
第２節 掘立柱建物跡

ＳＢ０１掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― １図）

〔位 置〕 Ｅ～ Ｆ―１０１～１０２

〔重 複〕な し

〔規 模〕桁行 ２間 （総 長３．６８ｍ ―東）、梁間 １間 （総長 １．８４ｍ― 北 ）の南北棟建物であ る。建物跡

の軸方 向はＮ ― ２°―Ｗ である。

〔平面形式〕 １間 × ２間の長方形 を呈す る。

〔柱 穴〕直径２０～３８ｃｍの円形 の掘 り方で、深 さは１６～４７ｃｍである。

〔柱 間寸 法〕桁行 Ｘ０通 りの柱 間寸法 は１.８４ｍ （６尺）、１．８４ｍ （６尺 ）で、梁間 Ｙ０通 りの柱間寸法

は０．５ｍ （１．６尺 ）、０．９７ｍ （３．２尺）、 Ｙ２通 りの柱 間寸法 は１．８４ｍ （６尺）である。

ＳＢ０２掘立柱 建物跡 （第 Ⅴ― ２― １図）

〔位 置〕Ｅ～ Ｆ―９８～９９

〔重 複〕 １Ｈ掘立柱部。 ９Ｍ 、１０Ｍ と重複 す る。 １Ｈ掘立柱部 とはＸ０Ｙ１柱穴が共通す るもの、新

旧関係は不明である。 ９Ｍ 、１０Ｍ よりは古い。

〔規 模〕桁行 ２間 （総長４．５４ｍ―北）、梁間 １間 （総長４．０９ｍ― 西 ）の南北棟建物跡 で、建物跡 の

軸方 向はＮ― ９°―Ｅで ある。

〔平面形式〕 １間 ×２間 のほぼ正方形を呈す る。

〔柱 穴〕直径２２～６０ｃｍの 円形 の掘 り方で、 Ｙ０通 りは柱 の建替 えの跡 が見 られ る。深 さは１８～６５ｃｍ

であ る。

〔柱間寸法〕桁 行の平均柱 間寸法は２．２７ｍ （７．５尺）、梁 間Ｙ０通 りの柱 間寸法 は４．０９ｍ （１３．５尺）、Ｙ

１通 りは、１．８１ｍ （６尺）、２．３０ｍ （７．５尺） である。

ＳＢ０３掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ２図）

〔位 置〕Ｋ～Ｍ ―４３～４５

〔重 複〕１３Ｈ と重複 し、１３Ｈよ り新 しい。

〔規 模〕桁行 ３間 （総長６．０６ｍ―東 ）、梁間 ２間 （総長４．８４ｍ―北） の南北棟建物跡 で、建物跡 の

軸方 向はＮ―３７°―Ｗで ある。

〔平面形式 〕 ２間 ×３間の長方形 を呈す る。梁間 Ｙ１・Ｙ２通 りで ３窒 に仕切 られていた可能性がある。

〔柱 穴〕直径２９～７０ｃｍの 円形の掘 り方であ る。 深 さは４４～７４ｃｍで、他の掘立柱建物跡 と比較 して柱

穴が深い。

〔柱間寸法〕桁行 の柱間寸法 は２．２７ｍ （７．５尺）、２．２７ｍ （７．５尺）、１．５２ｍ （５尺 ）で、梁間柱 間寸法

は２．４２ｍ （８尺）、２．４２ｍ （８尺）であ る。
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ＳＢ０４掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ３図）

〔位 置〕Ｄ～ Ｅ― ３７～３８

〔重 複 〕 ＳＢ０６と重複す るが、新旧関係 は不 明で ある。

〔規 模〕桁行 ３間 （総長４．９８ｍ―南）、梁 間 ２間 （総長３．３４ｍ ―東）の東西棟建物跡で、建物跡の

軸 方向はＮ― ７５°―Ｅで ある。

〔平面形式〕 ２間 ×３間の長方形 を呈す る。

〔柱 穴〕直径３４～６９ｃｍの円形の掘 り方で 、深 さは１９～５７ｃｍで ある。 Ｙ０通 りの柱 穴は他 と比較 して

大型 である。

〔柱間寸法〕桁行 Ｘ０通 りの柱間寸法 は、１．８１ｍ （６尺 ）、１．８１ｍ （６尺）、１．３６ｍ （４．５尺）で、梁間

Ｙ０通 りの柱 間寸法は１．６７ｍ （５．５尺） であ る。Ｘ２通 り ・Ｙ３通 りで は、 中間 に柱穴 が確認 できなか っ

た。

ＳＢ０５掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ３図）

〔位 置〕 Ｅ～ Ｆ―３６～３７

〔重 複〕 な し。

〔規 模〕桁行 ２間 （総 長４．７０ｍ― 北）、梁間 １間 （総長３．６４ｍ― 東） の東 西棟建物跡 で、建物跡 の

軸方 向はＮ―７６°―Ｅである。

〔平面形式〕 １間 × ２間 の長方形 を呈す る。

〔柱 穴〕直径２６～４０ｃｍの円形の掘 り方であ る。深 さは３１～５７ｃｍで ある。

〔柱間寸法〕桁行 Ｘ１通 りの柱 間寸法 は０．７６ｍ （２．５尺）、１．８２ｍ （６尺）、２．１２ｍ （７尺 ）で、梁間の

柱間寸法は３．６４ｍ （１２尺）で ある。

〔小 結 〕Ｘ０Ｙ１及び Ｘ０Ｙ２は柱 穴が ２個ずつ並 び、出入 り口等の可能性 も考え られ る。

ＳＢ０６掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ４図）

〔位 置 〕Ｄ～ Ｅ― ３８～３９

〔重 複〕９２Ｍ、７４Ｍ と重複 し、７４Ｍ よりは古 い。９２Ｍ との新旧関係 は不 明で ある。

〔規 模 〕桁行 ２間 （総長４．８５ｍ―西）、梁間 ２間 （総長４．５７ｍ― 南）の南北棟建物跡で、建物跡の

軸方 向はＮ― ４°―Ｅで ある。

〔平面形式〕 ２間 ×２間のほぼ正方形 を呈す る。

〔柱 穴〕直径３１～４７ｃｍの円形 の掘 り方で、深 さは１９～５７ｃｍである。 Ｘ０通 りの柱穴 は深 い。

〔柱間寸法〕桁行 Ｘ０通 りの柱間寸法は２．２７ｍ （７．５尺 ）、２．５８ｍ （８．５尺）で 、梁間の柱間寸法は２．１２

ｍ （７尺）、２．４５ｍ （８尺 ）であ る。建物跡の中央 に位置す る ２つのは柱 穴は、支柱 穴か又 は建替 え

による もの と考え られる。
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ＳＢ０７掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ４図）

〔位 置〕Ｎ～ Ｏ― ４６

〔重 複 〕６０Ｍ 、 １井戸 と重複 し、６０Ｍ が古い。 また、 １井戸 と同時期で ある。

〔規 模 〕桁行 ２間 （総長３．６４ｍ）の単純 な構造で ある。

〔平面形式〕 １井戸 の中軸線上 のやや南に桁行方向が重 な り、 １井戸は上屋構造を持 つ可能性が高い。

建物跡の軸 方向はＮ― １００°―Ｅで、ほぼ東 西方 向で ある。

〔柱 穴〕直径２９～４４ｃｍの円形の掘 り方で、深 さは２４ｃｍ・４４ｃｍ・５０ｃｍである。

〔柱 間寸法〕桁行方 向Ｙ０～Ｙ２間の柱間寸法 は２．１２ｍ （７尺）、１．５２ｍ （５尺）であ る。

ＳＢ０８掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ５図）

〔位 置〕Ｄ～ Ｅ― １００～１０１

〔重 複 〕７８Ｍ と重複す る。７８Ｍ よ り古い。

〔規 模〕桁行 ２間 （総長４．２４ｍ― 北）、梁 間 １間 （総長２．５７ｍ ―東）で、南側に １間 ×２間の突 出

し部を持つ南北棟建物で ある。建物跡 の軸 方向はＮ― ９５°―Ｅであ る。

〔平面形式 〕主屋部 １室 と突出 し部 １室の合計 ２室か ら構成 され る。

〔柱 穴〕直径２８～４７ｃｍの円形の掘 り方で、 ２～ ３回建替 え られた と思われる柱跡が見 られ る。深 さ

は１２～４１ｃｍである。

〔柱 間寸法〕桁行 の柱間 寸法は 、Ｘ０通 りが２．１２ｍ （７尺）、１．６７ｍ （５．５尺）で 、Ｘ１通 りが２．２７ｍ

（７．５尺）、１．９７ｍ （６．５尺）、梁間Ｙ３通 りの柱間寸法 は０．９１ｍ （３尺）、２．５７ｍ （８．５尺 ）である。

ＳＢ０９掘立柱建物跡 （第 Ⅴ― ２― ５図）

〔位 置〕Ｅ～ Ｆ― ８３～８４

〔重 複〕 ＳＢ１０、１８Ｈと重複す る。新 旧関係 は不 明で ある。

〔規 模〕桁行 １間 （総長４．１０ｍ― 北 ）、梁間 １間 （総長４．１０ｍ― 東） の単純 な構造で、建物跡の軸

方 向はＮ― ８１°―Ｅで ある。

〔平面形式〕 １間 × １間 の正方形を呈す る。

〔柱 穴〕直径２７～３５ｃｍの円形の掘 り方で、深 さは ９～４９ｃｍで ある。

〔柱間寸法〕桁行 ・梁間 とも柱間寸法は４．１０ｍ （１３．５尺）で ある。
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ＳＢ１０掘立柱 建物跡 （第 Ⅴ― ２― ６図）

〔位 置〕Ｅ～ Ｆ―８３～８４

〔重 複〕 ＳＢ０９と重複す る。新 旧関係は不 明である。

〔規 模〕桁行 ２間 （総 長４．４９ｍ ―南）、梁間 １間 （総長３．３６ｍ ―西） で、南側 に １間 × １間の突 き

出 し部を持つ東西棟建物跡 である。建物跡の軸方向はＮ― １２７°―Ｅで ある。建物 は東側 の調査区域外

に も延び る可能性があるため、全体の規模 については不明である。

〔平面形式 〕 １間 ×２間 の長方形 を呈す る。主屋部 はＹ２通 りで仕切 られ、突 き出 し部 を含め ると合

計 ３室か ら構成 されてい る。

〔柱 穴〕直径２１～５０ｃｍの円形 の掘 り方で、深 さは１５～７８ｃｍである。

〔柱間寸 法〕桁行 Ｘ１通 りの柱 間寸法 は１．３６ｍ （４．５尺）、０．６１ｍ （２尺 ）、１．２１ｍ （４尺）、１．２１ｍ

（４尺）で、梁間Ｙ０通 りの柱間寸法 は０．７６ｍ （２．５尺 ）、２．６０ｍ （８．５尺）である。

ＳＢ１１掘立柱建物 跡 （第 Ⅴ― ２― ６図）

〔位 置〕 Ｈ～ Ｉ―８８～８９

〔重 複〕 な し。

〔規 模 〕桁行 ２間 （総長２．９０ｍ― 西）、梁 間 １間 （総長 １．８２ｍ― 北） の南北棟建物跡で 、建物跡 の

軸方向はＮ― ７７°―Ｅであ る。

〔平面形式〕 １間 ×２間の不整な長方形 を呈す る。

〔柱 穴〕直径２３～５８ｃｍの円形の掘 り方で、深 さは１３～２８ｃｍで ある。

〔柱間寸法 〕桁行 の柱間寸法は１．２２ｍ （４尺 ）、１．６８ｍ （５．５尺）、梁間の柱 間寸法 は１．８２ｍ （６尺 ）、

１．５０ｍ （５尺）、１．４０ｍ （４．５尺）であ る。

まとめ

いずれの掘立柱建物跡 も時期は不明であ る。 ＳＢ０４・ＳＢ０５・ＳＢ０６掘立柱建物跡 は、その配置 か

ら、１７Ｈ と何 らかの関係 があった もの と思われ る。 ＳＢ０２・ＳＢ０３は他の建物跡 と重複 し、 どち らも

この建物跡 に対 して斜行 して建て られてい る。 これ らの建物跡 は、主に倉庫 と しての役割 を持つ と思

われ る。

－ １７８ －



－ 179 －



第３節 土 坑

検 出 した土坑 は総数で８６基 である （建物跡 に付随す るものは除 く）。

本節 においては、建物跡に付随す る土坑 を省 き、単独で構築 された と考 え られ る土坑及び溝跡 とは認

定で きない竪穴状の遺構 につ いてそ の位置 （グ リッ ド）、規 模、出土遺物等を一覧表 にまとめて記載

した。

土坑 番号 （土坑名）は調査時の検 出順 、着手 した順 に付 してい るが、整理 の段階で新 しく付番 した

もの も幾 つかある。 また、欠番 とな った土坑 もある （観察表参照）。

平面 、断面形態 については、適 当な表現 が見 当た らない ものが多いため、特 に記載 しなかった。

土坑の平面規模 の計測 は図上 において行 った ものであ り、「短軸」 ・ 「長軸」 は土坑 の開 口部での

計測値 である。

紙数の都 合上 、記載 は観察表にま とめ、土層注記 は、実測図頁の後に続 けた。

【凡 例】

１．土坑Ｎｏ：調査時の通 し番号である。

２．位 置 ：グ リッ ド名を記 してい る。

３．長軸 ・短軸規模 ：開 口部の規模を示 した。底面 の規模 は示 さなか った。崩落 や攪乱 、重複等に よ

り残存状態が完全でない場 合は、（ ）を用いた。

４．深 さ ：確認面 の開 口部か ら底面までのほぼ平均的 な深 さを記載 した。

５． 出土土器 ：主 として、堆積土及び底面出土の遺物 の合計破片数を示 した。
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　第４節　溝跡

　紙面の都合上、溝跡の事実記載については以下の観察表にまとめた。なお、発掘調査時には存在し

たが、整理中に抹消した溝跡もあるため、所々に欠番が生じていることを予めお断りしておく。

1 ．番 号：溝跡の通し番号を示す。

2 ．位 置：遺構配置図（付図参照）のうちの、グリッド番号を用いて位置を示す。

　　　　　　　301溝の場合、Ｍ－275〔始点〕～Ｆ－276〔終点〕を意味する。

3．重複関係：遺構間の新旧関係を示す。

　　　　　　　301溝の場合、301溝より55Ｈ、309Ｍが新しく、260土が古いことを表す。

4．規 模：長さはプラニメーターを用いて計測した。幅（上端）、深さは平均値を記した。　

　　　　　　　（　）付きは検出部分の最大値および推定値を示す。

5．断 面 形：開口部の形態を示す。

6．傾 斜：傾斜の方向を、西→東、北→南等と示す。

7．出土遺物：主な出土遺物とおよその個体数を示す。

8．特記事項：建物跡の外周溝等、主な特徴を記す。

　　　　　　　303溝の場合、50Ｈの外周溝となった事を意味する。詳しくは、50Ｈをご覧いただき

　　　　　　　たい。
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第 ５ 節 そ の 他 の 遺 構

第 １号畝状遺構 （第 Ⅴ― ５― １図）

〔位 置〕Ｍ～Ｎ― １１～１４に位置す る。

〔重 複〕１２６Ｍ との関係については不明である。

〔平面形 〕細長 い楕 円形 を呈 し、１３列がほぼ等間隔に並ぶ。

〔底 面〕かな り凸凹がある。

〔規 模〕長 軸約２２０～７８０ｃｍ、幅５０～９０ｃｍ、深 さ１６～２１ｃｍである。

〔出土遺物〕堆積 土 よ り、土師器 が５０片程 出土 した。

〔小 結〕上部は削平 されていたが、畑の跡 と思われ る。時期 は不明で ある。

第 ２号畝状遺構 （第 Ⅴ― ５― １図）

〔位 置〕 Ｋ～ Ｌ― ７～ ８に位置す る。

〔重 複 〕な し。

〔平面形 〕細長 い楕 円形 を呈 し、 ４列がほぼ等間隔に並ぶ。

〔底 面〕凸凹がある。

〔規 模〕長軸約２８０～４００ｃｍ、幅４０～５５ｃｍ、深 さ ７ｃｍ前後 である。

〔出土遺物〕堆積土 よ り、土 師器 が数片 出土 した。

〔小 結〕上部は削平 されていたが、畑の跡 と思われ る。時期 は不 明で ある。

井戸跡 （第 Ⅴ― ５― ２図）

〔位 置 〕Ｎ～ Ｏ― ４６に位置す る。

〔重 複 〕６０Ｍ より新 しく、 ＳＢ０７ （上屋構造） が伴 うもの と思われ る。

〔平面形 ・規模〕 ほぼ 円形で、開 口部は楕 円形 を呈す る。上端で径１７０ｃｍ×１５０ｃｍ、下端で径４３ｃｍ×４０

ｃｍ、深 さ２５０ｃｍである。

〔壁 ・底面〕壁 はほぼ直線的 に立 ち上が り、開 口部 は広 がる。底面 はほぼ平坦 である。

〔堆積土〕２７層に分層 された。黒褐色土を主体 と し、焼土 、炭化物 、粘土、 ロー ム粒 を混入す る。下

半 は人為堆積、上半は 自然堆積 と思われ る。第 ７層は 白頭山火山灰 を含む。 これは、６０Ｍ （時期 は平

安時代）の堆積土が流れ込んだ結果 と思われ る。 なお、２７層以下 は湧水 と崩落のため断面図はとれ な

か った。

〔出土遺物〕堆積土 よ り、土師器 の坏２８、甕１５３、須恵器坏３、壷 ５、大甕 １自然木が 出土 した。

〔小 結〕井戸 の周囲 に角材を利用 して蓋 を した形跡が あ り、時期は現代 の ものと思われ る。

第 １号焼土遺構 （第 Ⅴ― ５― ２図）

〔位 置〕Ｏ― ４２～４３に位置す る。

〔重 複〕な し。

〔平面形 ・規模 〕かな り不整形状を呈す る。上端 で径５３０ｃｍ× （４００）ｃｍ、深 さ３０ｃｍ前 後である。
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〔壁 ・底面〕壁はゆ るやかに立 ち上 が り、底面 はやや凹凸があ る。

〔堆積土〕１６層に分層 された。褐色土 を主体 と し、焼土、炭化物 、 ローム粒を混入す る。人為堆積 と

思われる。

〔出土遺物〕 な し。

〔小 結 〕西側 は調査区域外に延びている。時期 は、現代 と思われ る。

第 ２号焼土遺構 （第 Ⅴ― ５― ４図）

〔位 置〕 Ｌ―１５に位置す る。

〔重 複 〕２１Ｈ、２３・２５Ｈとの新 旧関係 は不 明である。

〔平面形 ・規模〕隅丸 の長方形を呈する。上端 で１８０ｃｍ×１３５ｃｍ、深 さ６０ｃｍである。

〔壁 ・底面〕壁 はゆ るやか に立 ち上が り、底面 は凹凸が ある。

〔堆積土〕３０層 に分層 された。褐色土を主体 と し、焼土 、炭化物、 ロー ム粒 、粘土を混入す る。 人為

堆積 と思われる。

〔出土遺物〕堆積土 か ら土師器の坏 ２、甕３５片が出土 した。

〔小 結〕時期は、平安時代 と思われ る。

第 ３号焼土遺構 （第 Ⅴ― ５― ４図）

〔位 置〕Ｍ― １５に位置す る。

〔重 複〕２１Ｈ、２３・２５Ｈ との新 旧関係は不 明である。

〔平面形 ・規模〕ほぼ円形 を呈す る。上端で１２０ｃｍ×１１０ｃｍ、深 さ１５ｃｍで ある。

〔壁 ・底面〕壁はゆ るやかに立 ち上が り、底面はやや凹凸がある。

〔堆積土〕 ５層に分層 された。黒褐色土を主体 と し、焼 土、炭化物 、 ローム粒を混入す る。人為堆積

と思われ る。

〔出土遺物〕堆積土か ら土師器坏 １２、甕 ７片が出土 した。

〔小 結〕時期は、平安時代 と思 われ る。

第 ４号焼土遺構 （第 Ⅴ― ５― ４図）

〔位 置〕 Ｌ― １５に位置す る。

〔重 複〕２１Ｈ、２３・２５Ｈ との新 旧関係 は不 明で ある。

〔平面形 ・規模〕 円形を呈す る。上端で１０８ｃｍ×９８ｃｍ、深 さ４２ｃｍである。

〔壁 ・底面〕壁は直線的に外反 し、底面 は平坦で ある。

〔堆積 土〕１０層 に分層 された。黒褐 色土 を主体 と し、焼土、炭化物 、 ローム粒を混入す る。人為堆積

と思われる。

〔出土遺物〕 な し。

〔小 結〕時期 は、不 明で ある。

－ ２２７ －



－ 228 －




