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒砂

SD13  ゝl' 一
第 7層

2m

+21.0m

+20.0m

SX22

1 :中～細礫・中粒砂～細粒砂偽礫を含む黄褐色(25Y4/3)シルト質中粒～細粒砂

2 シルト質中粒～馴粒砂偽礫・シルト偽礫を含む明黄褐色(25Y4/3)・橙色(7.5YR6/8)中粒～細粒砂

3:灰白色漆喰・中粒～細粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)シルト質中粒～細粒砂

SD12

1 :炭・中～細礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

2:黄褐色(2.5Y5/3)シルト質中粒～細粒砂

1:40

SD13

中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/3.5)わずかにシルト質中粒～細粒砂

SD14

細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)極細粒砂質シルト

図4 西壁地層断面図



E
TP+22.0m

十21.0m

1:40 +20.0m

SX25

1 :中～細礫を含むにぷい7,i褐位(10YR4/3)ml粒～中粒砂

2:昭褐色(10YR3/3)シルト質中粒～細粒砂

3 にぶいl4位(25Y6/4)中粒～細粒砂

4 中～細礫・中粒砂偽礫を含む灰莢褐0 (10YR4/2)シルト質中粒～細粒砂

5.中～細礫・中粒～細粒砂質シルト偽礫を會む黄褐位(2 5Y5/3)中粒砂

6:にぶい黄位(25Y6/4)中粒砂

7:中～細礫・シルト質細粒砂偽礫を含むオリーブ掲0(:.sy:v4)和粒～中粒砂

8:中～細礫・中粒砂偽礫・弟61・1・';偽礫を含む111褐位(25Y5/3)

中粒～細粒砂砂質シルト

9:中～細礫を含むZ1l褐伍(2.5Y5/3)シルト質利粒～中粒砂

SX03

1 二中～細礫・細粒砂質シルト偽礫を含むfl'l褐位(2 5Y5/3)中粒砂～細粒砂質シルト

2:地山偽礫を含むにぷい-El'l掲位(10YR5/3)シルト質細粒砂

3:地山偽礫を含む灰でIi掲包(25Y4/2)利粒～中粒砂

4:にぶいで]'L掲位(25Y5/4)羽]粒～中粒砂

5:中～細礫・シルト賃細粒砂偽礫を含む灰黄位(25Y7/2)細粒砂

SKO8

1:極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/3)

中粒～細粒砂質シルト

:細粒砂偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR5/3)

中粒～細粒砂質シルト

3:シルト偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)

中粒～細粒砂質シルト

4:極紺粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/4)

シルト質中粒～細粒砂

6:中～細礫一細粒砂偽礫を含む浅fl1位(2.5Y7/3)利粒～中粒砂

7 地゚山偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)中粒砂～細粒砂砂質シルト

8:灰オリーブ位(5Y6/2)中粒砂

9:中礫を含もTit褐位(2.5Y5/3)シルト質中粒砂

10.地山偽礫を含む灰＿i,5褐0 (10YR4/2)中粒砂質シル ト

図5 南壁地層断面図

I  ぐフ

～,'6 一  第 6層 。     7

-    8/ ー
・・ 10,、  S×07

一一 一 一 ぐゝ一一 一      ・・     -

\. \j 11.71:＿i＿  ゛。  。 9
,14 ・

一一一 一一 ぺ; 一一:- -一

第 7層

0 sKO4
2 SKIO

SXO3

TP+21.○m

1:40 十20.0m

中～細礫・黄色漆喰を含む黄褐色(2.5Y5/3)中粒砂

中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)

中粒～細粒砂

3:炭・中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)

シルト質中粒～細粒砂

4:オリーブ黄色(5Y6/3)中粒～細粒砂

5:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含むオリープ褐色(5Y4/3)

シルト質中粒～細粒砂

6 炭・第6層偽礫を含む黄褐色(2.5Y 4/3)わずかにシルト質細粒砂

7 中～細礫をわずかに含む灰白色(5Y7/2)細粒砂

8 中～細礫・極細粒砂質シルト・シルト質細粒砂偽礫をわずかに含む

オリーブ褐色(25Y4/3)わずかにシルト質細粒砂

中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫をわずかに含む

オリーブ褐色(2.5Y4/3)わずかにシルト質細粒砂

10 10偽礫を含も灰白色(5Y7/2)細粒砂

11 第7層偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/4)シルト質細粒砂

12 炭・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄色(2.5Y6/2)

シルト質細粒砂

13:シルト偽礫を含む灰白色(5Y7/2)細粒砂

14 浅゚黄色(5Y7/3)粗粒～細粒砂

図6 東壁地層断面図

は草花文、底部内面には五弁花文を配する。18世紀後半であろう。

SD02は、幅0.24m,長さl.35m,深さ0.07mの南北方向の溝である。遺物は出土していない。

SD12・SD 13は拡張区北端で検出した東西方向の溝である。 重複 しておりSD13が先行する。

SD12は、 幅0.91m以上、深さ0.36mである。肥 前磁器5～7・10・12が出土している。5は青磁染

付碗で口縁部内面に四方欅文を施し、底 部内面には五弁花文を配する。6は染付碗の蓋で、口縁部内

面に四方欅文を施す。7は染付の花瓶で外面に松竹梅文を施す。10は染付皿で、外面には蔓草文、内

面には草花文、底部内面に五弁花文を配する。12は肥前磁器染付大皿で、外面には草花文と鳥、内

面には松の文様を施し、底 部外面には「大明成化年製」の文字を施す。 これらの遺物は18世紀後葉に
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属す る。SD 13は幅1.01m以上、 深 さ

0.27mで、南肩部でSP16～20を検 出し

た。SP16は直径0.llm,  深さ0.27m,

SP17は直径0.l4m, 深さ0.l9m, SP18

は直径0.l6m, 深さ0.26m1 SP19は直

径0.24 ～0.30m, 深さ0.63m, SP20は

直径0.29m,深さ0.1 7mで、いずれも一

定以上の深さがあり柱抜取り穴 とみられ

る。SD13からは17世紀に属する肥前陶

器、18世紀代の肥前磁器が出土 してい

る。これらの遺構は、近 世の敷地境など

の区画施設とみられる。

SD14-SD15は幅0.10～0.32m,深さ

0.09mの小溝であるが性格については不

明である。

SP09は直径0.34m1 深さ0.04mの小

穴である。

S×03・06・07・11は土採 り穴 とみ ら

れる遺構である。下底に第7層の偽礫を

含む加工時形成層が部分的に認められる

が、 これより上位は人為的に埋められて

いる。出 土遺物は少なく、SXO3から丸

瓦、SXO7からは土師器 ・須 恵器 ・瀬 戸

美濃焼磁器 ・瓦、S×11か らは土師器 ・

須恵器 ・瀬戸美濃焼陶器 ・平 瓦が出土し

ている。SXO7から出土 した瀬戸美濃焼

磁器は明治に入るもので、混 入の可能性

がある。出土遺物から時期の判定は困難

であるが、上位の第6層上面のSX25(図

5)には18世紀後葉に属する肥前磁器が

含まれ、SX03・06・07・11と埋 土が類

似することか ら大 きな時期差はないもの

と考えられる。

Y-44,345\

sr＿441340\

SD14

SD15

X-117,960

SKO5-

SXO3

SKO8

一r寸SKIO

SOO2

5m

1:80

図7 第7層上面遺構平面図
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SKOI SPO9 SK○5

N
TP+20.6m

7- +20.4m

1 :炭を多量に含む黒褐色(10YR2/2)

シルト質細粒砂

2:にぶい黄褐色(10YR5/4)

中粒～細粒砂砂

SW NE

TP+20.8m

十20.6m

1:炭・極細粒砂質シルト偽礫を

含むにぶい黄褐色(10YR4/3)

シルト質細粒砂

N

TP+20.6m

十20.2m

1:炭・極細粒砂質シルト偽礫。中～細礫を含む

灰黄褐色(10YR4/2)細粒砂質シルト

SP19 SP18
TP+20.5m TP+20.5m

+20.0m +20.0m

1:中礫をわずかに含むにぶい黄褐色(10YR4/3)

中粒～細粒砂

SPi7   SP16

"P++220Jo2mm
1 :にぶい黄褐色(10YR4/3)

中粒～細粒砂

2:にぶい黄褐色(10YR4/3)
中粒～細粒砂

1:中～細礫をわずかに含む

灰黄褐色(10YR4/2)中粒～細粒砂砂

N

3へミD13
SP20

TP+20.6m  1:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む

灰黄褐色(10YR4/2)わずかにシルト質

中粒～細粒砂

+20.4m  2:にぶい黄褐色(10YR5/3)わずかにシルト質
中粒～細粒砂

3:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む

にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒～細粒砂

゛202" 4:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む

にぶい黄褐色(10YR5/3)中粒～細粒砂
0           50cm

1:20

図 8 遺構 断 面 図

3)まとめ

今回の調査では条間路 に関連する遺構を確認するため拡張 して調査 を行 ったが、 検出で きたの

は土採 り穴 を中心 とす る近世の遺構のみであった。UH15-1次調査 で検出された坊間路の東側溝

とみ られるSD13はTP+21.2mで検出されており、今 回の調査で最 も高 く地 山が残っていた部分で

TP+20.8mであることか ら、今 回の調査地では近世の土採り穴 の掘削による削平のため中世以前の遺

構については残存していなかったものとみられる。上 本町遺跡は近世の土採り場 となっており中世以

前の遺構が残存しない場所も多いが、調 査を積み重ねるなかで中世や古代の様相についても徐 々に明

らかになってきている。今 後の調査に期待したい。

引用 ・参 考文献

大阪文化財研究所2015、『天王寺区生玉前町303-2他6筆における建設工事に伴う 上本町遺跡発掘調査(UH15-

1)報告』

小田木富慈美2016、「幻の仏教施設が上町台地に?」:大阪文化財研究所絹『葦火』l82号

積山洋2013、『古代の都城と東アジア 大極殿と難波京』清文堂出版
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\=雫耳73

20cm

図9 出土遺物実測図

SKIO( 1～4)、SD12(5～7・10・12)、SKO4(8・9・11)
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西壁地層断面

(北東から)

拡張区

西壁地層断面

(北東から)

遺構検出状況

(南から)

図
版
一



拡張区

遺構検出状況

(南から)

SD12・13

(東から)

図
版
二



天王寺区勝山一丁目4における建設工事に伴う

上本町遺跡発掘調査(UH16-4)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市天王寺区勝山1丁目4

約56留

平成29年2月8日～平成29年2月14日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工
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1)調査 に至る経緯と経 過

上本町遺跡は難波宮跡と四天王寺の間の上町台地上に立地し、東 には難波京朱雀大路跡を介して細

工谷遺跡・摂津国分寺跡などが隣接する。調査地は上町台地の東縁部にあり、四 天王寺東門の東約

400mに位置する(図1・2)。周辺の地形は現況でも起伏に富み、調査地点は細工谷付近から四天王

寺に向って南南西方向に入り込んだ埋没谷「真法院谷」の東斜面に立地する。「真法院谷」は調査地の約

100m西のUHO9-5次調査地付近で北西に方向を変え、太 坂ノ陣の頃には谷頭を堤で締め切った昆

沙門池となっていた[太阪市教育委員会・大阪文化財研究所2011]。周辺で行われた調査では、中世四

天王寺寺域の境界や防御施設とみられる溝(ST95-2・5・9 、96-1・4、97-1、07-2次調査)

や、奈 良時代の溝(ST96-1・99-5次調査)などが発見されている[大阪市教育委員会・大 阪市文化

財協会20081o また、本調査地は、難 波京朱雀大路推定地の西に当り、北側の真法院町では7世紀と

される無文銀銭が出土した記録が残り[菅谷文則1991]、難波京を考える上でも重要な地域にある。

本調査は、大 阪市教育委員会によって行われた試掘調査で、地 表下1mで発掘調査を要する中世以

前の遺構面および遺物包含層が発見されたため、行われることとなった。掘削は現代作土を重機によっ

て行い、そのほかはすべて人力によった。地層ごとに掘削と遺物の捕集を行い、遺構の検出と掘削を

行った。進行に応じて、適宜に実測図や写真撮影で記録保存に努めた。

基準点はMageⅡan社製ProMark3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく。標高

はT.P.値(東京湾平均海水面値)で、TP+○mと記した。

2)調査の結果

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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1)現況地形と層序(図3、図版上)

a.現況地形

前述のように調査地は「真法院谷」の東斜面に立地する。調査地の東約60mには難波京の中心大路

の名残とされる南北道路が通り、西 約60mには、北 東一南西方向に走る「真法院谷」の谷筋上の道
路

がある。調査地前而の勝山通りと前者道路の交差点をa地点、後者との交差点をb地点とすると(
図

1)、 a地点の標高はTP+lO.4m, b地点はTP+8.3mで、東西方向に約120mの距離で西側が約2
m

低くなっている。 さらに、調査地内の標高は南東部が最も高 くてTP+ I l.Om, 北西部が最も低 く
て

TP+9.8mと、約20mの間で北西側が約1.2m低くなっている。したがって、調査地および周辺の地形は
、

北西に向って下がる斜面ということになる。この斜面がすなわち「真法院谷」の東斜面である。

b,層序

現代の整地層の直下で地山層が検出された。層序は以下の通りである。

第1層 :灰色瓦礫混り砂からなる現代の整地層である。層厚は約80cmであった。

第2層 :黄褐色細礫混りシルト質砂からなる地山層である。生痕化石であるサンドパイプが顕著に

みられた。上面は上位層による整地の際に削剥を受け、凹凸が激しい。後述する遺構はすべて本層
上

面で検出された。

n)遺構と遺物(図3・4、図版上～下)

攪乱が激しい調査区南東部では遺構は遺存せず、調査区西辺と北辺で遺構が検出された。

SD1  調査区北辺沿いに延びる溝で、攪乱で3個所に分断されていたが、埋 土の特徴が近似するこ

とから一連の溝と判断した。東西に延び、調査区西壁付近でほぼ直角に屈曲して北へ続いていた。
幅

は1.0～0.6m,深さは最もよく残 る西部で0.6mであった。埋土下部は粘土や砂などからなり、流 水の

痕跡がみられた。上部は地山偽礫を含む粘土質シルトなどからなり、人 為的に埋められていた。溝 の

底は北西部が最も低 く、流 水は北方向(真法院谷方向)へ向ったはずである。谷への排水のために掘ら

れたものとみられるが、居住に係るものか、農業生産に係るものか、詳細な機能は不明である。

遺物は、土 師器・須 恵器・瓦器・瓦質土器などが出土した。土師器皿1はいわゆる「ヘソ皿」で、15

世紀のものである。須恵器2は古代の壺の底部で、混 入品である。瓦器皿3は14世紀、瓦 質土器羽
釜

4は15世紀であろう。ほかに平瓦5、常 滑焼圭8がある。これらの遺物から、遺構の年代は14～15
世

紀に求められる。

SX 2  調査区南西隅でごく一部分が見つかった落込みである。深 さは最大で0.25mであった。埋土

は地山偽礫混り砂質シルトで、SD1の上層に似ていた。遺物は出土せず、詳細な時期は不明である。

遺物は瓦質土器亮6が出土した。土師質に近く、16世紀のものである。

SP 3  調査区西辺で検出された柱穴状の遺構である。長径は約0.7m,深さは0.5mで、黄褐色粘土

質シルトで埋められていた。柱 を抜き取った跡のようであった。SX 4を切っていた。

遺物は瓦質土器細片が出土し、中世の遺構である。混入品で遺構の年代を示すものではないが、須

恵器杯蓋7が出土している。8世紀のものであろう。

SX 4  東西0.8m以上、南北1.5mを測る平面形が長方形の土塘で、深 さは0.2mであった。埋 土はに
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粘土質シルト(人為堆積)
黄褐色(2.5Y5/3)

地山偽礫含む粘土質シルト
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中粒砂(自然堆積)

4:にぶい黄色(2.5Y6/3)

粘土(自然堆積)

黄褐色(2.5Y5/3)

シルト～細粒砂(自然堆積)
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細粒～中粒砂(自然堆積)

(人為堆積)3
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1:にぶい黄色(2.5Y6/3)

1:黄褐色(2.5Y5/3)      砂質" '1(人為堆積)
:にぶい黄色(2.5Y6/3)       粘土質'> )l/ト(人為堆積)             +9.0m
シルト偽礫混砂(人為堆積)
:暗仄黄色(2.5Y5/1)～黄褐色(2.5Y5/3)
地山偽礫混砂(人為堆積)
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  SD 1① 8 ヵ
N SD1②

図3 第2層上面遺構と層序
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:トコ 7 20cm

図4 出土遺物

SD 1 (1～5 ・8)、SX 2 (6 )、SP 3 (7 )

ぶい黄色砂質シルトで人為的に埋められていた。年代が知れる遺物は出土しなかったが、SP3に切ら

れ、SD1を切っていたので、中世の遺構である。

3)まとめ

今回の調査では、「真法院谷」の東斜面で、中世の溝や土塘などを発見した。溝 は、谷 に排水するた

めのものとみられ、中世における谷の利用方法の一端を示すとみてよい。谷 の中で発見された中世の

遺構としては、UHO9-5次調査で銅滓や細羽口など鋳物に関する廃棄土塘(15世紀)が発見されてい

る。また、南に約250m離れたUHO9-4次調査では、「天王寺東門谷」をⅠ5世紀に埋め立てた状況があっ

て[大阪文化財研究所2011]、この頃に谷周辺の開発が進んだことも考えられる。

埋没谷内の土地利用形態の変化や地形改変については、調査事例の増加が待たれるが、以上の成果

はその際の重要な検討材料となることは間違いがない。

引用・参考文献

菅谷文則1991、「松浦武四郎資料にみる四天王寺付近出土の「無文銀銭旧:『大阪の文化財』第32号、pp＿'i1-77

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008、「四天王寺旧境内遺跡発掘調査(STO7- 2)報告書」:『平成19年度大阪

市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.69-74

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2011,「上本町遺跡発掘調査(UHO9-5)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵

地発掘調査報告書(2009)』、pp.201-209

大阪文化財研究所2011、『上本町遺跡発掘調査報告書Ⅱ』
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第2層上面の遺構

(南から)

SD 1 (北から)

SD 1 (北西から)



天王寺区寺田町一丁目83における建設工事に伴う

上本町遺跡発掘調査(UH16-5)報告書
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調査 個 所 大阪市天王寺区寺田町1丁目83

調査 面 積 40ポ

調査 期 間 平成29年3月22日～平成29年3月24日

調査 主 体 公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長 高橋工
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1)調査に至る経緯と経過

上本町遺跡は難波宮跡と四天王寺の間の上町台地上に立地し、東 には難波京朱雀大路跡を介して細

工谷・摂津国分寺跡などが隣接する。調査地は上町台地の東縁部にあり、いわゆる難波京朱雀大路の

名残とされる南北道路の西に接し、摂津国分寺跡の西に位置する。

周辺の地形は現況でも起伏が多く、調査地は四天王寺東門付近から南東へ延びる「四天王寺東門谷」

の北斜面付近に立地する。

周辺での既往の調査では、 摂津国分寺跡と難波京に係る成果が注目される[大阪文化財研究所

20↓1]。摂津国分寺跡では、古代寺院に係る遺構は発見されていないものの、SK86-1・88-5・90

一2・95-2・96-9次調査などで古代に遡る瓦が少なからず出土しており、調査地東方は依然と

して摂津国分寺の有力な候補地である。難波京に関しては、本調査地北東での調査で、難波京を考え

る上で重要な成果がある。まず。NS94-10次調査では、平安時代より古い段階で正東西方向の溝が

検出されており、その溝が推定条坊の南北を二分する位置に当ることから、条間路に係る溝の可能性

がある。一方、NS89-22次調査では、推定条路の北側溝の位置で正東西方向の溝が発見されており、

溝は中世に下るものと報告されている。UHO9-4次調査では、「四天王寺東門谷」の北岸が見っかっ

ており、谷が中世後半に埋め立てられたことがわかってぃる[大阪文化財研究所2011]。このように、

調査地周辺には大阪の古代史を復元する資料が豊富であるといえよう。

当地では、大阪市教育委員会によって行われた試掘調査で、地表下0.1mで発掘調査を要する古代か

ら中世の遺構面および遺物包含層が発見されたため、本調査が行われることになった。また、調査地東

の南北道路は前述の難波京朱雀大路の名残とされる道路で、太路に関連する遺構の発見も期待された。

NS89-

1:7,000

図1 調査地位置図

一43,750

聖
和
小
学
校

Y-43,7301

×-149,460

-149,470

一149,480

10

1:400

図2 調査区位置図

20m
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掘削は近世以降の地層については重機を用いて行い、そのほかはすべて人力によった。地層ごとに

掘削と遺物の捕集を行い、遺 構の検出と掘削を行った。進行に応じて、適 宜に実測図や写真撮影で記

録保存に努めた。なお、当初予定調査面積は35n1であったが、後 述の理由により、 3箇所で調査区を

拡張し、その合計面積5ボ を加えて頭書の面積となった。

基準点はMageⅡan社製ProMark3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく。標高

はT.P.値(東京湾平均海水面値)で、TP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の現況地形は平坦で、TP+7.7m前後の高さであった。調査区北壁の地層断面に基づいて層

序を述べる。

第1層:灰色瓦礫混り砂からなり、現代の建物解体工事後の整地層である。層厚は約10cmであった。

第2層 :黄褐色炭を含も細粒～中粒砂からなる整地層で、東 方に向って層厚を増し、最大で30cmで

あった。地層断面の観察から、第 2次世界大戦の戟災に係る遺構と、SD1・2が上面から掘り込まれ

ていた。本 層からの出土遺物はなかったが、後述のようにSD2からは江戸時代の肥前系磁器が出土

しているので、これ以前の地層である。

第3層:黄褐色シルト質細粒～中粒砂からなる作土層で、層厚は約15cmであった。出土遺物はなく、

詳細な時期は不明であるが、下位層上面で中世の遺構が検出されているので、中世～近世の地層であ

る。

第4層 :にぶい黄褐色細粒～中粒砂からなる地山層である。生痕化石であるサンドパイプが顕著に

みられ、上 方へ細粒化していた。現存した本層上面の高さは、西 から東へ傾斜しており、調査区西端

付近でTP+7.4mであるのに対し、東 端付近では同7.1mと約0.3m低くなっていた。

ii )遺構と遺物(図4～6、図版)

遺構検出は、第4層上面で一括して行った。遺構は調査区東辺に偏って検出された。

SX 3  調査区北東隅にあった土塘状の遺構で、SD2の除去後、第4層上而で検出された。平而形

は楕円を呈し、東西1.5m以上、南 北0.9m以上で、深 さは0.6mであった。埋土は、壁 面の崩落土であ

る地山層偽礫(図5中の7 ;以下同)に続いて細粒砂6が自然堆積していた。その上は地山層偽礫や粘

土質シルト1～5で埋められていた。細粒砂6を機能時堆積層とみれば、野井戸のような機能が考え

られよう。主 に上部の1～4から土師器・瓦器・瓦 などが

出土した(図版下)。

土師器1～ 4、 須恵器5、 瓦器6・7、瓦 質土器8・9、

瓦10・11を図示した。1 ・2は皿、3・4は羽釜である。5

は東播系須恵器のこね鉢である。6・7は椀、8は三足羽釜

である。6・7は外面のミガキを省略し、内面も疎 らである。

9は瓦片の周縁を削って成形した土製品である。10は丸瓦、

第1層

図3 地層と遺構の関係図
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うに掘込み面は第2層上面である。断 面観察によ

ると幅は2.Om以上、深 さは0.45mで、SD1に切ら

E

TP+7.0m

れてぃた。溝 の幅を確定するべ く、調 査区の東辺    1:黄褐色(2.5Y5/3)細粒～中粒砂(SD 2 )
2:黄褐色(2.5Y5/3)地山偽礫混りシルト
3:オリーブ黄色(5Y6/3)地山偽礫

を2箇所拡張して東の限界を探索したが・攪乱に    4.にぶv>W色(2.5Y6/3)シルト質地山偽礫
5:にぶい黄色(2.5Y6/4)粘土質シルト

よって破壊されていて発見することはできなかっ    6:灰オリーブ色(5Y5/2)細粒砂
7:にぶい黄褐色(10YR5/4)シルト質中粒～粗粒砂

た。底面には幅20～30cm、深 さ5。」程度の小溝状    8:浅黄色(5Y7 /3)シルト質砂(地山)
9:にぶい黄撥色(10YR6/4)細粒～中粒砂(地山)

に掘られた個所があった。埋 土は黄褐色細粒～中       図5 SX 3遺構断面図

粒砂で、ラミナが観察でき、水 流があったことがわかった。埋土は砂質の第2層とよく似ており、主

に同層が流入して堆積したものとみられた。

肥前系磁器細片が出土し、遺構の年代は江戸時代に求められる。
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0            10           20cm

1:4

図6 SX3出土遺物

SD1  SD2の上位に重なり、正 南北に延びる溝である。調査区南・北壁の地層断面で確認した。

掘込み面は第2層上面で、幅は2.3m以上、深 さは0.6mであった。底 部に堆積した細粒砂やシルトに

はラミナが観察され、流水があったことが窺えた。上部の埋土は砂質シルトからなり、暗 色を呈して

いた。泥質の堆積物が滞水状態で堆積したものとみられた。また、SD1の南側には、地 山層偽礫で埋

められた溝状の遺構が平行しており、SD1の一部か判然としなかったのでSD1'とした(図4)。いず

れからも遺物は出土せず、詳細な時期は不明であるが、SD2の年代を上限とし、同 じ第2層上面の遺

構にみられた戦災関係の焼土を含まないことから、第 2次世界大戦まで下らない年代が想定できる。

SD2から本遺構へと近世以降、同じ場所で踏襲された溝である。

先述のように、調査地は難波京朱雀大路に関連する道路側溝などの発見が期待される場所に当るが、

古代に遡る遺構は発見されなかった。道路側溝を探索するため、調 査区西辺の一部を西方向に拡張し
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たが、やはり側溝は発見されなかった。

3)まとめと若干の考察

・道路側溝など、難波京朱雀大路に関連する古代の遺構は発見されなかった。

・12世紀後半の土壇状の遺構(SX3)を発見した。周辺では、中世の遺構は見つかっているものの、

14・15世紀代の遺構が多い。同時期の遺物はNS89-22次調査[大阪文化財研究所2015b]でも見つかっ

ているが、さほど数は多くなく、今 回発見の遺構とともに、当地における土地開発の時期を考える上

で重要な資料となる。

・江戸時代以降、同じ位置で踏襲された2条の南北溝(SD1・2)が検出された。SD2の西屑は難波

京朱雀大路推定中軸線から約15.5m西に当っていてこれに平行している(図7)。埋土は流水の痕跡を

残しており、耕 作によって形成された作土層下面の段差などではないことは明らかで、位置関係も

含めて大路側溝に相応しい。その場合、仮 に溝の幅を3mと仮定すると、東西両側溝の芯々間距離は

28mということになる(註1)。

ただし、溝の年代は江戸時代で、それ以降はSD1に継承されるものの、下位で中世の遺構(SX3)

が検出されているので、それ以前に遡って同じ位置で溝は存在しなかったことになる。NW14-3次

調査で想定された朱雀太路側溝の芯々間距離32.7mに当る位置も調査区内ではあるが、古代の溝は発

見されていない(図7中の①)。

以上を総合すると、明治18年『大阪実測図』などから読み取れる朱雀大路の名残は、この地点では、

考古学的には江 戸時代 まで しか その年 -43,745     -4,:735
GN

代が遡りえないことになる。条坊制に       。、 .

則った難波京の地割は存在したものの、

Y-43,725 1        Y-43,715屯

。[
: 11

在
I破線 は5

SX3
〉(一149,4フ

実際に条坊道路として施工されるのは
理論上の

朱雀大路中心線

10

中世などに下る事例は他にもある[大阪

文化財研究所2011、pp.:,5-26] o 難波

京朱雀大路および京内に展開する条坊

区画については、発掘調査の成果によ

り、 どの時代にどの範囲までが施工さ

れたのかを見極めていく必要がある。

,D1

1 : 400

図7 推定朱雀大路中心線とSD 1・2

註)

(1)NW14-3次調査では、前期難波宮朱雀門前面で大路西側溝とみられる溝が検出され、東・西両側溝の芯々

距離は32.7mと復元されている[大阪文化財研究所2015a]。

引用・参考文献

大阪文化財研究所2011, 『上本町遺跡発掘調査報告書Ⅱ』
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大阪文化財研究所2015a, 『中央区上町一丁目24-23他における建設工事に伴う難波宮跡・大坂城跡発掘調査(NW14

-3)報告書』

大阪文化財研究所2015b,「NS89-22次調査」:『大阪市北部遺跡群発掘調査報告書』、pp.59-66
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第4層上面(西から)

SD 2 (北西から)

SX3遺物検出状況

(西から)



浪速区元町二丁目7-27における建設工事に伴う

浪速元町遺跡発掘調査(NB16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

浪速区浪速元町二丁目7-27

138ml

平成28年10月3日～10月17日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

南海難波駅の西約300mにある浪速元町遺跡は、中世の集落遺跡である(図1)。遺跡は、古墳時代

末～中世に形成された大阪湾岸の沿岸州(難波砂州E)に立地する[大阪文化財研究所・大阪歴史博物館

2014]。当地には難波荘といわれる荘園があり、1154(久寿元)年に京都岡崎の成勝寺領となり、1337(延

元二)年には後醍醐天皇により渡辺党が難波荘の地頭職に任命された[大阪市19881o また中世末から

近世には、下難波村・難波村という市街に近接する村落であった。

当遺跡ではこれまで4個所の発掘調査が行われている。調査地の北40mのNK96-1次調査では、

12～14世紀頃の遺物が出土した南北溝と土塘、水溜の可能性のある17世紀の大型土壇などが検出され

た[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会19981。北西約130mのNK12-1次調査では、12世紀末～

13世紀前半の瓦器椀が出土した井戸や、中世末から豊臣期と推定される礎石建物が検出されてぃる[大

阪市教育委員会・大阪文化財研究所2014]。また、NK12-1次の西60mのNKOI-1次調査では、現

地表下3m以下の海や河川の影響で形成された地層から11～13世紀の遺物が出土した[大阪市教育委

員会・大阪市文化財協会2003]

本調査は、現地での打合せの結果、土置き場のために当初計画より南北幅を2m狭め、東西17m・

南北8mを対象に行った(図2)。18世紀以降と推定した第2層までを重機で掘削し、第3層上面から

自然堆積層である第5層上面までを平面的に調査した。基準点はMagellan社製ProMark 3により測位

し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)

でTP+○mと記 した。

Y-46,180

×-148,300

X-148,320

1:500

20m

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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2)調査の結果

1)層序(図3・4)

現地表の標高はTP+約2mで、0.6～1mの

厚さの近・現代の盛土より下の地層に層名を

付した。

第1層:黒褐色(2.5Y3/1)シルト質中粒砂

層の旧耕土の上半と、シルトの小偽礫を多数

含む暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～粗粒砂

層の下半からなる。最大層厚は60cmである。

第2層 :細礫混りオリーブ褐色(10YR4/6)

シルト質中粒砂層で、層厚は10～25cmである。

18世紀以降の畠の作土である。

第3層 :細礫混り暗褐色(10YR3/4)シルト

質中粒～粗粒砂層で、層厚は15～25cmである。

SD408の上部とSK407の埋土でもあり、上 部

は作土化している。図 5の東播系須恵器椀3、

中国産白磁小皿4、瀬 戸美濃焼天目碗5、 肥

前磁器皿6が出土した。時 期幅があり、 上限

は16世紀頃、下限は17世紀前半と推定される。

NK96-1次調査の第3層から第4層に当る。

第4層 :暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質細粒

砂層で、 層厚は5～15cmである。北 壁断面で

SD408・SK407間で削り残 された第4層の高

まりが観察された。上面でSD408・SK407を

SK201 第 1層

SK305

第 4層

第 3層

SK407

第 3層

SD408

図3 地層と遺構の関係
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【丁74員ツ へゞ1-/6 20cm

図5 第3～5層出土遺物実測図

第5層(1)、第4層(2)、第3層(3～6)

検出した。本層から瓦質土器羽釜2が出土している。NK96-1次調査の第5層に相当する。

第5層 :黄褐色(2.5Y5/4)極粗粒砂の水成層で、層厚は50cm以上である。上面で溝や窪みを検出し

た。本層から摩耗した古墳時代の土師器翌1が出土した。NK96-1次調査の第6層に相当する。

ii )遺構と遺物

汰第5層上面の遺構(図6)

第5層上面で小さな溝と多数の浅い窪みを検出した。窪み(SX)は、ある程度のまとまりで番号を付

した。調査区西のSD513は長さ2.1m以上、幅0.2m前後、深 さO.lm, SD503は長さ約1.6mで、幅・

深さはSD513と類似する。溝 は南北方向のものが多い。窪 みは0.05m前後のものが多く、中央部の

SX502には、い くつかの三日月形の窪みがあり、農具の掘削痕にも見える。窪みは、耕作に伴う第 4

層下面遺構の可能性がある。総 じて第4層に近い中世後半の遺構と推測する。

b.第4層上面の遺構と遺物(図6～ 9)

SD408  調査区東を南北に横断する溝で、幅3.5～3.7m,深さ0.8mである。方向は現在の敷地と合

い、北 で東に5゚ 振る。壁 は緩やかで、最 深部は少し西に偏している。埋土は底から3分の1程度が、

粘土～シルト層・中粒～粗粒砂層のラミナから成る水成層、その上は細礫混りシルト質中粒～極粗粒

砂層で埋められている。

SD408からは図7の7～33が出土した。9は土師器焙烙、10・11は東播系須恵器捕鉢、12は瓦器皿、

13は高台が退化した瓦器椀である。14～20は瓦質土器で、羽釜14～16、鍋17、火鉢18、尭19・20がある。

21は瓦質土器を加工した円盤、22は瓦質の土錘である。23～25は備前焼で、捕鉢23・24と壺25がある。

26は瀬戸美濃焼の台付碗である。27～29は中国産青磁碗で、29の外底面には墨書がある。30・31は

産地不明の陶製長胴壺で、同一個体の可能性がある。ほかに巴文軒丸瓦32、砥 石33が出土した。また

古墳時代の蓋杯7と土師器高杯8が出土した。

以上から、SD408が主に機能していたのは15世紀前後で、16世紀前半には埋められていたと推定さ

れる。並行する同様の溝は北のNK96-1次調査のSD401がある(図9)。沿岸部の低地にある集落で

は、農業用とともに、排水のためにもこのような溝を巡らしていたのではなかろうか。

SK407  東西約6.5m,南北3.3m以上の大きな土塘で、深 さ0.7mである。壁 の傾斜が緩やかで、底

は平らである。底 と壁に粘土～シルト層 ・中粒～粗粒砂層から成る薄い水成層がある。その上は細礫

混りシルト質粗粒砂で一気に埋められている。肥前陶器碗36・同皿37、中国産青花皿38、銅 が付着

した坩堝の把手39が出土し(図8)、SK407は豊臣後期(17世紀初)頃と推定される。出土遺物からは、
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SK407はSD408より一段階新しい遺構である。規模や深さが類似するものに、北 のNK96-1次調査

のSX301がある(図9)。同種の緩やかに壁が傾斜する土塘は淀川河口部の遺跡などにもあり、水 溜の

ようなものではないかと推測する。

他にSD405は、SD408の西に沿ってある南北溝で、SD408に切られている。幅0.3～0.55mで、深

さ0.2mである。埋土は黒褐色(10YR3/2)シルト質細粒砂で、ラミナは確認できない。SD408や第4

層の高まりなど、この位置に南北方向の何らかの境界が踏襲されていた可能性がある。調査区西端の

SK409は南北2.0m,東西2.3mほどの遺構で、湧 水のため深さは不明である。SK409からは肥前陶器

第5層上面

Y-46,185\                  Y-46,180\ Y-46,175\

.          x賜 逸

SX514

X-148,310

第4層上面

Y-46,185\ Y-46,180\ Y-46,1751

SK407

SK402

X-148,310

SK406

SD408

1 : 100

図6 第5層上面・第 4層上面遺構平面図
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19              ゛20            21

図 7 SD408出土 遺 物 実 測 図
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39

38

図8 SK407・409出土遺物実測図

SK407(36～39)、SD409(34・35)

20cm

L-

NB16-1

〆 ) 1

SK402

SD405 SK406

X-148,310

300

図9 NK96-1次調査との関係
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碗34、瀬戸美濃焼志野皿35が出土し、SK407と同様の時期である。

c.第3層上面の遺構(図10・11)

建物は検出していないが、ごみ穴や井戸から調査区に宅地が含まれていたと考える。SK305などを

除くと調査区南側に東西に遺構が並ぶ傾向があり、屋敷割と関連するであろう。SK201のみは19世紀

中葉の新しい遺構で、井 戸の可能性が高い。一方、SK309は16世紀まで遡る可能性がある。他はほぼ

17世紀代の遺構である。

以下に特徴的なものについて記す。東端のSK301はほとんど貝で埋まる土塘である。長 さ0.75m,

幅0.35m,深さ0.l5mである。中央のSK305は長さ1.8m以上、幅1.8m,深さ0.4mである(埋土は図

11参照)。17世紀前～中葉のごみ穴である。その南のSK306は長さl.lm,幅0.6mの長方形で、深さ0.5m

である(埋土は図11参照)。17世紀中～後葉のごみ穴である。西側のSK308・311も長方形の同種のご

み穴である。中央壁際のSE307は直径1.3mで、I7世紀中～後葉である。

Y-46,185\                  Y-46,180\ Y-46,175\

SD304

1   SK305

\、

3K306

SE307
SK311

SK302

X-148,30!:i

X-148,31 0

5m

1 : 100

図10 第3層上面遺構平面図

NNE

SK305

SSW

1:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒砂、細礫入

2:オリーブ黒色(5Y3/2)中粒砂質シルト、炭入

3:暗灰黄色(2.5Y5/2)粗粒～極粗粒砂

4:暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質粗粒～極粗粒砂

TP+0.7m

十0.5m

十0.3m

SK306

S           N

TP+0.7m

冫 1 ン '

\ 、    /    +0.5m

%  2 -5

慨r 4   ゙ 0゙3"

:暗灰黄色(2.5Y4/2)中粒砂質シルト～粘土

:黒褐色(2.5Y3/1)シルト～粘土、極細粒砂偽礫・炭入

:黒褐色(10YR3/1)粘土、炭入

:褐色(10YR4/4)中粒～極粗粒砂

2m

1:40

図11 SK305・306断面 図
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3)まとめ

今 回の調査 では、15世紀前後～16世紀前半の大 きな溝 と各 種の陶磁 器、17世紀初の水溜状遺構、17

世紀以後の宅地化 に関連する遺 構群などを検 出した。

浪速元町遺跡 は1996年に初 めて発 掘され たが、2012年のNK12-1次 と今 回の調査 により、平 安時

代末 に記 録 に登場 して鎌倉 ・室 町時代 と続 いた難 波荘の遺構が周辺 に広が っていることは確実 と言 え

る。沿 岸州上 に北 か ら並 ぶ津村 ・三 津村 ・難 波村 ・木 津村等は、 中世後半～末 に地域の拠 点となる村

落に発展 した と思 われ るが 、 当遺跡 は、発 掘調査 によって難波荘か らその足 跡を解 明できる有 力な場

所である。

参考文献

大阪市1988、『新修大阪市史』第2巻、p.l64

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1998、「浪速元町計画による建設工事に伴う発掘調査(NK96 - 1 )」: F平成8

年度 大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.91-100

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2003、「浪速元町遺跡B地点発掘調査(NKOI - 1 )報告書」:『平成13年度 大

阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.53-58

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2014、「浪速元町遺跡発掘調査(NK12-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包

蔵地発掘調査報告書(2012)J、pp.365-372

大阪文化財研究所・大阪歴史博物館2014、『大阪上町台地の総合的研究一東アジア史における都市の誕生・成長・再

生の一類型一』、pp. g -36

- 520 -



第4層上面全景

(東北東から)

SD408

(南から)

第3層上面全景

(東北東から)



浪速区難波中二丁目11他5筆における建設工事に伴う

難波御蔵跡発掘調査(NL16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市浪速区難波中2丁目11他5筆

200ポ

平成29年3月7日～3月24日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は南海電鉄難波駅の南に隣接する複合商業施設「なんばパークス」敷地内にあり、大 阪低地を

形成する難波砂州上に立地している(図1)。当地は江戸時代の享保17(1732)年に幕府の米蔵として難

波御蔵が開設された場所に当る。難波御蔵には船入が設けられ、翌年の享保18(1733)年に道頓堀湊町

付近とつながる運河(難波新川)が開削されている。後 に寛政3(1791)年には東700m程に造られてい

た天王寺御蔵の立地が湿潤だったため難波御蔵に統合され、規模が拡張されている。明治期には大蔵

省の管轄となり、明治11(1878)年に排水を改善するため難波新川を延長して南の勲川と連結する工事

が行われている。その後、明治30(1897)年に御蔵は廃止、解 体され、明治37(1904)年の大蔵省専売

局大阪第一煙草製造所設置と第二次大戦時の大阪空襲の焼失、昭和25(1950)年の南海大阪スタヂアム

建設と昭和33(1958)年の難波新川の埋立て、平 成10(1998)年の球場廃止と平成15(2003)年のなんば

パークス開業へと至り、大 阪の現代化に合わせて景観は大きく変化してきた。

周辺はこれまで船出遺跡として調査され、西100mのFDO2-1次調査地の試掘調査[大阪市文化財

協会2003]、FDO4-1次調査地[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2005]、FDO5-1次調査地[大

阪市教育委員会・大 阪市文化財協会2006]の3件がある。特 に今回の調査地に近いFDO5-1次調査

地では、TP+ 1.7～2.Om程の標高で18世紀代の礎石や溝などの遺構と遺物が多数見つかり、御蔵に関

連するものと考えられているほか、その下位からは中世の耕作溝や、最下層である海浜性砂礫層から

古墳時代前期や弥生時代の土器が出土している。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約1,8m以下の深さで本格的な発掘調査を

必要とする近世の遺構が検出された。今回の調査は、こうした地層の年代や遺構・遺物の分布状況など、

X-148,390

-148,410

-45,720         Y-45,7001

1:800

rT

なん ば パ

難 波 中 二 丁 目

5,000

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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この地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

発掘調査は平成29年3月7日から開始した。調査区は東西約32m1 南北約14mの不定形で面積は

200 rrf、地表下1.8mの深さで60ボとした。現代の整地層である第1層を掘削し、海浜性砂礫層の第5

層上面で後述する船入護岸施設の石垣や柱列などの遺構を検出して調査を行い、同年3月24日に現地

における全ての作業を終了し撤収した。

なお、基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく。

標高はT.P.値(東京湾平均海水面値)で、TP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4、図版2)

調査地は、標高約2mで平坦な地形である。はじめ重機により現代の整地層(第1層)を掘削し、

残存する御蔵跡の船入の最上部を検出してそれ以下を調査した。船入の内側に堆積した地層を第

2層、船入護岸の南辺に構築された石垣は新旧2時期が認められ、新 しい石垣Aの掘形埋土を第

3層、古 い石垣Bの掘形埋土を第4層とした。さらにこれらの遺構の基盤となる海浜性の砂礫層

を第5層とした。

なお、現代の攪乱によって調査区の壁面は、北壁では第1層の直下が第2層、その他は第5層

第5層

S「302

となっている。そのため、基

創層  本的な地層の重なりを船入に

直交する地層断面から記述す

第4a層

第2b層

1二  ・・、  胴木

第4b層

図3 地層 と遺 構の関係図

る。

第1層 :昭和25(1950)年

建設の大阪スタヂアムが解体

され、平成15(2003)年なん

ばパークスが開業するまでの

工事で造成された整地層であ

る。層 厚は180～200cm程度

である。

第2層 :船人護岸の南辺石

垣と調査区北壁との狭い間で

検出した地層で、上下2層に

細分した。全 体の層厚約240

cmのうち、太 半を占める上部

の第2a層は層厚約170cmで黄

褐色(2.5Y5/6)粗粒砂層ない

し暗灰色(2.5Y 4/2)シルト質
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粗粒砂層で、 レンガやコンクリート

を含む近代の整地層である。下 部の

約80cmは第2b層で、第2a層による廃

絶直前までに船入内部に滞水状態で

堆積した黒色(2.5Y2/1)シルト質極

細粒砂層で木片など有機物を多量に

含む。18世紀代の肥前磁器8のほか

ガラス製の薬瓶などが出土する明治

30年の御蔵廃絶までに堆積した地層

である。

第3層:石垣Aの掘形埋土に当り、

暗褐色(10YR3/4)細礫混りシルト質

中粒砂層で層厚は最大90cmである。

上部は近代に削平されている。明治

10年以降の磁器4～6や輸入陶器7の

ほかレンガやガラスを含む近代の地層である。

N

TP+1.Om

0           1          2m

1:40

1:暗褐色(10YR3/4)細礫混シルト質中粒砂(A掘形)
2:にぶい黄褐色(10YR4/3)中～細礫質粗粒砂(B掘形)

図4 SF302西部断面図

第4層:石垣Bの掘形埋土に当り、 2層に細分した。大 半を占める第4a層はにぶい黄褐色

(10YR4/3)中～細礫質粗粒砂層で、層厚は170cmである。石垣の裏込めに使われた長さ数10cm

以下の自然礫を含んでいる。第4b層は黒褐色(2.5Y3/2)極粗粒砂層で、石垣の基礎を築くための

整地層である。本層からは18世紀後葉の肥前磁器2が出土した。ほかに明治30年代に降る瀬戸美

濃焼磁器3も含まれたが、御蔵廃止・解体後に降る可能性が高く混入であろう。しかし、ほかに

も明治時代の遺物が含まれ、石垣Bが近代となる可能性も否定はできない。ここでは石垣Aに先

行することから江戸時代に遡るものと想定しておく。

第5層:黄褐色(10YR5/6)細粒砂～褐色(2.5Y 4/3)細～中礫を主体とする厚さ300cm以上の海

浜性砂礫層である。ラミナは水平に近いが、わずかに西に向かって低く傾斜している。本層から

は弥生土器の底部片1が出土しているが、著しく摩耗し、調整は不明である。

ii )遺構と遺物(図5～11、図版1～5)

前項で述べた通り、船入SF302の新しい石垣Aは近代の構築であることが確実だが、石垣Bは江戸

時代に遡る可能性を排除できない。同様に、石垣に並行する柱列SA301も江戸時代の可能性がある。

以下、SA301から順に記述する

SA301  SF302の南側3mの位置に並行して検出された柱列で、東端のSP301～306まで6個5間、

確認長は12.60mである。柱穴は直径0.4～0.7m,検出面からは深いもので0.5m程度となる。柱間寸

法は約1,7mで、塀ないしは建物の側柱列であろう。出土遺物には、SP301の肥前磁器(器種不明)、関

西系陶器土鍋などがあり、18世紀後葉以降のものであるが、細片のため図化してぃない。内務省地理
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-45,735 一45,730

SF302

SP-305  SP304  SP303

Y-45,715

-148,410
1 : 150

図 5 第 5層 上 面 遺 構 平 面 図

局測量部地図(明治19年)に記載された「大蔵省用地」内の建物には、船 入の南東に東西長10m程の建物

が描かれているが、南辺から20m以上離れておりSA301には該当しない(図14)。ほかはいずれも南北

棟の倉庫で船入からさらに離れるため、少 なくとも明治Ⅰ9年当時の建築物には当たらないと考えらえ

る。江戸時代の絵図には建物配置の記載はないが(図12・13)、出土遺物からSA301を江戸時代の遺構

と考える。

SF302  難波御蔵の船入で、護 岸南辺の西部を一部検出したと考えられる。調査区北壁沿いに見つ

かっており、確 認された東西長は15.8mである。石垣は新旧2時期が確認できたが、その位置は完全

に合致しており、布 積みされた古い石垣Bを5段残し、その上に石垣Aを3段以上積み重ねたもので

ある(図7～9)。本 調査地では江戸時代の地表面は削平されているが、比較的近いFDO5-1次調査

一45,728 一45.724 一45,720

SP305   SP304

Y-45,716 1

SP303   SP302

X-148,406

SA301

-148,408

SP306

TP+1.○m

SP301

1 :暗褐色(10YR3/3)細礫混シルト質中粒

砂

2:褐色(10YR4/4)中粒砂
SP302

1:褐色(10YR4/6)中粒～粗粒砂

2:暗褐色(10YR3/3)細礫混りシルト質中

粒砂

3:褐色(7.5YR4/4)中粒砂

SP305 SP304

SP303

1 :褐色(7.5YR4/4)シルト質中粒砂

2:暗褐色(10YR2/3)細礫混りシルト質中

粒砂
SP304

1:褐色(7.5YR4/4)シルト質中粒砂

2:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質中粒

砂

図 6 SA301平面 ・断 面 図

0

SP303 SP301

TP+LOm

5m

1 : 100

SP305

1:褐色(7.5YR4/4)中粒砂
SP306

1 :暗褐色(10YR3/4)含漆喰偽礫、中粒砂

2:褐色(10YR4/4)細礫混りシルト質中粒
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-45,730 -45,725 一45,720

A3 A2A3

2

.

/

図7 SF302(石垣B)平面図

1:80

5m

A2 3 A2 A3 A2

-45,730

断面位 置

一45,725

A2 A3

5m

1:80

図8 SF302(石垣A)平面図



E

○
1
0
利

E

噌

N

f 1 -5,

TP+1.Om

Ô.Om

-10m

2m

1:40

区
は

償

N
o
○
山
の

1:黒褐色(10YR3/2)含漆喰偽礫、細礫混り細粒砂質極粗粒砂

2:暗褐色(10YR3/4)含細礫・極粗粒砂、シルト質細粒砂

3:褐色(10YR4/6)粗粒～中粒砂

4:にぶい黄褐色(10YR5/3)細礫混り中粒～粗粒砂

図10 SF302東部断而図

A地区では、江 戸時代の遺物包含層がTP+ l.7m付近で検出さ

れており、石垣Bは本来もっと高 く築かれていたことがわかる。

o  石垣Bに使用された石は、露出する面の高さが27～31cmで

正方形ないし横長の長方形となり、割 れ面を残すものの比較的

平滑に仕上げている。奥 行きとなる控え長は50cmを超えるも

のも見られ、面と向かい合う側の胴尻に面を作っているものが

少なくない。いわゆる間知石である。

石垣Bの構築は、図4に示すように掘形の底を整地して(第

4b層)、石 垣と直行する方向で梯子状に木を並べ、杭はそれを

固定するためと考えられるが湧水があり、両者の関係に関する

観察は十分ではない。その上に石垣と並行する胴木を並べてか

ら最下段の根石を並べている。断面のみの観察のため、杭 の間

隔は不明である。丁寧な地業といえ、軟 弱な地盤を支持層とす

るための工夫である。

掘形の埋土はにぶい黄褐色(10YR4/3)中～細礫質粗粒砂層

(第4a層)で、裏込めに使用した礫は太きなもので長さ60cmを

超える自然石である。掘形の下部により大 きな裏込め石が集中

する傾向がみられる。掘 形からは肥前磁器2などのほか瀬戸美濃焼磁器3が出土した。2は外面に松

葉文、口縁部内面に四方欅を描く染付碗で、18世紀後葉のものである。3は染付小碗で外面に唐子の

銅版転写文様を有する明治30年以降のものであるが、御蔵廃止・解体が明治30(1897)年であるため、

混入であろう。ほかにも図化していないが明治10年以降の瀬戸美濃焼磁器片が出土している。
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石垣Aは高さ3段が現存する。石垣Bと同じ布積みであるが、隣り合 う石どうしの合端にモルタル

を練 り込んで接着している。使 用された石は面の高さが27～36cmで、石 垣B に比してややばらっき

が大きく、全 体として正方形で、かつ割れ面の調整も雑な仕上げである。控 え長は40cm程度で、また

面と向かい合う胴尻側に面をもたない四角錘ないし両刃状に2つの側面が合わさったものが多い。こ

れらは石材を軽くする意図と考えられる。

石垣Aの掘形は石垣Bと同程度の幅を持っているものの、裏 込めに使用された石は小さく、範 囲も

狭い。掘形からは肥前磁器6や瀬戸美濃焼磁器4、関西系磁器5など国産磁器や輸入陶器7などが出

土した。6は青磁染付碗で、底 部内面に五弁花を筆描きしている。18世紀前～中葉のもので、御 蔵創

建時に近いころのものであろう。4は染付段重で、底 部から短く直立した口縁となる。型紙を用いて

右から「海岸」、「増田」と染付ている。明治10年以降のものであろう。5は染付碗で、幕 末～明治初頭

のものである。7はイギリス陶器瓶の底部で、楕円形の刻印の右半分が残存している。2行に分けて「口

RNEJ、「口ENBYJとあるが、字 句の全体は不明である。

以上のほかに、第2a層から出土した肥前磁器碗8は底部内面を蛇ノ目に釉剥ぎした18世紀後半代の

ものである。

iii)SF302の沿革について(図12～14)

この項では今回見つかったSF302を難波御蔵の沿革に則して考える。

まず、御蔵の創建が享保17(1732)年、難 波新川の開削がその翌年であるのに対し、今 回見つかった

古い段階の石垣Bの掘形から18世紀後葉の遺物が出土したため、石垣Bは創建時に遡らない。一方、

宝暦2(1752)年以後に発行された『改正懐宝大阪図』 (図12)と文化3(1806)年『増脩改正揚州大阪地

圓』 (図13)を比較すると、前 者には宝暦2(1752)年開設の「天王寺御蔵」が記され、後者では寛政3

騨κ二二

10cm

1:3

図11 出土遺物実測図

第5層(1)、石垣B掘形(2-3)、石垣A掘形(4-7)、第2a層(8)
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図12 『改正懐宝大阪図』※部分 宝暦2後(1752後)年 図13 『増脩改正揚州大阪地圓』※部分 文化3(1806)年

0791)年の統廃合を反映して「天王寺御蔵跡」と記すと同時に難波御蔵の南に接して「新御蔵」が表記さ

れている。蔵の建ち並ぶ範囲が拡大されたことを示しているのであろう。それに加えて、船 入の形状

や規模にも変化がみられ、後者では船入が東へ拡張されているように見受けられる。この状態は明治

11(1878)年に鍵川と連結された後に描かれた明治19(1886)年の『陸地測量部大阪地図』でも継続して

いることが窺え(図14)、『増脩改正囁州大阪地圓』がそれなりに当時の状況を写し取っていると判断で

きよう。『改正懐宝大阪図』の表現は、大 坂三郷の南側は変形と簡略により正確とはいいがたいが、難

波御蔵の船入は18世紀後半に拡張された可能性があり、その契機は天王寺御蔵の統廃合が有力な候補

となろう。

明治時代の地図から現代の市街地図上で船入の位置を推定復元すると、 おおよそ図15のように

SF302の位置にほぼ合致する。近代に石垣Bの上部を修築して石垣Aが構築されたことも矛盾しない。

石垣Aは掘形から明治10年以降の遣物が出土し、明治30年の御蔵廃絶までの間に施工されたと考えら

れるため、契 機としては馳川との連結工事を指摘できよう。また、石垣Bはそれ以前の修築で18世紀

後葉を上限とするが、18世紀末の天王寺御蔵の統廃合による船入拡張工事に伴うと考えてもやはり矛

盾はない。

なお、石垣Bについては基礎の工法からも検討する必要がある。基 礎に杭を打ち込んで胴木を渡す

方法は江戸時代の大坂では珍しいという(註)。稀有な類例として、紀州藩蔵屋敷とされる千代崎3丁

目所在遺跡(CYO4-1・2次調査地)でも同じ基礎工法で間知石を布積みした石垣が発見されてお

り、報 告では19世紀初頭の構築とされている[大阪市文化財協会2005]。一 方で、嘉永6(1853)年

の『守貞漫稿』には土蔵などの重量建築物を建てる際、「京坂の地突きは石数か所を柱下に突き入る

なり、江 戸にもこの京坂と同じく石 を突き入れるあれども、専 ら杉材を栽に埋むなり」とあり、東

西で工法が異なっていたことが紹介されている。大坂でも場所や施設によって江戸と同じ工法が適

用されたのか、出土遺物からSF302の構築時期を再検討すべきなのか、今 回の調査ではなお課題で

ある。
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図14 『陸地測量部大阪地図』※部分 明治19(1886)年   図15 現代の市街地図における御蔵推定位置図

3)まとめ

本調査地は江戸時代の難波御蔵の一画に当り、発 見された船入の護岸石垣がそこに由来するもので

あることは間違いない。ただし、数 次にわたる修復が明治期にも及んでぃることは明白で、確 認され

た2時期のうち古い段階の石垣Bが江戸時代に遡るかについては、杭 を打った胴木による基礎工法の

地域的・技術史的な観点からさらに検討が必要である。また、SA301は江戸時代に遡る可能性が高く、

船入に近接した建物ないし塀などの施設であったと考えられる。

註

大阪歴史博物館李陽浩氏の教示による。
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報告書」
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SA301掘削状況

(東から)

SP303断面

(南から)

SF302検出状況

(北西から)

図
版



石垣A・B地層断面

(東から)

石垣A・B地層断面

(東から)

石垣B検出状況

(東から)

図
版

二



石垣B検出状況

(北西から)

石垣B (全体)掘形

掘削状況

(東から)

石垣B (全体)掘形

掘削状況

(北西から)

図
版
三



石垣B (全体)掘形

掘削状況

(北東から)

石垣B (中央・東側付近)

掘形掘削状況

(南西から)

石垣B (西側・中央付近)

掘形掘削状況

(南西から)

図
版
四



石垣A・B掘形

(南西から)

石垣A掘形掘削状況

(東から)

石垣A掘形掘削状況

(北東から)

図
版
五



浪速区敷津東三丁目4-1における建設工事に伴う

敷津遺跡C地点発掘調査(SX16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市浪速区敷津東3丁目4-1

200 m

平成29年1月23日～2月6日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、積山洋
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1)調査に至る経緯と経過

敷津遺跡は大阪湾沿いの難波砂州上の低地に位置する。調査地(図1)の南東約100mには今宮戎神

社があり、その南は旧今宮村であった。今宮村は、古くより供御人として朝廷に属し、中世には「蛤売」

をはじめとして広く商業活動に従事した今宮商人の本拠地とみられている。

調査地の北西隣地である大阪木津卸売市場敷地内では、2006～2009年度に3件の調査(SXO6-1

次・08-2次・09-1次)が行われ、13～14世紀の畠跡やハマグリなど魚貝類の自然遺物が検出され

ている[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008・2010、大阪市教育委員会・大阪文化財研究所

2011」。また、北約100mの調査(SXII-1次)でも13世紀の廃棄土壊や明治期の貝製品(バイゴマ)や

淡水性貝種の廃棄土塘などが検出されている[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013]。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約1.6m以下の深さで本格的な発掘調査を

必要とする中世以前の遺物包含層が検出されたため、本格的な発掘調査を実施することとなった。調

査は敷地内の北西部(T区)と南東部(Ⅱ区)に各1個所の調査区を設け、近代・現代の攪乱層を機械で

除去したのち、手掘りによって進めた。平成29年1月23日に開始し、2月6日に現地作業を終了した。

調査では、難波砂州の形成を示す砂礫層が良好に観察されたため、中条武司氏(大阪市立自然史博物館)

の来訪をうけ、有益な助言を賜った。

本報告で用いた方位は、現場で記録した街区図を1 /2,500大阪市デジタル地図に合成することに

より得た世界測地系座標に基づき、座標北を基準にした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用いて

TP+○mと表記した。

1: 000

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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2)調査 の結果

1)層序(図3～ 7)

謂査地の現地表面はTP+2.7m前後であるが、調査

区内は事前にTP+ l.8m前後まで掘り下 げられてい

た。これより下0.5～1mまでは現代の攪乱層である。

その下にはプライマリーな砂礫の堆積がTP̂ Om以

深まで連続している。これを第1層とする。

第1層は、 ラミナが顕著に見られる水成層の第1b

層と、そ れが擾乱されたとみられる第1a層に大別で

きるが、第1a層は現代攪乱層の破壊を免れた部分に

のみ遺存していた。

第1b層は南北にはほぼ水平に堆積し、東西では東から西へ低く傾斜する海成層(砂礫)である。層厚

は1.6m以上であり、難 波砂州[趙・市川ほか2014、趙 哲済2014]の形成を示すものである。その堆積

は下部から上部へ整合的であり、大 きな不連続や断絶は見られない。現地を実見した中条氏の助言か

ら特徴的な地層を紹介すると、全 体に砂礫質な沿岸堆積物からなり、そのうちI区北壁(図4)では、

上部は前浜堆積物(図中の3～5・7・8・13など)であり、その下位は離岸流(6・14・15など)や台

風などの暴浪時の引き波による堆積(9・17)ではないかという。またI区東壁(図6)では、上 部に見

られる顕著な斜交ラミナ(3下半部、北に低く傾斜する)は沿岸流の堆積ではないかとの指摘もあった。

第1b層からの遺物はわずかながら出土しているが、すべて細片で、かつ表面が摩耗しており、実測

できたものは少ない(図9-1～ 4)。1は古墳時代中期の土師器高杯、2～4は須恵器で、2は蓋か

とみられる。3は古墳時代中期後半頃の須恵器杯身、4もほぼ同時期の須恵器高杯である。一方、Ⅱ

区北壁近くの位置ではTP+0.214mにて、図化不能ながら古代の土師器杯身の細片が出土し、その層

準は図5-7に当たるとみられる。

ii )遺構と遺物(図8・9)

SK○1:Ⅱ区の第1層上面で検出した大型の土城である。東西5m以上、南北2.5m以上で、遺存深

度は約1mであった。その埋土には偽礫が多く見 られ、人為的に埋められたことがわかる。底付近に

はラミナが見られるので、滞水したこともあったようである。出土遺物は13～14世紀の中国産白磁5

や東播系須恵器の捏鉢6のほか、小型の瀬戸美濃焼天目碗7、肥 前磁器染付碗8があり、この肥前磁

器は17世紀中頃から後半のものである。

現代攪乱

18 1( E

ヌ
図3 地層と遺構の関係図

E

3)まとめ

第1層上面の大型土WSKOIは17世紀のもので、周辺の調査では15世紀頃までの遺構で多量の貝類

が出土しているのに対し、そ うした待徴は見られなかった。

今回の調査で検出された自然堆積の砂礫層(第1b層)は、難波砂州の形成をよく示すものといえる。

難波砂州は、上 町台地の西縁に東からA～Eの順に形成された砂州群であり、調査地の位置は砂州D
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E TP+2.0m

第1a層                         '
7"

+lOm

0̂.Om

1:にぶい黄褐色(10YR5/4)中粒砂
2:黄褐色(10YR5/6)細～中粒砂
3:褐色(10YR4/4)中礫混り粗粒砂
4:褐色(10YR4/6)中粒～粗粒砂
5:明褐色(7.5YR5/6)細礫～中礫
6:明褐色(7.5YR5/8)粗粒砂～細礫～中礫
7:褐色(10YR4/6)粗粒砂

8:褐色(10YR4/6)中粒～粗粒砂
9:褐色(7.5YR4/4)極粗粒砂
10:黄褐色(10YR5/6)中粒～利粒砂
11:褐色(7.5YR3/3)極粗粒砂
12:褐色(10YR4/6)中粒～極粗粒砂
13:褐色(10YR4/6)細礫
14:褐色(10YR4/4)細～中礫混り粗粒砂

図4 Ⅰ区北壁地層断面図

15:褐色(10YR4/6)細～中礫
16:褐色(10YR4/6)粗粒砂～細礫
17:褐色(7.5YR4/4)粗粒砂～細礫～中礫
18:褐色(10YR4/4)細礫ど粗粒砂の互層
19:褐色(7.5YR4/4)細礫～中礫

1:50

TP+2.0m

第1a層
I

1

l

+10m

0̂.○m

1;褐色(10YR4/6)中粒砂
2:褐色(10YR4/6)中粒砂と粗粒砂
3:黄褐色(10YR5/6)細～中礫混り中粒砂
4:褐色(10YR4/6)細～中礫と粗粒砂の互層
5:黄褐色(10YR5/6)細礫主体
6:黄褐色(10YR5/6)大礫混り細～中礫の互層

7:明褐色(7.5YR5/6)中礫主体～細礫～粗粒砂
8:黄褐色(10YR5/6)中礫主体～細礫～粗粒砂
9:黄褐色(10YR5/6)中礫混り粗粒砂
10:褐色(10YR4/6)中礫混り粗粒砂
11;褐色(10YR4/6)大礫混り粗粒砂
12:褐色(10YR4/6)中粒～粗粒砂 1:50

図5 Ⅱ区北壁地層断面図



TP+2.0m

I

l

7:褐色(10YR4/6)細礫

図6 Ⅰ区東壁地層断面図

1:50

十lOm

0̂,Om

N TP+2.0m

第1a層

1:褐色(10YR4/6)細粒～粗粒砂
2:褐色(10YR4/6)～にぶい黄褐色(10YR5/4)細粒～粗粒砂
3:褐色(10YR4/6)礫・中粒砂
4:褐色(10YR4/4)中粒砂～細礫
5:褐色(7 5YR4/6)細礫・粗粒砂 鉄分沈着

6:黄褐色(10YR5/6)礫・粗粒砂
7:褐色(7.5YR4/4)礫・粗粒砂
8;黄褐色(10YR5/6)礫・粗粒砂
9:黄褐色(10YR5/6)細礫
10:褐色(10YR4/6)細礫

+1.Om

0̂.Om

1:50

図7 Ⅱ区西壁地層断面図(反転〉



SKO1

N

TP+LOm

Ô.Om

1:褐色(10YR4/4)粗粒砂・礫、オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト混 り粗粒砂の偽礫を含む
2:暗褐色(10YR3/3)シルト混 り細粒砂(ラミナ)
3:褐色(10YR4/4)粗粒砂・礫、オリーブ褐色(2.5Y4/3)シルト混り粗粒砂の偽礫を含む
4:オリーブ褐色(2.5Y 4/6)粗粒砂・礫、暗褐色(10YR3/3)シルト混 り細粒砂の偽礫(北側)とラミナ(南側)
5:にぶい黄褐色(10YR4/3)粗粒砂・礫(南側に細粒砂のラミナ)

Y-45,695

Y-45,690

1:50

X-フ48,965

-M8,970

2m

図 8 Ⅱ区 平 面 ・断 面図

1 : 100

5m

図 9 出土 遺 物実 測図

第1層 (1～ 4)、SKOI(5～ 8)

20cm
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にあたる(図10、砂州Bはこの北方にあ

り、砂州Eは古墳時代には未形成)。今

回は、砂州Dの形成にかかわる土器の

資料をわずかながら得られたが、引き

続き資料の蓄積が求められるところで

ある。
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Ⅰ区東壁地層断面

Ⅱ区北壁地層断面

Ⅱ区全景

(西から、右 上はSKOI)



淀川区宮原一丁目7-5 7-6における建設工事に伴う

宮原遺跡発掘調査(MH16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市淀川区宮原1丁目7-5・7-6

約81留

平成28午7月22日～8月2日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、南秀雄
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1)調査 に至 る経緯と経過

新大阪駅の北方に広がる宮原遺跡は、中世を主とする集落遺跡である。淀 川の沖積地にあり、京 ・

大坂と中国地方を結ぶ交通の要地であった当地には、宮 原庄あるいは宮原北庄、宮 原南庄とよばれる

荘園があった。史料によれば承久2 (1220)年には宮原の田畑のやり取 りが見え、以 降、荘 園主として

西大寺・春 日社 ・興福寺などの名が残る。大阪市内では、淀川下流の中世の一拠点であったと考えら

れる。

宮原遺跡とその北では、これまでに7ケ所で本調査が実施され、ほぼすべての場所で12～15世紀の

遺物が出土している(図Ⅰ)。南約200mのMH94-2次調査ではl2世紀後半～13世紀前半の掘立柱建

物5棟 ・柵 2条と井戸など[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1996]、東 約120mのMH15-1次

調査では15世紀前～中葉の井戸が検出された[大阪文化財研究所20161o その東のMHO6-2次調査で

は集落を画する可能性のある12世紀後半以降の溝[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会2008b]、 さ

らに東のMHO9-3次調査では土製井戸側をもつ15世紀初め頃の井戸があった[大阪市教育委員会・

大阪文化財研究所20111。また北東約400mに離れたMH14-1次調査では、13世紀前半の井戸4基

やそれ以降の砂採り穴などが見つかっている[大阪文化財研究所20151o

太阪市教育委員会の試掘の結果、中世～近世以前の遺構面と遺物包含層が認められるという所見を

受け、敷地奥の9 m X 9 mの範囲を発掘した(図2)。盛土前の畠である第1～2層を重機で掘削し、

第2～3層から自然堆積層である第5層上面までを平面的に調査した。第 5層以下は東西6 m,南北

3mのトレンチにより、現 地表より2.9mの深さまでの地層を観察した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

Y-45,850

1140,060

20m

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記 した。

第1層

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

地表から1.1～1.5mの間は上半が表土、下半

がシルト・極 細粒砂の偽礫と中粒～極粗粒砂か

 ら成る近現代の盛土である。そ れより下に層名

を付した。

第1層 : シル ト偽 礫 を含 むオリーブ黒色

(7.5Y3/1)中粒砂質シルト層で、最大層厚は20

cmである。調査区の南から西に分布する。畝が

残り、盛土前の畠の作土である。

第2層 :オリーブ黒色(5Y3/2)中粒砂質シル

トと中粒砂からなる作土層で、層厚は5～20cm

である。シルト・砂の偽礫が混る。19世紀まで

下ると推測される。第 2層下面には東西方向の鋤溝群があった。方 向は現在の敷地よりやや東で北に

近現代盛土

第2層

振っている。

第7b層          ゝゝ

第8層

図 3 地層 と遺 構 の関 係 図

第3層 :オリーブ黒色(5Y3/1)中粒砂質シルトの作土層で、層厚は5～15cmである。18世紀頃と

推測される。

第4層:オリーブ黒色(5Y3/2)中粒砂質シルトの作土層で、層厚は10～20cmである。第 4層からは、

中国産白磁の碗1と皿2、肥 前磁器染付碗3・4が出土した(図7)。第 4層は17世紀後半から18世紀

前半と推定する。本層下面にはSX401があった。

第5層 :灰色(5Y5/1)シルト質中粒砂層の第5a層と、灰 オリーブ色(5Y 4/2)中粒～粗粒砂層の第

5b層から成る。第5a層は西南部のみにあり、最 大層厚7 cmである。第5b層はトラフ型ラミナが発達

する河成層で、上方細粒化する。流向は北北東から南南西である。層厚は15～35cmである。第 5層以

下で土器や陶磁器は出土していない。SE501とSP502は本層上面で検出した。

第6層 :オリーブ黒色(5Y3/2)中粒～粗粒砂層で、層厚は10～25cmである。水 成層だがラミナは

目立たない。

第7層 : オリーブ黒色(5Y2/2)中粒砂層の第7a層と、 オリーブ黒色(5Y3/1)中粒砂層の第7b層か

ら成る。層厚は第7a層が20～30cm,第7b層が40～45cmである。両 層の境は明瞭でないが、第7a層に

はヨシ等の根の痕跡が多数残って攪乱されており、上端に植物質の薄い堆積がある。第7b層は木片を

多数含む。両層とも水成層だがラミナは目立たない。

第8層 :黒色(5Y2/1)中粒砂の水成層で、平行ラミナがある。本層から湧水した。

ii )遺構と遺物(図5)

a.第5層上面の遺構
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北壁
E

TP+l.Om

十O.Om

深掘トレンチ北壁 TP+O.Om

西壁

TP+LOm

第7b層

南壁

「P+1.○m

第8層

1:80

図4 地層断面図

調査区東北角にSE501がある。SE501は後述のSX401と重複し、その下になる。南北1.45m以上、

東西1.55m以上の隅丸方形で、深 さは0.75m以上である。湧水による崩落により、途中までしか掘削

していない。壁は2段に落ちている。埋土は3層に分かれ(図4)、中層はオリーブ黒色(5Y3/2)極細

粒砂やオリーブ黒色(5Y3/1)中粒砂の水成層が主で、上層は中粒砂やシルト質細粒砂の偽礫で埋めら

れている。下層は上下層の特徴を合わせた様相である。調査時の掘削レベルでも水が浸み出るが、あ

と30cmで漬漬と湧水する第8層に達し、十分に井戸の機能を果たすと考える。時期がわかるような遺

物は出土していないが、少なくとも近世の陶磁器がないこと、第 5層から層相が大きく変わることか
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Y-45,860

Y-45,85川

SK503

SP502

SE501

SX40i

×-140.085

X-140,090

5m

1:80

図5 第5層上面・第4層下面遺構平面図

閣

図6 SP502断面図 図7 第4層 出土遺物実測図

TP-0.5m

-0.7m

黒褐位(2.5Y3/1)中粒砂
,、1,1褐仏(2.5Y3/1)中粒砂(シルト少し入る)
オリーブ黒0 (5Y3/1)シルト偽礫混り中粒砂

50cm 10cm

ら、近世の遺構ではないと考える。

調査区北縁にSP502がある(図6)。SP502は直径0.25m,深さ0.30mで、柱痕跡は確認していない

が、柱穴と推定する。調査区外の北に建物が存在する可能性がある。SK503は直径0.l7m,深さO.lOm

の浅い窪みである。

b.第4層下面の遺構
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SX401は、調 査区東側で南北8m以上にわたって溝状に続 く窪 みの群集である。埋 土は第4層 と変

わらず、第4層の耕作に関係する遺構と推定する。幅1.05m以上、深い所でO.lOmである。方 向は約

10゚北で西に振っており、周 辺で見つかっている中近世の条里の方向と合 う。

この他に、第4層上面で少なくとも12個の小穴を検出した。直径は0.04～0.09m,深さは0.07～0.l5m

で、斜 めに入るものが多い。傾 向は読み取れないが、何 らかの杭跡かもしれない。

3)まとめ

検出した遺構は従来の調査に比べて密度が低いが、SE501・SP502から、調 査地近辺にも宮原庄や

それを引き継 ぐ中世の集落跡が存在すると考えられる。新 大阪駅北方の当該期の遺構はかなりの範囲

に広がっており、宮 原の集落を中心として、北 の蒲田や南の南方などにより規 模の小さな集落が展開

していた中世の景観が想定される。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1996、「新大阪森ビル建築に伴う発掘調査(MH94-2)報告書」:『平成6年度

大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.l53-165

2001,「丸紅株式会社による建設工事に伴う宮原遺跡B地点発掘調査(MH99-

3)報告書」:『平成11年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp. 3 - 5

2008a,「宮原遺跡発掘調査(MHO6-1)報告書」:『平成18年度大阪市内埋蔵

文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.73-76

2008b,「宮原遺跡における発掘調査(MHO6-2)報告書」:『大阪市内埋蔵文

化財包蔵地発掘調査報告書(2006) j、pp.297 - 303

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所201L 「宮原遺跡発掘調査(MHO9-3)報告書」:『平成21年度大阪市内埋蔵文

化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.61-66

大阪文化財研究所2015、『淀川区宮原二丁目8-1他における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(MH14-1)報告書』

2016、『淀川区宮原一丁目8-1における建設工事に伴う宮原遺跡発掘調査(MH15-1)報告書』
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第5層上面全景

(南から)

SE501

(南西から)

西壁地層断面



淀川区三津屋北二丁目1-2における建設工事に伴う

三津屋城跡伝承地発掘調査(MT15-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市淀川区三津屋北2丁 目1-2

60n1

平成28年4月1日～4月11日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

大阪文化財研究所調査課長 高橋工、南秀雄

- 550 -



1)調査に至る経緯と経過

三津屋城跡伝承地は、阪急電鉄神戸線神崎川駅の西南、神 崎川の左岸で中国街道北方の旧三津屋村

の集落周辺の埋蔵文化財包蔵地である。当遺跡の大阪市顕彰碑が立つ光専寺一帯には「城の前」・「馬洗」

という字名が残り、平凡社『日本歴史地名体系』によれば、三津屋城は楠木正行が築城し、天文年間(1532

-55)には細川晴賢が居城したが、同18(1549)年、三好長慶が攻め取ったとされる[平凡社地方資料セ

ンター1986]。また『摂陽群談』(1701年刊)は、三好正長(1508-49)や長慶(1522-64)が拠点とした

中島城の跡にあてる。字名、かつての井路と旧集落の形態、現 地形の起伏などから、光専寺やその西

や南にのびる一帯に戟国期の城館跡が存在した蓋然性はひじょうに高い。

今回の調査区は三津屋城跡伝承地の北端に当る。当遺跡では長年、試 掘調査が行われていたが、本

調査は今次が初めてである。近 くの三津屋北遺跡では約300m北のMK13-1次調査[大阪文化財研究

所201 4b]と、約600m西のMK14-1次調査[大阪文化財研究所2014c]がある。今 回の調査との関係

では、MK14-1次調査地は古墳時代初頭に離水し、11世紀代をはじめとする古代～中世の遺物が少

なからず出土している。

本調査は大阪市教育委員会の試掘結果を受け、敷 地南側の東西10m,南北6mを対象に行った。旧

耕土である第1層までを重機で掘削し、江 戸時代の第2層上面から中世の氾濫堆積層である第4層上

面までを平面的に調査し、第 4層以下は東・南 ・西壁沿いにトレンチを入れ、自然堆積層が続くと推

定した第7層を確認して調査を終えた。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.p.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

200m                                     20m20m

1;600

図 2 調査 区位 置 図

調査区

-  ,         :5,000

図1 調査 地位 置 図
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第0層

第1層

2)調査の結果

1)層序(図3 ・4)

近現代の盛土を第0層とし、第 1層以下は下記

の通りである。

第1層 :暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)粘土・中粒

砂質シルトからなり、偽 礫を含む。近代に埋めら

れた畠の作土で、現 敷地と同方向の南北の畝が残

る。最大層厚30cmである。

第2層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)中粒砂質シル

ト層で層厚10～18cmの第2a層と、 より砂が少ない

オリーブ褐色(2.5Y 4/3)中粒砂質シルト層で層厚5～15cmの第2b層からなる。第2a・2b層は作土で、

下面それぞれに第1層の畠と同方向の鋤溝があった。第2a層からは土師器皿5・肥前陶器皿6・肥前

磁器皿7が、第2b層からは中国産青花皿3・肥前磁器染付皿4が出土した(図6)。遺物は少量だが、

おおまかに第2a層が18世紀、第2b層が17世紀と推定される。

第3層 :暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルト質細粒～中粒砂層で、耕作されている西側部分を第3a層、それ

以外の水成層を第3b層とした。第3a層は最大層厚20cm1 第3b層は層厚5～20cmである。遺物は少量

図3 地層と遺構の関係図

流足各                第6層      第7層

N
東壁

TP-LOm

-2.0m

西壁

図4 南・東 ・西壁地層断面図

TP-1.Om

2m
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だが肥前磁器・陶器を含まず、中世末の地層であろう。

第4層 :少量のシルト偽礫が混じる黄褐色(2.5Y5/3)細粒～中粒砂層で、層厚は60cm以上である。

上方細粒化する。東壁北端の第4層下部に最大20cmの黄灰色(2.5Y5/1)シルト偽礫が並んでおり、洪

水時の破堤堆積物と推定される。第 4層は神崎川の氾濫堆積層で、主に西北西から東南東の方向へ流

れている。本層上面でSK401、SX402・406などを検出した。遺物は出土していないが、第4層が示

す洪水の時期は、上面の遺構との関係から15世紀前後の中世後半と推測する。

第5層 :黄褐色(2.5Y5/4)細粒～中粒砂層の第5a層と、暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒～中粒砂層の第5b

層からなる。層厚は第5a・5b層とも15～20cmである。水成層で、時期はわからない。

第6層 :暗灰黄色(2.5Y5/2)シルト質細粒砂層で層厚は15～25cmである。自然のままでなく、耕起

されていると推定した。時期はわからない。

第7層 :オリーブ黒色(5Y3/1)細粒～中粒砂層で層厚は20cm以上である。水 成層で、葦 等の根の痕

跡や植物質の薄層などがある。時期は不明だが、少なくとも古代以前の土師器片が出土した。

ii )遺構と遺物(図5・6)

a.第5層上面の流路

第4層を埋土とする流路で、 南・東壁と西壁際トレンチ東壁で肩を確認し(図版上)、 西壁では

SX406におさまる大きさであることから、だいたいの規模と方向が推定できる。幅4.5m前後、深さ0.6m

以上で、東 西に近い西北西から東南東への流れである。東壁の観察からすると、神 崎川が決壊し、ま

ず破堤堆積物を含む洪水が押し寄せ、その直後に西北西からの奔流が調査区を横切るように砂を堆積

させたのであろう。第 4層の形成後は、調査地周辺は安定して耕地などに利用される。

神崎川左岸の類似の時期の大規模な洪水痕跡は、淀 川区東三国5丁目のHM13-1次調査の第5層

などがある[大阪文化財研究所2014a]。第 5層は層厚20～60cmで16世紀代まで下ると推定された。第

5層形成後は安定して耕地などが営まれている点は今回の調査と同じく、上面では現集落と結び付く

方向の遺構が検出された。神崎川左岸の調査はまだ散発的だが、中世後半から末の同一の洪水痕跡が

鍵層になるかもしれない。またこの洪水は、近世・近代につながる集落景観形成の転機になった可能

性がある。

b.第4層上面の遺構と遺物

SX403～405は調査区外へ広がる浅く不定形な土壇で、以下、SK401, SX402・406について記す。

SK401  長さ3.95m,幅2.35m,深さ0.60mの楕円形の土塘である。埋土は基本的に人為的な埋め

土で、 3分 の2ほど埋めた後に水成層(断面図の2)がある。井戸ではなく、水 溜めにしても底や下部

に水漬きの痕跡がない。また、第 4層の砂を採るには掘り方が効率的でなく、機 能がよくわからない

遺構である。SK401からは16世紀前半～中葉の土師器皿2が出土した。

SX402  長さ約5.5m,幅約3.7m1 深さ0.35mである。SK401と近似した埋土があり、SK401と同

時に開口していたときがあり、同 じように埋められたのであろう。流路と方向が似ており、 自然の窪

みかもしれない。
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Y-48,4501 Y-48,4451

SX406
SX405

7SX404

SK401

SX403

SX402
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1:80
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SK401

'NE
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-2.0m

褐fρ(10YR4/4)利粒砂(水

オリーブ褐仏(2.5Y 4/4)細粒砂

SX402

:褐色(10YR4/6)細粒砂質シルト

:粘土偽礫混り暗灰黄色(2.5Y5/2)細粒～中粒砂:埋め土

:黄褐色(2.5Y5/3)シルト・中粒砂(ところどころにラミナ)

:灰黄色(2.5Y6/2)細粒～中粒砂(第4層)

8:オリーブ褐0 (2.5Y 4/3)シルト・極細粒砂偽礫滉り細粒～

中粒砂(SX402の下1ia・}と同じ』11め土)

9:暗灰M色(2.5Y 4/2)中粒砂(少31;のシルト偽礫)

10:褐位(7.5Y 4/4)砂、2と同じ

11 : Bii灰2,t, f＿ρ(2.5Y 4/2)シル ト質中粒砂

12:にぷい￥IΣ褐包(10YR4/3)細粒～中粒砂(第4 j:・フ)

NE

P-1.5m

2m

1:50

図5 第4層上面遺構平面図、SK401・SX402断面図

10cm

1:3

図 6 出土 遺物 実 測 図

SX406( 1 )、SK401(2)、 第2b層(3 - 4)、第 2a層(5- 7)
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SX406  西端にあり、大 半は調査区外で、南北4.5m以上、深 さは0.6m以上である。埋 土は、底近

くの粘土偽礫、下部の黒褐色(2.5Y3/1)粘土・細粒砂の薄い互層、中上部の黒褐色(10YR3/2)粘土層

からなる。大半は水成層である。SX406は池や水溜めではなかろうか。埋土は軟弱で上面は激しく凹

凸し、深 い窪みも掘られている。SX406からは15世紀後半の瓦質土器羽釜1が出土した。

3)まとめ

今回の調査では三津屋城跡に直接つながる遺構・遺物は見つかっていない。調査地は城の北に位置

すると推定される。15世紀前後の中世後半～末に地形的に安定し、16世紀前半～中葉の明確な遺構が

存在し、以降継続して耕地化された。これは城や集落の動向と無関係ではなかろう。

調査地点から南へ行くと明瞭に現地表が高くなる場所がある。調査地の江戸時代以降の地層の厚み

は士mに満たず、周辺の起伏は遺跡調査の手掛りになる。道や旧井路の形態とあわせ、類推しつつ調

査を粘り強く継続すれば、戦国期の三津屋城跡に迫っていけると考える。

参考文献

岡田溪志編1701、『摂陽群談』巻第九城郭の部、歴史図書社版1969年、下巻p.l79

大阪文化財研究所2014a,『淀川区東三国五丁目における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(HM13-1)報告書』

201 4b,『淀川区三津屋北一丁目における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(MK13-1)報告書』

2014c,『淀川区三津屋北三丁目47-1における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(MK14-1)

報告書』

平凡社地方資料センター1986、「淀川区三津屋村」:『日本歴史地名体系』第28巻大阪府の地名I, p.587
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南壁地層断面

第5層上面流路の肩

西壁地層断面

SX406



淀川区西宮原二丁目7-27における建設工事に伴う

西宮原遺跡C地点発掘調査(WM16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市淀川区西宮原2丁目7-27

調査 面 積 160rrf

調査 期 間 平成29年2月23日～3月9日

調査 主 体 公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長 高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

新大阪駅西方の調査地は、淀川の三角州上に立地する。中世の荘園に関連する宮原遺跡の西約

600mに位置し、近 くでは南約300mのMH09-1次調査(宮原遺跡D地点)と北約400mのWMO9-1

次調査(西宮原遺跡)がある(図1)。当地域の埋蔵文化財調査の当面の課題は、① 陸化の過程と時期、

②耕地としての開発時期、③周辺での集落の形成時期と実態、などである。これらが、通時代的に都

市大阪を支えた周辺の役割、現代へ至る景観形成をひも解く基礎となる。

MHO9-1次調査では縄文時代後期頃は河川に位置し、弥生時代中期から古墳時代中期頃までは河

川の氾濫原にあり(既に三角州前面は海側へ前進)、安定した土地となるのは鎌倉時代以降と推測され

た。出土遺物から古墳時代前～中期、鎌倉時代などに近隣に集落があった可能性があるが、検 出した

遺構や作土層は17世紀以降であった[大阪文化財研究所2010]。WMO9-1次調査では飛鳥時代頃に

陸化していたと考えられ、17世紀後半には確実に耕作が開始され、出土遺物からその上限は13世紀ま

で遡る可能性があるとされた[大阪文化財研究所2011]。

調査地点は西宮原遺跡C地点と呼称された。大阪市教育委員会の試掘を受け、敷地北の南北16m1

東西10mを対象に発掘した(図2)。作土層である第1～4層と、耕 作の影響を受けた第5層までを

順次掘削して調査し、第6～11層はトレンチにより地層の観察などを行った。基準点はMagellan社

製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北を基準とした。標高は

T.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

WM16-1調 査 区

X-140,280

-140,300

-1 40,320

-140,340

基
へ 300m O

1
1:1,000

50m

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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第10層

2)調査の結果

現1゙"1           1)層序(図3・4)

現地表の標高はTP+0.5～0.6mである。地 表から0.9

第2層       =゙こ一一畝甲溝\
第3層   (ノ  (ノ  (ノ    ～l.Omは現 代 の盛 土 で、そ れ 以下 に層名 を付 した。

第4層      SD502    第5層

.7, ー   ・'や1. ・' \ .,.5。1   第1層:黒色(10Y2/1)中粒～粗粒砂質シルト層で層
第8層                厚は5～15cmである。近代～現代の作土で、下面に敷

第。、                  地と同方向の東西の鋤溝群があった。

第2層 :オリーブ黒色(10Y3/1)中粒～粗粒砂質シル

ト～粘土層で層厚は10～15cmである。本 層からは肥前

第11層                磁器染付碗3・皿4(図6)が出土した。19世紀の作土で

図3 地層と遺構の関係図      ある。

第3層 :灰色(10Y 4/1)細粒砂質シルト～粘土層で層厚は10～15cmである。19世紀前半頃の作土で

ある。上面で畠の畝間溝などを検出した。

第4層 :オリーブ黒色(7.5Y3/1)中砂質シルト層で層厚は10～20cmである。本層からは肥前磁器染

付碗1、関西系陶器土瓶2が出土した。18世紀末～19世紀初めの作土で、出土遺物から上限は17世紀

まで遡ると推測される。

TP̂ O.Om

西 壁

第8層

1層
2層

3層 基 礎
4層  第5
7層  第6声.

,第1層                    植物質

,第2層 基礎       ・-二一一一・  一一'---

,第3層  第5層 10-ラー所遍C;そ0ニニ二;信冫E-i-P-三
第1層  第6層 一 一一一、2゙;I-一一"一  - 1二 、ご一

ト毘b層 第7層  -4-7層    -i - - t: ,= - コニニゴ ニ ー

\第8層     一一 一一 一 "一 一一 一て 一一 一こ

1層

2層

第3層
第4層
SX501

第7層

第8層

9層

ノ

ーノ ー1.Om

壁

TP̂ O.Om

図4 北壁・西壁・南壁地層断面図

1 : 100

5m
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第5層 :黒色(5Y2/1)シルト～粘土層で最大層厚は8 cmである。上位からの耕作により著 しく変形

している。上面でSD502・Sχ501を検出した。確実に本層以下から出土した土器等はない。

第6層 :オリーブ黒色(5Y3/2)シルト質細粒砂層で層厚は5～12cmである。第 6層は第5層と分布

が重なり、南端にはない。植物擾乱がある。

第7層 :灰 オリーブ色(5Y 4/2)中粒砂層で、植物擾乱で混入したシルト偽礫が入る。層厚は5～15

cmである。

第8層 :オリーブ黒色(5Y3/2)シルト～極細粒砂層と灰白色(5Y7 /2)中粒砂層の互層で、層厚は15

～40cmである。ラミナが西へ傾き、流 向は東から西である。下半にサンドパイプがある。

第9層 :オリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト・細粒砂層と灰色(5Y6/2)中粒砂層などの互層で、層厚は

28～35cmである。ラミナが西へ傾き、流 向は東から西である。サンドパイプがある。

第10層:灰 白色(5Y7 /l)細粒～中粒砂層で層厚は75cmである。ラミナが西へ傾き、流 向は東から西

である。サ ンドパイプがあり、葦 の根が残る。

第11層:オリーブ黒色(7.5Y3/1)泥混り中粒砂層で層厚は50cm以上である。干潟の堆積層でサンド

パイプがある。標高はTP-2.7～2.2mである。

大略では、第11層の干潟が第10層以上の河川堆積物で埋まり、第 7～6層形成後は植物が繁茂する

安定した陸地になる。第 5層の湿地状堆積物を基盤として第4層以降、20世紀まで耕作された。第 5

層以下の時期は、MHO9-1次調査における地層と14C年代が参考にできる。

ii遺構と遺物

a.第5層上面の遺構と遺物(図5)

調査区中央でSD502を検出した。SD502は幅2.05 ～2.35m,深さ0.l6mで、方向はElOo Nである。

埋土はオリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト～粘土層で第4層と類似する(図7)。詳細な時期は不明だが、

肥前磁器片が出土した。位置は、第 3層上面の畠で畝の方向が変わる場所に近い。

調査区北側で検出した窪みSX501は、幅2,3m以上、深さ0.1～0.l5mで、底が凹凸している。方向

はSD502と同じである。埋 土はオリーブ黒色(5Y3/2)中粒砂質シルト～粘土層で第4層と類似する。

出土土器等はないが、方向と埋土の特徴からSD502と同じ頃と推定できる。

b.第3層上面の遺構(図5)

第3層上面で畠の畝間溝などを検出した。北半と南半で溝の間隔や方向が異なっており、調査区中

央に耕地の境があった可能性がある。

南半では、畝 間溝と推定される溝 7条を検出した。溝 は幅0.10～0.30m, 芯々間の距離は北から

0.71m a O.78m a O.75m ・0.73m a O.71m ・0.74m,平均0.74mであった。溝 の埋土はオリーブ黒色

(10Y3/1)粘土質中粒～粗粒砂である。方向はE9゚ Nである。

北半の溝は2時期あり、南 北方向が東西方向より新 しい。畝間溝と推定される南北溝は、 6条を検

出した。溝は幅0.07 ～0.32m,芯々間の距離は西からl.47mal.47m・l.38mal.37m・l.28m,平均1.39m

であった。溝の埋土はオリーブ黒色(10Y3/1)中粒砂質シルトである。方向はN9゚ W である。

より古い直交した東西方向の溝は、3条を検出した。北から幅0.40～0.65m,0.80～l.OOm(2条か)、
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第5層上面
X -140,2961

-140,3001
-14o,3041

-140,3081

Y -46,614

-46.618

SX501

SD502

第3層上面
X -140,2961

-140,3001 -140,3041

Y -46,674

-46,618

-140,30B,

1:100

図5 第5層上面・第3層上面遺構平面図
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1

20cm

-ロ ー !  一 一=σ5

(ゝ一ニョー }イ

"口 = E ヌ '7 \゙ 一 上ぶ デ 58

図6 出土遺物実測図

第4層(1・2)、第3層(9)、第2層(3・4・6・8)、側溝第1～4層(5・7・10)

SD502

N

SD502機能面

1:オリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト～粘土 第゚4層類似
2 灰゚またはオリーブ黒色(5Y3 5/1)シルト質細粒砂
3:オリーブ黒色または黒色(75Y2.5/1)中粒砂
4 オリーブ黒色(5Y3/2)粘土

TP-0.6m  0.45～0.55mである。埋土は灰色(10Y 4/1)
細粒砂質シルトである。

-1"01  c.出土遺物(図6)

以下は、本来その時期である地層からでな

く、上層から出土した遊離資料である。5は

0      1      2m      須恵器杯または皿の高台部、6は土師器皿、
1:40

図7 SD502断而図
7・8は瓦器椀の底部、9は玉縁の中国産白

磁碗、10は常滑焼壺または亮の口縁部である。

6・8が第2層、9が第3層、5・7・10が側溝の第1～4層の出土である。

これらは古代～中世の幅広い時期のものであるが、上流から流されてきたと推測され、東 にある宮

原遺跡でこれまで見つかった遺構等の時期と矛盾しない。

3)まとめ

今回の調査では、干潟から三角州が形成され、陸地化した後、17～18世紀に耕地となる過程を、地

層と遺構からおおよそ追うことができた。出土遺物の量から、中世以前には隣接した場所に集落はな

かった可能性がある。冒頭の課題に応えるには、主要河道や微地形の復元が求められ、試掘成果の活用、

積極的な年代測定、明治期の旧集落の中や縁辺での調査を意図する、等の方策も必要と思う。

参考文献

大阪文化財研究所2010, tr宮原遺跡発掘調査報告書 新大阪駅構内引上線工区高架橋新設工事に伴う発掘調査報告書』

大阪文化財研究所2011、『西宮原遺跡発掘調査報告書 大阪市都市整備局による新三国住宅建設工事にかかる発掘調

査報告書』
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南壁深掘り部地層断面

第5層上面全景

(南から)

第3層上面遺構検出状況

(南西から)



東淀川区淡路二丁目3-1他における建設工事に伴う

崇禅寺遺跡E地点発掘調査(SZ16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

東淀川区淡路2丁目3-1他

415留

平成28年10月6日～11月8日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、岡村勝行
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1)調査に至る経緯と経過

今回の調査地は弥生時代～中世の集落跡である崇禅寺遺跡の東で新たに発見された、崇禅寺遺跡E

地点に位置する(図1)。崇禅寺遺跡は淀川右岸、東 淀川区西部にあり、1981年の府営崇禅寺住宅の建

替えに伴って実施された大阪府教育委員会の調査によって、遺 跡の存在が広く知 られるようになった

[大阪府教育委員会19821o この調査では四国・山陰・山陽・北陸・東海からの搬入品を含む、弥生

時代後期末～古墳時代前期の土器が大量に出土するとともに、鉄 製素環頭大刀が発見され、同遺跡が

一般的な集落ではなく、河 内湖から大阪湾への門戸という遺跡の立地を活かした、水 上交通の拠点で

あったことが明らかになった。その後、大 阪市文化財協会・大阪文化財研究所により、これまで約30

件の調査が実施され、 4冊の報告書にまとめられている[大阪市文化財協会1999・大阪文化財研究所

2012・2014a・b]。今回の調査地の近くでは、西150mのSZ98-1次調査地において、15世紀後半の

溝、16世紀以降の耕作地のほか、弥生時代後期から古墳時代初頭の建物が発見されている[大阪市文

化財協会2001]。

今回の調査は大阪市教育委員会が平成28年6月29日に行った当該地の試掘調査で、地表下約1.2m

以下の深さで本格的な調査が必要な中世と考えられる遺構面および遺物包含層が検出されたことを受

け、実 施されたものである。調査は敷地西寄りに東西18m1 南北20mの調査区を設定し、10月6日に

開始した。アスファルト裁断後、重機により現地表下約1.2mまで掘削し、その後、人力によって全体

に現地表下2.0mまで掘り下げ、地層毎に遺構平面図や断面図の作成、写真撮影などの記録作業を行っ

た。奈良時代流路NR301については、南壁と西壁沿いに深掘りトレンチを設け、観 察・記録を行った。

また、調査区北東部の第2層下部から奈良時代の土器がまとまって発見されたため、教 育委員会の指

1:1,000

図2 調査区位置図
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導のもと、東 西10m1 南北7mの範囲で北東に拡張を行い、11月8日、現 地における調査作業を完了

した。

なお、基 準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく

座標北を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP̂ ○mと記した。

第0層

第1層

叉 一 ノ ヵ,、
SD201ほか

(マ
SX302-SK303

第3層 (NR301埋土)

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地の現地表面はTP+2.9mとほぼ平坦である。現 地表下約

2.9m (TP̂ 0 m)までの地層を、 第0～ 3層に分類した。各 層

の岩相は次の通りである。

第0層 :現代盛土・攪 乱層で、層厚は約120～190cmである。

攪乱層から中世の羽釜細片が出土した。

第I層 :オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒砂シルトからなる近現代

の作土層で、層厚は約20cmである。

第2層 :暗オリーブ色(5Y 4/3)極細粒砂～シルトからなる中世

の作土層で、層厚は約15cmである。奈良時代～中世の遺物を含む。

上面で江戸時代の耕作溝を検出した。

第3層 :河成堆積層で、層厚200cmである。NR301の埋土で

あり、 上部が灰オリーブ色(5Y 4/2)細粒砂、 中部がオリーブ

黒色(7.5Y3/1)砂泥、下部が灰白色(7.5Y7 /1)砂礫を主体とする。奈 良時代の遺物を含む。上 面で

SX302・SK303を検出した。

第4層 :砂礫混り泥層で、層厚は50cm以上である。調査最終段階の部分的な深掘りで確認した。

ii )遺構と遺物(図5・6)

遺構では奈良時代～江戸時代、遺物ではそのほか、弥生時代末～古墳時代初頭のものが検出された。

乙奈 良時代の遺構と遺物

NR301  調査区全体で検出された自然流路である。幅20m以上で、多くはないものの奈良時代以

前の遺物しか出土せず、この時代に属する可能性が高い。下位より荒天時に流路内を充填した砂礫層

(下部砂礫層)、平穏時に堆積した有機物主体のシルト層と細粒砂からなる葉層の互層(中部砂泥互層)、

第4層

図 3 地層 と遺 構 の 関係 図

流路から溢れ出た細粒砂層(上部細粒砂層)からなり、 これらは同時異相の関係にある。図 5の3層上

面平面図に示した通り、西 北西一東南東方向に筋状に伸びる上部細粒砂層は幾重にも並走しているこ

とから、調査区域が蛇行流路のポイントバーに当たり、流 路は荒天の都度南南西側に移動して行った

と考えられる。以上よりNR301は淀川河口分流路間の低地を流れていた蛇行流路と考えられる(註)。

SX302  拡張区の第3層上面で土器片がl.5mxO.7mの範囲で散乱した状態で検出された。同一個

体の古式土師器尭1で、NR301によって流されたとみられる。

SK303  調査区南東部で検出した長辺0.7m,短辺0.5m,深さ0.5mの土塘である。底は一部深くなっ
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図4 西壁地層断面図



第 3層 上 面

Y-44,650

X-140,200

N

SK303

TP+l2m

TP+0.8m

1 :暗灰黄色(2.5Y 4/2)

シルト偽礫多く含む細粒砂質シルト

2:暗灰黄色(2.5Y4/2)

シルト偽礫多く含 む細粒砂

0 1m

1:25

1:250

第 2層 上面

Y-44,6501

X-140,200

SD201

二灰オリーブ色(5Y 4/2)

シルト偽礫含む細粒砂質シルト

:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)

シルト偽礫含む細粒砂質シルト

:灰オリーブ色(5Y5/3)細粒砂質シルト

1m

1:25

1 : 250

図 5 遺構 平 面 ・断 面 図
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20cm

1:4

図6 出土遺物実測図

SX302( 1 )、NR301(2)、第 2層(3・4)

ていた。埋土はシルト偽礫を多く含む埋戻し土である。遺物は確認できなかった。

おもな出土遺物を図6に図示した。1はSX302から出土した古式土師器である。口縁端部を丸くお

さめ、体部内外面にハケを施す。2はNR301から出土した土師器杯である。底部外面にケズリ、体部

外面に丁寧なヘラミガキを施す。内面は大部分が剥離するが、2段暗文が確認でき、概ね7世紀末～

8世紀初頭に位置づけられる。3・4は2層下部から出土した土師器尭である。4は退化した把手を

つけ、体部外面をタテハケ、内面をケズリで調整する。8世紀後半に属する。

b.江戸時代の遺構と遺物

SD201  調査区の東壁近くで検出された南北方向の溝状遺構である。幅0.8m,長さ22m以上、深

さO.lmで、埋 土はシルト偽礫を含む細粒砂シルトである。18世紀代の肥前磁器片が出土した。耕作

に伴う溝と考えられる。

SD202  調査区南東端でSD201と平行して検出された溝状遺構である。幅0.3m,長さ2.0m以上、

深さ0.2mである。

SP203  拡張区で検出された柱穴で、長辺0.6m,短辺0.4mである。

SP204  拡張区で検出された柱穴で、長辺0.8m,短辺0.6mである。

SP205  長辺0.6m,短辺0.4mの柱穴である。

SP206  長辺0.6m,短辺0、4mの柱穴である。

3)まとめ

今回の調査では、遺構では奈良時代の流路、中世・江戸時代の耕作地、遺物では弥生時代末～古墳

時代初頭の土器を検出した。奈良時代の土器はほとんど摩滅しておらず、近隣にこの時期の集落が存

在することが予想される。今後、周辺調査の蓄積によって、より確度の高い地域史像が復原できるも

のと期待される。

註)

現地で別所秀高氏から教示を得た。
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第3層上面の状況

(北から)

西壁地層断面

(北東から)

SK303

(西から)

図
版



拡張 区第 3層 上面の状 況

(北西か ら)

SX302

(北東から)

SD201・202

SP205・206

検出状 況

(南から)

図
版
二



生野区勝山南一丁目88-6他3筆における建設工事に伴う

勝山北遺跡発掘調査(KU16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市生野区勝山南1丁目88-6他3筆

調査 面 積 36ポ

調査 期 間 平成28午4月25日～4月27日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長 高橋工、大庭重信
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は上町台地の東斜面、東西道路の勝山通(難波足代線)に面した南側に位置する。調査地を中

心に約1.5km四方内には、北側に堂ケ芝廃寺や細工谷遺跡、西側に四天王寺、南西側に摂津国分寺跡、

東側に勝山遺跡といった古代寺院や古代瓦出土遺跡が多く存在する。また、東側には縄文時代早期末

～前期初頭の遺物が出土した勝山遺跡や古墳時代中期の大型前方後円墳である御勝山古墳が存在する

など、歴史的にも重要な地域である(図1)。

近隣では、今回の調査地の勝山通をはさんだ北側でKUO5-1次調査が行われており[大阪市教育

委員会・大阪市文化財協会2006]、中世に埋没する谷や瓦を含む古代の遺物が見っかってぃる。また、

微地形をみると、調査地は上町台地東斜面を東西に延びる谷内に位置してぃる(図3)。

大阪市教育委員会による試掘調査の結果、地表下約0.7m以下の深さで本格的な発掘調査を必要とす

る遺構面および遺物包含層が確認されたことから、本調査を行うことになった。

調査は指定された敷地内北西部に東西8.0mx南北4.5mの調査区を設け、地表下約0.6mの深さまで

重機により掘削し、以下の地層を人力により精査した。しかし、調査区の西半は試掘壇、東半は近世

の太型の井戸が存在していたため、平面調査が可能な範囲は限られ、また、井戸付近からの湧水がひ

どく、壁面が崩落する恐れがあったため、地層の観察・記録と各層の遺物捕集を調査の主目的とした。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP+○mと記した。また本報告で用いた

方位は、調査時に作成した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより世界測地系座

標に乗せたものであり、座標北を基準とした。

1:20,000

図1 調査地位置図

GN   )
-43,240

×一149,160

難 波 足11代

16-1調査区

1:1,000

図2 調査区配置図
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図3 現代の調査地周辺地形図と谷の位置

([太阪文化財研究所2014]を一部改変)

O

迦現代

近世

古代以前

7 作土日 古土壌[コ湿地性堆積層

Eヨ氾濫堆積層

図4 地層と遺構の関係

2)調査の結果

1)層序(図4・5)

現地表面の標高はTP+4.2mであり、調査地はほぼ平坦である。調査区南壁断面を対象に地表下約2.O

mまでの地層を第0～11層に区分した。

第0層 :現代盛土層で、層厚は20cmある。

第1層 :層厚は30cmあり、 第1a・1b層に区分される。上 半の第1a層は明黄褐色(10YR6/1)シル

ト～砂質シルト偽礫と中粒～粗粒砂からなる整地層で、第1b層上面の凹凸を埋める。第1b層は灰色

(5Y 4/1)シルト～細粒砂の互層からなる水成層で、踏 込み等による乱れが顕著である。上面の形状は

畠状に規則的な凹凸をなすが、第1b層が作土化されていないことから、凹部は地盤改良のために掘削

された溝群の可能性がある。第1b層からは19世紀代の土師器・肥前磁器・関西系陶器の細片が出土し、

上下の地層の年代から第1層は近代に下る可能性がある。

第2層 :黄灰色(2.5Y 4/1)礫混り中粒～粗粒砂質シルトからなる作土層で、層厚は10cmある。19世

紀代の土師器・肥前陶器・肥前磁器・関西系陶器の細片が出土した。

第3層 :灰オリーブ色(5Y6/2)極細粒砂偽礫+中粒～粗粒砂からなる整地層で、層厚は10cmある。

上面でSEOIの井戸側部分を検出した。本層に由来する地層は調査区内では見当たらず、SEO1掘削時

に生じた下位の段丘構成層を敷き均した可能性がある。19世紀代の土師器・肥前陶器・肥前磁器・瀬

戸美濃焼磁器・関西系陶器の細片が出土した。

第4層 :灰色(10Y5/1)細粒砂質シルトからなる作土層で、層厚は10cmある。本 層上面でSEO1の

掘形を検出した。土 師器のほか中世の瓦器細片が出土したが、SEO1出土遺物や下位層の年代から、
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1:50

2m

図5 南壁地層断面図および第3 ・4層上面の遺構平面図

本層の年代は近世後半～末と考えられる。

第5層 :灰オリーブ色(5Y6/2)シルト～粗粒砂からなる氾濫堆積層で、層厚は20～30cmある。調査

区南東端で確認した溝の上半で粗粒化する。

第6層 :オリーブ灰色(5GY5/1)シルト～極細粒砂からなる湿地性堆積層で、層厚は20cmある。土

師器の細片が出土した。

第7層 :層厚45cmの湿地性堆積層で、第7a～7c層に区分した。第7a層は灰色(10Y 4/1)砂混りシル
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ト質粘土からなり、やや暗色化する。第7b層は灰色(10Y5/1)シルト～極細粒砂からなる。第7c層は

灰色(10Y 4/1)粘土質シルトからなり、やや暗色化する。第7a層からは17世紀代の肥前陶器および瓦

質土器、第7b層からは土師器、第7c層からは中世の須恵器捕鉢小片が出土した。

第8層:灰色(10Y5/1)細粒砂質シルトからなる湿地性堆積層で、層厚は15cmある。古代と考えら

れる軟質の平瓦片と12・13世紀代の須恵器鉢片が出土した。

第9層:灰色(7.5Y6/1)シルト質細粒～中粒砂からなる作土層で、下位層に由来する小偽礫を含む。

層厚は10cmある。古代と考えられる土師器・須恵器片およびスラグが出土した。

第10層:黄灰色(2.5Y 4/1)シルト質細粒～中粒砂からなる古土壌で、調査区南壁では認められなかっ

たが、北壁で部分的に確認した。層厚は2 cm前後ある。遺物は出土しなかった。

第11層:灰色(2.5Y6/1)シルト質中粒～粗粒砂からなる段丘構成層で、層厚は20cmまで確認した。

本層上面では乾痕が認められる。上面の標高はTP+2.3rnである。

n)遺構(図5)

前述のように、調査区の東半の第3層上面でSEOIの井戸側、第4層上面でSEOIの掘形を検出した。

第4層上面から掘削し、掘削土を用いて周辺を整地したものと考えられる(第3層)。井戸側は直径約

1.Omで外縁に木質が遺存していた。また、掘形は長軸が約3.4mの円形で、深 さは1.2m以上と大型で

ある。湧水のため以深は確認できなかったが、ピンポールで下を探査したところ、掘形内に大型の構

築物があり、箱型の集水枡の可能性がある。規模からみて、農業用の井戸であろう。掘形内からは土

師器・須恵器・肥前陶器・関西系陶器の小片が出土し、時期が判別できるものは19世紀の前半代のも

のであり、SEOIは近世末頃に機能したと考えられる。

また、調査区南西端の壁面で、第6層上面のSDO2を検出した。試掘壇により破壊され、平面で確認

することができなかったが、北でやや西に振る方向の溝と考えられる。幅は0.6m以上、深 さは0.4m

前後あり、基底に掘削時の偽礫が残ることから、人工の溝と判断される。第 5層とした水成の極細粒

～中粒砂で埋まっていた。

3)まとめ

今回の調査では、十分な平面調査ができず、出土遺物も小片で図化できるものがなかったが、現地

表下約2.0mで段丘構成層およびその上の古土壌を確認し、以降の地層に関する情報を得ることができ

た。調査知見および当地が谷内に当るという地形環境とを併せ、人間活動の変遷を復元すると以下の

ようになる。まず、第9層が作土化されていたことから古代に谷内が耕地として利用されていたと考

えられる。その後、古代後半ないしは中世前半から近世前半の17世紀代まで谷内は湿地化し、泥層が

厚く堆積する。谷の下流側が閉塞化し、人間活動が及ばない時期が長く続いたが、谷が溜池などに利

用された可能性もある。近世以降、谷の埋積が進むにつれ再び人間の活動域となり、主 として耕作地

に利用された。小片ではあるが遺物も出土することから、谷 の両側の地形的に高い場所には、古代以

降に住居等の生活関連遺構が存在していた可能性もある。
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重機掘削のようす

(南西から、奥は勝山通)

南壁地層断面

(北から)

第4層上面遺構検出状況

(東から)



城東区関目六丁目32他3筆 における建設工事に伴う

関目遺跡B地点発掘調査(SE16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市城東区関目6丁目32他3筆

198m"

平成29年1月23日～2月6日

公益財団法人 大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、南秀雄
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は淀川の三角州上に位置し、弥生時代中期の遺跡として著名な森小路遺跡の西南に当る。西

300mのSEII-1次調査では平安時代後葉の遺物を含む溝や土壇が検出され、古代に離水した後は生

産域になっていた[大阪市教育委員会・太阪文化財研究所20131o 南南西500mのSE13-1次調査地

は17～18世紀前半に農地として開発されており、14～15世紀の中国産青磁碗などが出土した[大阪市

教育委員会・大阪文化財研究所20151。

本調査は、大阪市教育委員会の試掘調査を受けて東西22m×南北9mの範囲で実施した。調査は、

近代・現代の作土を除去した第3層上面より開始し、自然堆積層である第5層上面までを平面的に発

掘した。陸化の過程を知るため、第5～6層は南3分の1を掘削して遺構検出と遺物の採集に努め、

第7～8層は南壁際を4 m X 2 mの広さで深掘りして地層を観察した。また2月6日には、関目小学

校6年生約60名の発掘現場見学会に協力した。

基準点はMage封an社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

現地表の標高はTP+ l.8m前後である。0.6～0.8mは現代の盛土で、

第1層:黒色(7.5Y3/1)シルト質中粒砂層で最大層厚25cmである。

の近代・現代の作土である。

それ以下に層名を付した。

当地に石鹸工場が建てられる前

-142,480

50m

-40,860      Y-40,840

1 : 1 ,000

8ε

1 : 10,000

J ,poo

1呂  1・

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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現代盛土

第7層

第8盾

図3 地層と遺構の関係図

第2層 :オリーブ黒色(5Y2/2)中粒砂

質粘土～シルト層で層厚は30～40cmで

ある。近代の水田の作土である。SD201

は本層上面の遺構である。

第3層 :黒色(5Y2/1)中粒砂質粘土～

シルト層で層厚は15～20cmである。西

端では黒色(5Y2/1)細粒砂質シルト層

の第3a層(層厚10～15cm)と、 オリーブ

黒色(5Y2/2)細粒砂・細粒砂質シルト層

でラミナが残る第3b層(層厚 5～10cm)

に区分できる。第 3層からは肥前磁器染

付碗1(図7)が出土した。第 3層は18世

紀頃の水田の作土である。本 層上面で

SK301～306・SD307・SA314などを検

出した。

第4層 : オリーブ黒色(5Y3/2)細粒

砂・シルト層でシルト偽礫が入り、層厚

は5～15cmである。作 土である。時 期

が判別できる遺物は出土していないが、

第3層と第4層上面遺構の遺物等から第

4層は17世紀頃と推定される。本層上面

でSD403・SK405などを検出した。

第5層 :灰色(5Y 4/1)シルト質細粒

～中粒砂の水成層で層厚は10～15cmで
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ある。植物擾乱がある。第 5層以下は水成層で土器等は出土せず、時期はわからない。本層上面で

SD501を検出した。

第6層:オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒～中粒砂層で層厚は20～25cmである。植物擾乱がある。

第7層:灰色(5Y4/1)細粒～中粒砂層で層厚は110cmである。下半にサンドパイプがある。

第8層:オリーブ黒色(7.5Y3/1)細粒～中粒砂層で層厚は70cm以上である。サンドパイプがある。

以上から、第 6～5層時には安定した陸地になっていたと推定される。標高ではTP-0.lm～TP

+0.3mになる。

n)遺構と遺物

-40.875 -40,870 一40,865 -40,860

一゚"゚゙゚1ビ:会 ゜

SD407
SX401

04D
X-1 42,410

-142,475

-40,875 -40,870 一40.865 -40,860

一"0,855 1ま3:1:-

S[)201

(Δ

SP31

X-1 42,470

-142.475

5

1:150

図5 第5層上面・第 4層上面および第3層上面・第 2層上面遺構平面図

10m
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SK405
TP+0.5m

E             W

1:黒褐色(2 5Y3/1)粘土、水成

2:黒褐色(25Y3/1)粘土偽礫、灰色(Y4/1)細粒砂

3 灰色(5Y5/1)細粒砂

SK302

S         N TP+0.5m

:.i I.位(75Y2/1)粘土、細粒砂

:灰住(7SY 4/1)細粒砂、粘土偽礫

オリーブ黒色(5Y3/2)枯土、炭化物

8 83304 、0。.。.5、

1:オリーブ黒色(5Y3/1)粘土、細粒砂偽礫

2 にぷい黄褐色(10YR4/3)木屑状植物質

3.黄灰色(2.5Y4/1)粘土

4:黄灰色(25Y4/1)粘土

SD403

WTP+0.5m

2   2

SD407
TP+0.5m

1.黒褐色(2.5Y3/1)粘土、激しく屈曲

2 オ゙リーブ黒色～灰オリーブ色(5Y3.5/2)シルト質細粒砂

3:オリーブ黒色(5Y3/2)細粒砂 :第4層

W 板
SD201

板

1:オリーブ黒色(5Y3/1)中粒砂、一部水成で埋める

2 オリーフ黒色(75Y3/1)粘土、水成

3:オリーブ黒～灰色(5Y3 5/1)粘土～シルト、水成

4゛オリーブ黒色(5Y3/IJ 粒砂質シルト 作土、第3層

5:黒褐色(2 5Y3/1)細粒～中粒砂 :第4層

6:黒色(10YR2/1)細粒砂質シルト 作土、第3層

7 灰色(5Y 4/1)細粒～中粒砂 自然堆積

2m

1:40

E

TP+O5m

十O.Om

図6 遺構断面図

a.第5層上面・第 4層上面の遺構と遺物

第5層上面でSD501を検出した。SD501は調査区西端にある南北溝で、長さ7m以上、幅
1m以上、

深さ0.10～0.l5mである。埋 土はオリーブ黒色(7.5Y3/1)シルト質細粒～中粒砂である。
遺物は出土

していない。

第4層上面にはSK 405 - SD 403などがあった。中央部のSK405は南北1.7m以上、東 西0.9
5m,深

さ0.48mである。ほぼ水成層で埋まっており(図6)、耕 作に伴う水溜のようなものであ
ろう。遺物は

出土していない。SK405の北には並ぶように、SD407(深さO.lOma図6)-SK408(深さ0.
25m)があっ

た。またSD406・404も深さ0.05mの浅い溝である。

調査区東端のSD403は長さ6.3m以上、幅 Ⅰ.30～l.60m,深さ0.l8mで、南 端は弧を描く
。埋土には

甚だしい屈曲がある(図6)。耕作に係わる遺構であろう。SD403からは煙管の吸口4(図
7)が出土し

た。

中央のSX401は東西約7.5mの浅い窪みで、深 さ0.1～0.2mである。その東のSX402も
深さ0.05mと

浅い。

b. 第3層上面・第 2層上面の遺構と遺物

20cm

11

0           10
1 1 1 1 1 1

1:4 (1～3)

一   1

図7 出土遺物実測図

第3層(1)、SD307( 2 )、SK301(3)、SD403(4)

1:2 (4)

5cm
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第3層上面のSK301～305は長方形の類似した土壊で、南北に並んでいる。南端のSK305で長さ

2.70m,幅0.70m,深さ0.25mである。いずれも埋土に炭化物や木屑状の植物質を含む点に特徴があ

る(図6)。SK301からは型紙摺の瀬戸美濃磁器染付皿3が出土し、明治時代まで降る。

調査区西端のSA314は、長さ5.95m (4間)以上である。掘形は一辺0.2～0.3mの方形で、深さは0.12

～0.20mである。またSD307は長さ4.5m以上、幅0.45 ～0.65m,深さは0.08mである。SD307から

は18世紀前葉の肥前磁器染付小碗2が出土した。

第2層上面の遺構であるSD201は、杭 で止めた側板を有する溝で、現 在の敷地の方位から西に振っ

ている。調査を始めた第3層上面で幅2.7～2.8m,本来の深さは0.8～0.9mである。SD201は1929年

作成の1万分の1地図に表現され、南から北へ流れる基幹の用排水路であった。SD201から「香里

中川翳院 YAKKYOKUJ「内科小児科 伊賀診療院 YAKKYOKUjなどの文字があるガラス製薬瓶

が出土した。

3)まとめ

調査地点が安定して陸地になったのは第6～5層形成時と推定されるが、SD501と同様に年代は不

明である。第 4層堆積後の17世紀頃以降は、水田等に利用され続けた。淀川デルタ等の低地が、個 々

の場所でいつ陸化し開発されたかは、大 阪の中世以前の生産力や村落を考える必須要件であり、デー

タを積み重ねたい。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2013、「城東区関目六丁目における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(SEII

-1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2011)』、pp.481- 486

大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2015、「城東区関目四丁目における建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査(SE13

1)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書(2013)』、pp.579-589
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SD501(南から)

第4層上面SD403・SK405

など(南東から)
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阿倍野区丸山通1丁目99-4他3筆における建設工事に伴う

阿倍野筋南遺跡発掘調査(AS16-1)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市阿倍野区丸山通一丁目99-4他3筆

約95rr'

平成28年6月6日～6月14日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長高橋工、積山洋
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は上町台地の稜線に沿って南下する熊

野街道に面しており、 また西に大阪湾を望む傾

斜変換地に位置している。調査地周辺で過去に

行われたAS96-7次 ・02-1次 ・08-3次 な

どの調査では[大阪市教育委員会・大阪市文化財

協会1998・20101 大阪市文化財協会2003]、中・

近世の遺構や遺物のほか、時代は特定できない

が古土壌などが検出されている(図1)。

今回の調査は、試掘調査によって地表下約30

cmに瓦器などの中世土器を含む遺物包含層が検

出されたため、実 施することになったものであ

る。調査は東西18m・南北4.5mの調査区を設け

て開始し、その後、包含層の残りが良い西端で

北側に若干の拡張を行った(図2)。調査期間は

平成28年6月6日～6月14日である。。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均

海面値)で、TP+○mと記した。また本報告で用

いた方位は、現 場で作成した街区図を1/2500大

阪市デジタル地図に合成することにより世界測

地系座標に乗せたものであり、座 標北を基準と

した。

2)調査の結果

1)層序(図3)

第1層:攪乱された現代の地層である。

第2層 :主に調査区西端に残っていたにぶい

黄褐色粘土質シルト層である。最大層厚は30cm

弱で、中世の遺物が出土している。

第3層 :地山にあたる上町層で、 にぶい褐色

砂混り粘土質シルトの第3a層と固く締 まった浅

黄色砂礫の第3b層に分離された。

200m
遺跡の範囲

1 : 5,000

図1 調査地位置図

1-44a4fl N

[く
北西拡張区

一151140

1
1
1
l
l
ノ
 

m

図2 調査区位置図

E

第1層

第 2層 \  - -

第 3層

図3 地層と遣構の関係図
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TP+16.0m

ソ

第2層 現代盛土 1 +1 5.0m

マーへ4930\\

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)粘土質シルト(少し砂を含む)一第2層(包含層)

2:にぶい褐色(7.5Y5/4)砂混り粘土質シルトー第3a層(上町層)
3:浅黄色(2.5Y7/3)砂礫一第3b層(上町層)
4:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト混り砂礫(炭、2の偽礫などを含む)

図4 北壁断面図

1:100

+14.0m

SXOI

0102 0307

SEO2

SXO3(近世小穴群)
口 :地山が高い部分

1:100

,,,-へ5へ,へ35

図5 遺構平面図



ii )遺構と遺物(図4～ 7)

SXOI :調査区の西側で、第2層の

下で検出された不定形な落込みであ

る。埋 土の1層はオリーブ黒色の粘

土・シルトであるが、検出時点では

かなり青みを帯びていた。埋 土の2

E
SXO1

W TP+5.0m

+4.5m

:オリーブ黒色(7.5Y3/1)粘土・褐色(10YR4/4)シルト
:黄褐色(2.5Y5/4)粘土質シルト(礫混じる)
:褐色(10YR4/4)礫混じり粘土質シルト(上町層)

SKO4

:褐仏(10YR4/6)シルトに黒-AIO (10YR5/6)シルトのブロックを合む
:褐伍(10YR4/6)粘土質シルト(第2j・1・'0

図 6 遺構 断 面 図

1:50

2m

層の変化は漸移的であるが、下位の

第3層(上町層)とはっきりと区別さ

れるので、 自然の落込みとは思われ

ない。ただ、遺物の出土がなく、遺

構の性格は不明である。第 2層の年

代(前述)から、13世紀以前の遺構とみられる。

SEO2 :直径約2mの井戸である。埋 土は上町層に由来するシルト・砂礫等で、約 2m掘り下げた

が井戸側の痕跡が確認されず、また崩落も著しいため、完掘していない。埋土から近世陶磁器が出土

した。5は肥前磁器色絵小杯で、器壁が極端に薄い、いわゆる薄手小杯である。6は中国産白磁の小

碗で、徳 化窯産である。7は備前焼皿で内型成型されている。口縁部は輪花にっくる。以上は19世紀

前～中葉に属する。

SXO3 :調査区の中央やや西で検出された小穴群である。深 さ10cm以下と浅く、形 状もまちまちで

ある。埋土から近世に属することは明らかであるが、詳細は不明である。

SKO4 :第2層上面で検出された長方形の土塘であるが、深さ10cm余しか残っていなかった。遺物

が出土せず、年代は不明である。

地層出土の遺物:第2層出土遺物(図7)の1・2は土師器皿である。1はコースター形を呈する。

2は口縁端部内面をわずかにつまむ。3は瓦器椀で、内面に圏線状ヘラミガキを施す。4は東播系の

須恵器こね鉢である。以上は13世紀代に属し、第 2層の年代はこの頃とみられる。

TP+5.0m

十4.8m

X f/ (ノ ー門 ,

1:3

10cm

図 7 出土 遺 物 実 測 図

第2層 (1～ 4)、SEO2( 5～ 7)
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3)まとめ

本調査 の大 きな成 果は西側に中世 の遺物包含層が検 出され たことで ある。調
査 地の東 隣を熊野街道

が走っており、そ れ との 関連が注 目され る。今 回は出土遺物が少なか ったが、
今 後に期待 され るとこ

ろが大である。

参考文献

大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1998、「近畿財務局による建設工事に伴う発掘調査(
AS96- 7)」: 『平成8年

度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.l03-108

20101 「阿倍野筋南遺跡発掘調査(ASO8-3)報告書」:『大阪市内埋蔵文化財

包蔵地発掘調査報告書(2008)』、pp.487- 491

大阪市文化財協会2003、「阿倍野筋遺跡の調査」:『大阪市埋蔵文化財発掘調査報告-2001・2
002年度一』、pp . g -12
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(西から、手前にSXOI)

調査地全景

SKO4

(南から)

SEO2

(北から)
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住吉区墨江三丁目62-109の一部における建設工事に伴う

住吉行宮跡発掘調査(SN16-1)報告書

595



調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市住吉区墨江3丁目62-109の一部

200留

平成28年6月6日～6月25日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工・清水和明
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1)調査に至る経緯と経 過

本調査地は長居公園通に南接し、 国史跡に指定されている住吉行宮跡の西100m付近に位置する。

一帯は上町台地南部西縁に当り、行 宮跡から西および南側に向って緩やかに低くなる地形となってい

る。調査地の北200mには住吉大社境内があって、そ の間を西流する細江川(細井川)河口部の入江を

利用した古代の港(住吉津)から大和へ至る磯歯津道(現長居公園通付近)が推定されており、また、行

宮は住吉大社社家の津守氏の居館(正印殿)とする説があり、南 北朝期の14世紀後半に南朝第2代の後

村上天皇で2度、第3代長慶天皇で1度行宮とされている[三浦圭-19881。

住吉行宮跡の周囲で行われた既往の調査は多くないが、こうした歴史を背景に古代から中世にかけ

て若干の遺構・遺物が発見されている。行宮跡の東側ではSM89-2次調査地で平安期の瓦のほか14

世紀後半の大量の土器が[大阪市教育委員会・大阪市文化財協会1991]、SNIO-1次調査地では井戸

から13世紀後半の青磁・土師器・瓦器・瓦質土器が見つかっている[大阪市教育委員会 ・大 阪文化財

研究所2012]。行宮跡南側のSNO5-1次調査地では中世以前と推測される柱穴と奈良時代中頃～平安

時代初頭の遺物や鎌倉・室町時代の遺物と井戸・土塘や落込みがあり[大阪市教育委員会・大 阪市文

化財協会2006」、SN98-5次調査地では飛鳥・奈良時代や平安・鎌倉時代の遺構・遺物のほか、大 き

な建物に付属する溝と推測される溝が見つかっている[大阪市教育委員会・大 阪市文化財協会20001。

この溝は幅2mでほぼ正東西を向き、埋 土下層から15世紀代、上層から16世紀前半に下る室町時代の

遺物が出土し、瓦 のほか中国産白磁・青磁や李朝、瀬戸美濃焼など多彩な遺物を含む。本 調査地で見

っかった後述するSD508と時期や正方位に合わせる点が共通しており、注 目される。

また、本 調査地に近いSM88-4次調査地では平安・鎌倉時代の遺物が見つかっている[大阪市教育

奪真        15・

1:5.000

図1 調査地位置図

1:1.000

図2 調査区配置図
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第0層 (現代)

第1層 (近現代)

第3層 (徳川期)

第4層 (やL(川期)

第5a層(16世紀後葉以降)

第7層 (地山層)

委員会・大阪市文化財協会19901o

本調査地では、大阪市教育委員会の試掘

調査により中世の遺構面・遺物包含層が検

出され、発掘調査されることとなった。

調査は平成28年6月6日から開始した。

第5b層(15世紀後葉～
16世紀前葉) 東西20m, 南北10mの調査区を設定し(図

151046～141ゝ  2)、 当初は現代から江戸時代の地層を重

' 6 ' ("1'4!':J!';) %aA: ..)- 9KBmUt 3 %'a1:あ-=r7'..:6'1 。

断面の観察から中世末の第5a層の上面では

図3 地層と遺構の関係図        遺構が少ないことが予想されたため、第5a

層までを重機で掘削した。その下位は人力で掘削しつつ層序に応じて遺構・遺物を検出し、適宜実測

図や写真撮影によって記録しながら、段 丘構成層である第7層上面までを調査し、6月25日に現地に

おける全ての作業を終えて撤収し、調査を完了した。なお、調査区東端で検出したSD508は、埋土の

掘削が概ね終了した6月22日に調査区東壁面が崩壊し、隣地への影響を慮って大阪市教育委員会の了

承を得て当日に排土で埋めたため、地層断面の記録にとどめた。

なお、本報告で用いた基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、方位は世界測地系に基づく

座標北を基準とし、標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

また、報告書の作成にあたって出土遺物の整理と原稿執筆を調査課学芸員小田木富慈美が担当した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査区の現況地形は、東南部が高<TP+5.0m前後で、北 と西に向かって低く傾斜している。北側

の長居公園通に接する付近では、東北部でTP+4.7m前後、西側道路と交差する酉北部付近ではTP +

3.7m前後となる。さらに西側道路に接する酉南部ではTP + 3.0m前後まで低くなっている。

調査地の層序は南壁の地層から以下の7層に大別した。

第0層 暗灰黄色シルト質中粒砂ないしにぶい黄褐色シルト質粗粒砂を主体とし、 レンガや金属、

塩化ビニル埋設管の掘形などを含む現代整地層で、層厚は約50cmである。

第1層 オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細礫混りシルト質粗粒砂層で、層厚は約10cm,上面は現代の旧地

表面となる近現代の地層である。

第2層 オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルトないしにぶい黄褐色(10YR4.5/3)細粒砂層で、調査区の中

央南寄り付近のみに堆積していた。重機で掘削しているため詳細は不明だが遺構の埋土の可能性もあ

る。上下の地層の時代から幕末ごろの地層と考えられ、後述するSE501は本層に属する可能性がある。

第3層 上部はにぶい黄褐色(10YR5/3)細礫混りシルト質極粗粒砂、 下部はにぶい黄褐色

(10YR5/4)で地山偽礫を多量に含む細礫混りシルト質極粗粒砂を主体とする整地層である。層厚は約

40cmである。
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南 壁

TP+5.0m

+4.0m

+3.0m

1 オリーブ褐色細礫を多く含 むシルト質粗粒砂(2.5Y4/3) (第1層)

2 オリーブ褐色(25Y4/3)シルト(第2層)
3:にぶい黄褐色(10YR45/3)細粒砂(第2層)

4:にぶい黄褐色(10YR5/3)細礫混りシルト質極粗粒砂(第3層)

5.にぶい黄褐色(10YR5/4)地山偽礫を多量に含む細礫混りシルト質極租粒砂(第

3層)

6:暗褐色(10YR3/3)細粒砂(第4層)

7:にぶい黄褐色(10YR4/3)偽礫を含むシルト質細粒砂(第4層〉

8 暗゚褐色(10YR3/3)シルト質中粒砂(第5a層)

9 にぶい黄褐色(10YR5/3)シルト(第5b層)
10:暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～粗粒砂(第5b層)

11:黒褐色(2.5Y3/1)シルト質中粒砂(第5c層)

12"にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト質粘土(第6層)

13 褐色(75YR4/4)粘土(地山層) TP+5.0m

B.暗灰黄色(2.5Y3/1)シルト

C:暗灰黄色(2 5Y5/2)Ⅶ礫～極粗粒砂
D:黄灰色(2.5Y4/1)シルト

E:黄灰色(2 5Y5/1)細礫

F 暗オリーブ灰色(5GY 4/1)シルト質極租粒砂

G,黒褐色(2 5Y3/2)粗粒砂質シルト～極租粒砂

H 録黒色(10GY2/1)シルト質砂礫

1:緑灰色(10GY5/1)細礫～極粗粒砂(地山層〉

1
2

3

4

5

6

7

8

9

0

エ
2

3

黄褐色(10YR3/2)粗粒砂質シルト(第4層)

黒褐色ないし暗褐色(10YR3/2 5)シルト質中粒砂(第5a層)

灰黄褐色(10YR4.5/2)シルト質極粗粒砂(第5a層)

灰黄褐色(10YR4/2)偽礫を含む細礫質シルト(遺構)

黒褐色(10YR3/2)細礫質シルト(遺構)

:黒褐色(10YR3/3)細礫混りシルト質中粒～粗粒砂(第5b層)

:褐灰色(10YR4/1)細礫混りシルト質中粒砂(SK516)
.暗灰黄色(2 sy4/2)細礫・炭化物ラミナを含むシルト質細粒砂(SK516機能時堆積層〉

黄灰色(25Y4/1)細礫を含むシルト質中粒～狙粒砂(SK516)
:黒褐色(2 5Y3/1)シルト質中粒砂(第5c層)

褐色(75YR4/4)シルト質粘土(第6層)

明褐色(7.5YR5/6)粘土(地山層)

十2.0m

図4 調査区南壁地層断面図



肥前磁器を含む徳川期の地層である。

第4層 西部では暗褐色(10YR3/3)細粒砂ないしにぶい黄褐色(10YR4/3)で偽礫を含むシルト質

細粒砂を主体とする作土層で、層厚は10～20cmである。東部ではシルト質粗粒砂～細礫層で砂礫が多

くなる。徳川期の地層である。

第5層 以下の3層に分けられた。

上部の第5a層は暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒砂ないし黒褐～暗褐色(10YR3/2.5)シルト質中粒

砂などを主体とする古土壌で、層厚は5～10cm程度である。上下の地層の年代から16世紀後葉以降で

徳川初期までの時期となろう。後述するSK502は、本来は本層に属するものであろう。

中部の第5b層はにぶい黄褐色(10YR5/3)シルトないし暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～粗粒砂な

どを主体とする古土壌で、層厚は5～10cm程度である。本層からは15世紀後葉～16世紀前葉の遺物が

出土している。また、本層の上面でSD508・SK504・SP503などの遺構を検出した。詳細な時期が判

明しないものもあるが、大量の遺物が出土したSD508から16世紀前葉以降の時期と考えられる。

下部の第5c層は黒褐色(2.5Y3/1)シルト質中粒砂を主体とする古土壌で、層厚は約10cmである。本

層からは14世紀中～後葉の遺物が出土した。また、本層の上面でSD505・SK516などの遺構を検出

した。これらは14世紀後半～15世紀中葉の時期である。

第6層 黄褐色(10YR4/3)シルト質粘土を主体とする古土壌で、層厚は5 cm程度である。本層の

出土遺物は確認できなかったが、第 7層上面遺構のSK606からは古墳時代後期～飛鳥時代頃の須恵器

細片がわずかに出土しており、その頃に遡る地層と考えられる。本層の上面で溝SD603・604や土塘

SK607など、SP610ほかの多数の小穴を確認した。これらは14世紀中～後葉の時期である。

第7層 褐色(7.5YR4/ 4)粘土層で段丘構成層に当る地山層である。層厚は30cm程度で、東部の

SD508の地層断面では下位の砂礫層が確認された。本層上面では調査区東部でSK606を検出した。古

墳時代～飛鳥時代に遡る可能性のある唯一の遺構である。

11)遺構と遺物(図5～14、写真図版1～3)

a.第7層上面遺構(古墳時代後期～飛鳥時代:図5)

SK606は調査区東部(後述のSD508西側)で検出された長さ3.5m,幅2.5m,深さ0.05mの土塘で、

本層準の唯一の遺構である。埋土は第6層に相当する。図化していないが出土遺物には古墳時代後期

～飛鳥時代頃と思われる須恵器細片があり、当該期に遡る可能性がある。

b.第6層上面遺構(古墳時代後期～14世紀以前:図5・6・図版1)

本層上面ではほぼ直交する溝2条、土塘、小穴多数を検出した。小穴の多くは検出のみにとどまっ

たが、これらには柱穴も多く含まれているものと考えられる。

SP610はSK606を壊している直径0.5m,深さ0.2mの小穴で、埋土は暗褐色中粒砂質シルトである。

柱痕跡は見られず、埋土から軒平瓦7が出土した。7は瓦当文様は中心飾りのない唐草文軒平瓦である。

二次的に被熱している。近隣の荘厳浄土寺境内遺跡や四天王寺境内遺跡出土瓦に類例はなく、詳細は

不明である。鎌倉時代後半であろう。
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SD604は調査区西部にある幅0.5m,深さ0.l5mの南北溝で、長さ約7mを確認した。この溝から東

側には同規模の東西溝SD603が直交しており、どちらも埋土は暗褐色中粒砂質シルトで、同時に存在
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の20
1

0           10

1:4

したものと考えられる。2条の溝の

南東側に小穴が多く、建 物を復元で

きなかったが何らかの施設を区画す

る溝であったと考 えられる。SD604

の出土遺物には土師器皿、 須恵器こ

ね鉢、瓦器椀などがある。1～ 4は土

師器皿である。1は底部が分厚く、雑

な整形で、 内面の凹凸が著しい。底

部外面をユビオサエ、 これ以外の内

外面をヨコナデで仕上げる。色 調は

橙色を呈し、胎 土には砂粒・シャモッ

トを多 く含 む。 これと同様の土師器

図6 第6層上面遺構出土遺物実測図

SD604( 1- 6)、SP610(7)          皿は荘厳浄土寺境内遺跡SD301で出

土している[大阪市文化財協会2004]。2は体部内面と口縁部外面をヨコナデで仕上げる。淡灰黄色を

呈し、胎 土には砂粒を少量含む。3は底部から体部がユビオサエによって屈曲して立ち上がる。口
縁

端部は軽くつまんでヨコナデしている。4は皿の高台部分である。二次的に被熱している。5は東
播

系須恵器のこね鉢である。6は瓦器椀である。高台はなく、内面に粗い圏線状ヘラミガキを施す。口

径はlO.5cmを測る。以上は14世紀中～後葉のものであろう。

c,第5c層出土遺物(14世紀中～後葉:図10)

20～28は土師器皿である。20～24は橙色を呈し、胎土に砂粒を多く含むいわゆる赤色系である。20

はとくに調整が粗く、底 部内面の凹凸が著しいもので、SD604出土の1やSK516出土の8、SD505出

土の12と類似する。21・22は口縁端部を丸く肥厚させる。25～28は淡灰黄色～淡黄橙色を呈し、胎 土

にほとんど砂粒を含まない、いわゆる白色系の皿で、26・27はへそ皿である。29は瓦器椀である。30

は瓦質土器鍋、31は瓦質土器羽釜である。32は巴文軒丸瓦である。以上はおおむね14世紀中～後葉の

ものであろう。33は管状土錘である。

d.第5c層上面遺構(14世紀後半～15世紀中葉 :図7～9・図版1)

本層上面では溝、多数の土壇、小穴を検出した。

溝には調査区の南部で検出した東西溝SD505がある。東 端はSD508に壊されているが、幅1.0～

1.2m,深さ0.25m,長さ12.2m以上を確認した。埋土の下部は黄灰色細粒～中粒砂質シルトないし暗

灰黄色細粒砂質シルトの機能時堆積層が認められるが、流水の痕跡はない。出土遺物には土師器皿
、

瓦質土器羽釜、中国産磁器皿、国産陶器碗・捕鉢・亮などがある。12～14は土師器皿である。」2は

SD604出土の1と類似する皿で、内面の凹凸が著しい。13は口縁部を軽くつまんで仕上げる皿で、一

部に煤が付着する。にぶい橙色を呈し、胎 土には砂粒を多く含も。14は椀に近い器形の皿で、器 壁が

薄く、口縁部が緩やかに内湾する。全体に丁寧なつくりで、灰 白色を呈し、胎 土は精良である。15は

瓦質土器の羽釜である。16は中国産青磁の皿で、底 部内面には印花文を施す。高 台内は露胎である
。
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17は古瀬戸の碗で、内面には目跡が見られる。18は丹波焼の描鉢で、内面には1条を1単位とする摺

目を施す。口縁端部は断面三角形にっまみ上げてぃる。19は備前焼尭である。以上は、14世紀後半～
15世紀中葉に属するもので、溝の存続時期を示す。
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SD505 SD505・SK516 SK515 SK504

N                 S

TP+3.5m

4 土師器

暗褐色(10YR3/3)細礫混り粗粒砂質シルト

黄灰色(25Y4/1)細粒～中粒砂質シルト(機能時堆積層)

暗黄灰色(25Y4/2)含第6層・地山層偽礫、中粒～粗粒砂質シルト

(加工時形成層)

4,黄褐色(10YR5/6)中礫質粘土(地山層)

5 黒褐色(10YR3/2)細礫混りシルト質粘土(第6層)

N SK516              S

SD505            炭  TP+3.5m

-- -=-= :;.1-三    " .アi＿ iaii一。で 〕 2-一一
,ユ..7.二.一 ,,ーユー・, .,1 4。ゼ 溝

5

1 暗褐色(10YR3/3)シルト質細粒～中粒砂(SD505)

2:暗灰黄色(10YR4/2)細粒砂質シルト(SD505)

3 暗灰黄色(25Y4/2)炭ラミナ含むシルト質細粒砂(SK516:1 能時堆積層〉

4 黄灰色(25Y4/1)細礫混りシルト質中粒～粗粒砂(SK516.加工時形成層)

5 褐色(10YR5/6)細礫況り粘土質シルト(地山11,〆})

TP+3.5m

1:黒褐色(2.5Y3/2)わずかに細礫混り中粒砂質シルト

2 黒褐色(10YR3/2)わずかに細礫混りシルト質中粒砂(SK504)

3:黒褐色(10YR3/2)わずかに細礫混り中粒砂質シルト(SK515)

4:褐色(10YR4/4)細粒砂質シルト(第6層)

SK517

E

TP+3.5m

1:灰tな褐色(10YR4/2)細礫混りシルト質細粒～中粒砂

2 暗゙褐色(10YR3/3)含地山偽礫、シルト質ネ1u粒～粗粒砂

3 褐色(7.5YR4/4)細～中礫混り枯土質シルト(地山層)

SK507

N

TP+3.5m

,一一一二 二゚τ゚ 二z-セ・; .・=゙・,口 造I ・    Zζ-.,Z-1＿7Δ) ・

"゚"一・二一.・≧7-ビ・:"="二艷26醪,,7',ユ、'..1-、ご砿V0-I' Sとモシ
3

地山層

1:黒褐色(10YR3/2)細礫混りシルト質細粒～粗粒砂

2;暗褐色(10YR3/4)含地山層偽礫、細礫混りシルト質細粒～粗粒砂

3:褐色(7.5YR4/4)細～中礫混り粘土質シルト(第6層〉

SK523

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)細～中礫混り細粒砂質シルト

2:灰黄褐色(10YR4/2)細礫混り細粒砂質シルト(機能時堆積層)

3;黒褐色～灰黄褐色(10YR3.5/2)含地山層偽礫、シルト質細粒砂

(加工時形成層)

4:明褐色(7.5YR5/6)粘土(地山層)

SP503 SK502

N S

TP+4.0m

暗褐色(10YR3/3)含炭・焼土・地山層偽礫、シルト質中粒～極粗粒砂

褐色(7.5YR4/ 4) al礫混りシルト質粘土

TP+3.8m

黒゚褐色～暗オリーブ褐色(25Y3/25)中粒砂質シルト

:灰黄褐色～にぶい黄褐色(10YR4/2 5)含第5b層偽礫、シルト質中粒～粗粒砂

餡オリーブ褐色(2 5Y3/3)シルト質中粒砂侑S5bA1))

1:20

1m

図8 遺構断面図



土壊は調査区全体にわたって確認された。SK516は調査区南部にあってSD505に壊されている。出

土遺物には土師器皿、須恵器こね鉢などがある。8～10は土師器皿である。8はSD604出土の1と整

形方法や胎 土 ・色 調が類似 しているが 、 これ よりも口径 が大 きく、作 りが 粗雑である。9はへそ皿で、

底部中央には焼成後の穿孔がある。色調は灰白色を呈し、胎土には砂粒を少量含む。10は体部が直立

気味に立ち上がり、口縁端部を丸くおさめる。底部外面にはハケ状工具の痕跡がある。色調は淡い橙

色で、胎土には砂粒を多く含む。11は東播系須恵器のこね鉢である。以上は11が古相を示すが、他は

14世紀後半に属するものであろう。

このほかにも検出された土塘の出土遺物も含めて、14世紀後半に収まるSK516から15世紀中葉まで

存続したSD505までの期間を本層準の遺構の時期と把握することができよう。

以下にそのおもな遺構を記述する。出土遺物はSK516からSD505の範噴に収まるため、図化はし

ていない。

SK507は調査区西部に位置する土壊で、東西3.2m,南北2.5m,深さ1.2mである。埋土は上部が黒

褐色(10YR3/2)細礫混りシルト質細粒～粗粒砂、下部が暗褐色(10YR3/4)細礫混りシルト質細粒～

粗粒砂で地山層の偽礫を含む加工時形成層である。出土遺物には土師器皿・大皿・羽釜、瓦器椀など

がある。

20帥

18

1:4

30ω

1:6

19

図9 第5c層上面遺構出土遺物実測図

SK516(8～11)、SD505(12～19)
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図10 地層出土遺物実測図

第5c層(20-33)、第5b層(34-44)、機械掘削後清掃中(45)
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SK515は東西3.3m,南北2.0m,深さ0.05mで、後述の第5b層上面で検出したSK504に壊されている。

埋土はわずかに細礫が混じる黒褐色(10YR3/2)中粒砂質シルトである。出土遺物には土師器皿、須恵

器亮・こね鉢、瓦器椀、中国産白磁碗などがある。

SK517はSK507の北に接して位置し、南北1.4m,東西1.3m,深さ0.4mで、埋土は上部が灰黄褐色

(10YR4/2)細礫混りシルト質細粒～中粒砂、下部が暗褐色(10YR3/3)シルト質細粒～粗粒砂で地山

層の偽礫を含む加工時形成層である。

SK523はSD505の北側に位置し、東西2.2m,南北2.0m,深さ0.2mで、埋土は上部がにぶい黄褐色

(10YR4/3)細～中礫混り細粒砂質シルト、中部が灰黄褐色(10YR4/2)細礫混り細粒砂質シルト、下

部が黒褐色～灰黄褐色(10YR3.5/2)シルト質細粒砂で地山層の偽礫を含んでいる。中部が機能時堆積

層、下部が加工時形成層に対比されよう。出土遺物には土師器皿、東播系須恵器こね鉢、黒色土器B

類椀、瓦器椀、青磁碗、平瓦などがある。

これらの遺構は、数 m程度の大きさで、浅 く掘られた形状に共通性がある。SK523では機能時堆積

層が認められ、他の遺構も開口する時期があったものと考えられよう。

e.第5b層出土遺物(15世紀後葉～16世紀前葉:図10)

本層掘削時に出土したおもな遺物には以下のものがある。

34～38は土師器である。34は内面にハケ調整を施す皿である。35は底部が平坦な皿で、口縁部は直

線的に広がる。36はやや深い皿状の器形で器壁が厚く、調整が粗雑である。色調は橙色で、胎土に砂

粒を多く含む。37は高台を有する大型の皿で、外面には粘土紐の痕跡が明瞭である。二次的に火を受

けている。38は高杯で、京都系の白色土器である。同様の資料は、13世紀後半の住吉行宮跡出土遺物

にみえ[市川創20131、今回の資料もこれと同時期とみられる。39は瓦質土器火鉢で、いわゆる奈良火

鉢である。口縁部は輪花状で、外面に菊花の刻印を有する。40は中国産青白磁の碗で、底部内面に印

花文を施す。41は古瀬戸の合子蓋である。つまみとその周囲に菊花の印刻を施す。42は備前焼の捕鉢

である。43は蓮華文軒丸瓦で、荘厳浄土寺境内遺跡出土のMR型式に類似するが[大阪市文化財協会

20041、被熱しているため、同一文様を確認できなかった。44は滑石製石鍋である。以上は一部に13

～14世紀代に遡るものを含むが、土師器皿や備前焼は15世紀後葉～16世紀前葉に属するものであろう。

このほか、重機掘削中に出土した45があるが、SD508上層出土遺物の可能性があるため、後述する。

f.第5b層上面遺構(16世紀前葉以降:図7～14・写真1・2、図版2・3)

本層上面では徳川期幕末に下る井戸1基、豊臣後期ないし徳川初期の土塘1基、時期不詳の小穴1

基のほか、16世紀前半ないし前～中葉に遡る堀1条、土壇1基を検出した。

以下、古い順に記述する。

SD508は調査区の東部で検出された南北に方位を揃えた大規模な溝で、堀 と呼んでよいものであろ

う。東側の上端は調査区外にあるため、幅 は未確認であるが5m以上になろう。深 さは2.2mである。

西側の立ち上がりでは、中位よりやや上で幅0.5mのテラス状となる平坦面がある。また、堀の方向に

直交して、底 を掘り残して作り出した幅0.3m,高さ0.2mの畝状の高まりが1条認められた。前述の

とおり、壁面が崩壊して詳細な記録を残しえなかったが、幅0.3m,高さ0.2m程度の規模で、位置は
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図11 SD508下層遺物実測図①
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口 :被熱による変色

20cm

1:4

図12 SD508下層遺物実測図②

およそ平面図に示した場所である。規模が小さいため畝堀・障子堀に類似するものとは考え難く、そ

の目的は不明である。埋 土は上下に大別され、下部は滞水状態で堆積した暗色化したシルトないし砂

礫を主体とし、上 部はにぶい黄褐色細～中礫混り極粗粒砂質シルトを主体とする埋めた土である。以

下に記すとおり、下部からは16世紀前半ないし16世紀前～中葉、上部からは16世紀中～後葉の大坂本

願寺期で、豊 臣前期直前段階までの遺物が出土している。これらの特徴として中国産磁器・国産陶器

が含まれること、土 師器皿が非常に多いこと、木 簡など文字資料が存在すること、合 子・風炉など一

般の集落に見られない器種が含まれることなどがあげられ、これらを廃棄した使用者が特殊な階層で

あったと推測される。また、SD508以西には同時期の顕著な遺構が認められないため、堀 の東側に居

住空間が想定される。これらのことから、SD508は住吉行宮跡に想定されている津守氏の居館の西側

を区画する堀であった可能性が考えられる。

SD508の出土遺物総量は、コンテナバットで約20箱におよぶ。中国産磁器・国産陶器および土器類

が15箱で、 うちほぼ半量が土師器皿である。このほか木製品が4箱、貝 ・動物骨・金属製品が合わせ

て1箱分出土している。また、下 層からの出土遺物量が上層をやや上回っている。46～91は下層から

出土した。46～71は土師器皿である。46～48は口縁部にやや強めのヨコナデを施し、端部を外反気味
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図13 SD508上層遺物実測図①
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137

図14 SD508上層遺物実測図②

に仕上げるもので、底部はユビオサエする。47の底部はユビオサエのほかに、板状工具の痕跡が残る。

以上は色調が黄灰～にぶい橙色を呈し、胎土に砂粒を多く含む。50～55は器高が低く扁平で、口縁端

部を軽くヨコナデして内湾させる。すべて内面をハケによって調整する。色調は黒灰～にぶい橙色を

呈し、焼成はおおむね堅緻で、51・55は瓦質焼成に近い。胎土には少量の砂粒を含む。これと類似し

た皿は堺環濠都市遺跡で多く出土するほか[土山健史19891、苅田4丁目所在遺跡SD302[大阪市文化

財協会2008]でも出土例がある。56～71は京都の系譜を引くとみられる皿である。56～60はいわゆる
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へそ皿で、底 部中央を窪ませる。色調は56が灰白色を呈するほかは灰黄色で、胎土は少量の砂粒を含

み、精良である。61～69は底部が平坦で、内面は底部と体部の境をナデによって凹線状に窪ませている。

口径は3種に細分される。70・71は底部が平坦で、底部と体部との境に明瞭な段を有する。口縁部か

ら内面にかけては丁寧なヨコナデ調整で、外 面下半をユビオサエする。色調は灰白色を呈し、底部中

央に特徴的な黒斑を有する。胎土はとくに精良である。以上2点は調整・焼成・胎 土の特徴が56～69

と明らかに異なる。72は分厚い皿状の器形で、底 部内面から外面へ刺突による円孔を2箇所開けてい

る。内外面は底部外面が無調整であるほかは、丁 寧なナデ調整を施している。色調は暗灰黄色で、胎

土には砂粒を多く含む。73は焙烙である。74～79は瓦質土器である。75は捕鉢で、口縁部は幅広である。

74・76・77はヘラミガキ調整を施し、精 良な胎土を有するもので、いわゆる奈良火鉢の系譜に属する。

74は浅鉢、76は鉢、77は風炉である。78・79はミニチュアの捕鉢と釜である。80は中国産青磁碗である。

81は中国産白磁皿で、口縁部が外反する。82～84は中国産青花である。82は碁笥底の皿である。83・

84は口縁部が直線的に広がる碗である。83は高台が高く、高台内まで施釉する。口縁部外面は波濤文、

体部外面は唐草文、底 部内面は花文を施す。84は口縁部外面に雷文を施す。85・86は瀬戸美濃焼で、

85は灰釉の丸碗、86は捕鉢である。87・88は漆器で、87は内面朱、外面黒地に朱絵の皿、88は内外

面とも黒漆に朱絵の椀である。89は糟羽口である。90・91は軒平瓦である。瓦当文様は90が唐草文、

91は連珠文である。

92～137はSD508上層から出土した。92～123は土師器である。92～117は皿である。92は高台の

付く耳皿で、色調は淡い橙色を呈し、胎 土には砂粒を多く含 む。93は器高が低く、底 部内面の凹凸が

著しい。底部外面にはハケ状工具の調整痕が残る。色調は淡い橙色を呈し、胎土には砂粒を多く含む。

94は口縁部にやや強いヨコナデを施して内側へつまみ上げ、体 部から底部外面はユビオサエする。95

は器壁が厚く、口縁部および内面を雑にヨコナデして仕上げる。焼 成は瓦質に近く、胎 土には砂粒を

多く含 む。96～99は下層出土の50～55と同様に内面をハケで調整する。101～117は京都の系譜を引

く皿である。100～103はいわゆるへそ皿である。104～114は底部が平坦で、内面は底部と体部の境

をナデによって凹線状に窪ませている。なかでも104・108・109・111はナデによって底部中央付近

が円形に盛り上 り、110は内面の凹線が不明瞭である。これら以外は底部中央付近よりも外側に明瞭

な凹線が見られる。115・116は下層出土の70・71と同様に底部中央に黒斑を有する特徴を持ち、調

整が丁寧で、胎 土は精良である。117は外面に判読不能の墨書を有する。このほか、機械掘削後の清

掃中に出土した図10-45もSD508上層から出土した可能性が高い。45は口径24.Ocmの大型品で、口

縁端部を軽くつまんで内湾させている。色調は灰白色で、調整は丁寧である。118・119は分厚い皿状で、

下層出土の72と同一器形である。円孔を有する119と有さない118とがある。120は外面に粘土紐の接

合痕跡が顕著な大皿である。121・122は羽釜、123は捕鉢である。124～126は瓦質土器で、いずれも

丁寧なヘラミガキを施し、胎土は精良である。124・125は鉢、126は風炉である。127～129は中国産

青花である。127・128は碗である。127は外面下半に芭蕉葉文、内面に蓮花文を施す。128は饅頭芯で、

高台内に「富貴長(人に丙 :命の異体字か)」の銘を有する。体部外面には唐草文の印刻がある。129は

皿で、高台内に花唐草文を描く。130・131は瀬戸美濃焼である。130は灰釉を施す小碗とみられる。
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写真 1 柄付 きアカニシ

131は天目碗で、口縁部に覆輪が残る。132は備前焼捕鉢である。133

は唐草文軒平瓦である。134～136は木製品である。134は頭部に剖込

みを入れた荷札木簡で、片面のみに墨書されているが、現在のところ

判読しえない。135は呪符木簡で、表に「(蘇民)将来之子孫住宅右也」、

裏に倒置で「八九七十二」と記す。136は黒漆塗りで、断面が長楕円形

の棒状品である。上部に刀身の茎を差し込んだとみられる刺り抜きが

あり、上端外面に別の部品を装着した痕跡があることから、刀剣類の

柄とみられる。形状の特徴からは、馬の脚をはらう長巻の柄である可

能性が考えられるが、断定はできない(註1)。137は薄い板状の金属

製品である。

SD508出土遺物は、下層・上層ともに、器種構成では少量の中国産磁器・国産陶器を含む以外の大

部分を土師器、なかでも皿が多いという点は類似している。土師器皿は在地系とみられる灰黄褐色か

ら橙色を呈し胎土の粗いものと、堺 などに類例のある瓦質土器の系譜を引くものがあるのに加え、京

都の系譜を引くものには、へそ皿の一群、底部と体部の境の内面に凹線を持つ一群、調整が丁寧かっ

胎土が精良で、底部中央に黒斑を有する他と異なる一群がある。なお、図示した在地系とみられる皿

の中には、より古い時代のものを含む可能性がある。また、出土した皿の多くは灯火具に転用されて

いる。さて、出土遺物の年代についてみると、土師器では京都系とみられる皿の法量は下層に比べて

上層のものが口径・器高ともに縮小し、上層出土の皿は、底部内面の凹線が下層より明瞭である。捕

鉢の調整も上層では退化が著しい。一方で、下層出土の焙烙は、口縁端部が直立気味で、外折するも

のよりも新しい特徴を持つ。また、中国産青花では、下層出土の碗が小野正敏氏による分類のD群の

みであるのに対し、上層出土の碗にはE群が含まれている[小野正敏19821。以上のことから、下層出

土遺物がST95-9次調査の16世紀前半の資料[佐藤隆1996]と同時期かやや新しい16世紀前～中葉、

上層出土遺物が16世紀中～後葉の大坂本願寺期で、豊臣前期直前段階までと考えておきたい。

このほかにSD508からは、調理器具や箸・人形などの木製品(図版3)・動物骨・貝・植物遺休が出

土している。貝類には、棒状の柄が付いたアカニシ138(写真1)をはじめ、調理痕跡を有するものを

含むアカニシ7個体のほか、サザエ・ハマグリ・サルボウがあった(註2)。柄付きのアカニシは、東

京都葛西城跡・汐留遺跡・丸の内三丁目遺跡、大阪府大坂城跡・堺環濠都市遺跡など、全国でも十数

例の出土例が確認されているのみである[池田2006・20071o これらの多くは殻高100mm以上の大型の

アカニシに、拳で握ることができる程度の短い棒が差し込まれたもので、16世紀後半から17世紀代を

中心に、城や武家屋敷、寺社の堀などから出土している。

その用途については、調理のために柄が差し込まれたと

するものや、貝杓子、イイダコ壺、酒を温める容器、灯

火具など諸説がある。

また、植物遺体はウリ科の種子とみられるもののほか、

下層で出土したマメ科ウマゴヤシ属の果実がある(写真 写真 2 ウマ ゴヤシ属の果実
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2)。ウマゴヤシ(首着:和名馬肥し)については、 これまで文献史料から江戸時代初期までに牧草と

して輸入され、帰化した植物とされてきたが、今回資料の年代はこれよりも遡るものであり、貴重な

出土例といえよう(註3)。

SK504はSE501の東側にあり、平 面は長さ2.5m,幅1.5m,深さ0.2mである。埋 土は暗褐色細礫混

り細粒砂質シルトで、土師器皿・羽釜、瓦器椀のほか、丹波焼捕鉢(1本摺目)など16世紀初頭の遺物

が出土しているが、本 層準で検出されたことから16世紀前葉に下るものと考えておく。

SK502はSE501の南側に接する土塘で、平面は南北1.8m以上、幅1.4mの長方形で、深 さ0.3mであ

る。埋土は暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～極粗粒砂を主体とし、炭 ・焼土・地山層の偽礫を含む埋

めた土である。出土遺物には肥前陶器壺・皿 ・瓶、備前焼亮・捕鉢など豊臣後期の遺物のほか、東 播

系須恵器こね鉢、瓦器椀など中世遺物のほか、古 代と思われる須恵器などがある。

SE501は直径2.6mの素掘りの井戸で、深 さ1.Omまで掘削し、それ以深は未完掘である。埋 土から

は幕末頃の陶磁器が出土したため、本 来の掘込み層準は第2層ないし第1層と考えられる。

SP503は直径0.5m,深さ0.2mの小穴で、瓦質土器尭底部が出土した。重 機による掘削のため上半

が欠失したが、もとは完形でSP503に設置した可能性も考えられる。亮の詳細な時期は不詳であるが、

検出面から16世紀前葉以降と考えられる。

(註)

1)長崎市教育委員会扇浦正義氏からご教示をいただいた。

2)土佐市教育委員会池田研氏からご教示をいただいた。

3)ウマゴヤシに関連する同定およびご教示は、大阪市立自然史博物館塚腰実主任学芸員・横川昌史学芸員に

よる。

3)まとめ

本調査地では、従来の調査ではあまり情報量の多くなかった室町時代～戦国時代(本願寺期)の14～

16世紀にわたる多くの遺構・遺物を得ることができた点が特筆される。その時期的な変遷から、16世

紀前葉頃の第5b層上面遺構の成立時期に大きな画期が認められる。

それ以前は調査区全体にわたって土壊や溝、 柱穴を含むとみ られる小穴群が存在していたが、

SD508の出現で顕著な遺構は見られなくなり、SD508で画された調査地東側に居住域が想定されるよ

うになる。SD508の規模からは防御的な要素が推測され、当該期に居住域の性格が大きく変容したこ

とが窺える。その後、SD508は本願寺期には廃絶され、調査地には顕著な遺構は認められなくなるこ

とから、その構造が再び大きく変化したと考えられる。冒頭で述べたSN98-5次調査地で見つかっ

た同時期の正東西の溝も、同 じ居住域に伴う可能性が考えられる。

こうした変遷をたどる施設としては、津 守氏の正印殿を中心とした居館が該当する可能性が高く、

その構造を明らかにする重要な遺構が本遺跡には残されているといえよう。
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第6層上面遺構

完掘状況

(北西から)

SD505掘削状況

(南東から)

SK515断面

(東から)
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第5b層上面遺構

完掘状況

(北西から)

SD508掘削作業状況

(北西から)

SD508断面

(北から)
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食膳・調理具
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人形(左上2点)
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東住吉区公園南矢田三丁目14-1における建設工事に伴う

難波大道跡発掘調査(ND16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市東住吉区公園南矢田3丁 目14-1

調査 面 積 70箱

調査 期 間 平成28年8月16日～8月22日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長 高橋工、大庭重信
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は古代における古道の存在が推定されている難波大道跡に当り、古 代の大道側溝跡が検出さ

れた大和川今池遺跡よりも約800m北側に位置する。また、西 側には中世鋳物師関連遺構が分布する

苅田4丁目所在遺跡が隣接している(図1)。これまで行われた苅田4丁 目所在遺跡の調査では、集 落

の形成が14世紀代に遡り、15世紀前半には鉄鋳物生産が開始され、Ⅰ5世紀後半～16世紀初頭に最盛

期を迎えたことが判明している[大阪市文化財協会2004・20081o 特にKLO6-1次調査地では、溝 や

堀によって区画された範囲内で多くの鋳造関連遺構・遺物が検出されており、工 房施設の中核がこの

付近にあったことが推測されている。また、今 回の調査地西隣で行われたKLO9-1次調査でも、15

世紀を中心とした時期の鋳造関連遺物や区画施設とみられる溝が見つかっている[大阪文化財研究所

2011」。

当地で大阪市教育委員会が行った試掘調査で、地表下約0.7m以下の深さで中世以前の遺構面および

遺物包含層が検出され、調査を実施することとなった。

調査は平成28年8月16日から開始した。まず、敷地内の西北部に東西7 m,南北10mの調査区を設

け(図2)、現 代の盛土および作土を重機で掘削し、地 山上で遺構の検出作業および記録を行った。8

月22日には現地での記録作業を終え、調査を完了した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○と記した。

2)調査の結果

し1寵-437801-43,7701-43,7601 Y-43,7501
r1

200m

一155.190

0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

20
 

 

 

 

 

 

 

0

氏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

5,000

図1 調査地位置図 調査区配置図
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第0層

第1層

1)層序

第4層

図3 地層と遺構の関係

調査地の標高はTP+8.8m前後とほぼ平坦であり、現地
表下。.8

mまでの地層を第0～3層に区分した(図3・4)。

第0層:現代の盛土層で、層厚は30cmある。

第1層:暗灰黄色礫混り細粒砂質シルトからなる作
土層で、

層厚は10cmある。上面に植物遺体の薄層が見られ、第0層で
直

接覆われていたことから、現代の盛土直前まで使用さ
れてぃた

TP*9.0m

一43,760       -43,758 -43,756      Y-43,754\

1:80

図4 北壁 東壁地層断面図および遺構平面図

『

1
+
o
o
3
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作土と判断される。

第2層 :にぶい黄色礫混り粘土からなる作土層で、第 3層上面で検出した南北方向の鋤溝埋土とし

て遺存していた。遺物は出土していないが、近世～近代のものと考えられる。

第3層 :黒褐色～暗灰黄色粘土からなる暗色帯で、調査区南東隅に分布する。層厚は最大で20cmあ

る。本 層上面や本層内からの乾痕が顕著に認められる。遺物は出土しておらず、KLO9- 1次調査で

縄文時代以降の地層とされた第5層に対比される[大阪文化財研究所2011]。

第4層 :黄灰色粘土からなる段丘構成層で、層厚30cmまで確認した。上面からの乾痕が顕著に認め

られる。

ii遺構と遺物

第4層上面で遺構検出作業を行い、土壊および小穴を検出した(図4)。

土塘は長軸2.Om前後、短軸0.5m前後と南北に細長いSKOI - 04 - 12 - 27、長軸1.0 ～l.8m1 短軸0.5

TP+8.5m TP+8.5m

SKO2 SKOI
SKO4

十B.0m
+8.0m

1:オリーブ褐色(2.5Y 4/4)細粒～中粒砂混り粘土
2 オリーブ褐色(2.5Y 4/3)細粒砂～礫混り粘土

1:暗灰黄色(2 5Y5/2)細粒砂～礫温り枯土(炭粒含む)
2 暗灰黄色(25Y4/2)細粒砂～礫混り粘土偽礫

TP+8.5m TP+8.5m

SK13 SK15

十8.0m ー -゚ -1 3     +8.0m

:灰黄褐色(10YR5/2)細粒～中粒砂混り粘土 1:オリーブ褐色(25Y4/3)
2,暗灰黄色(25Y4/2)
3 餡゚灰111色(25Y5/2)

TP+8.5m TP+8.5m

SK26
SK27

十8.0m

暗灰黄色(25Y4/2)砂礫混り粘土(偽礫含む)
:哨灰rA位(25Y4/2)砂礫混り粘土(炭粒含む)

E

+8.0m

1:オリーブ褐色(25Y 4/3)砂礫況り粘土
2:仄黄褐色(10YR4/2)細粒～中粒砂混り粘土+粘土偽礫
3 黒褐色(10YR3/1)粘土偽礫

1m

1:20

図5 遺構断面図
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図6 遺構出土遺物          調査区全域に分布しており、南 北方向に

0.2mのもの力吠 半で、SK27は0.4mあった。埋土は暗灰黄色ないしはオリーブ褐色の砂礫混り粘土で、

下半に第3 ・4層に由来する粘土偽礫を含むという共通性がある(図5

小穴は調査区の中央南半で検出したSP20・28・29がある。平面は1辺0.lm前後の隅丸方形で、南

北に1.4～1.5m間隔で並ぶ。深 さがO.lm未満で浅く、柱 痕跡は確認できなかったが、配置から南北方

向の柱列になる可能性がある

これらの土壇・小穴内からは、土 師器・瓦器・瓦質土器などの土器類や、炉 壁やスラグ、鋳 型とみ

られる細片が出土する。小 片のため復元口・底径は誤差があるが、1～4を図化した(図6)。1・2

はSK01から出土した土師器皿、3はSK13から出土した瓦器皿、4はSKO4から出土した備前焼壺で

ある。14～15世紀代のものと考えられ、苅田4丁 目所在遺跡で鋳物生産が行われた時期と重なる

3)まとめ

今回の調査では、土塘・小穴など集落と関連する14～15世紀代の遺構を検出した。遺構埋土には炉

壁やスラグ、鋳 型とみられる細片が出土することから、西側の苅田4丁目所在遺跡で見つかっている

鋳物生産を行う集落と一連のものであろう。調査地は推定難波大道のほぼ中央に当り、 ここに古代の

大道が通っていたならば、中世後半には認識されなくなり、集落域の一部になったと考えられる。

引用・参考文献

大阪市文化財協会2004、『苅田4丁目所在遺跡発掘謂査報告』

大阪市文化財協会2008、『苅田4丁目所在遺跡発掘調査報告』Ⅱ

大阪文化財研究所2011,『苅田4丁目所在遺跡発掘調査報告』Ⅲ
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調査区東壁地層断面

(南西から)

調査区全景

(南から)

SK15断面

(南から)



東住吉区駒川一丁目30-3他 における建設工事に伴う

田辺廃寺発掘調査(TB16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市東住吉区駒川1丁目30-3他

調査 面 積 70ボ

調査 期 間 平成29年2月21日～2月28日

調査 主 休 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長高橋工、櫻田小百合
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1)調査 に至る経緯と経 過

調査地は古代寺院の推定地である田辺廃寺の東部に位置する(図1)。田辺廃寺は桑津遺跡の南西部

にあたり、遺跡中心部では1925年に行われた土採り工事によって多量の瓦が出土している。周辺の調

としてはKW81-1次・KW87-20次・KW91-18・KW91-26次、KW94-23次、KWO5-3次、

KWIO-1次調査があげられる。このうち田辺廃寺に係わる調査成果としては、KW87-20次調査で

奈良時代の正南北方向の大溝が2条検出されている。また、KW88-21次・KW91-18次調査では軒

瓦が出土しており[大阪市文化財協会1998]、複 弁蓮華文軒丸瓦は田辺廃寺の創建瓦の可能性が高いと

されている[宮本佐知子・佐藤隆1996]o このほかKWIO-1次調査では飛鳥時代の掘立柱建物が検出

されており[大阪市教育委員会・大阪文化財研究所2012]、KW91-18次調査では飛鳥Ⅳ～平城工の時

期の井戸が検出されている[大阪市文化財協会1998]。

今回の調査は、建設工事に先立ち、平 成28年12月1日に大阪市教育委員会により試掘調査が実施さ

れ、中世以前の遺構面と遺物が確認されたため本調査を実施することとなった。

調査は平成29年2月21日に着手した。東西10m1 南北7mの調査区を、土置き場の都合により、東

側6m (E区)と西側4m (W区)に分けて調査を行った(図2)。第 0層および第1層を重機により掘

削し、地山である第2層上面で遺構の検出を行い、実測図の作成および写真撮影による記録作業を行っ

た。

なお、今 回の調査で使用した基準点はMagellan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位

は世界測地系に基づく座標北を基準とした。また、標 高はT.P.値(東京湾平均海面値)を用い、本 文お

よび図中ではTP+○mと表記した。

Y-43.150

発151:5pO

Y-43,1301

査区  試掘トレンチ

5,000

200m

図1 調査 地位 置 図 図2 調査区位置図
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北壁 断面 M

遺構
4.炭・中～細礫をわずかに含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質細粒砂

SKO8

5、巾～,Wll礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂

6 シルト質細粒砂偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)中礫～細粒砂

SKO4

7゜中～細礫・シルト質細粒砂偽礫を含む黄褐色(;. 5Y5/6)粗粒砂

8 にぶい黄色(25Y6/4)粗粒～中粒砂

9 暗灰黄色(2 5Y5/2)シルト
10 にぶい黄色(2.5Y6/4)租粒～中粒砂
1ド 暗灰黄色(2 5Y5/2)シルト

12:粗粒～中粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(2 5Y4/3)シルト質細粒砂

13:灰黄色(2 5Y6/2)シルト

14゛中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(25Y6/3)4且粒～中粒砂

-へ) ゜ TP+4.5m

中～細礫を含むオリーブ褐色(2.5Y4/3)細粒～極細粒砂質シルト
中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリープ褐色(2.5Y4/3)粗粒～中粒砂

SKO3

17 中～細礫をわずかに含む黄褐色(2 5Y5/3)細粒～極細粒砂質シルト

18:中～細礫・檎細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)シルト質細粒砂

19:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む黄褐色(2 5Y5/3)Ⅷ粒～極細粒砂質シルト

20:にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂

2P 中粒砂偽礫を含むlI1褐色(2 5Y5/3)極細粒砂fτシルト
22.中～細礫・細粒砂偽礫をわずかに含む黄褐色(2.5Y5/3)シルト質細粒砂

23:中～細礫をわずかに含む黄褐色(2 5Y5/3)シルト質細粒砂
24゛中～細礫・中粒砂偽礫を含むオリーブ褐色(25Y4/3)細粒砂質シル ト

25 中～細礫・細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質細粒砂

26.中粒～細粒砂偽礫を含む暗灰黄色(25Y4/2)シルト質細粒砂

第2層

27:浅黄色(25Y7/4)・明黄褐色(2 5Y6/6)中粒～細粒砂

28:にぶい黄色(2.5Y6/4)中礫～細粒砂

南壁 断面

1:中～細礫をわずかに含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト

SK12
TP+4.5m

+4.0m

SK12

2゛中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2 5Y6/3)中粒砂

SKIO

3 中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む黒褐色(25Y3/1)シルト質中粒～細粒砂
4 灰黄掲色(10YR5/2)シルト
5:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)極粗粒～中粒砂
6:中～細礫・細粒砂質シルト偽礫をにぶい黄色(2.5Y6/4)租粒～中粒砂 (加工時形成層)
7:細礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)粗粒～中粒砂 (加工時形成層)

SKII

8:中～細礫を多く含む黄褐色(2 5Y5/3)粗粒～中粒砂
9.中～細礫を含むにぶい黄色(2 5Y6/3)中粒～細粒砂
10:暗灰黄色(25Y4/2)シルト
11 中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)粗粒～細粒砂
12 大～細礫を含む黄褐色(25Y5/4)粗粒～中粒砂
13:中～細礫・枠細粒砂質シルト偽礫を會む灰t11掲色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
14:灰黄褐色(10YR5/2)シルト
15:中～細礫をわずかに含む浅黄色(25Y7/4)中粒～細粒砂
16 中～細礫を含む黄褐色(2 5Y5/3)極粗粒～中粒砂
17 中～細礫・第2層偽礫を含むにぶい黄色(25Y6/4)粗粒～細粒砂
18.中～細礫を含む浅黄色(25Y7/4)極粗粒～細粒砂 (加工時形成層)

SKO5
19 中゙～細礫・租粒～細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR6/2)シルト質細粒砂
20-中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト
21 中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
22:中～細礫・オII粒～中粒砂偽礫・枠細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい;(,褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト
23:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含むにぶい黄橙色(10YR6/3)細粒～極細粒砂質シルト
24:中～細礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
25:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫を含む灰黄褐色(10YR5/2)細粒～極細粒砂質シルト
26.シルト質細粒砂偽礫を含む浅黄色(2 5Y7/4)粗粒～細粒砂
27゜中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰白色(10YR7/2)粗粒～中粒砂
28,中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰白色(10YR8/1)粗粒～細粒砂 (加工時形成層)

SKO6

29,極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)シルト質細粒砂
30 褐色(10YR4/4)細粒～極細粒砂質シルト
31:極細粒砂質シルト偽礫・粗粒～中粒砂偽礫を含む褐灰色(10YR4/1)細粒～極細粒砂質シルト
32:細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄色(2 5Y6/3)粗粒～中粒砂
33:極細粒砂質シルト偽礫・オ11粒～中粒砂偽礫を含む灰莢褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シル ト (加工時形成11.11)
34:中～細礫・シルト質細粒砂偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR5/3)粗粒～中粒砂 (加工時形成層)

第2層                              〇
35:浅黄色(2.5Y7/4)極粗粒～細粒砂
36:中～細礫を含む灰白色(5Y8/1)粗粒～中粒砂                  1:50

図3 北壁 ・南 壁地層断面図
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TP+5.0m

遺構 、一.
1 /へ ・

第2層  \1

ゝ 一゚一一一一 一.一一,」 二一=I-; 8 第2層

第1層
1 :にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト

2m

SKOI

2:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含暗褐色(10YR3/4)細粒～極細粒砂質シルト
3:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト
4:にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト
5:にぶい黄橙色(10YR6/3)粗粒～中粒砂
6:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)シルト質細粒砂
7:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)極細粒砂質シルト
8:黄褐色(2.5Y5/4)粗粒～中粒砂
9:中～細礫をわずかに含む灰黄褐色(10YR4/2)極細粒砂質シルト
10:極細粒砂質シルト偽礫・中粒砂偽礫を含む黒褐色(10YR3/2)細粒～極細粒砂質シルト (加工時形成層)

遺構
11:炭・中～細礫をわずかに含む灰黄褐色(10YR5/2)シルト質細粒砂

1:50

SKO2

12:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫・極細粒砂質シルト偽礫・シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
13:極細粒砂質シルト偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト
14:灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
15:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
16:中～細礫を含む黄灰色(2.5Y4/1)中粒～細粒砂質シルト
17:極細粒砂質シルト偽礫を含む灰灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト
18:第2層偽礫を含む灰黄褐色(10YR4/2)細粒～極細粒砂質シルト (加工時形成層)
19:第2層偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト (加工時形成層)

SKO6
20:極細粒砂質シルト偽礫を含む仄黄褐色(10YR4/2)シルト質細粒砂
21:極細粒砂質シルト偽礫・粗粒～中粒砂偽礫を含むにぶい黄褐色(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト

第2層
22:浅黄色(2.5Y7/3)極粗粒～粗粒砂
23:中～細礫を含む明黄褐色(2.5Y6/6)粗粒～中粒砂
24:浅黄色(2.5Y7/4)中粒砂
25:中～細礫を含む灰白色(5Y7/1)粗粒～中粒砂

図4 東壁地層断面図

NTP+5.Dm

第0層

第11ia/,1
1:中～細礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質細粒砂

+4.0m

SKO9

2:中～細礫・中粒～細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)細粒～極細粒砂質シルト
3:中～細礫・中粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト質中粒～細粒砂
4:シルト質細粒砂偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂
5:シルト質中粒～細粒砂偽礫を含むにぶい黄色(2.5Y6/3)粗粒～中粒砂 (加工時形成層)

SKIO

6:シルト質中粒～細粒砂偽礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む灰黄色(2.5Y7/2)中粒砂
7:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト質中粒～細粒砂
8:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫・シルト偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)細粒～極細粒砂質シルト
9:中～細礫・中粒砂偽礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)中粒～細粒砂質シルト
10:中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)細粒砂質シルト
11:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む黄褐色(2.5Y5/3)粗粒～中粒砂
12:中～細礫・細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む莢掲色(2.5Y5/3)利粒～中粒砂
13:シルト質粗粒～中粒砂偽礫・シルト質中粒～細粒砂偽礫を含む灰黄色(2.5Y7/2)極粗粒～中粒砂

第2層
14:明黄褐企(2.5Y6/8)・浅莢仏(2.5Y7/3)極利粒～中粒砂
15:灰白色(2.5Y8/1)・明黄褐色(10YR6/8)粗粒～細粒砂
16:中～細礫を含む灰白位(5Y8/1)わずかにシルト質極羽)粒～細粒砂

図5 西壁地層断面図
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2)調査の結果

1)層序(図3～5、図版上)

調査地の標高はTP+4.8m前後でほぼ平坦である。

第0層は、現代の整地層で層厚は27～62cmである。

第1層は、中～細礫をわずかに含むオリーブ褐色(2.5Y 4/3)・灰黄褐色(10YR4/2)・にぶい黄褐色

(10YR4/3)細粒～極細粒砂質シルト、シルト質細粒砂を主とする地層である。後述する近世の土採り

穴の埋土と岩相が類似することから近世の整地層と推定される。

第2層は、 明黄褐色(10YR6/8・2.5Y6/8・6/6)・浅黄色(2.5Y7/4・7/3)・灰白色(2.5Y8/1・

5 Y8/1・7/1)極粗粒～細粒砂からなる台地の構成層である。層厚は84cm以上である。

11)遺構と遺物(図6～8、図版中・下)

第2層上面でSK01～06・08～13を検出した。

SK01～06・08～11・13は一辺1.5～4mの方形に近い形状で、深さは0.6～0.8m前後と近い深さで

掘られている。重複しないように計画的に掘られていることから、土採り穴と推定される。これらの

遺構埋土からは、土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・瓦器・青磁・常滑焼・肥前陶器とみられる

小片、瓦、石器が出土している。肥前陶器と近世の瓦が含まれることから、遺構の年代は近世以降と

考えられる。

1は緑釉陶器の皿で、高台は貼り付け高台である。2は瓦器椀の底部で、高台は断面三角形で比較

的高さがあることから12世紀に属するとみられる。3は瓦質土器の尭の口縁部で、端部を外側に折り

返す形態である。14～15世紀に属するものとみられる。4～6は複弁蓮華文軒丸瓦である。瓦当面は

複弁の中央部が盛り上がる形状である。焼成は、4・5は軟質で、6は良好で硬質である。7～10は

平瓦で、凹面には布目が残り、 7は凸面に格子目タタキ、8～10は凸面に縄目タタキが残る。11・12

は丸瓦で、いずれも凹面には布目が残る。12の凸面には縄目タタキをナデ消している痕跡が認められ

る。

SK12はこれら土採り穴が埋められた後

の遺構である。東西1.l8m,南北2.04m以上、

深さ0.l5mの浅い土塘である。須恵器、土

師器の小片が出土している。

3)まとめ

今回の調査では近世の土採り穴が複数確

認された。古代の遺構は確認できなかった

が、田辺廃寺に使用された可能性のある複

弁蓮華文軒丸瓦が出土した。断片的ではあ

るが田辺廃寺にかかわる資料を得ることが

E

SKO8

TP+4.0m

+3.5m

1:40

1 :中～細礫・極細粒砂質シルト偽礫を含む

暗褐色(10YR3/3)粗粒～細粒砂質シルト

2:中礫・粗粒～中粒砂偽礫を含む

暗褐色(10YR3/3)シルト質中粒～細粒砂

3:にぶい黄橙色(10YR6/4)シルト (機能時堆積層)
4:細粒～極細粒砂質シルト偽礫を含む

にぶい黄色(2.5Y6/4)粗粒～中粒砂 (加工時形成層)

5:にぶい黄橙色(10YR6/3)粗粒～中粒砂 [第2層]

図6 SKO8断 面 図
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図8 出土遺物実測図

SK01・02(1)、SKO3(2・4)、SKO4( 6・7・10)、SK05(5・8・9・11)、SKO8(3・12)
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できた。今 後の調査 により田辺廃寺の実態が明らか になってい くこ とを期待 したい。
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平野区流町三丁目12-4における建設工事に伴う
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は中～近世の集落遺跡である平野環濠都市遺跡の南部に位置する(図1)。宝暦13(1763)年「摂

州平野大絵図」と照合すると、当時の環濠南端の出入口「流口」の外側隣接地にあたる。

当該地で大阪市教育委員会が行った試掘調査では、地表下約0.5m以下の深さで本格的な発掘調査を

必要とする中～近世の遺構面および遺物包含層が検出された。今回の調査は、こうした地層の年代や

遺構・遺物の分布状況など、この地域の歴史的変遷の基礎資料を得ることを目的に実施した。

調査は東西5 m,南北7mの調査区を設け(図2)、平成28年6月23日から同月27日まで実施した。

しかしながら全体に近現代の攪乱が著しく、本来の地層が残っていたのは中央部から北西部にかけて

の部分にすぎなかったため、層序や検出遺構等の知見は限られたものにとどまることを断っておく。

以下の本文等に示す標高はT.P.値(東京湾平均海面値)で、TP+○mと記した。また、本報告で用い

た方位は、現場で作成した街区図を1/2500大阪市デジタル地図に合成することにより世界測地系座

標に乗せたものであり、座標北を基準とした。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

第0層 :攪乱された現代の地層である。

第1層:2枚に分離できる地層で、第1a層は部分的に厚さ数cmほどしか残っていなかったが、第1b

層は最大層厚約50cmに及び、下位層に由来する偽礫を含んでいる。肥前陶磁器をはじめ18世紀末～19

世紀中頃の遺物を含むほか、弥生土器や須恵器、古代の瓦(図7-8)なども出土している。

200m              璽 一-              20m
逍跡の範囲士

図1 調査地位置図 図2 調査区位置図
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SPOI

第、8層 第0層 SDO2・05
\ SKO3・04

 ゝ 一\へ l

゜゙゚゚ "″ 8、。7
第3a層

第3b層

第3c層

第2層

X-152,928

-152,930

図3 地層と遺構の関係図

一152,932

西壁北半
TP+5.○m

第1a層   第0層
第1b層     1                  l
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,＿-: a.-1 丁- : S,'Jff, '-,＿7 .-二-:-＿＿.a'a-＿a-a-:＿:・T -J},二:＿＿.7Xa糸 W3c層

一152,934

:黒褐色(10YR3/2)粘土質シルト
オリーブ黒色(5Y3/2)シルト灰色(10Y 4/1)シルト・細粒砂の偽礫や細礫を少し含む
オリープ黒色(7 5Y3/1)砂混り粘土質シルト
+灰色(10Y 4/1)細粒砂
十オリーブ黒色(10Y3/2)砂混りシルト等の偽礫

: .l.i.l褐位(2.5Y3/2)砂礫況りシルト
+オリーブ黒h(10Y3/2)粘土質シルト
+暗オリーブ灰色(2 5GY 4/1)シル紀 9の偽礫(瓦器出土)
オリーブ黒色(7 5Y3/1)粘土～細粒砂(水成層)
黒褐色(25Y3/1)粘土植物など有機物を含む(水成層)
オリープ黒色(7.5Y3/1)砂礫～粘土(水成層)

2m

1:50

図4 西壁地層断面図

第2層 :本層は下位層の大きな偽礫多数で構成さ

れる盛土ないし整地層である。層厚は最大30cm余で、

11世紀後半ごろの東播系須恵器のこね鉢(図7-7)

が出土し、上面で瓦器を含む遺構が検出された。

第3層:水成層で、TP+4.0m以下に堆積していた。

3枚に細分できる。第3b層は暗色帯であった。年代

ははっきりしない。

ii )遺構と遺物(図5～ 7)

第2層の遺構と遺物

SXO7 :北へ落込む第2層下面の遺構である。攪

乱により全体の形状は不明であるが、東西3m以上、

南北は西壁の観察により1,2mほどの規模とみられ

第 1層

-40,902      Y-40,900\

SDO6

-152,932

-152,934

5m

1 : 100

る。 図5 遺構平面図
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SXO8 :南へ落込む第2層上面の遺構である。攪 乱に

より全 体の形状は不明で、東 西3m以上、南 北1m以上

の規模である。土 師器皿と瓦器椀(図7-1～ 3)が 出土

し、11世紀末～12世紀初頭頃とみられる。

SKO3

.≦=イ l TP+4.0m
1.黒褐色(2 5Y3/2)粘土質シルト(少し砂混じる)
2.オリーブ褐色(2.5Y4/3)砂混じり粘土質シルト(第2層)

第1層の遺構と遺物
WTP+4.0m

柱穴SP01、土 壇SK03・04、溝 SDO2・05などが第1

層上面で検出されたが、第1層の年代から推 して、 いず

1゙ 暗灰黄色(25Y4/2)砂混りシルト・灰色(10Y4/1)シルト等の偽礫

れも19世ffEa lをJ るものではない。SD05は板組の溝 2:オリーブ黒色(5Y3/1)シルト恢色(10Y4/1)シルト等の偽礫
3:黒褐色(2 5Y3/2)粘土質シルト(板組溝内)

であり、蓋 板を伴 う暗渠であった。                 o       1m

また、SDO6は攪乱により第 1層 との関係が不明であ          1゙40

り、出 土遺物に中国産青花皿(図7-4)を含むものの、       図6 遺構tW面図

肥前磁器染付碗(5)や土師器焙烙E類(6)などから17世紀後半代の遺構と考えられる。

図7 遺物実測図

SXO8( 1～3)、SD06(4～6)、第1b層(8)、第2層(7

10cm

3 )まとめ

調査地は平野環濠に隣接する外側にあたる。SDO5は、北側に予想される環濠への排水を目的とす

る暗渠だったのかもしれない。今 回の調査地は攪乱がひどく、か なり断片的な知見しか得られなかっ

たが、今後の調査の進展が望まれる。
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第1層および第2層上面遺構

(南から)

手前の低いところが第2層上面

後方は第1層上面

SDO5

(南から)

西壁北半

地層断面

(南東から)

・・  1111



平野区長吉六反一丁目1063における建設工事に伴う

長原遺跡(NG16-1 )発掘調査報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

大阪市平野区長吉六反1丁目1063

572m'

平成28年9月30日～12月16日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、大庭重信
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1)調査に至る経緯と経 過

調査地は長原遺跡東北地区の中央北寄り、遺 跡の中でも沖積層が最も厚 く堆積している地域に位

置する(図1)。周辺ではこれまで多くの調査が行われており、近 接地の主な成果を列挙すると、 調

査地南側のNG97-12・52次調査ではナイフ形石器を含む後期旧石器時代の石器群や弥生時代中期初

頭の水田などが検出されている[大阪市文化財協会2000]。 また、一帯は長原遺跡東北地区基本層序

のRK7A層と呼称される古墳時代後期～飛鳥時代の分厚い氾濫堆積層が約2m堆積しており、これに

よってできた微高地(六反自然堤防)上には奈良～平安時代の集落が形成され、調査地北東側のNG95

-57次、西側のNG96-66次調査などでこの時期の掘立柱建物が検出されている[大阪市文化財協会

1998・19991。一帯の平安時代の地形復元によると[村元健一2003]、調査地は東西に延びる自然堤防

の南側斜面に立地するとみられる。

大阪市教育委員会が行った試掘調査の結果を受け、遺跡の遺存状態が良いと判断された敷地の南半

部分を対象とし、平 成28年9月30日から調査を開始した。調査区は、残 土置き場を確保するために東

西に分割し(東・西区)、最初に東区、次 いで西区の調査を行った(図2)。調査は地表下約0.2m～約1.5

mを対象とし、RK7A層上位の近世～古代の地層を対象に遺構・遺物の検出作業を行った。以深は調

査の最終段階で深掘りトレンチを設けて地層の記録を行い、12月16日にすべての作業を完了し、撤収

した。

基準点はMageⅡan社製ProMark3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○と記した。

NG11-2

X-154.300

図1 調査地位置図

Y-38,550        X-154,000

X-154,050

30m

1:1,000

図2 調査区配置図
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2)調査の結果

1)層序(図3・4・9)

現地表面の標高はTP+9.lm前後とほぼ平坦で、地表下2.Omまでの地層を観察し、第 1～9層に区

分した。長 原遺跡東北地区基本層序[大阪市文化財協会2000]との対比は、図3のとおりである。以下、

調査区の北・東壁地層断面をもとに各層の特徴を述べ、地層の時期を示す遺物を報告する。

第1層:オリーブ黒色(5Y3/2)砂礫混りシルトからなる作土層で、前年まで使用された現代の水田

に伴うものである。層厚は15～20cmである。

第2層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)砂礫混り粘土質シルトからなる作土層で、層厚は10cmである。17

世紀後半の陶磁器を含み、東 区北端では上面で井戸SE2C)1を検出した。

第3層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)砂礫混り粘土質シルトからなる作土層で、上位の第2層より砂の

含有量が少ない。層厚は10cmである。I7世紀中葉頃の陶磁器を含み、本 層下面で耕作に関わる溝を検

出した。

第4層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)わずかに砂礫含む粘土質シルトからなる作土層で、層厚は15cmで

ある。15世紀代の中国産青磁や瓦器の小片を含む。本層下面で耕作に関わる溝を検出した。

第5層 :下半の水成層を第5b層、 上位の土壌生成部分を第5a層に区分した。 第5a層は灰黄褐色

(10YR4/2)シルト質粘土からなる古土壌で、上面から下に伸びる乾痕が顕著である。層厚は10cmで

ある。第5b層は暗灰黄色(2.5Y5/2)極細粒砂質シルト～シルトからなる水成層で、上 方細粒化し、東

区で厚く堆積している。層厚は最大で20cmである。第5a層から22、第5b層から21など、12世紀後半

～13世紀初頭の瓦器椀が出土した。

第6層 :暗灰黄色(2.5Y 4/2)シルトからなる作土層で、層厚は10～15cmである。本層上面で畦畔や

土手状の盛土、下 面で溝を検出した。土師器・須恵器・黒色土器のほか、凸面に縄目タタキ、凹面に

布目痕のある古代の平瓦20などが出土した。

第7層 :暗灰黄色(2.5Y5/2)シルトからなる作土層で、層厚は10cmである。本 層および下位の第8

層は地下水位の変動の影響で酸化鉄の汚染がひどく、堆 積構造がはっきりしない。本層下面で平面精

査を行い、耕作に関わる溝を多数検出した。9世紀代の土師器椀14、須恵器杯蓋17などが出土した。

第8層 :暗褐色(10YR3/4)細粒砂質シルト～シル

トからなる古土壌で、層厚は10～20cmである。土 師

器椀13、須恵器杯蓋15・16、脛18、小壺19など8世

紀を中心とした時期の須恵器・土師器を多く含み、本

層下面で土壊を検出した。

第9層 :上方細粒化する黄色(2.5Y6/1)シルト～礫

からなる氾濫堆積層で、調査区の北西部が相対的に粗

粒である。 東区の南東隅および西区の北西隅で深掘

りトレンチを設定し、 それぞれ60cm以深までの地層

図3 地層と遺構の関係      の確認を行った。東 区南東隅ではTP + 7、1～7.6mに

1 RK1 現代

土 E 2 RK2
江戸

-]201 SK302 3 溝ヶ

一V塔ン
ヤΔ 5b 八

RK2

RK3 室町

RK4B 鎌倉

平安日K4B

凝 \- 6SD69ごrsぺ601RK4C
マ7げ h

SD701他 7 溝群

一大ハJコタL′ワ

ー7史ン9

RK4C
T女

RK5・6 奈良

RK7A
古墳

後期
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+B.0m
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第5a層

0・ ==二一一一一一一一く～第。。層
'σ-二- ミ: -ミ:-≠へへ第6層
～-y -二-一～ム第 7層
 ゚ ゛゙ -=- --"- tご込～第8層
一一一一一一一-ミ 1

TP+9.0m

+8.0m

:50

十7.0m

1;50

TP+9.0m

十8.0m

N

1

一

一

三
「

-

層
層

層

層

第
第

第

第

第5a層
第1層

第8層

第5a層
第5b層8
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1:50

図4 北壁・東壁地層断面図

1 : 100



有機質なシルト層が堆積し、以下は極粗粒砂層である。西区の北西隅ではTP+7.5～7.8mに西側に斜

行する中粒～粗粒砂が堆積し、以下は粗粒砂～礫層であった。

n)遺構と遺物

東区では第3層以下、第8層まで各層の層境で遺構検出作業を行い、西区については期間の都合か

ら東区での遺構検出状況を踏まえて第6層以下を調査対象とした。以下、第 8・7・6・3層の各層

下面で検出した遺構を報告する。

a6 第8層下面(図5・9)

東区でSK801～806、西区でSK807～810を検出した。長軸1.0 ～4.0m,短軸1.0 ～2.0mの不整形の

土城で、北東一南西方向に並ぶ傾向がある。東区の土塘は深さが浅< 0.05～0.1m程度で、西区の土壊

は0.1～0.2mあった。埋 土は第 8層 と共 通する。

出土遺物は、東区では土師器・須恵器の小片が出土したのみであるが、東区では半完形の須恵器・

土師器がまとまって出土する土塘もあり、SK807出土の須恵器杯3～5、SK808出土の土師器杯1、

SK809出土の須恵器杯2を図化した。平城宮土器工～Ⅱを中心とした8世紀代のものである[古代の

Y-38,560 Y-38,550 Y-38,540 1

SK807

SK801

SK81Q

西区 東区

X-154.040

X-154,050

図5 第8層下面検出遺構平面図

5

1:200

10m

一 644 -



土器研究会19921。

b.第7層下面(図6・7・9)

第7層は酸化鉄による汚染で地層と遺構の関係がわかりづらく、何段階かに分けて検出した遺構を

再構成し、図 6に示した。

第7層下面で検出した遺構は、しっかり掘られ、水漬きのシルトで埋没するSD701～716と、深さ0.1

m未満と浅く、底 に鋤痕が見られることから耕作痕と考えられる溝群7A～7Eに大別できる。

前者のうち中心となる溝は、 東西両区にまたがって北東一南西方向に延びるSD701とSD708で

ある。幅1.0～l.5m,深さ0.2～0.4mあり、南 西側の溝底が北東側よりも深いことから、北東から南

西側に水を流す水路と考えられる。これと並行する方向の溝にSD702・706・707・711～713・716

が、直交もしくは斜行する溝にSD703～705・709・710・714・715がある。直 交もしくは斜行する

溝のうち、東 区中央のSD703・704は西側で合流したあと細い溝によってSD701と連結し、東 西両

区中央のSD709はSD701・708と連結する。 また、 西区中央のSD714はSD701西側でこれと並行

するSD71 1～713と連結し、SD714から分岐したSD715はSD713と連結していた。 一方、 東区南

Y-38,560 1                    Y-38,5501                    Y-38,5401

\y
SD715

SD708 SD707 SD70Z

X-154,050

②

SD713  SD712SD71 1
SD70G

西区
溝群7B

東区

0m

1 : 200

図6 第7層下面検出遺構平面図
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部のSD705・706や北西部のSD707、西区南西部のSD716など、溝が途中で途切れるものもある。

SD706とSD705は重複していることから、すべてが同時期に機能したものではないが、 これらの溝

はSD701とSD708に水を集めつつ南西側に流す排水を主目的に掘られたものと考えられる。

後者の耕作痕と考えられる溝は、 まとまり毎に溝群7A～7Eに区分した。溝 群7Aは東区中央で検

出した北西一南東方向に並ぶ溝群で、幅 広のものは2列、幅 狭のものは1列の鋤痕が底に見られる。

SD703・704が埋没した後に掘られており、検 出した遺構の中で最も新 しい段階のものである。溝群

7Bは東区南西から西区南東にまたがって検出し、SD701東側でこれに平行して北東一南西方向に延

びる。西 区南壁断面では、埋 土上半に水成の細粒砂が堆積していた(図7① -8層)。溝群7Cは東区北

部で検出し、SD701・702の西側でこれと平行する。端 がSD702・709と連結するものもある。溝群

7Dは西区中央東寄りでSD712・714・708・709に挟まれた範囲内に分布し、北東一南西方向に延びる。

両端は直交するSD714とSD709と連結する。溝 群7Eは西区北西部の第6層段階の土手のベースで検

出し、北 西一南東方向に延びる。方 向のずれる溝が重複しており、北 西側の溝が先行する。配置から

① E   溝群7B         溝群7B sD701       W TP+8.2m

② E  SD71 1 SD712.'iLl/11 SD712 SD713
TP+8.2m

+8.0m

+7.8m

1 :にぶい黄褐色(10YR5/3)細粒砂混りシルト(第7層)

2:暗灰黄色(2.5Y4/2)シルト(水漬き)

3:暗灰黄色(2.5Y 5/2)シルト質細粒砂(第8層)

4:黄灰色(2.5Y6/1)シルト～細粒砂(第9層)

5:暗灰黄色(2.5Y5/2)下半に細粒砂含むシルト(SD711～713埋土)

NW

③ SD708

6

7

8

9

SE

:黄灰色(2.5Y5/1)下半に細粒砂含むシルト(SD701埋土)

:黄灰色(2.5Y6/1)極細粒砂質シルト(溝群7B埋土)

:暗灰黄色(2.5Y5/2)細粒砂(水成、溝群7B埋土)

:黄灰色(2.5Y6/1)細粒砂質シルト(作土、溝群7B埋土)

TP+8.2m

十8.0m

+7.8m

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)シルト

2:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト

④ 、7 溝群70
溝群7C

3

溝群7C SD701

TP+8.0m

十7.8m

1

2

う
d

:暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒砂質シルト

:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト

:灰黄褐色(10YR4/2)細粒～中粒砂質シルト

4

5

6

:暗灰黄色(2.5Y4/2)細粒砂質シルト

:灰黄褐色(2.5Y 4/2)シノレト

:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト

⑤ 1ゞ  溝群7A SD704
TP+8.0m

-'4 - '-"'-'T"2 3"5I1 -  +7.8m

1:にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒砂質シルト

2:オリーブ褐色(2.5Y 4/3)シルト

3:暗灰黄色(2.5Y 4/2)細粒砂質シルト

4:オ7J-ブ褐色(2.5Y4/3)細粒砂質シル ト
1m

第7層下面検出遺構平面図(断面位置は図6に表示)
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溝群7A以外は排水路とした溝と同時期のものと考えられ、溝群7Bのように上半が水成層で覆われオー

プンな窪みとして機能していたことや、溝群7Dのように端が水路と連結する場合があることから、畠

畝間下半の耕起痕を検出したものと考えられ、水路と連結するものは畝間に溜まった不要な水を外に

排水したのであろう。西区の南壁断面では、古土壌である第8層上に水漬きのシルト層が堆積してお

り(図7①②-2層)、湿地状の場所を溝を掘って排水しつつ畠地として利用したと考えられる。

出土遺物は、SD701出土の須恵器小型鉢11、SD708出土の土師器椀7、須恵器杯8、SD710出土の

土師器杯6、溝群7C出土の須恵器杯蓋9・鉢10を図化した。7は9世紀に下る時期のものであり、8

世紀代にさかのぼる他の土器は下位層に含まれていたものが混入していた可能性がある。

c.第6層下面(図8・9)

第6層は水田作土と考えられ、東区では上面で遺構検出作業を行ったが、南部で大型の畦畔SR601

を検出した以外、以北は平坦で水田畦畔等の遺構が確認できなかったことから、西区では第6層下面

から遺構検出作業を行った。以下では東西両区の第6層下面検出遺構を報告する。

検出した遺構は畦畔、溝、土手状盛土があり、東西両区の南部、西区の北西部に分かれて分布する。

Y-38,560 1                   Y-38,5501                   Y-38,540シ
土手605 SD606 SD607 SD608

第
4
層

下
面
耕
作
溝

SD609

SD602

X-154,040

X-154,050

q

西区 東区

5

1:200

10m

図8 第6層下面検出遺構平面図
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東区南部では、第6層上面でも確認していたSR601とこれと並行する溝を検出した。SR601は幅2.O

m前後、高さ0.2mある東西方向の大畦畔で、東区の西端で細くなり、西区側には連続していなかった。

SR601の南北両側には畦に沿って溝が掘られており、北 側の溝をSD602、南側の溝をSD603・604

とする。SD602はSR601北側下端に掘られた東西方向の溝で、幅0.5m1 深さ0.2mある。埋 土は下半

が水漬きによるシルト層で埋まっており、上 半は第6層の作土層が覆っていた。東 区西端で途切れる

が、東 区でもこの延長上に東西方向の浅い窪みが存在しており、東 区にも連続していた可能性がある。

SD603はSR601南斜面に沿って掘られた幅0.2m,深さ0.lm未満の東西方向の浅い溝で、底 に鋤の跡

が並ぶ耕起痕である。SR601南側下端で検出したSD604も畦に沿って掘られた耕起痕跡とみられ、東

区では幅0.6～0.8m,深さ0.1～0.2mあり、西 区では底が鋤の単位によって3条に分かれた状態で検出

r=-' %q

乙 二 ミゴ匡 1 5

20

20cm

図9 遺構および地層出土遺物

SK808( 1 )、SK809(2)、SK807(3～5)、SD710( 6 )、SD708( 7・8)、溝群7C (9・10)、SD7010i)、SD603 (12)、

第8層(13 - 15 ・16 ・18 - 19)、第7層(14・17)、第6層(20)、第5b層(21)、第5a層(22)
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した。西区の西半では方向を変え、南側に屈曲していた。

西区北西部では北東一南西方向に延び、第4層の段階まで高まりとして存在していた土手605、お

よび土手の南西斜面部分、および土手に沿って下端に掘られた溝を検出した。土手605は幅5.Om以上、

高さ約0.5mあり、盛 土とみられる極細粒砂質シルト層で構築されていたが、酸化がひどく盛土の単

位や構造はわからなかった。土手下端に掘られたSD606は幅0.5m,深さ0.l5mのしっかりした溝で、

南東側のSD607～609は浅く下面の凹凸が顕著なことから、後者は耕起痕と考えられる。

出土遺物はSD603から出土した土師器台付皿12を図化した(図9)。内面に粗い暗文を施しており、

第6層に含まれる遺物から10～11世紀のものであろう。

d.第3層下面(図10)

平面調査は東区でのみ行い、耕 作に伴う溝群および土壇を検出した。溝群は方向から溝群3A～3C

に分けられる。

溝群3Aは東区南西半に分布する北西一南東方向の溝で、幅0.3～0.5m,深さO.lm未満である。埋土

は作土である第3層と共通するが、溝 の縁に細粒砂～極細粒の薄層が堆積するものがある。間隔はま

ちまちで、複数時期の溝が重複して

いると考えられる。南西端のものは

他と規模が異なり、 これをSD301と

する。幅1.7m,深さ0.1mと幅広で、

埋没後に中央に幅0.6m, 深さ0.2m

の溝を掘り直 していた。 また、北東

端の溝の南西側に溝と並行するよう

に多数の杭が打設されており、 ここ

に溝群3Aと北東側の溝群3Bの耕地

を分ける境があったと考えられる。

溝群3Bは東区北東半に分布する東

西方向の溝である。幅0.3m,深さ0.1

m未満で、1.3m幅で等間隔に並ぶ。

埋土は第3層と共通し、溝 の縁に細

粒砂～極細粒の薄層が堆積する。南

半の溝は西端でわずかに屈曲して溝

群3A北東端の溝と連結する。

溝群3Cは東区北西端で部分的に確

認した北東一南西方向の溝で、規模

や埋土は溝群3Bと共通する。

\v l  1▽7Ⅴゴ
l1  d  ト一一一 --一一一二一:=づ2 \ - ーニーユ≦≦! ]

i4 :=1
1鈑ら 一゙ 一 1
蒐( 込 一 1
i) 娠ゞ 嘱; 一  一1

 1(二/二一

′、～

Ⅰ

\

01つ
O

DS

東区

SE201

Y-38,540

溝 群 3B

X-154,040

杭群

X-154,○50

溝群 3A

0           5          10m

Y-38,550

溝群 3C

第3層出土遺物から、 これらの溝 1:200

図10 第3層下面検出遺構平面図
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群は近世の17世紀中葉頃の遺構と考えられ、溝 の縁に細粒砂の薄層が堆積することから、畠の畝間で

あったと考えられる。また、第4層下面でも溝群3A～3Cと同じ方向の耕作溝が多数検出され、西区

北西端でも第4層下面で北東一南西方向の耕作溝を検出しており(図8)、15世紀以降17世紀中頃まで

方向の異なる3つの区画からなる耕地が継続して利用されていたようである。

土壇は東区北西部でSK302群を検出した。長軸1.Om前後、短軸0.5m前後、深さ0.1～0.2mの不整

形な土塘が4基群集する。埋土に第3層に由来する偽礫を多く含んでおり、溝群3Aを切って掘られて

いる。

3)まとめ

今回の調査では、RK7A層に相当する氾濫堆積層の上で8世紀代の土塘を複数検出し、第 8層から

も比較的多くの遺物が出土した。この時期の集落は自然堤防上の相対的に高い場所に立地しており、

自然堤防斜面に位置する当地は集落の縁辺に位置していたと考えられる。9世紀になると耕地化され、

排水路を何本も掘ってその間を畠地としていた。10世紀には土手や大畦畔を築いて水田化しており、

15世紀～17世紀中葉には再び畠域となっていた。こうした古代以降の土地利用の変化は周辺の地形変

化と密接に連動していた可能性がある。

引用・参考文献

大阪市文化財協会1998、『長原遺跡東部地区発掘調査報告工』

大阪市文化財協会1999、『長原遺跡東部地区発掘調査報告Ⅱ』

大阪市文化財協会2000、『長原遺跡東部地区発掘調査報告Ⅲ』

古代の土器研究会1992、『古代の土器1 都城の土器集成』

村元健一2003、「長原遺跡とその周辺における古代の様相」『長原遺跡東部地区発掘調査報告Ⅵ』
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東区東壁地層断面

(北西から)

東区第8層下面

遺構検出状況

(北から)

東区第7層下面

遺構検出状況

(北から)

図
版



西区SK807検出状況

(南から)

西区第7層下面

遺構検出状況

(北から)

西区第6層下面

遺構検出状況

(北から)

図
版



平野区長吉川辺二丁目801-24他2筆における建設工事に伴う

長原遺跡発掘調査(NG16-2)報告書
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調査 個 所

調査 面 積

調査 期 間

調査 主 体

調査担当者

平野区長吉川辺2丁目801-24他2筆

117rrf

平成28年12月5日～12月19日

公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査課長 高橋工、清水和明
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1)調査に至る経緯と経過

調査地は中位段丘とされる瓜破台地の東、長吉台地の緩やかな東斜面上にある。この一帯は長原遺

跡の範囲内に当り、長吉川辺地区では大阪市の土地区画整理事業の進捗に合わせて、長年発掘調査が

行われてきた。その結果、旧石器～江戸時代の複合遺跡として自然環境と人間活動の変遷がよく把握

されている地域である。

特に、古墳時代中期には、豊富な朝鮮半島系の土器群とともに鍛冶、漆、玉類、馬飼、紡織などの

生産に関する遺物も見つかっている集落、数百基以上と推定される小型方墳を主体とした長原古墳群

が造営され、当時の畿内政権との密接な関係が注目される。調査地一帯も古墳の密集する地域であり、

北面する東西道路のNG81 - 2次調査地では、長原50～55号墳をはじめとする小型方墳が多数検出さ

れている[大阪市文化財協会1989・寺井誠2006]。

また、飛鳥・奈良時代には水田(NG81-2次調査地ほか)、10世紀から12世紀にかけての古代後半

には集落の一隅として井戸(NG81-2次調査地)、掘立柱建物や小皿などを多量に埋納した土W(NG88

一19次調査地)などが発見されている[大阪市文化財協会19891・[大阪市教育委員会・大阪市文化財協

会1990]。

このような成果のある地域において、大阪市教育委員会の試掘調査の結果、地表下1.65m以下の深

さで本格的な発掘調査を必要とする中世以前の遺構面および遺物包含層が検出されたため、平成28年

12月5日から調査を開始した。調査区は東西9 m,南北13mの117m"を設定した。現代整地層から現

地表下約1.4m付近の近世作土までを重機で掘削し、古代末～中世の水成層である第5層以下を調査対

象とした。

Iji巳只

1・N(  ÷り4            1 1 1 1 1 1                1

1,000

Y＿=39,2QO＿1＿

×一155.500

30m

図1 調査地位置図 図2 調査区配置図
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第 0層

第 1層

第 2層

第 3層

第 4層

第 6層 ゝゝ \  /  第 6層

第 7層 \ / 第 7層

第 5層
第 8層 \ / 第 8層

-一-一--一一一一一一一\ /---一--一一一一一一一剰優

長原221号墳 Xゝ /′ 第10層
、ゝ

第16層(墳丘盛士) \、、 一ノ  第11層
、ゞ

\ / 一  一 一 一 一  一 ,- 一

一一 一 一 弟13層
筺17屠 r★債準〕告B寺の作 置面) \ゞ ゝ弟12層 /′ ,/
″ ″ ′一 \ 8 ″ - 一 ゜ 1゙ -″ ″ 一 ″ 翫 、  ′ /  / 一  一

第18層 X ・ ,,′ト、一 ,/ 弟14層

\ゝ一」45層(周溝埋土)ノ
第19層

図3 地層と遺構の関係図

平面的な遺構検出作業は、第16層上面および第14層下面、第13層下面、第 Ⅰ2層下面、第9層下而、

第9層上面、第7層下面、第7層上面で行った。第16層上面では長原221号墳を発見したほか、遺構・

遺物を検出しながら適宜写真・図面による記録作業を進め、同年12月19日に現地における全ての作業

を終了した。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本 報告で用いた方位は世界測地系に基づく座標北

を基準とした。標高はT.P.値(東京湾平均海面値)でTP+○mと記した。

2)調査の結果

1)層序(図3・4)

調査地はTP+l3m付近で概ね平坦である。調査で見つかった地層は現代整地層である第0層を除き、

19層に細分された。 このうち、第4層までは長原標準層序第3層(以下、NG○層と記す)以前の現代

～近世の作土ないし水成層であり、重機により掘削している。

以下に、各層について記す。

第0層 :暗オリーブ褐色(2.5Y3/3)砂礫層で、層厚70～100cmの現代整地層である。

第1層 :黒褐色(2.5Y3/1.5)細粒砂質シルト層で、層厚10cm程度の水田作土層である。NGl層に相

当する。

第2層 :にぶい黄褐色(10YR3/4)シルト混 り細礫質細粒砂層で、 層厚20cm程度の作土層である。

NG2層に相当する。

第3層 :にぶい黄褐色(2.5Y6/4)砂礫層で、層厚20cm以下の水成層である。調査区北壁では西から東

ヘ向かうフォアセットラミナを確認できる。NG3層に相当する。
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{北壁】

I

第0層 、/

TP+i2.0m

-H1.Om

西壁】
N

一 rJ
第15層(周溝埋土) 第フ6層(墳丘盛土〉

1:50

2m

図4 調査 区地層断面図



第4層 :黄褐色(2.5Y5/4)シルト混り細礫質細粒砂層で、層厚20cm程度の作土層である。岩相から

NG3層に相当しよう。

第5層:黄褐色(10YR5/6)砂礫層で、層厚5～20cm程度の水成層である。北壁中央付近のみ60cmとなる。

西から東へ向かう流路の南岸側が調査区北壁に若干張り出して、下位層を下刻した河成堆積層である。

瓦器皿15などが出土している。NG4層に相当しよう。

第6層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)シルト質極細粒砂層で、層厚5 cmの水成層である。NG4層に相当

しよう。

第7層 :オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒～極粗粒砂質シルト層で、層厚10cm程度の作土層である。土師

器皿13・瓦器椀14などが出土しNG4B層に相当する。

第8層 :褐色(10YR4/4)シルト質極細粒砂層で、層厚10cm程度の水成層である。土師器皿11・中国

産白磁碗12などが出土しNG4B層に相当する。

第9層:2層に細分される作土層で、下面でSD901・902などが検出された。第9層からは、土師器皿7、

瓦器椀8、中国産白磁皿9、八稜鏡10などが出土した。NG4Biii層に相当する。

第9a層:にぶい黄褐色(10YR5/4)ないし褐色(10YR4/4)極粗粒砂質シルト層で、層厚10cm程度の

作土層である。

第9b層:オリーブ褐色(2.5Y4/4)粗粒砂質シルト層で、層厚10cm程度の作土層である。

第10層:オリーブ灰色(5GY5/1)粗粒砂～細礫層で、層厚5～10cm程度の水成層である。NG5層に

相当しよう。

第11層:緑灰色(5G5/1)極細粒砂層で、層厚10～20cm程度の水成層である。NG5層ないし6層に相

当しよう。

第12層:緑灰色(10G5/1)含シルト偽礫、シルト質細粒砂層で、層厚10cm程度の作土層である。NG 6

層に相当する。

第13層:黄灰色(2.5Y 4/1)シルト質粘土層で、層厚5 cm程度の作土層である。土師器、須恵器が出土

しNG7A層に相当する。

第14層:灰白色(10YR4/1)極細粒砂質シルト層で、層厚5 cm程度である。水漬で堆積したのち第13

層の耕作による踏込みなどで擾乱を受けているが、起耕されてはいない。時期不詳の土師器・須恵器

高杯蓋3が出土した。NG7Bi層に相当する。

第15層:黒褐色(10YR2/3)シルト層で、層厚は10cm以内である。長原221号墳の周溝に水漬で堆積し

た埋土で、ごく少量の土師器、須恵器売1、円筒埴輪2などが出土した。NG7Bi層ないしNG7B ii

層に相当する。

第16層:黒褐色(10YR3/1)極細粒砂質シルト～灰色(5Y6/1)シルト質粘土の偽礫を積み上げた盛土

層で、層厚は20cm程度である。長原221号墳の墳丘を構成する。

第17層:黒褐色(10YR3/1)極細粒砂質シルト層で、層厚は5 cm程度の古土壌である。上面は古墳築

造時の作業面にあたり、NG7B ii層ないし7Biii層に相当しよう。出土遺物は無い。

第18層:灰黄色(10YR5/2)粘土質シルト層で、層厚5 cm程度である。第19層最上部が擾乱を受けた
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地層である。出土遺物は無い。

第19層:灰色(5Y6/1)シルト質粘土層で、層厚15cm程度を確認した。段丘構成層でNG13～14層に相

当する。

11)遺構と遺物(図5～9、図版一・二)

平面で行った調査のうち、遺構が検出された長原221号墳、第 9層下面、第7層上面を記述する。

a.長原221号墳

はじめに古墳番号の付与について述べる。2013年度に行われた調査によって長原古墳群には219号

までの番号が付与されていたが[大阪文化財研究所2014」、その後、大阪府教育委員会の調査により長

吉川辺三丁目で古墳時代の溝が発見され、長原220号墳と命名されている[大阪府教育委員会20151o

墳丘は削平を受けており、周溝は付近の古墳に比して鋭角に屈曲し、明確にこの古墳に伴う埴輪や土

器などの遺物は検出されていないが、これに従って今回の調査で見つかった古墳は長原221号墳とす

る。

221号墳は調査区の西北部で検出した。墳丘や周溝は後世の耕作により削平されているが、周溝底

からの高さ0.5mが残存し、周溝幅は広い箇所で1.6mとなる。墳形は方墳と推定され、比較的直線で

ある東辺が当初の方位を反映していると仮定すると、N15゚ W程度の傾きである。

古墳は、構築前の作業面となった第17層以下の地層を掘削して周溝を掘り、その偽礫を内側に盛っ

て墳丘としている。調査した範囲では主体部は確認できなかった。周溝の埋土は黒褐色(2.5Y3/2～

10YR2/3)シルトである。

Y-39,240

X-155,460

X-155,465

周溝断面

TP-HO.8m

に=:2       2      -HO.6m

0           50cm

1二1:1(::

1 :黒褐色(2.5Y3/2)シルト(水漬き)
2:黒褐色(10YR2/3)シルト(水漬き)

5m

1:1①

図5 長原221号墳平面・断面図
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ないしは黄褐色(2.5Y5/3)粗粒砂質シルトを主体とし、底付近は暗灰黄色(2.5Y 4/2)ないしオリーブ

褐色(2.5Y 4/3)のシルト質粗粒砂層である。開口していた痕跡は確認できなかった。SD901からは土

師器亮5、黒色土器B類椀4などが出土した。5は短い口縁が直立するものである。4は内外面に密

なヘラミガキを施している。

SD902は幅0.3m,深さ0.2mで、方 位はほぼ正南北に合っている。埋土は上部が灰色(5Y 4/1)ない

し灰オリーブ色(2.5Y 4/2)の中粒砂質シルト、下部が灰色(10Y4/1)細粒砂質シルトである。やはり

開口していた痕跡はなかった。

鋤溝群はSD902を挟んで両側に東西方向に並び、方位は概ねSD901に並行していた。鋤溝からは

瓦器椀6などが出土した。器壁は比較的厚く、内外面に密なヘラミガキを施している。

以上の遺構は、出土遺物から平安時代の後半から末にかけての遺物であり、周辺調査で見つかって

いる建物や井戸などと同じ時期であるため、居 住域に接して耕作地が存在していたことがわかる。

そのほか、第9層掘削時には土師器皿7、瓦器椀8など12世紀前葉の土器に加えて、平 安時代の八

稜鏡10も出土した。10の材質は未確認であるが、直径8.lcmで内外区の文様は簡略化が進みモチーフ

は不詳である。長原遺跡ではNG95-54次調査地についで2例目となる[大阪市文化財協会2000]。

第7層上面遺構

第6層で覆われた溝群を検出した。北部では溝2条が並行し、南 部でも溝 5条が並行する。その間

に幅が広く三叉状となる溝が中央付近で見つかっている。

北部のものは幅0.4m,深さ数cm以内でごく浅 く、南 部のものは幅0.4～0.6m,深さ5 cm以内で、い

SD901

TP+1L2m

X-155,465

:暗灰黄色or赤褐色(2.5Y5/2.5)粗粒砂質シルト
:暗灰黄色orオリーブ褐色(2.5Y 4/2.5)シルト質粗粒砂
:灰オリーブ色or暗オリーブ色(5Y4/2.5)シルト質細礫
～極粗粒砂

:緑灰色(7.5GY5/1)極細粒砂質シルト(第12層)
:灰色(5Y 4/1)細粒砂質シルト

2m

1:40

E

SD902

TP-HlOm

:灰or灰オリーブ位(5Y4/1.5)中粒砂質シルト
:灰位(10Y 4/1)細粒砂質シルト
:緑灰仏(7.5GY5/1)極細粒砂質シルト(第12)・1・マ)

50cm

1:20

5m

1:100

図7 第9層下面遺構平面・断面図
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Y-39,245 Y 39,240

X-155,460

X-1 55,465

5m

1:100

図8 第7層上面遺構平面図

ずれもほぼ正東西に方位を合わせている。 これらは畠の畝間などの可能性があるが、いずれにして

も耕作に係るものであろう。

中央の溝は第6層および第5層の水流によって下刻されている。東部では幅1.4m,深さ0.lm程度で、

西側半分程度は北に蛇行する溝が取り付いている。方位は約N80o Eである。

本層準に関連する遺物として、第 7層掘削時に出土した土師器小皿13や瓦器椀14などがある。12世

紀代のものである。

以上のほかに、地層から出土した遺物として、第14層の須恵器高杯蓋3、第 8層の土師器小皿1L

中国産白磁碗12、第 5層の瓦器小皿15、試掘壇の瓦器椀16などがある。3は古墳時代後半の遺物、そ

れ以外は平安時代後葉～末の遺物である。

3)まとめ

以下に、本 調査の成果をまとめる。

・本調査で長原221号墳を発見した。周辺でも多数の古墳が見つかっており、 この一帯の発掘踏査で
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1・4   r1～q.11～1 Rl

20cm   O

18一 丈二工竺ン
1 1  ri n)                  15

0           10          20an   0

1:4   (1～9・11～16)               1二3 (10)

図9 出土遺物実測図

長原221号墳周溝(1・2)、第14層(3)、SD901(4・5)、第9層下面鋤溝群(6)、第9層(7～10)、第8層(11・12)、
第7層(13・14)、第5層(15)、試掘塘(16)

は今後とも古墳が発見される可能性が高いことに留意しなければならない。

・古代では一帯に水田が広がっており、これまでの周辺調査で水田畦畔が見つかっているが、第12・

13層で確認した結果、本 調査地では作土は分布しているものの畦畔は検出されなかった。

・古代末では、付 近で居住域が見つかっているが本調査地は耕作地であった。条里のなかでどのよう

な土地利用をされたかを確認するため、今 後もきめ細かい発掘調査が必要である。

・長原遺跡 2例 目とな る平 安 時代 の八 稜 鏡が 出土 した。

参考文献

大阪市文化財協会1989、『長原・瓜破遺跡発掘調査報告I』、pp.i-132

大阪市文化財協会2000, 「長原遺跡中央地区の調査」:『長原・瓜破遺跡発掘調査報告XVj、pp.7-34

大阪市教育委員会・大 阪市文化財協会1990,「松田氏によるマンション建設に伴う長原遺跡発掘調査(NG88- ig)略

報」:『昭和63年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』、pp.279-299

大阪文化財研究所2014、『平野区長吉長原東二丁目における長原遺跡発掘調査(NG13-7)完了報告j

大阪府教育委員会2015、 『長原遺跡一大阪広域水道企業団東部水道事業所長吉立坑築造工事に伴う発掘調査』:大阪

府埋蔵文化財調査報告2015-2、pp.l-40

寺井誠2006、「第1節 長原古墳群集成」:『長原遺跡発掘調査報告XVj第Ⅷ章、pp.273-286

ー 661 -



第16層上面検出状況

(南から)

長原221号墳検出状況

(南東から)

長原221号墳検出状況

(南西から)

図
版



長原221号墳検出状況

(北東から)

第9層下面遺構掘削状況

(南から)

第7層上面遺構掘削状況

(南から)

図
版
二



平野区瓜破東八丁目8-3 8-4における建設工事に伴う

瓜破遺跡発掘調査(UR16-1)報告書
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調査 個 所 大阪市平野区瓜破東8丁目8-3・8-4

調査 面 積 525留

調査 期 間 平成28年12月15日～平成29年1月23日

調査 主 体 公益財団法人大阪市博物館協会 大阪文化財研究所

調査担当者 調査課長高橋工
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1)調査に至る経緯と経過

瓜破遺跡は、和泉山地より北へ張り出した河内台地の先端(現大和川以北を瓜破台地と呼称)に立地

する。瓜破遺跡の名は、戦前に瓜破霊園の造成時に弥生土器が出土したことで知られるようになり、

その後、弥生時代前期の土器編年を目的として、今里幾次や日本考古学協会による発掘調査が行われ

るなど、近畿地方を代表する弥生時代の遺跡として著名であった。それ以外でも、遺跡西地区では弥

生時代中期の集落(UR96-12次調査[大阪市文化財協会1999]など)、遺跡東北地区では花塚山古墳や

瓜破霊園出土の合子形埴輪、遺跡東南地区では7世紀代の建物群[大阪市文化財協会2000]が知られ、

多彩な特色をもつ複合遺跡である。今回の調査地は遺跡東南地区にあり、地形的には、瓜破台地東部

を南北に下刻した「馬池谷」の西岸に立地する。また、先述の7世紀代の建物群の東に隣接し、建物詳

との関係が注目された。

平成28年11月1日に大阪市教育委員会によって行われた試掘調査で、地表下30cmに発掘調査を要す

る中世以前の地層が発見されたため、本調査を行うこととなった。調査期間は頭書の通りで、敷地内

に排土置き場を確保することが必要なため、調査区を二分割(西区・東区)し、反転調査を行うことと

した。西区より着手し、調査終了後の1月12日より東区へ反転した。掘削は表土層を重機によって行

い、そのほかはすべて人力によった。地層ごとに掘削と遺物の捕集を行い、遺構の検出と掘削を行った。

進行に応じて、適宜に実測図や写真撮影で記録保存に努めた。

基準点はMageⅡan社製ProMark 3により測位し、本報告で用いた方位は世界測地系に基づく。標高

はT.P.値(東京湾平均海水面値)で、TP+○mと記した。

図1 調査地位置図

50m

1 : 1,000

図2 調査区位置図
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2)調査の結果

1)層序(図3)

現況地形は平坦で、建築工事のために現代作土は除去され、整地のための客土がなされた状態であっ

た。

第1層:灰褐色地山偽礫混り砂からなり、上記の客土層である。層厚は約40cmであった。

第2層 :黄褐色砂質シルトからなる作土層で、耕作痕跡の埋土として調査区の北西部と北東部にの

み分布した。層厚は最大で3 cmであった。近世の遺物を含み、長原遺跡標準層序の(以下同)NG2層

に相当する。

第3層 :灰白色粘土質シルトからなる作土層で、調査区の西端部付近にのみ分布した。層厚は最大

で5 cmであった。上 ・下層の年代観からNG3層ないしNG4層に相当する。

第4層:灰黄色粘土質シルトからなる作土層で、主に西区に分布した。層厚は最大で8 cmであった。

下面で耕作痕跡が検出された。瓦器細片を含みNG4層に相当する。

第5層 :作土層である第5a層と古土壌である第5b層に細分された。

第5a層:灰黄褐色わずかに砂混り粘土質シルトからなり、調査区全域に分布した。層厚は最大で20

cmであった。本層からは奈良時代の須恵器杯1が出土し、NG6層に相当する。

第5b層:灰黄褐色シルトからなり、 主に西区の低所に分布した。層厚は最大で18cmであった。

NG7b層に相当する。

第6層 :灰色シルトからなり、第 7層(地山層)上面で検出された草木痕や干割れの埋土として遺存

した。後述のようにNG12層に相当する可能性がある。

第7層:黄灰色粘土からなる地山層で、下方へ砂質を帯びる。NG13層に相当する。本層準の残存

する上面の高さは、調査区西端に比べて東端で約20cm高くなっていた。また、東方ほど地層・遺構の

遺存状況が悪かった。建築工事のために現代作土を除去する段階で、東にやや高い地形を平坦にする

ために、東方の地層を削剥した結果である。

ii )遺構と遺物(図3～7)

a.第7層上面の遺構(図3・7)

第7層の上面で、数多くの不整形な落込みを検出した(SX08～14・16～38・42～44・48)。いずれ

も深さ5～20cm程度で、埋土は灰色シルト(第6層)であった。平面形から判断して樹木根の痕跡であ

ろう。出土遺物はなく、詳細な時期は不明であるが、岩相からみてNG12層に当る可能性があり、縄

文時代に属するものかもしれない。

S×45は平面形がアメーバ状に広がるもので、深 さは20cmほどであった。埋土は上記の落込みとは

異なり、第5a層であった。地山層の粘質の強い箇所にあり、第5a層段階の耕作の際に踏込みなどで攪

拌されたものとみられた。本遺構からは古墳時代の土師器高杯3、弥生時代の石誠7などが出土したが、

本遺構の年代を示すものではない。

調査地西側の7世紀代建物群に関する遺構が検出されるとすれば本層上面であるが、該当する遺構

は発見されなかった。
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図3 第7層上面の遺構と層序

b.第3層下面の遺構(図4・7)

第3層の下面で鋤溝と小穴を検出した。鋤溝は幅10～20cm,深さは5 cm程度であった。これらは

岩相から判断してNG3層ないしNG4層に相当し、中世に属する可能性がある。現代に下る正東西方

向の溝を挟んで、北側のものは東西、南側のものは南北の方位をもっていた。このことから、溝 は上

記鋤溝の時期から踏襲されたものであるのかもしれない。

小穴は調査区西端で直径5 cmほどのもの3個が検出された。杭跡である。そのうちのSP39からは

中世の東播系須恵器捏ね鉢口縁部の破片2が出土した。

c.第3～7層上面の遺構(図5～7)

第1層を除去した段階で、第 3～ 7層をベースとして、土塘群(SK101～107)と溝の一部とみられ

る遺構(SD115)が検出された。土壇の平面形は概ね円形で、径 は1.5m前後、深 さは0.3～0.7mほどで

あった。埋土は、下半部に自然堆積したものがあり、一定の期間開口していたものとみられるが、最

終的には地山層の偽礫などで埋め戻されていた。土城の機能としては、土採り穴や農作物の貯蔵穴な

どが考えられるが、定 かではない。SK107からは江戸時代の肥前磁器の細片が出土しており、土 塘群

の年代を代表している。
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また、SD115は現代まで機能していた正東西方向の潅}既溝に切られ、同溝に平行してごく一部が遺

存していた。埋土は灰色シルトで顕著な流水の痕跡はなかったが、上記潅}既溝に先行した溝であろう。

16世紀末～17世紀初頭の中国産青花碗5が出土した。

d.その他の遺物(図7)

第3～4層からは管状土錘4が出土した。中世のものである。第1層からは12世紀の中国産青磁碗

6、攪 乱からは古代の布目平瓦8が出土している。

3)まとめ

今回の調査成果を以下にまとめる。

・弥生時代の石厳が出土した。
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図 7 出土 遺物 実 測 図

第5a層(1)、第 3～ 4層 (4)、第 1層 (6)、SP39( 2 )、SD115(5)、SX45(3 ・7)、攪 乱 (8)
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図8 7世紀建物群との関係

作土層である第5a～2層の存在からみて、当地は古代以降、現 代まで耕作地として利用されていた。

西に展開する7世紀代の建物群は当地には分布していなかった。今 回調査地は、南 群建物群の東

を画するとされていた南北方向の溝(図8矢印)の東に当ることか ら、 この溝の機能についての従来の

想定を補強することができた。
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