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は  じ 髄)に

人尾市は、大阪府のほぼ中央部に位置しており、市域は、東方の生駒山地

西麓から、西方の大阪平野東部にかけての範囲に広がっております。古くは、

北に河内湖、河内潟に面し、旧大和川の支流であつた多くの河川によつて、

肥沃な平野が形成されてきました。旧石器時代から連綿と遺跡が形成されて

おり、全国的にも有数の遺跡の宝庫と呼べる地域であります。

本書は、当教育委員会が、平成21年度に(財)人尾市文化財調査研究会に委

託して実施した市内の周知の埋蔵文化計包蔵地における個人住宅等の建設

に伴 う発掘調査や民間の各種事業の開発工事等に伴 う遺構確認調査の成果

を収めております。

縄文時代の包含層や弥生時代中期の集落の様相を知ることができる多量

の土器が出土した恩智遺跡、弥生時代後期を中心とした遺跡の広がりを確認

できた大竹西遺跡、古墳時代前期の手焙り形土器が出土した東郷遺跡、奈良

時代の土器棺を確認した東弓削遺跡、中世の有力集落の可含旨l■がある遺構を

確認した中田遺跡、中世寺院の存在を明らかにできた矢作遺跡、近世人尾の

寺内町の内部及び外周施設の様相を知ることができた人尾寺内町の調査な

ど、今年度の調査においては、縄文時代から近世に至るまで、幅広い時期の

様々な遺跡や遺構の広がりを確認できる多数の貴重な成果を得ることがで

きました。

今後、埋蔵文化財の重要性を市民の方々をはじめとして、多くの人々にご

理解をいただき、地域の貴重な歴史資産のひとつとして、保存・活用してい

くことが文化財行政の重要な課題となります。本書が、その役割の一助とな

れば幸いです。

最後になりましたが、今回の調査に際し、ご理解とご協力を賜りました関

係各位に厚く御礼申し上げます。

人尾市教育委員会

教育長 中原敏博

平成22年3月



ロ

1,本書は、平成21年度の国庫補助事業 (市内発掘調査)と して、大阪府人尾市で実施し

た発掘調査の報告書である。

2.これらの発掘調査は、人尾市教育委員会が平成21年度に(炉め人尾市文化財調査研究会

に委託して実施したものである。

3.本書には、市内の埋蔵文化財包蔵地での発掘調査及び遺構確認調査と埋蔵文化財包蔵

地外での試掘調査のうち、平成21年度に実施した平成21年4月 から12月 までの調査と、

平成20年度に実施した平成21年 1月 から3月 までの調査について掲載している (据朝頃序

は遺跡名の五十音順となつている。)。 そのうち、特に成果のあった調査については、そ

の概要を掲載している。

また、平成20年度及び平成21年度の国庫補助事業 (市内発掘調査)で頓つ大阪市文化

財協会に委託して実施した保存処理事業の成果についても掲載している。

4.調査した場所及び位置については、それぞれの年度の巻頭に一括して位置図を掲載し

ている。

5。 本書の作成にあたつては、人尾市教育委員会 藤井淳弘・吉田珠己、(財)人尾市文化

財調査研究会 岡田清一 。坪田真一・成海佳子・西村公助・樋口 薫・木村健明 。米井

友美、頓つ大阪市文化財協会 伊藤幸司、奈良文化財研究所年代学研究室 客員研究員

藤井裕之、東北学院大学文化財保存修復研究センター 手代木美穂、大阪大学大学院

金澤雄太が執筆を行い、執筆分担は目次末に記している。

6.本書に掲載している出土品及び図面類は、埋蔵文化財の活用に資するため、人尾市立

埋蔵文化財調査センター (人尾市幸町四丁目58-2)において保管している。

7.本書の編集は、人尾市教育委員会生涯学習部文化財課 藤井が行つた。

例
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4区 6層上面 (東から)5区 3層上面 (東から)

図版28 Ⅱ-3-24)中 田遺跡(200999)   出土遺物 1

図版29 Ⅱ-324)中 田遺跡 (200併99)   出土遺物 2

図版30 Ⅱ-324)中 田遺跡(200999)   出土遺物 3

図版31 Ⅱ-325)中 田遺跡(200988)   調査地 (南東から)東壁

Ⅱ-3-26)中 田遺跡(2009-128)  西壁 5層上面 (東から)

Ⅱ-3-27)中田遺跡(2009208)  北壁 3層上面 (南から)

Ⅱ-3-28)中 田遺跡 (2009214)  機械掘削 (北から)】ヒ壁



図版32 Ⅱ-3-29)中 田遺跡 (200併244)  西壁 5層上面 (西から)

遺物出土状況 (北から)出土遺物

Ⅱ-3-30)東 弓削遺跡 (2009116) 調査地 (南から)東壁

図版33 Ⅱ-3-31)ノ (尾寺内町(2009-16) 機械掘削 (南西から)】ヒ壁 東壁 3層上面 (南から)

Ⅱ-3-32)人尾寺内町(200918)  周辺の状況 (南から)南壁 SK10ヒ東から)出土遺物

図版34 Ⅱ-333)ノ(尾寺内町(2009188) 調査地 (南西から)2層上面全景 (南から)出土遺物

Ⅱ-3-34)人尾寺内町(2009264) 東～南壁 1・ 2面全景 (西から)

SKl瓦枠 (南から)3面全景 (西から)

図版35 Ⅱ-3-34)ノ (尾寺内町(2009-264) 出土遺物

図版36 Ⅱ-3-35)ノ (尾寺内町(2009254) 南壁 3層上面 (南から)出土遺物

Ⅱ-3-36)矢作遺跡 (2009-46)     1区機械掘肖け(南西から) 1区ウ種壁

1区 S E101(南西から)2区 3層上面 (南から)

図版37 Ⅱ-336)矢作遺跡(200946)   3区 東壁 3区 3層上面 (南から)

3区 S D301(西から)

4区東壁 出土遺物

図版38 Ⅱ-3-36)矢作遺跡(2009-46)   出土遺物

Ⅱ-3-37)矢作遺跡 (200併120)  機械掘削 (西から)】ヒ壁

Ⅱ-3-38)竜華寺跡 (200併130)  1区 3層上面 (南から)2区 北壁

図版39 Ⅱ-339)埋蔵文イ限オ包蔵地外   調査地 (南西から)1区 4層上面 (東から)

(2008194)  1区 西壁 2区 9層上面 (東から)

2区11層上面 (東から)

2区東壁 5医東壁 出土遺物
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¬.平成20年度 1～ 3月 発掘調査一覧表

遺跡名
(申 請番号)

調査地 調査日
目的 :対象
(調査種別)

調査方法 (面積) 調査結果 担当者

跡部遺跡
(2008-347)

跡部北の町 1丁 目5, 6,
7,  8,  9

H21年

2月 4
5日

工場 :基 ttA

(造構確認調査 )

25m× 25mの 調査 区 3ヶ 所深 さ25m
まで調査 (1875活 )

詳細 は I-3-1)に 記載 西 村

池島・福万寺遺

跡

(2008-475)

上之島I町北 2丁 目16-4
鬱1年

2月 27日
分譲住宅 〔基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査 区を 3ヶ 所深 さ

20mま で調査 (1875ピ )

「 P+6 0nl前後で、中世頃の洪水に

よる砂のIE積 を確認 した。
西村

恩智遺跡

(2008-441)

患智北
'T4丁

目427番 、433番 H21年

'月
16日

個人住宅 i基礎

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査区lヶ所深さ20m
まで調査(400ポ )

TP+232～ 237mで中世頃の水田〃|

作土を、以下の土壌化層上面で遺構

を確認 した。また、TP+228mで 礫
を多く合む地山層を確認。

米 井

恩智遺跡
(2008-476)

愚智中町 4丁 日247

H21年

3月 3.
11日

分譲住宅 :基礎部分

(造構確認調査 )

基礎 :25m× 25mの 調査区を 2ヶ 所

深 さ20mま で、 15m× 15mの 調査区

を 2ヶ 所深 さ15mま で調査 (2150ポ )

詳細 は I-3-2)に 記載 西 村

亀井遺跡
(2008-519)

南亀井町 1丁 目252,26-
4,3■ 2の一部

旺21年

3月 16日

工場 :基礎部分

(進構確認調査 )

25m× 25mの 調査 区 2ク 所深 さ30m
まで調査 (1250ポ )

TP+74～ 79mで 土壌化屑を確認 し

たが、進構の検出お よび遺物の出上

はなかつた。

酉村

萱振遺跡
(2008-460)

萱振町 6丁 目64番 3
121年

2月 9日
個人住宅 〔基礎

(個 人住宅発掘調査 )

2 5mX2 5mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625ポ )

詳細は I-3-3)に 記載 坪 劇

郡川遺跡
(2008-342)

教興寺 5丁 目127番
日21年

2月 20日

長屋住宅 :基礎

(遺構確認調査)

」Om× 20m:3箇所・30m× 30m:
lヶ 所を深 さ28mま で調査 (2100ポ )

TP+117m以 下で河)i lr積の砂礫層

を、TP+104m以 下には湿地性堆積
の粘土層を確認 した。

坪 田

小阪合還跡

(2008-478)
青山町 4「 目28-19

阿21年

3月 16日

専用住宅 :建物基礎

部分

(個 人住宅発掘調査 )

2 5mX2 5mの 調査 区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (625雷 )

詳細 は I-3-4)に 記載 木 村

小阪合遺跡
(2008-538)

青山町 4丁 目36-2,36-3
田21年

3月 27日
店舗 :人孔部分

(遺構確認調査)

20m× 20mの 調査 区 3ヶ 所深 さ20m
まで調査 (12 00nf)

TP+76mの 粘土層の上面は撹拌を

受け土壌化 していることか ら、中世

以前の耕作土と考えられる。

西村

成法寺遺跡

(2008-383)

南本町 2丁 目68-2684の 一

部

H21年

3月 12日

個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所 を深 さ

20mま で調査 (400ド )

詳細は I-3-5)に 記載 坪 日

太子堂追跡
(2008-232)

南太子堂 4丁 日89番地 4、 89

番地5

121年

1月 9日
分譲住宅 :宅地部分

(遺構確認調査)

3 0mX3 0ぃ の調査 区 4ヶ 所 を深 さ

30mま で調査 (1800ド )

詳細 は 1-3-6)に 記載 坪 日

六正橋遺跡
(2008-477)

太田 8丁 目64番 の一部
121年

3月 12日

店舗 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20m× 20に の調査区 lヶ 所深 さ15m
までpH査 (400ぱ )

旧耕作上の直下 (TP+119m前 後)で

時期不明の遺構を確認 した。
木村

東郷遺跡

(2008-454)
光町 1丁 目32番3, 33番 、34番

121年

2月 3日
店舗付住宅 :基礎

(遺構確認調査)

30m× 30mの 調査 区 lヶ 所 を深 さ

25mま で調査 (900)ポ )

詳細は 二-3-7)に 記載 坪 田

東郷追跡
(2008-345)

桜 ヶ丘 3丁 目72
121年

2月 26日
個人住宅 〔基礎

(個 人住宅発掘調査 )

雨水貯留槽、オ リフィス枡 120m×
40m 2ヶ 所深 さ15mま で調査

(1600ポ )

TP+60m前 後で、中世頃と考えら

れる耕作面を確認 した。
坪 田

中田遺跡

(2008-463)
刑部 4丁 目272呑 の一部

121年

2月 12日

分譲住宅 :基礎

(遺格確認調査 )

20m× 20mの 調査区 lヶ 所深 さ18m
まで調査 (400ポ )

盛上下か らは河)'I堆積 と考えられる

粗粒砂を検出 した。
木村

中田遺跡

(2008-472)
刑部 3丁 目65番 (一 部)

121年

3月 2日

共同住宅 :基礎・汚

水棚

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査 区 3ヶ 所深 さ18m
まで調査 (1200雷 )

TP+99mで 古代～中世頃の生産域

を検出し、TP+91～ 95mで古墳時

代初頭～前期の遺物包含層を確認 し

たハ

坪 田

中田遺跡

(2008-500)

中田 5丁 目163番の一部・ 164

番 の一部
眸
廂

‐２

３

分譲住宅 :基礎部分

(遺格確認調査)

20m× 20mの 調査区lヶ所深さ20m
まで調査(400ド )

詳細は I-3-3)に 記載 西村

西郡廃寺
(2008-420)

泉町 3丁 目60番 1,2,69番 ,70

番 ,71番 ,72番 ,81番

121年

二月 23

24日

工場 :基礎

(造構確認調査 )

2 5mX2 5mの 調査 区 2ヶ 所、20m×
30mの 調査 区 lヶ所 を深 さ25mま で

調査 (185∬ )

詳細は I-3-9)に 記載 坪 田

東弓削進跡
(2008-461)

人尾木 5丁 目7576番 (―

部 )、 77番 1

,21年

2月 5日
共同住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所、2 5rn×

3 5rnの 調査区 lヶ 所 深 さ20mまで

調査 (2125ポ )

詳細は I-3-10)に 記載 坪 日

矢作遺跡

(2003-481)
高美町 4丁 目100番

121年

2月 19日

専用住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625ポ )

詳細は 1-3-11)に 記載 西村

弓削遺跡
(2008-403)

弓削町 3丁 目72番の一部
121年

二月22日

分譲住宅 i基礎部分

(遺構確認調査)

25m× 25mの 調査区 3ヶ 所を深 さ
25mま で調査 (1875ポ )

第 1面で平安～鎌倉時代、第 2面で

奈良時代にそれぞれ相 当す る面を確

認 したが、遺構の検出はなかつた。

西 村

-1-
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2.平成20年度 1～ 3月 発掘調査位置図 (※ トーン入り調査名は報告を掲載)
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3.市内遺跡発掘調査報告

1)跡部遺跡 (2008-347)の調査

(1)調査地 :跡部北の町 1丁 目5, 6, 7, 8, 9(第 1図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-3箇所(北から1～ 3区 :面積約18。 75だ )について、現地表

(T.P.+9。 2m前後)下2.5m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の

標高値 (調査地北東側道路上 :T,P.+9.Om)で ある。

【地層】0層は盛亀 以下現地表下2.5m前後までの1.6m間において6層の層序を確認した。1層は旧

耕作土(T.P,+8.3m前 後)。 2層 (T.P.+8.2m前 後)は近世頃の作土と思われる。 3層 (T.P.+7.9m前 後)は

粘上のブロックが混入する整地上で、奈良～平安時代の土師器、須恵器、瓦器、瓦の破片が出土した。
上面は撹拌を受けた中世の作土(第 1面)で、1・ 2区では溝を4条 (S D101～ 103・ 201)検出した。4層

(T.P.+7.65m前後)の上面は土壌化している(第 2面 )。 3区では溝を 1条 (S D301)検 出した。 5層
(T.P.+7.1～7.3m)は土壌化している(第 3面)。 6層 (T.P.+6.9～7.lm)は河川堆積である。

【検出遺構・出土遺物】1区 :S D101～ 103は東西方向に直線に伸びる。幅0。 2～0.4m、 深さ0.15～0.35

mを測る。埋土は褐灰色細粒シル ト質粘走 2区 :S D201は東西方向に直線に伸びる。幅0.5m、 深さ

0。 15mを測る。埋土は褐灰色細粒シル ト質粘上である。中世の上師器、瓦器の破片が出土した。 3区 :

S D301は南西 北東方向に直線に伸びる。幅0。 45m、 深さ0.lmを測る。埋土は灰色細粒砂。

【出土遺物】1～ 3区の3層からは奈良～平安時代の上師器、須恵器、瓦器、瓦の破片が出上した。出

土量は西側の2区が多い。また2区の2層からは近世の瓦、S D201か らは中世の上師器、瓦器の破片が

出土した。この内図化したものはS D201出上の鎌倉～室町時代の瓦器椀(1)である。1の 口縁部はやや

内湾して伸び、端部は丸く終わる。口縁部の内面は横方向のヘラミガキ、外面はナデを施す。

(3)ま とめ :今回の調査地の北20mでは、(財)人尾市文化財調査研究会が平成H～ 12年に久宝寺遺跡

第29次発掘調査 (以下29次 と記載)を実施しており(原田他2003)、 弥生時代中期～近世に至る遺構、遺物
の検出があつた。このうち29次Ⅲ層 【奈良～平安時代の遺物を含む】は3層に、29次Ⅳ層 【奈良時代の

遺物を含む】は4層に、29次 V層 【古墳時代後期の遺物を含む】は5層にそれぞれ相当する。したがつ

て、今回の調査地付近に上記した各時期の遺構が広がっていると考えられる。

【参考文献】
。原田昌則他2003『久宝寺遺跡第29次発掘調査報告書 一大1坂竜華都市拠点地区竜華東西線4工区に伴う― (財)人尾市

文化財調査研究会報告74』 ◇め人尾市文化財調査研究会

1区  北壁             2区  北壁           3区  北壁

90m l            l
Oi盛上

1,黒色色細粒砂混粘土 (旧 耕作土 )

2:青灰色粗粒砂混粘土
3:灰褐色粗粒 シル ト混粘土

【灰掲色粘上のブロック混入】整地上

奈良時代～中世の土師器、須恵器、瓦器、
瓦の破片が出土
上面は撹拌を受け上壌化 第 H面

4:褐色細粒シル ト質粘上 上面上壌化 第 2面
5:灰色粘土 上面攪拌を受け土壌化 第 3面
6:青灰色細粒砂～粗粒シル ト 河川堆積

S D101～ 103・ 201:褐 灰色細粒シル ト質粘上
S D301 1灰 色細粒砂

2m

80m

睛
一

D

Ｆ
‐十

日

ＩＩ

吐

＼   肩 ／

‐
O    (1:4)  10Cm

第 7図 出土遺物実測図

2区  第 1面 平面図

第 6図 平断面図

1区 第 1面平面図 3区  第 2面平面図
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2)恩智遺跡 (2008-476)の調査

(1)調査地 :′恐智中町 4丁目247(第 1図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-2箇所、1.5× 1.5m-2箇所計 4箇所 (南から1～ 4区)につ

いて、現地表 (T,P,+26。 7m前後)下1.5～ 2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成

1/2500地図記載の標高値 (調査地北西側道路上 :T.P.+25.9m)で ある。

【地層】 0層 は盛土。以下現地表下2.Om前後までの1.8m間において 7層の層序を確認 した。 1層
(T,P.+26.5m)は 旧耕作土も 2層は中世～近世の地層である。 3層 (To P.+25,9m)は シル ト質粘上で撹拌

を受け土壌化した中世の耕作土と思われる。土師器の破片が出上した。4層 (T,P.+25.6m)は 上面が上壌

化しており、1区で上坑 (S K101)、 2区で土坑 (S K201)、 3区で土坑(S K301)を 検出した。層内から

は土師器や瓦器の破片が出上している。5層 (T.P.+25.4m)は 粗流砂混粘上で、弥生土器の破片が出上し

た。 6層は粘上で、湿地性堆積と考えられる。 7層 (T.P.+25.lm)は 中礫混粗粒砂の土石流堆積である。

【検出遺構】1区 S K101-平面形状は円形で、径0.5mを涙1る。断面形状は逆台形で、深さ0.15mを測

る。埋土は粗粒砂混粘土で、平安時代末期の瓦器椀の破片が出亀 2区S K201-平面形状は円形で、径

0.6mを測る。断面形状は逆台形で、深さ0.2mを沢1る。埋土は粗粒砂混粘上で、平安時代末期の上師器

の破片が出土ぉ 3区 S K301-南西隅で検出した。平面形状は円形と思われ、径0.6m以上を測る。断面

形状は逆台形と思われ、深さ0.3mを測る。埋土は細粒砂混粘上で、平安時代末期の瓦器椀の破片が出土。

【出土遺物】1区 S K101。 2区 S K201・ 3区 S K301か らは平安時代末期の上師器・瓦器の破片、1・

2・ 4区の 3層からは中世の土師器、瓦器の破片が出上した。このうち図化したものは1区 S K101の瓦

器椀 (1)、 2区 S K201の土師器小皿 (2)・ 瓦器椀 (3)である。 1の 口縁部は内湾して伸び、端部は丸く

終わる。日縁部の内面はヘラミガキ、外面はヘラミガキのちヨヨナデを施す。 2の底部は平らである。

日縁部は内湾して伸び、端部は丸く終わる。日縁部の内外面はヨヨナデ、底部の内外面はナデを施す。

3の 口縁部は内湾して伸び、端部は丸く終わる。口縁部の内面はヘラミガキ、外面はヘラミガキのちヨ

コナデを施す。

(3)まとめ :今回の調査地では、T,P,+25.6m付近で平安時代末期の遺構を検出したことから、周辺に

同時期の集落が広がっていると推測される。

【参考文献】
・原田昌則2007「Ⅳ 恩智遺跡第18次調査(OJ2005 18)」 『恨つ人尾市文化財調査研究会報告98』 倶つノ(尾市文化財調査研

究会

4区 北壁

十 _

Ь
藷

骨

3区  4層上面

0   (1:loo) 2m

―

＼  クラ

~l   y2

0    (1:4)   10Cm

第 9図 出土遺物実測図

死

0:盛土

1:褐色細粒砂混粘土

2:褐灰色細粒シル ト質粘土
3:褐色細粒砂混粘土 椀拌を受け土壌化 土師器・瓦器の破片出土
4:褐灰色粗粒砂混粘土 上面土壌化 第 1面 土師器・瓦器の破片出土
5:褐色粗粒砂混粘土 弥生土器の破片出土

6:褐色粘土

7:褐灰色中礫混粗粒砂 土石流堆積

第 8図 平断面図
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3)萱振遺跡 (2008-460)の 調査

(1)調査地 :萱振町 6丁目64番 3(第 2図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m、 面積約6.25∬ lヶ所について、現地表 (T.P,+6.4m前後)下2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北西部に

位置する市道中央 :T.P.+6.5m)で ある。

【地層】現地表下0.2mは、現代の整地に伴う客土・盛土(0層)である。以下現地表下2.Om前後までの

1,8m間において10層の基本層序を確認 した。1層はブロック状の整地層で炭を多く含む。2～ 4層もブ

ロック状の整地層で、2・ 3層上面 (To P.+6.Om)が第 1面、4層上面 (To P.+5。 9m)が第 2面である。5・

6層は暗色を呈する■erL層で、5層上面 (T.P.+5,6～5,7m)が第 3面である。7層は撹拌された土壌化

層で、上面 (T,P。 +5.3m)が 第 4面である。 8層以下 (T,P,+5。 2m以下)はシル ト～粗粒砂の河サ|1堆積で、

8層はやや土壌化する。

【検出遺構・出土遺物】

第 1面 :土坑 2基 (S K10卜 102)を検出した。ブロック状の埋上で、時期は近世～近代に比定される。

第 2面 :土坑 3基 (S K201～203)、 溝 1条 (S D201)を 検出した。 S K201は一辺1.5m以上 。深さ0.7

mを測る。近世陶磁器が出土る S K202は北西角で一部を検出したもので、北壁で深さ約0。 8mを測る。

S K203は直径約0.9m・ 深さ約85clllを 沢1る。埋土はブロック状の 3層から成る。形状からみて井戸であ

ろう。瓦片が出上している。時期は中世～近世であろう。S D201はやや弧状を成す溝で、幅約40clll・ 深

さ約12clllを測る。少量の瓦片の他、多量の瓦質不明製品・焼壁の破片 (かまど?)で充填されている。

第 3面 :土坑 1基 (S K301)を 検出した。直径約1.lmの円形を呈すると思われ、深さ約0。 8mで、埋土

はブロック状の 3層から成る。形状からみて井戸であろう。土師器 (皿等)・ 須恵器片が出上しており、

時期は平安時代後期に比定される。

第4面 :ピ ット2個 (S P401・ 402)を検出した。 S P401は 58× 44cIIlの 楕円形を呈し、深さ40cmを測

る。埋土は4層から成り柱痕が見られる。 S P402は 23× 20cm・ 深さ24cmを測り埋土は単層である。S
P401か ら古墳時代前期 (布留式潮)の土器片が出上したが、時期は明確でない。

第 1面 (2・ 3層 上面)      第 2・ 3面 (4・ 5層上面)      第 4面 (第 7層上面 )

S K101
Al:責灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト ブロック状

s臀ぁ
「

黄色極細粒砂～細粒砂混粘上質シル ト ブロック状

Bl:灰責褐色粘土質シル ト～シル ト プロック状
B2:責灰色シル ト貿粘土～シル ト ブロック状

S K202
Cl:灰黄色細粒砂～粗粒砂少混粘土賞シル ト～シル ト ブロック状

S D 201

01:暗灰黄色粘土質シル ト ブロック状
S K301
El:褐灰色細粒砂少混シル ト質粘土 ブロック状
E2:褐灰色シル ト質粘土～シル ト ブロック状
E3:黄灰色シル ト質粘土～シル ト ブロック状

0  (1:loo) 2m

―O:客土・盛土
1:黒褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト～シル ト質粘土 炭 プロック状
21暗灰責色細粒砂～粗粒砂混シル ト
3:にぶい黄色細粒砂混シル ト質粘土 プロック状
4:晴灰黄色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 ブ「 lッ ク状
5:灰黄褐色細粒砂少混シル ト質粘上
6:褐灰色シル ト～極細粒砂混粘土質シル ト
7:責灰色極細粒砂混シル ト 撹拌 Fe斑
8:灰黄色ンル ト質粘土混シル ト
9:にぷい黄色シル ト～極細粒砂互層
10:オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混互層

第10図 平断面図
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【出土遺物】S K201-1は陶器甕。瀬戸系の銭甕

と考えられ、外面底部付近に、円の中に縦線が 1本

入るスタンブ記号を施す。 2は肥前系磁器碗で、外

面に草花文が描かれる。 2点は17世紀後半～18世紀

に比定できる。S K301-3・ 4イま土師器皿で、3は

日縁付近が 2段にナデが施されたもの、4は口縁端

部が屈曲して丸く成形された 「て」の字状口縁であ

る。 2点 とも10世紀後半～11世紀に比定できる。

(3)ま とめ :調査では戦国時代末期に恵光寺を中

心に成立したとされる萱振環濠集落の時期の遺構は

認められなかつた。第 3面で平安時代の遺構が検出

されたが、北部で確認されている平安時代～中世に

埋没する自然河川の南に位置する集落域と捉えられ

る。第 4面のピットについては古墳時代前期 (布留式期)の可能性がある。

【参考文献】
・中世土器研究会編 1992『概説 中世の上器・陶磁器』真陽社
・(財)瀬戸市埋蔵文イ嵌オセンター 2002『江戸時代の瀬戸剣 lMl瀬戸市埋蔵文化財センター企画展図録

4)小阪合遺跡 (2008-478)の 調査

(1)調査地 :青山町4丁目2819(第 2図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2,5× 2.5m、 面積約6.25だ lヶ所について、現地表(T.P.+9.2m前 後)下2.5

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地 図記載の標高値 (調査地北西に位

置する府道人尾道明寺線高美中前交差点中央 :T.P.+8.6m)で ある。

【地層】現地表下1.2mまでは盛土(0層 )である。以下1,3m間 で 8層の基本層序を確認 した。 1層
(T.P.+8.Om前 後)は旧耕作上である。2層は緑灰色粘土層で、耕作上である。この層を除去した段階で

遺構を検出した。 3層 は攪拌の顕著な粘」冒である。上面で検出した遺構より黒色土器の細片が出土し

たことから、平安時代後半以降以前の層と考えられる。 4層 も攪拌の顕著な粘土層である。 3・ 4層 と

も耕作土と考えられる。 5層は暗灰黄色粘質シル ト層、6層は黄灰色粘質シル ト層である。 7・ 8層は

河川堆積層である。 7層 は灰黄色粘質シル ト層、 8層は灰色微粒砂～粘土層で、湧水層である。

【検出遺構】3層上面で溝 1条 (SDl)と土坑 1

基(SKl)を検出した。SDlは南北方向に延び

る溝である。幅30cm・ 深さ6 cmを測る。SKlは
調査区の南西隅で検出した。全体の形状は不明で、

深さイま5 cmを測る。

【出土遺物】SDlと 2層内からは土師器・須恵

器・瓦器の細片が出上した。この内図化したもの

はSDlから出上した瓦器椀 (1)である。 1は平

安時代後期の瓦器椀である。高台部は「ハ」の字

にひらく。体部の内面は磨耗しており不明瞭であ

るが、ヘラミガキを施すと思われる。外面はユビ

ナデを施す。高台部の内外面はヨヨナデを施す。

0  (1:loo) 2m

―
西壁

90m 、           「

80m

S K201: 1 ・ 2
S K301:3・ 4

0    (1:4)   10Cm

第11図  出土遺物実測図

O:盛土・撹乱
1:灰色粗粒砂混 じり粘土 (旧 耕作土 )

2:緑灰色粗粒砂混 じり粘土

3:緑灰色粗粒砂混 じり粘土

(灰オ リーブ色粘土粒混 じる)

41灰 自色粗粒砂混 じり粘土

(灰オ リーブ色粘土粒混 じる)

5:晴灰黄色粘質シル ト
6:黄灰色粗粒砂混 じり粘質シル ト
ア :灰黄色粗粒砂混 じり粘質シル ト
8:灰色徽粒砂～灰色粘土

(ラ ミナ認め られる・湧水層 )

(7・ 8層 は河川堆積層 )

坤
1

0    (1:4)   100m

第13図 出土遺物実測図
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(3)ま とめ :今回の調査では、現地表下1.5mで遺構面を検出した。遺構は溝 と土坑である。出土遺物

から平安時代中期以降の耕作関連の遺構と考えられる。 4層 も遺構は検出しなかつたが、攪拌 された層

相であるため、耕作土と考えられる。調査地では連続 して耕作がなされていたと考えられる。

【参考文献】
・局萩千秋1988『小阪合遺跡一人尾都市計画事業南小阪合土地区画整理事業に伴う発掘調査― (昭和59年度 第4次調査

報告∋  (財)ノ(尾市文化財調査研究会報告15』 (;の 人尾市文化財調査研究会
北壁

5)成法寺遺跡 (2008-383)の 調査

(1)調査地 :南本町 2丁 目682.68望の一部 (第 2図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所 :面積約4.0だ)に

ついて、現地表(T.P.+9.3m)下 2.Om前後までを調査した。調査で使

用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北部に

位置する交差点中央 :T.P.+8.8m)で ある。

【地層】0層は盛亀 以下現地表下2.Om前後までのO.8m間におい

て 7層の基本層序を確認した。 1層は旧水田耕作土(T.P,+8.0～ 8.2

m)。 2層も近世頃の作上であろう。 3層 (T,P.+7,7～ 7.9m)も 撹拌

が著しく作土と思われ、下層から巻き上げられた土器を少量含む。

4層 (T,P.+7.65～7.8m)、 5層 (T,P.+7.5～ 7.65m)は鉄分を多く含

む層相で、 4層 は古墳時代初頭の遺物包含層である。 6層以下

(T,P,+7.5m以 下)は水成層である。

【検出遺構・出土遺物】3・ 4層から古墳時代初頭 (庄内式翔)の上

器が出土している。4層出上の 1は甕で、庄内式新相に比定される。

(3)ま とめ :調査では古墳時代初頭 (庄内式劇)の遺物包含層を確

認した。遺構は検出されなかつたが、遺物量から見て周辺に遺構が

存在するものと考えられ、北西部で確認されている集落域が当地ま

で広がつている可能性がある。

0:客土・ 盛土

1:晴オ リーブ灰色シル ト混粘上質シル ト 旧耕土
2i暗オ リーブ灰色シル ト～極細粒砂混粘土 炭
3:褐灰色シル ト質粘土 Mn斑多
4:灰色シル ト混シル ト質粘上 Fe斑多
5〔 灰色シル ト質粘土 Fe斑多
6:緑灰色粘土

7:暗オ リーブ灰色粘土質シル ト～シル ト

0  (1コ oo) 2m

―第14図 断面図

O    (1:4)  10Cm

第15図  出土遺物実測図

【参考文献】
・高萩千秋1991「第5章 第4次調査(S H88-4)発掘調査報告」『成法寺遺跡<第 1次～第4次 '第 6次調査報告書>(テめ

人尾市文化財調査研究会報告33』 候つ人尾市文化財調査研究会
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6)太子堂遺跡 (2008-232)の 調査

(1)調査地 :南太子堂4丁目89番地 4、 89番地 5(第 3図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om-4箇所 (北西から1～ 4区 :面積約36∬)について、現地表

(T,P.+10.0～ 10.4m)下 2.0～3.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地

図記載の標高値 (調査地西部交差点中央 :T.P,+9。 9m)である。

3区東壁

制
国
凶

ｒ

1            /′
i         O        ′′

必
|≡

三三三三
=き=―――――

T′

′′

_市 8  _

・ 3区
:客土・盛土・擬乱
:暗緑灰色細粒砂～中粒砂多混シル ト質粘土 (1日耕土)

:オ リーブ灰色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土 細礫少
i灰責色極細粒砂～細粒砂多混シル ト質粘土
|にぶい責褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土
:にふい黄橙色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土
:にぶい黄橙色細粒砂～中粒砂混粘土
:褐灰色細粒砂～粗粒砂混粘土
:褐灰色シル ト～極細粒砂
:褐灰色細粒砂～極粗粒砂

4区南壁

香1    香|

Ｅ
ｏ
宝

tu0 8

tu0 6
_   霜里 r)s

l区
0:客土・盛土・攪乱
1:暗緑灰色細粒砂～中社砂多混シル ト質粘土 (1日耕土 )

2:褐灰色細粒砂～粗社砂多混粘上質シル ト
3:褐灰色細粒砂～極粗粒砂多混シル ト貿粘土
4:褐灰色シル ト質粘土プロック混シル ト～細粒砂
5:灰責褐色シル ト質粘土混細粒砂～極粗粒砂
6:にぶい責褐色細粒砂～細礫

SKl
Al:灰責褐色シル ト質粘上混細粒砂～中粒砂  ブロック状
A2:灰責褐色シル ト混細粒砂～細礫

SPl
81:灰責褐ブロック状色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土

SK2
にぶい黄褐色シル ト質粘土ブロック混細粒砂～極粗粒砂

2区南壁

100m

90m

80m

100m

90m

4区

水日 1

80m

SEl
Al:にぶい責橙色極細粒砂～細粒砂少混粘土
A2!灰黄褐色極細粒砂～細粒砂ブロック混シル ト質粘土
A3:褐灰色極細粒砂～細粒砂ブロック混シル ト質粘土
A4:灰黄褐色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト ブロック状
A5:にぶい黄橙色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト プロック状
A6:褐灰色極細粒砂少混シル ト質粘土 ブロック状
A7:灰褐色細粒砂～中粒砂混粘土資シル ト ブロック状

SKl
Bl:にぶい黄褐色極細粒砂～細粒砂プロック混シル ト質粘土
B2:灰責褐色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土 ブロック状

第 1面

―房
望

割
掻

ｒ
直
∽

Ｅ
Ｏ
∞

Ｅ
▼
０

第 2面

4区
0:客土・盛土・攪乱
1:暗緑灰色細粒砂～中粒砂多混シル ト質粘土 (1日耕土)

21褐灰色細粒砂～粗粒砂多混粘土質シル ト
3:灰黄褐色シル ト質粘土
4:灰責掲色細粒砂～粗粒砂ブロック少混シル ト質粘土
5:灰責色シル ト
6:褐灰色細粒砂～粗粒砂多混シル ト質粘土
7:黄灰色極細粒砂～細粒砂

0  (1:loo) 2m

―第16図 平断面図

司区

2区

⑭

SEl
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【地層】

1・ 4区-0層は客土・盛土。以下現地表下2.Om前後までの1.Om間において 7層の基本層序を確認

した。 1層は旧耕土 (T,P.+8.7～9.Om)。 2層 (T.P,4‐8.6～ 8.9m)も 近世頃の作土と思われ 1区が高い。

1区 3層 (T.P.+8.6～8.8m)は撹拌された包含層で、平安時代までの上器細片を多く含んでいる。4・ 5

層 (T.P.+8.3～8.6m)はブロック状で土壌化の著しい層相である。6層 (T.P.+8,3m以 下)は河)|1堆積であ

る。4区 3・ 4層 (T,P,+8.3～8.6m)は整地層と思われる均質な粘土層で、S01埋土となつている。5

層 (T,P.+8.5m)は 水成層の可育旨陛があり、上部は土壌化する。 6層 (T,P.+8.2～8.3m)はブロック状で、

3区 7層 に相当する。当層も整地層の可能Jl■がある。 7層 (To P.+8.2m以下)は河川堆積である。

2・ 3区-0～ 2層は 1・ 4区と共通。2区 3～ 5層 (T,P.+8.5～8.7m)は撹拌され、中世頃の作土と

考えられる。3区では見られず、整ltLEと 思われる均質な粘土層の6層 (T.P.+8.3～8.6m)と なつている。

6層は4区 3・ 4層に相当する。3区 7層 (T,P。 +8.2～ 8.3m)はブロック状で、当層も整地層の可台蟄性が

ある。8層 (T.P.+8,1～8.5m)は土壌化の著しい層相で、上面で飛鳥～奈良時代の遺構を検出した。9層

(T.P.+8。 2～8.3m以下)は河サ|1堆積である。

【検出遺構 H出土遺物】 1区 7層上面(T.P.+8.6m)で 土坑 2基 (SKl・ 2)、 2区 9層上面 (T,P,+8.5

m)で井戸 1基 (SEl)、 土坑 1基 (SK3)、 4区では 2層下面 (To P.+8.6m)で水田1筆 (水田 1)、 5層

上面(T.P.+8.5m)で 落込み 1基(S01)を検出した。

SKl一方形に近い掘方が想定される。埋土はブロック状の 2層を確認した。規模は一辺2.Om以上、

深さ60cIIlを測る。奈良時代頃の上師器片が出土。SK2-規模は南北1.lm。 東西0,8m・ 深さ約45clllを測

る。埋土はブロック状の 1層を確認した。SKlに切られている。SEl一北東―南西方向の直線的な肩

を検出したもので、方形の掘方が想定される。二段掘り状を成し、底部を円形に掘りくばめている。埋

土はブロック状の 7層を確認した。規模は一辺1.9m以上、深さ65cIIlを測る。飛鳥～奈良時代の上自市器・

須恵器が出二 SK3-規模は南北1.2m以上、東西0.3m以上、深さ約30clllを測る。埋土はブロック状の

2層を確認した。奈良時代の土師器 。須恵器が出土ぉ SElに切られている。水田1-南北方向に平行

する鋤溝を検出した。時期は近世頃と考えられる。奈良時代頃の土師器・須忘器片が出土ぉ S01-南
北方向の直線的な肩から西に落ち込む。深さ約25clllを沢1る。埋土は 3・ 4層である。

【出土遺物】 2区SEl-1は 須恵器杯身で、約1/2が残存する。底部は未調整で、直線状のヘラ記号

を施す。 2は土師器杯で、外面横方向のヘラミガキ、内面は斜放射暗文を施す。 3は土師器鉢である。

1・ 2は飛鳥時代前期、3は奈良時代に比定される。 2区10層 -4は須恵器杯蓋で、6C前半のMT15型

式に比定される。 3区 7層 -5は奈良時代に比

定される須恵器杯身である。

(3)ま とめ

調査では西の 1・ 2区で奈良～平安時代頃の

遺構を検出した。周辺では奈良時代の遺構は確

認されておらず貴重な成果といえる。当調査地

の西に奈良～平安時代の遺構が広がるものと考

えられる。北部～西部の調査では鎌倉時代の遺

構が確認されているが、当地は当該期には生産

域となつていた可能性がある。下部の河川堆積

は古平野川と考えられており、古墳時代中期頃

の埋没が考えられる。

5

0    (1:4)  10Cm

第17図  出土遺物実測図
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7)東郷遺跡 (2008-454)の 調査

(1)調査地 :光町 1丁 目32番 2,33番 ,34番 (第 3図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om、 面積約9.0だ lヶ所 (3ヶ所予定の内の 1区)について、現地

表(T,P.+7.7m前 後)下2.5m前後までを調査した。調査で使用した標高は、調査地の南西約120mに位置

するベンチマーク :T.P,+7.755mで ある。

【地層】現地表下1.Om前後は、現代の整地に伴う客土・盛土(0層)であるc以下現地表下2.5m前後ま

での1.Om間においてH層の基本層序を確認した。 1層は旧水田耕作土 (T,P,+6.6～6,7m)である。 2～

5層は境拌の著しい作上である(T.P.+6.2～6.6m)。 概ね 2層は近世、3～ 5層は古代～中世に比定でき、

2層下面では南北。東西方向に展開する耕作溝が見られた。6層 (T,P.+6.0～6.2m)は暗色を呈する土壌

化層で、土器を少量含む。7層 (T.P.+6.0～6.lm)は撹拌され、8層の上壌化部分と捉えられ、上面が第

1面である。 8層以下(T,P.+6.Om以 下)はシル ト質粘土～粗粒砂の互層状を呈する水成層である。

【検出遺構 日出土遣物】 7層上面の北東角部でピット1個 (S P101)を 検出した。径45cm以上・深さ約

5ScIIIを測り、埋土はブロンク状の 2層からなる。土師器片が出亀

3層 -13世紀頃までの上師器片、軸

4・ 5層―平安時代頃までの上師器・須恵器・黒色土器片。

6層―古墳時代初頭の上器片。

(3)ま とめ

調査では、古代～中世の水田耕作土と、古墳時代初頭頃の遺構を検出した。南で実施した第36次調査に

おいても古墳時代初頭前半の溝・落込み等が検出されており、集落域が北に広がることが確認された。

【参考文献】
・荒川和哉2007「 Ⅱ 東郷遺跡 (第36次調0」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告97』 ёめ人尾市文化財調査研究会

7層上面

0  (1引 oo) 2m

―

70m

60m

O:害上・盛土
1:オ リーブ黒色極細粒砂～細粒砂混粘土質シル ト 旧耕土

2:緑灰色極細粒砂～細粒砂多混粘土質シル ト 撹拌
3:灰色シル ト質粘土プロック混シル ト～細粒砂 撹拌
4:にぶい黄掲色シル ト～極細粒砂混粘土質シル ト 撹拌 Mn斑
S:灰黄褐色シル ト～粘土質シル ト 撹拌
6:褐灰色シル ト質粘土

7:灰黄色ンル ト賞粘土ブロック混シル ト～極細粒砂 撹拌
8:灰色シル ト混極細粒砂
9:緑灰色シル ト質粘土 Fe斑
10:緑灰色シル ト質粘土～シル ト
11:オ リーブ灰色極細粒砂～粗粒砂

S P101
Al:褐灰色シル ト～極細粒砂混シル ト質粘土 ブロック状
A2:灰責褐色シル ト質粘土混シル ト～極細粒砂 ブロック状

第18図 平断面図
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8)中 田遺跡 (2008-500)の 調査

(¬ )調査地 :中 田5丁 目163番の一部 。164番の一部 (第 4図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所 (面積約4.0ピ)について、現地表(T.P.+10.3m前 後)下

2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北東側

道路上 :T,P。 +10。 3m)である。

【地層】0層は盛亀 以下現地表下2.Om前後までの1.3m間において 3層の層序を確認した。1層は旧

耕作土(T,P,+9.5m前 後)で、上面から切り込む井戸を検出した。 2層 (T.P.■9.2m)は近世頃の作土と思

われる。 3層 (T,P,+9,Om)は 粗～細粒砂の河川堆積で、弥生土器が出上した。

10堕 | 。 十一

―盛)破i々〒
崎ザ

０

１

２

３

　

　

Ａ

盛土

明褐灰色細粒砂混粘上 旧耕作土

黄灰色細粒砂混粘土 上面撹拌を受け上壊化

灰色粗～細粒砂 弥生土器 (中期後半)破片出土

河川堆積

井戸掘形埋土

青灰色粗粒砂混粘土

細粒砂混粘土のブロック混入

第 1面 (1層上面)

第19図  平断面図

0    (1:4)  10Cm

第20図  出土遺物実測図

【検出遺構】井戸 :掘形は調査区外に至るため形状および規模は不明である。掘形の埋土は青灰色粗粒

砂混粘上である。井戸枠は円形で、径0.8mを測る。枠は内側にコンクリー ト、外側に瓦を使用していた。

径0.8mを測り、深さは1.3m以上を測る。枠内の埋土は黒色粗粒砂混粘土で、針金、ビール瓶、サイダ

ー瓶、井戸枠に使用した瓦の破片など昭和年代の遺物が出土した。

【出土遺物】3層の最上部からは弥生時代中期後半の壷 (1)の破片が出土した。1の 口縁部は外反する。

端部は上下に拡張し面を形成する。日縁部の内面には櫛描列′煮文を2列施す。拡張した面には凹線文を

施した後キザミロを施し、円形浮文を貼り付ける。頸部の内面は左上がりのハケナデのちナデ、外面は

縦方向のヘラミガキのち櫛描直線文を施す。河内Ⅳ-1様式頃に比定できる。

(3)ま とめ :今回の調査地では、昭和年代の井戸を確認した。井戸は旧耕作上の上面から切り込んで

いることから、農業用の井戸と考えられる。また、 3層の砂層最上部 (河川堆積)か らは弥生時代中期後

半に比定できる壷の破片が出土した。この上器は、表面の磨耗が少ないことから、近隣に同時期の集落

が存在していた可台Zl■が高いと推測できる。なお、この河川堆積と同時期に比定できる砂層を南東約150

m地点での調査で確認している(西村1997)こ とから、河川の方向は南西から北東に流れていたと考えら

才しる。

【参考文献】
。西村公助1997「 I中 円遺跡第15次調査(N T92-15)」 『中田遺跡 lul人尾市文化財調査研究会報告56』 (財)人尾市文化
財調査研究会
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9)西郡廃寺 (2008-420)の 調査

(1)調査地 :泉町 3丁目60番 1,2,69番,70番,71番,72番,81番 (第 4図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-2箇所 (北から1・ 2区)、 2.OX3.Om-1箇所 (3区):面積

約18.5どについて、現地表(T.P.+5.Om)下 2.5m前後までを調査した。なお 2区についてはコンクリー ト

製の地下構造物が存在したため調査不能であった。調査で使用した標高は、北側道路で実施した公共下

水道工事の際設置された仮BM:T.P.キ 5.013mである。

【地層】 0層は客土・盛土。以下現地表 (T,P.+5,3～ 5。 5m)下2.5m前後までの1.9m間において 1区で

5層、 3区で4層の基本層序を確認した。

1区 :1層 (T.P.+4.4～4.6m)は中世頃の整地層 と考えられる。 2・ 3層 もブロック状で、整地層の可

育巨l■がある。 4層は5層の上壌化部分で、 5層 (To P.■ 4.lm以下)は河サ|1堆積である。

3区 :1層は旧耕亀 2層 (To P.+4.4～4.9m)は近世頃の整地層であろう。3層 も北東に向かつて深く

なつていることから下位のS0311を埋めた整地層 と考えられる。D層は調査区全域を占めるS0311埋

上である。 4層 (T,P.+3.9m以 下)は河川堆積である。

【検出遺構 a出土遺物】1区 :1層上面(T.P.+4.6m)一溝 1条 (S Dlll)、 ピット1個 (S Plll)。 いず

れも時期は中世～近世であろう。 1層から巻き上げられた土器が出上している。 2層上面 (To P.■ 4.5m)

一土坑 1基 (S K121)。 方形を呈すると考えられ、深さ約40clllを測る。奈良時代頃の上師器が出上してい

る。4層上面 (T,P.望。2m)一 ピット4個 (S P131～ 134)。 直径40～ 60cIIl程度、深さ30～ 40cm程度を測る。

埋土はブロック状の単層で、遺物は出上していない。

3区 :調査区全域を占める落込み(S0311)を検出した。構築面はT,P.+4.4mの 3層上面あるいは4.2

mのD層上面である。底部は南西部がやや高くなつている。ブロック状の埋土で、12世紀頃の瓦器椀片

や土師器・瓦片の他、径35～ 40cmの花闇岩が出上した。

1区 1層 :中世頃の整地層で、奈良時代を中心に、古墳時代後期～鎌倉時代の上器片を多量に含んで

いる。

1区 東壁1区第 1面

1区第 2面

1区第 3面

50m

3区東壁

50m

40m

30m

0  (1:loo) 2m

―
第21図  1・ 3区平断面図

1区
O:客土・盛上
1:黒褐色細粒砂～細礫混粘土質シル ト ブロック状
2:灰黄褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状
3:黄褐色細粒砂～中粒砂混粘上質シル ト プロック状 Fe斑
4!責灰色粘土質シル トブロック混細粒砂～中粒砂
5:にぶい黄橙色細粒砂～極粗粒砂

S DHl
A:灰責褐色細粒砂～極粗粒砂混粘土質シル ト

S K121
B:褐灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状

S P132(131・ 133・ 134)

C:黄灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状

S Plll

褐灰色極細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト ブロック状

3区
0:客土・盛土

1:黒褐色細粒砂～細礫混シル ト(旧耕土)

2:灰責褐色細粒砂～細礫混ンル ト ブロック状
3:褐灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト
4:にぶい黄橙色細粒砂～極粗粒砂

S0311
Dl:褐灰色粘土質シル ト混細粒砂～細礫 ブロック状
D2:褐灰色シル ト質粘土～細礫 ブロック状

-17-



【出土遺物】 1区 S K121-1は土師器獲と 口縁部は斜め上方に開き、調整はナデとハケが施される。

1区 1層 -2～ 4は土師器杯。 2・ 3は平底、日縁部斜め上方へ開いて立ち上がり端部は丸く内面に傾

く。調整は内面放射状ミガキ、外面はナデとミガキが施される。 4は底面に高台がつくやや大形の杯。

5は土師器小皿で、日縁部は内湾して立ち上がり、底面中央が上がる。 6は土師器杯蓋で、扁平な円形

のツマミをもち、調整はナデ、ミガキが施される。7は須恵器杯蓋で、内面かえりをもつ。8は平瓦で、

凸面縄目タタキ、凹面布目が認められる。いずれも飛鳥～奈良時代初めに比定される。 (米井)

(3)ま とめ :調査では1区で中世頃の整lILEの他、それ以前の上坑、ピット群、 3区で中世頃の落ち

込みを検出した。1区の上坑S K121や ピット群の時期は、1層出土土器からみて奈良時代頃が中心と考

えられる。3区S0311は 12世紀頃に埋められており、出上した石は建物廃絶により廃棄された礎石の可

台旨性がある。

【参考文献】
・古代の土器研究会編 1992『古代の土器 I

＼
＼≡≡≡三≡≡≡土_____f蒸 デ

少

4

1 :S K121
2～ 8:1区 1層

O    (1:4)   10Cm

第22図 出土遺物実測図
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10)東弓削遺跡 (2008-461)の 調査

(1)調査地 :人尾木 5丁 目75・ 76番 (一部)、 77番 1(第 4図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-2箇所、2.5× 3.5m-1箇所 (西から1～ 3区 :面積約21.25

ポ)について、現地表 (T.P.+11,1～11.2m)下 2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市

作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北西部に位置する駐車場中央 :T,P.+11.2m)で ある。

【地層】0層は現在の耕作上である。以下現地表下2.Om前後までの1.7m間において13層の基本層序を

確認した。1層は旧水田耕作土(T.P.+10。 7～ 10。 9m)、 2層も近世の耕作土であろう。3～ 8層はFe斑を

多く含み撹拌の著しい作上である(To P.+10.0～ 10.6m)。 中世頃の上師器・瓦器の細片が極少量出上して

おり、時期は中世～近世に

比定できる。9層 (T.P.+9.8

～10.Om)は以下の河)|1堆

積上部の上壌化部分で、

2・ 3区で見られた。10層

以下は河)|1堆積である。

【検出遺構・出土遺物】

3区 8層 中で土坑 1基

(SKl)、 9層上面で土器

構墓 1基 (土器棺墓)、 ピッ

ト1個 (SPl)を検出した。

SKl―南部で一部を検

出した土坑で、東西約 1.1

m・ 深さ約20cmを測る。埋

土は灰色極細粒砂混粘土質

シル トである。

上器棺墓―主体部は土師

器羽釜 2J点 を横位で合わせ

口にした構造で、南北を主

軸とする。わずかに口径の

大きい北棺(1)に南棺 (2)

を挿入していた。掘方は南

北約1.25m。 東西0.8mの精

円形を呈し、深さ約30cIIlを

測る。南部はSKlに削平

されている。埋土は灰色シ

ル トブロック混極細粒砂で

ある。主体部は土圧のため

やや崩壊している他、北西

部が一部削平され破片が遊

離している。おそらく8層

作土に伴う耕作の際に削平

されたのであろう。また¬

の体部片が約 lm南に離れ

てSKl内から出土してい

110m

100m

1区北壁

O:暗灰黄色極細粒砂～細礫混粘土質シル ト 現耕土

1:暗オ リーブ灰色粗粒砂混シル ト～細粒砂 旧耕土

2:灰黄色シル ト質粘土ブロック混シル ト～粗粒砂
3:暗灰黄色極細粒砂～粗粒砂
4:黄灰色シル ト混極細粒砂～中粒砂
5:黄灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘上
6:灰黄褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状
7:黄灰色極細粒砂シル ト
8:灰黄色シル ト～極細粒砂混粘上質シル ト
9:灰黄色粘土質シル トブロック混シル ト
10:灰 黄色シル ト～粗粒砂
11:に ぶい黄橙色シル ト～極細粒砂互層
12:褐 灰色シル ト～粘上互層
13:に ぶい黄褐色シル トブロツク混細粒砂～中礫

第23図 平断面図

土器棺墓

100m

3区北壁

O   (1:loo) 2m

―

2区南壁
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第24図 上器棺墓平断面図



るが、耕作に伴い削平された際に移動したの

であろう。 ¬。2の器高・口径・鍔径は、 1
が33.1・ 28,0・ 31.9clll、 2が 33.1・ 27.3・ 31,4

cIIlを測り、ほぼ同一規格といえる。調整は口

縁～鍔部ヨコナデ、体部外面縦ハケ、内面ナ

デ・ユビオサエで、 1は口縁部内面横ハケで

ある。 1の体部外面上位に2箇所の黒斑が見

られるものの、共に煤の付着は認められず未

使用品と考えられる。内部に歯・骨等の遺存

はなかつた。共に生駒西麓産で、時期は奈良

時代後期に比定されよう。羽釜合せ口土器棺

墓は人尾市域では佐堂遺跡に類例がある。

SP¬ -28× 36cIIlの精円形を呈し、深さ6

cIIlを測る。埋上はSKlと 同じであり、 8層

上面遺構の可能性がある。

(3)ま とめ :調査では東部の 3区で奈良時

代の上器棺墓を検出した。周辺での発掘調査

は少ないとはいえ、当該期の遺構は確認され

ておらず、貴重な成果といえる。 1基のみの

確認であり、当地一帯が墓域となつていたの

かイ』司辺の調査により明らかにされるであろ

う。中世以降は調査地全域が生産域となつて

ヤ`る。

【参考文献】
・三宅正浩1985『佐堂(その1)近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文イ誠発掘調査概要報告書』財

団法人大阪文化財センター

0           (1:4)          20cm

第25図 出土遺物実測図
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11)矢作遺跡 (2008-481)の調査

(1)調査地 :高美町4丁 目1∞番 (第 5図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-1箇所 (面積約6.25ぜ )について、現地表(T.P.+9.5m前 後)下

2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北西側

道路上 :T,P.+9.5m)で ある。

【地層】0層は盛亀 以下現地表下2.Om前後までの1.lm間において 7層の層序を確認した。1層は旧

耕作土(T.P.+8,6m前 後)。 2層 (T,P,+8.55m前後)は近世頃の作土と思われる。層内からは近世頃の遺物

が出土した。 3層 (To P.+8.5m前後)の上面は撹拌を受け土壌化した中世の耕作土 (第 1面)で、溝を2条

(S D101・ 102)検出した。層内からは平安～鎌倉時代頃の遺物が出上した。4層 (T,P.+8.35m前 後)は粗

粒砂混粘土で上面は土壌化している(第 2面)が、遺構の検出はなかつた。層内からは平安時代末期頃の

遺物が出土した。 5層 (T.P.+8.2m)は 細粒砂混粘上で上面は土壌化しており(第 3面 )、 南東部で土坑 1

基(S K301)を 検出した。層内からは古墳～平安時代頃の遺物が出上した。6層 (T.P.+7.9m)は 粘上で湿

地帯を示す泥状の堆積であつた。 7層 (T.P.+7.7m)は 細粒砂の河川堆積である。

【検出遺構】溝 2条―S D101は南北方向、102は東西方向に直線に伸びる。幅0.5m以上、深さ0.lm以

上を測る。埋土は青灰色細粒砂混粘土である。耕作に伴う溝である。土坑 1基一S K301は南東隅で検出

した。径0.6m以上、深さ0.2m以上を測る。埋土は褐色粗粒砂混粘上で、褐色粘上のブロックが混入す

る。この遺構は南東側が深くなる形状を呈していることから、井戸の可含Bl■が考えられる。

【出土遺物】2層からは近世、3層からは平安～鎌倉時代、4層からは平安時代末期頃、5層からは古

墳～平安時代頃の上器が出上した。また、S D101か らは中世、S K301か らは平安時代末期の上器が出

上した。この内図化したものはS K301か ら出上した瓦器椀 (¬ )である。1の 口縁部は、外反ぎみに上外

方へ伸びる。内外面は磨耗しており調整は不明陳であるが、両面ともヘラミガキを施すと思われる。

(3)ま とめ :今回の調査地では、第 1面で中世の溝を、第 3面で平安時代末期の上坑を検出した。こ

れらの遺構は、今回の調査地の北側約100m地点で (財)人尾市文化財調査研究会が昭和61年度に実施した

矢作遺跡第 1次発掘調査 (原 田1989)の平安時代後期～錬倉時代末期の遺構に相当する。

【参考文献】
。原田昌則1989「 I 矢作遺跡 (第 1次調査)発掘調査概要報告」『人尾市埋蔵文化財発掘調査概要 平成元年度 (財)人尾

市文化財調査研究会報告22』 (;め 人尾市文化財調査研究会

北壁

90m  卜、  o   ′/  _
O 盛土

1 晴灰色細粒砂混粘土 (旧耕作土 )

2 青灰色粗粒砂混粘土
3 灰褐色細粒砂混粘土 上面撹拌を受け土壌化 第 1面
4 褐色粗粒砂混粘土 上面上壌化 第 2面
5 褐色細粒砂混粘土 上面上壌化 第 3面
6 灰色粘土 湿地帯を示す泥状の堆積 第 4面
7 灰色細粒砂 河川堆積

８０ｍ．　　Ｓ‐　（閣〕

一

画
面
画
面

第
第
第
第

照
＜

＜
　
“

□s鰤
0  (1封 oo) 2m

―

＼    | ウ〃″
「

0    (114)   10Cm

第 27図 出土遺物実測図第26図 平断面図
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12)小阪合遺跡隣接地 (2008-537)の 調査

(可 )調査地 :旭ヶ丘 2丁 目58-1,58-2,58-3(第 5図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-4箇所 (北から1～ 4区 )、 面積約 16♂について、現地表

(T.P.+8.3～8.5m)下2.Om前後までを調査した。調査で使用 した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の

標高値 (調査地南東部に位置する交差〕点中央 :T,P.+8.lm)で ある。

【地層】0層は客土・盛五 以下現地表下2.Om前後までの1.2m間において14層の基本層序を確認した。

1層は旧水田耕作土 (T,P.+7.3～ 7.5m)。 以下は4区と1～ 3区で状況が異なる。

4区-2層 (T.P.+7.3m)は 撹拌された作上である。3～ 5層 (T,P.+6.7～7.2m)は臨斑・Fe斑を多く含

み土壌化した層相で、 3・ 4層は撹拌が認められ作上の可台B性がある。 6層以下 (T.P.+6.7m以下)は粘

土を基調とする水成層である。

1～ 3区-8・ 9層 (T,P,+6.8～ 7.3m)は撹拌されグライ化した作上である。1区 8層から中世頃の上

師器羽釜の小片 1点が出土している。 3区10層 (T.P.+6.6～6.8m)も やや撹拌され作土の可能 l■がある。

2・ 3区11層 (T.P.+6.8～7.Om)は下位の水成層の土壌化部分と提えられる。12層以下は4区 6・ 7層に

対応する水成層で、 1区は砂層 (T,P,+6.8m以下)、 2区はシル ト～極細粒砂 (T.P,+6。 9m以下)、 3区は

粘土～シアレト(T,P.+6.6m以 下)と なつている。

【検出遺構・出土遺物】4区 2層下面(T.P.+7.25m)で 上坑 1基(SKl)を検出したが、一部分の検出

で詳細は不明である。深さ約1.Omを測り、埋土はブロック状の 3層からなる。遺物は須恵器小片 1点が

出土したのみで時期は不明であるが、埋土や規模等の状況からみて中世～近世の井戸掘方である可能性

が高い。

(3)ま とめ :調査では南端の4区で中世～近世頃の井戸と思われる上坑を検出した。また以下にも土

FTL層が認められ、時期は不明であるが層相からみて 5層上面が生活面の可台静性がある。また下位の水

成層の状況から、 1区を含み、 2～ 4区西側を北流する河川の存在が想定される。

4区東壁

8堕
i  。  |_

的
銅

生
3区東壁

|  。  |

―

'~~~れ  9 ,~~」

甲

0  (1:loo) 2m

―
SKl
Al:褐灰色細粒砂～粗粒砂混粘土 Mn斑多
A2:にぶい責橙色極細粒砂～粗粒砂、シル ト質粘上のブロック
A3:黄灰色極細粒砂～粗粒砂ブロック混シル ト質粘土

1:オ リーブ黒色細粒砂混シル ト質粘土 旧耕土
2:褐灰色極細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト Fe斑
3:灰黄褐色極細粒砂～中粒砂多混シル ト Mn斑
4:褐灰色極細粒砂～中粒砂多混シル ト Fe斑
5:にぶい黄橙色極細粒砂～細粒秒混シル ト質粘土 Mn斑
6:灰色粘上～極細粒砂互層 Fe斑
7:灰色粘土 Fe斑
8,オ リープ灰色極細粒砂～細粒砂多混粘土質シル ト
91オ リープ灰色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト
10:灰黄色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘上
11:に ぶい黄褐色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土 Fe斑
12:黄 灰色粘土～シル ト
13:に ぶい責色シル ト～極細粒砂互層
14:黄 灰色細粒砂～粗粒秒互層

Fe斑

第28図 平断面図
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平成21年度市内遺跡発掘調査報告

(平成21年 4月 ～12月 )



1.平 成 21年度 4～ 12

遺跡名
(申請番号)

調査地 調査日
目的 :対象
(調査種別)

調査方法
(面積)

調査結果 担当者

跡部遺跡
(2009-45)

春 日町 2丁 目16番及び18番 1
H21年

6月 2日
分譲住宅 :人孔部分

(遺構確認調査)

2 0mX2 0m2ヶ 所深 さ20mま で調査

(80雷 )

詳細はⅡ-3-1)に 記載 西村公助

跡部遺跡
(2009-101)

春 日町 4丁 目 6番 22
H21年

7月 22日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

2 0mX2 0mlヶ 所深 さ20mま で調査
(40∬ )

調査では湿地性の難積が見 られ、

遺構・遺物は全 く見 られなかつた。
呼田真一

跡部遺跡

(2009-157)
東太子 1丁 目13番 14号

H21年

7月 27日
個人住宅 :建 lFp基礎

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

詳細はエー 3-2)に 記載 坪田真一

跡部遺跡
(2009-341)

東太子 1丁 目31-1
H21年

12月 4日

共同住宅 :建物基礎

部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査 区 1ク 所 ―深 さ20
mま で調査 (40ポ )

中世～近世の作土、及び。古墳時代

後期～平安時代の遺物包合層を確認

した。

呼田真一

植松遺跡
(2008-521)

永畑町 2丁 目20番 1,21番 4
の各一部

H21年

5月 12日

共同住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

30m× 30m3ヶ所深さ30mま で調査
(270ポ )

詳細はエー 3-3)に 記載 呼田真一

植松遺跡
(2008-542)

永畑町 2丁 目1番 57
H21年

6月 5日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 2 5mlヶ所深 さ20mま で調査

(625ポ )

調査地は古平野りの縁辺部に位置
し、 4層 の褐灰色極細粒砂 と 5層の

青灰色極細～中粒砂は古平野川に起
因する河川堆宿物 と考えられるハ

成海佳子

植松違跡
(2009-90)

永畑町 2丁 目29番 1,3,4
30番,31番 4,37～40番

H21年

10月 20・

21日

店舗 :基礎部分

(遺構確認調査)

20n× 20mの 調査 区 4ヶ 所 、25m×
25mの 調査 区 lヶ 所深 さ15～25mま
で調査 (2225∬ )

現地表下約 10m以 下は近世の河 )十 に

起因す る堆積屑 (近世)で あることを

確認 した。

岡田清一

老原遺跡
(2009-160)

東老原 2丁 目46

H21年

7月 30・

31日

電気 :機器基礎設置

箇所・残置基礎試掘

箇所
(潰構確認調査)

30m× 30mの 調査区 5ヶ 所深 さ15m
まで調査 (450雷 )

詳細はエー 3-4)に 記載 坪 田真一

太田追跡

(2009-71)
太 田新町 3丁 目96番 。97番

H21年

5月 27日

長屋住宅 :基礎・浄

化槽部分

(遺構確認調査)

30m× 3 0mlヶ 所、 20m× 20m2ヶ
所を深 さ20～ 25mま で調査 (17ポ )

現地表下15m以 下で、河,1内埋土を

検出した。 この河)は東方で検出さ

れている古代～中世まで流れていた

I硼 |と 推定される。

成海佳子

大竹遺跡
(2009-130)

神立 6丁 目98番
H21年

9月 4日

個人住宅 :建物基

礎・ 浄化槽部分

(個 人住宅発掘 Ftr査 )

25m× 25mの 調査 区 lヶ 所 、 10m×
20mの 調査 区 lヶ 所深 さ13～ 20mま
で調査 (325N)

調査地は生駒山西麓の傾斜地上に位

置 し、西側に盛上 して平坦に整地さ

れていることが判明 した。

坪日真一

大竹遺跡
(2008-470)

大竹 8丁 目29番
H21年

12月 16日

専用住宅 〔浄化槽部

分

(遺構確認調査 )

25m× 18mの調査 区 lヶ 所襟 さ20m
まで調査 (45席 )

進世頃の整地により埋め立てられた

落ち込みを検出 した。性格について

は不明であるが、溜池等が考えられ

ようハ

坪 回真 一

大竹西遺跡

(2009-184)

楽音寺 1丁 目159～ 1611,168
～ 171,173,176番 地

H21年

8月 31日

～ 9月
4・ 7日

店舗 :基礎部分
(遺構確認調査 )

30m× 30mの 調査 区1lヶ 所深 さ25～
35mま で調査 (990ド )

詳細は E-3-5)に 記載 成海佳子

恩智違跡
(2008-532)

恩智中町 1丁 目29
121年

4月 2日
個人住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

40m× 40mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (1600ギ)

現地表下10m以 下の河)I堆積を確認
した。弥生時代の包含層には達 して
いないと思われる。

坪 田真 一

恩智遺跡
(2009-141)

恩智南町 2丁 目32の一部
121年

7月 9日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ15m
まで調査 (125だ )

確認 した砂層は、調査地東側約40m
でも確認 していることから、当遺跡

南部の谷筋に埋没 した河川である可

能性が高い。

西村公助

恩智遺跡
(2008-230)

恩智中町 2丁 目235、 986、

287  288-1

121年

8月 4
5日

分譲住宅 :人孔

管路・宅地部分

(遺構確認調査)

20m× 20mの 人孔部分 6ヶ 所、10m
×60mの管路部分 lヶ所を深 さ05
～15mま で調査 (300∬ )

詳細はⅡ-3-6)に 記載 坪田真一

恩智遺跡
(2009-220)

思智中町 2丁 目24番
121年

9月 14日

個人住宅 :基礎・浄

化槽

(個人住宅発掘調査)

2 0mX2 0mの 調査区 lヶ 所、20m×
25mの 調査区 lヶ 所深 さ20mま で調
査 (90∬ )

詳細はエー 3-7)に 記載 坪 田真一

恩智遺跡

(2009-308)
恩智中町 1丁 目215の 一部

H21年

11月 16日
選構確認調査 15× 20m-2ヶ 所 (60だ )

流水堆積、滞水堆積 を繰 り返 してヤ

た状況であ り、集落域にはなつてセ

なかつたと考えられる。

坪 田真一

恩智遺跡
(2009-218)

恩智北町 1丁 目364番 。365

番 '366番・367番

H21年

12月 7日

共同住宅 :建物基礎

部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ25m
まで調査 (125ポ )

現地表下05～25m間 の 2m前後
は、旧大和川水系がもたらした河サ|

堆積層であることがわかつた。

岡 田清一

萱振遺跡
(2008-348)

萱振町 1丁 目95
121年

4月 6日
長屋住宅 :基礎部分

(遺構確認調査)

30m× 30mの 調査 区 lヶ所深 さ20m
まで調査 (900ポ)

日耕土・床上の直下で河 11r4積土を

確認 した。層位か ら、おおむね近世

頃の流路であろうと考えられる。

成海佳子

萱振遺跡
(2008-535)

萱振町 3丁 目4016他
121年

4月 6

7日

分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査)

20m× 20mの 調査区 2ヶ 所 25m×
25mの 調査区 3箇所深 さ20mまで調

査 (2675ド )

詳細はエー 3-8)に 記載 坪田真一

萱振遺跡
(2008-502)

北木町 3丁 目196の 一部
田21年
4月 15日

分譲住宅
`基

礎

部分

(遺構確認調査)

20m× 20mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (400ポ )

現地表下14m付近までが人為的に埋

められた盛上で、以下は、湿地性堆

積物の地層であつた。

成海佳子

-23-



遺跡名
(申 請番号)

調査地 調査口
目的 :対象
(調査種別)

調査方法
(面積)

調査結果 担当者

萱振追跡
(2009-75)

緑 ヶ丘 1丁 目63番 3
121年

9月 3日
個人住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

2 5mX2 5mの調査区 lヶ 所深 さ16m
まで調査 (625∬ )

詳細はエー 3-9)に 記載 西村公助

董振遺跡
(2009-179)

萱振町 5丁 目85番の一部及 t
86番

121年

9月 7日

個人住宅 !建物基礎

部分

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの調査区 lヶ 所深 さ18m
まで調査 (625∬ )

詳細 は Ⅱ-3-10)に 記載 西村公助

木の本遺跡
(2009-57)

南木の本 3丁 目13
H21年

5月 11日

-14日

分譲住宅 :人孔・防

火水槽部分

(遺構確認調査 )

25m× 25m14ヶ所  35m× 3 5mlヶ
所 深 さ35mま で調査 (9975∬ )

詳細はエー 3-11)に記載 西村公助

久宝寺遺跡
(2009-2)

久宝寺 2丁 目40、 41番
121年

4月 28日
分譲住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

25m× 25m3ヶ 所深 さ25mま で調査

(1875ぽ )

流水堆積、湿地性堆積が見られ、南

西約50mの弥生時代末～古墳時代初

頭の集落域は当地には及んでいない

と考えられる。

坪 田真一

久宝寺遺跡
(2009-40)

渋 ,I町 5丁 目1054
121年

5月 15日

専用住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

詳細 は I-3-12)に 記載 樋 口 燕

久宝寺遺跡

(2009-230)
北亀井町 2丁 目182

121年

9月 16日

工場 :基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの調査区 3ヶ 所深 さ20m
まで調査 (1875∬ )

今回の調査では、中世の耕作土を確

認 したことか ら、本調査地の周辺に

は同時期の生産域が広がっていたと

推測 され る。

西村公助

久宝寺遺跡
(2009-279)

渋川 町 6丁 目28番 1
H21年

10月 29日

共同住宅 :

貯留槽部分
(遺構確認調査 )

25m× 25mの調査 区 2ヶ 所深 さ27m
まで調査 (125ポ )

中世以降は生産域、それ以前は河サI

域で、西部・南部で確認 されている

古墳時代～古代の集落域は当地には

及んでいかい と考アられる^

呼 田冥一

久宝寺遺跡
(2009-302)

渋サ町 6丁 目4-1
H21年

H月 10日

共同住宅 :

基礎・ 浄化槽部分

(遺格確認調査)

25m× 25mの 調査区 4ヶ 所―深 さ
25m前後まで、20m× 20n■ の調査

区 1ケ所 -15m前 後まで調査 (290
ポ)

詳細はⅡ-3-13)に 記載 呼田真一

久宝寺遺跡
(2009-278)

北久宝寺 1丁 目109
H21年

H月 26日

店舗 :貯留槽・基

礎・看板基礎部分

(遺構確認調査)

30× 30m-lヶ 所、25× 25m―
2箇所 、深 さ20～26m前 後 まで調

査 (215∬ )

3区で中世～近世の耕作上を確認 し

た。当地のTP+65m前 後以下に河

川堆積が存在すると考えられる。

呼 田真一

郡川遺跡
(2009-4)

教興寺 2丁 目59番の一部
121年

4月 9日

個人住宅 :建物基礎

浄化槽
(個 人住宅発掘調査)

20m× 2 0mlク所、20m× 3 0mlケ
所深 さ15～25mま で調査 (1000雷 )

東の調査区ではTP+102mで 近世の

耕作に伴 う地層を確認 したが、遺構
の検出および遺物の出土はなかつ

たハ

西村公助

郡川遺跡

(2008-464)

郡り 4丁 目125番の一部、 12そ

番

121年

4月 21日

分譲住宅 :浄化槽部

分・擁壁付近

(遺構確認調査)

20m× 20mの調査区 lヶ 所35m× 12m

の調査区を 1箇所深 さ20mま で調査

(460r)

南西下が りの旧地形を確認 し、
TP+40～ 41mの 4層 は、近隣で検出

されている古墳時代中期以降の土壌

化層の可能性がある。

成海佳子

郡川追跡
(2008-469)

黒谷 4丁 目368、 369
121年

5月 15日

分譲住宅 :浄化槽部

分

(遺構確認調査 )

10m× 20mの調査区 2ヶ 所を深 さ
24mま で調査 (40ポ )

南部で近代頃の層の直下に地山が確

認 され、近世井戸以外に遺構・遺物

は認められなかつた。

呼田真一

郡川遺跡
(2008-534)

垣 内 2丁 目 3番の一部
H21年

6月 3日

分譲住宅 :基礎・貯

留槽部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

TP+108m以 下で厚み03m以上を

測る砂の堆積 を確認 したことから、

近代以前の河)IIが存在 していた可能
trが高い

西村公助

郡川追跡
(2009-168)

垣 内 3丁 目104番、 105番
H21年

10月 9日

個人住宅 :浄化槽、

建物基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの調査区 lヶ所、30m×
30mの IJq査区 1箇所深 さ20～30m
まで調査 (130∬ )

1区では古墳時代、 2区では近世の

染付け磁器片の遺物をそれぞれ少量

検出 したが、遺構については両地区

ともに確認できなかつた。

岡 田清一

郡川遺跡
(2009-318)

郡り 3丁 目39番の一部、40番

の一部

M21年

12月 9日

個人住宅 :

建物基礎・浄化槽部

分
(個 人住宅発掘調査 )

20m× 15mの 調査区 lヶ所、20m×
30mの 調査 区 lヶ 所 ―深 さ20mま で

調査 (90ポ )

詳細 は I-3-14)に 記載 岡 田清一

小阪合遺跡
(2009-76)

小阪合町 1丁 目34-4の 一部
I121年

7月 13日
個人住宅 〔基礎

(個 人住宅発掘調査)

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ18m
まで調査 (40言 )

調査では中世～近世 と考えられる

耕作上を検出 した。当地は中世以

降、生産域になつていることが確認

された。

坪 田真一

小阪合遺跡
(2009-197)

山本町南 8丁 目169番の一部
H21年

9月 25日

個人住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査)

20m× 20mの調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

詳細は I-3-15)に 記載 坪 田真 一

小阪合遺跡
(2009-283)

青山町 5丁 目116

H21年 10

月 29日

11月 20日

分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの調査区 2ヶ 所―深 さ
25m前後まで調査 (125ポ )

3・ 4層は土壌化や攪拌が見 られる

簑子か ら中世～平安時代にかけての

非作上である可能性が高い。

岡田清一

小阪合遺跡

(2009-288)
南小阪合町 4丁 目49番

H21年

11月 24日

分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査)

25m× 25mの調査区 2ヶ 所―深 さ
20m前後まで調査 (125雷 )

西部の鎌倉時代の水 田が当地まで広

がつていることが判明 し、中世以降

近現代まで、生産域 として土地利用

されていたことが確認 された。

岡田清一

小阪合遺跡
(2009-338)

南小阪合町 1丁 目38番・40番
H21年

12月 2日

個人住宅 :

基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ所―深さ20
mま で調査 (625ポ )

中世～近世の生産奴であつたことを

確認 した。 5層 以下の状況からみ

て、平安時代の遺構面は自然測 Hに

より削平 されている可能性が高い
^

坪 田真一

佐堂遺跡
(2009-243)

久宝園 1丁 目461
H21年

10月 5日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20n× 30mの 調査区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (60ポ )

河)11埋土直下の 5'7・ 8層から遺

物が出土 し、周辺の調査結果か ら見

れば、 5層以下に古代末～中世の集
落のある可能性は高い。

成海佳子

渋川廃寺跡

(2008-217)
春 日町 1丁 目■番 1(一 部 )

H21年

5月 25日

店舗 :貯留槽 人孔

部分

(遺構確認調査)

25m× 2 5mlヶ所、 20m× 20m2ヶ
所を深 さ15～ 21mま で調査 (1425
ポ)

詳細はエー 3-16)に 記載 坪 田真一
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遺跡名
(申 請番号)

調査地 調査日
目的 :対象
(調査種別)

調査方法
(面積)

調査結果 担当者

成法寺遺跡

(2009-5)
南本町 1丁 目14番 11

H21年

4月 7日
個人住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ
'Omまで調査 (625ポ )

を検出した。 これ らの遺構は上面が

撹拌を受けていることか ら、耕作に

伴 う遺構である可能性が高い。

西村公助

成法寺遺跡
(2009-155)

月美町 1丁 目31番 3,4 H21年

9月 25日

診療所 !基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625ポ )

中世以前および中世に比定される耕

作土を確認 した。 このことから、調

査地周辺には生産域が広がっていた

と推測できる。

西村公助

成法寺遺跡
(2009-323)

南本町 1丁 目28番 1の 一部、
29番 1、 30香 、31番の一部及
び32番

H21年

11月 30日

店舗 :基礎部分

(遺構確認 ftR査 )

20× 20m-2ヶ 所、深 さ20n■ まで

調査 (80∬ )

7層 は首墳時代後期の本田作土と考

えられる。また 8層 の土壌化層は、

東部で確認 されている古墳時代初頭
の潰構面に相当する可能性があるぅ

坪 田真一

太子堂遺跡
(2009-267)

守太子堂 3丁 目69-7
H21年

10月 26日

個人住宅 〔基礎

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの調査区 lヶ所深 さ20m
前後まで調査 (40ポ )

2～ 4層 の湿地性を示す堆積層は、

古平野)|に 起因す るものであろう。
岡田清一

太子堂遺跡
(2009-365)

覇太子堂 1丁 目22-8
H21年

12月 17日

個人住宅 :建物基礎

部分

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 15mの 調査 区 lヶ所 を深 さ

20mま で調査 (375ポ )

調査では厚い作土層を検出 し、時期

は不明であるが当地が永 く生産域 と

して利用 されていたことを確認 し

た^

呼田真―

高安古墳群

(2009-154)
根部川 8丁 目109番・ 110番

H21年

9月 7日
lE人住宅 !基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

30m× 15mの 調査区 lヶ 所 、 1 5mX
15mの 調査 区 2ヶ 所深 さ07～ 15mま
で調査 (90活 )

調査地は生駒山西麓の傾斜地上に位

置 し、西側に盛土 して平坦に整地 さ

れていることが判明 した。

呼田真一

高安古墳群
(2009-151)

黒谷 4丁 目157番 1の一部
H21年

10月 14日

分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20m× 75m2ヶ 所深 さ15～30mま
で調査 (300ポ )

本調査では、遺特・遺物は確認され
なかつた。

岡 田清一

高安古墳群
(2009-320)

郡川 6丁 目105番 1、 107番 1

107番 3

H21年

12月 24日

建物基礎・浄化槽 部

分

(個 人住宅発掘調査 )

3 0mX3 0mの 調査区 lヶ 所一深 さ20
m、 12m× 30mの調査区 lヶ 所―

深 さ16mま で調査 (126∬ )

谷地形の埋没過程で堆積 したと捉え

られ る水成層が続 くことを確認 し

た。当地は近年まで居住域にはなつ

ていないようである。

呼田真一

竹渕遺跡
(2009-34)

竹IB1 2丁 目17
H21年

5月 28日

個人住宅 :基礎

(個 人住宅発搬調査 )

20m× 20れ の調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (4001f)

TP+79～ 75mで確認 した 3～ 5層
は、東に近接する調査地で確認 して
いる古墳時代後期～平安時代の地層

に相当する。

西村公助

竹渕遺跡
(2009-48)

竹渕東 1丁 目311番
H21年

6月 1日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (40ポ )

調査地付近は古半野)IIに 向かつて北

東下が りの地形を呈するものと考え

られ、平安時代頃には古平野)の影
響は受け/kNかったことが判明 したハ

成海佳子

東郷遺跡

(2009-119)
北本町 2丁 目406、 41-2

121年

7月 16日

店舗付住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

3 0mX3 0mlヶ 所深 さ25mま で調査

(90ポ )

現地表下10n付近の比較的浅いとこ

ろで、鎌倉時代中期以降に埋没 した

埋没河)|の を検出 した。

成海佳子

東郷遺跡
(2009-126)

桜 ヶ丘 3丁 目1121～ 5
121年

7月 23日

宅地造成 :汚水枡

(遺構確認調査 )

20m× 20m 3ヶ 所深さ20mま で調
査(120ポ )

詳細 は ■-3-17)に 記載 坪 田真一

東郷退跡
(2009-170)

桜 ヶ丘 3丁 目112番地の一部
121年

8月 27日

個人住宅 :建物基礎

部分

(個人住宅発掘調査 )

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

詳細はⅡ-3-18)に 記載 成海佳子

東郷遺跡
(2009-187)

桜 ヶ丘 1丁 目56

H21年 8

月31日 ・

9月 1日

共同住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

30× 30m-lヶ 所、30× 25m―
2箇所深 さ30mま で調査 (240ド)

詳細はエー 3-19)に記載 呼 田真 一

東郷遺跡
(2009-234)

桜 ケ丘 1丁 目93番
121年

9月 18日

店舗 :建物基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ14m
まで調査 (125ピ )

詳細は■-3-20)に 記載 呼田真一

東郷遺跡
(2009-367)

1ヒ本町2丁 目209・ 210
H21年

12月 18日

共同住宅 :建物基礎

部分

(遺構確認調査 )

30m× 30mの 調査 区 2ヶ 所 ―深 さ25
m、 1 5mX1 5mの 調査 区 lヶ 所 ―

深 さ15mま で調査 (2025雷 )

連綿 と続 く作土層が検出され、当地

は北部調査地 と同様、古墳時代前期

以降生産域であったことを確認 し
I‐ _

呼田真一

中田遺訪
(2008-424)

刑部 3丁 目1番 の一部
121年

4月 2日

分譲住宅 :人孔・管

路部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査区 2ヶ 所深 さ18m
まで調査 (800ド )

詳細 は Ⅱ-3-21)に 記載 西村公助

中日退跡
(2008-450)

人尾木北 2丁 目84番 の一部
121年

4月 8日
専用住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (400ポ )

TP+84m以 下で河川堆積層を確認

し、これ以降は、湿地性増積層や、

低湿な環境を利用 した水 田耕作土層
が形成されることを明 らかにしたハ

樋 口 薫

中田遺跡
(2009-39)

刊部 4丁 目220-1
121年

4月 23日

分譲住宅 :基礎

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625ポ )

詳細はエー 3-22)に記載 成海佳子

中劇遺跡
(2009-19)

人尾木北 2丁 目37番 3
H21年

5月 13日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区lヶ 所F7Rさ 20m
まで調査(625∬ )

詳細 は I-3-23)に 記載 呼 田真 一

中田遺跡
(2009641

人尾木北 6丁 目87番
H21年

5月 25日

専用住宅 :基礎部分

(個 人住宅発掘調査 )

15m× 20mの 調査 区 lヶ 所 を深 さ

20mま で調査 (30ポ )

河,1堆積層である4・ 5層か らは、

古墳時代前期を上限とす る土器が出

上 してお り、近隣に当該時期の遺構

が存在す る可能性が高い .

成海佳子

中田遺跡
(2009-99)

中田3丁 目47香 2の一部,47
番 1

H21年

6月 18日

老人ホーム :基礎部

分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 3ヶ 所深 さ20m
まで調査 (1875濯 )(1～ 3区 )

詳細は I-3-24)に 記載 坪田真一
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遺跡名
(申 請番号)

調査地 調査日
目的 :対象
(調査種別)

調査方法
(面積 )

調査結果 担当者

中田遺跡
(2009-88)

刑部 1丁 目88番 J

H21年

6月 19日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査

20m× 20mの 前査区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (40ポ )

詳細は I-3-25)に 記載 成海佳子

中国遺跡
(2009-99う

中日 3丁 目47番 2の一部,4
番 1

H21年

7月 9日

老人ホーム :雨水貯

留槽 エ レベーター

ビッ ト部分

(進格確認調査 )

20m× 10mの調査 区 lヶ 所、20m×
30mの 調査区 lヶ 所深 さ08～ 1 lmま

で調査 (80ポ)(4・ 5区 )

詳細は I-3-24)に 記載 呼田真 一

中田遺跡

(2009-128)
刑都 1丁 目56

H21年

7月 17日
個人住宅 :建物基礎

(個 人住宅発掘調査 )

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40沼 )

詳細はⅡ-3-26)に 記載 呼田真一

中田追跡
(2009-177)

刑部 2丁 目223
H21年

8月 10日

個人住宅 :建物基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625∬ )

3層 上面は境拌を受け土鎮化 してい

ることか ら、中世以前の耕作に伴 う

痕跡であつた可能性が考えられる。

西村公助

中田遺跡
(2009-213)

人尾木北 1丁 日10番
H21年

9月 8日
工場 :基礎部分
(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ15～
25mま で調叡 125∬ )

中世以降と考えられる東西方向の自

然河)II(NRl)と 耕作上を検出 し

た。

坪 H真一

中田遺跡

(2009-208)
中H5丁 目25番

H21年

9月 9日

個人住宅 :建物基礎

部分

(個 人住宅発掘調査 )

30m× 30mの 調査区 ユヶ所深 さ20m
まで調査 (90雷 )

詳細はⅡ-3-27)に 記載 西村公助

中田遺跡
(2009-214)

肝」部 4丁 目83の一部
H21年

9月 10日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

2 0mX3 0mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (60ポ )

Ⅱ-3-23)に 記載 坪 田真一

中田遺跡

(2009-244)
刑部 2丁 目355番 の一部

H21年

10月 2日

個人住宅 :建物基礎

部分
(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (625ポ )

細は■-3-29)に 記載 岡田清一

中田遺跡
(2009-280)

人尾木北 3丁 目22番
H21年

10月 23日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

Om× 20mの 調査区 lヶ 所深 さ25m
後まで調査 (40ど )

確認 した河,|は 、埋土内に含まれ

る遺物の年代観から古墳時代初頭～

前期にかけて埋没 したものと考えら

れる。

岡 田清一

束弓削遺跡
(2009-127)

東 弓削 2丁 目67
121雫

6月 30日

個人住宅 :基礎・浄

化槽

(個 人住宅発掘調査)

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所 、 15×
30mの 調査区 lヶ 所深 さ20mま で pl・4

査 (85ポ )

3層 の粗 ～細粒砂 は埋没河)Iの 可能

性 が考 え られ る。 vlJ川 の 1時期 は遺物
の出上がないため不明である。

西村公助

東弓削遺跡
(2009-116)

東 弓削 3丁 目47番 1
121年

7月 24日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ21m
まで調査 (625∬ )

詳細は ■-3-30)に 記載 成海佳子

東弓削遺跡
(2009-148)

都塚 1丁 目74番
121年

7月 29日
分 fiR住 宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

25m× 25mの 調査 区 lヶ 所深 さ25m
まで調査 (625だ )

今回の調査では、三串川の旧河道に

因む と考えられる堆積層を検出 し

た。

成海佳 子

東弓削遺跡
(2009-166)

東弓削 2丁 目18番の一部
H21年

8月 20日

分譲住宅 :浄化槽部

分

(遺格確認調査 )

10m× 20mの IIR査区 lヶ 所深 さ15m
まで調査 (20ぽ )

現地表下131n付近の比較的浅いとこ

ろで、河)十 堆積層を検出した。古大

和川に起因するものと考えられ、埋

没時期は、近年のことと思われる。

成海佳子

東弓削遺跡
(2009-265)

人尾木 1丁 目180番 9。 180番

14

H21年

10月 28日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 2 5mlヶ 所深 さ20m前後まで

調査 (625∬ )

調査では、当地が中世以降耕作地
であった状況を確認 した。

坪 田真 ―

東弓削遺跡
(2009-352)

人尾本 2丁 目83番 H21年

12月 10日

その他住宅 :建物基

礎部分
(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査区 2ヶ 所深 さ15m
まで調査 (160∬ )

現地表下 lm前後で、中世頃の遺構

を検出 した。
岡田清一

美園遺跡
(2008-286)

美園町3丁 目74番 3、 74番 4
H21年

11月 18日

分譲住宅 :人 孔

部分

(遺構確認調査)

20m× 20mの 調査 区 2ヶ 所深 さ20m
まで調査 (80∬ )

盛上が厚 く、中世～近世の作土と以

下の粘土層を確認するに止まつた。
坪田真一

宮町遺跡
(2009-212)

本町 6丁 目25 H21年

9月 8日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査区 lヶ所深 さ20m
まで調査 (40ポ )

河川 を検 出 し、甲世の瓦器杭 の破片

が出土 してい ることか ら、 中世末ま

でには埋没 し、機能 を停 止していた

と推測 され るハ

西村公助

八尾寺内町
(2009-16)

本町 2丁 目109の 一部
H21年

4月 16日

専用住宅 :建物基礎

(個 人住宅発掘調査 )

OmX2 0mlヶ 所深 さ20mま で調査
400ポ )

詳細はエー 3-31)に記載 西村公助

八尾寺内町
(2009-18)

本町 5丁 目65番 3
H21年

4月 20日
分譲住宅 :基礎部分

(遺構確認調査 )

20m× 20mの 調査 区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (400ド )

詳細はエー 3-32)に記載 樋 口 薫

八尾寺内町
(2009-36)

本町 3丁 目124番 1
121年

4月 27日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 25mの 調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (625r)

TP+87mで 近代に比定できる遺構

を検出 した。人尾寺内町の形成後、

近代まで機能 していた水路の可能性
が考えられ るぅ

西村公助

八尾寺内町

(2009-188)
本町 2丁 目33番 3

121年

8月 28日
個人住宅 :建物基礎

(個 人住宅発掘調査 )

2 0mX3 0mlヶ 所深 さ20mま で調査

(60ポ )
詳細はエー 3-33)に記載 西村公助

八尾寺内町
(2009-264)

本町 3丁 目91番 の一部
H21年

10月 21日
個人住宅 :基礎

(個 人住宅発掘調査 )

25m× 2 5mlヶ 所深 さ25m前後 まで

調査 (625ポ )

詳細は エー 3-34)に 記載 成海佳 子
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遺跡名
(申 請番号)

調査地 調査日
目的 :対象
(調査種別)

調査方法
(面積)

調査結果 担当者

八尾寺内町

(2000-254)
木町 3丁 目46番 1

旧21年

11月 4日

個人住宅 :基礎

(個人住宅発掘調査)

25m× 2 5mlヶ 所深 さ20mま で調査

(625ポ )
詳細はエー 3-35)に記載 岡田清一

八尾南遺跡
(2009-84)

西木の本 2丁 目4番 121年

6月 15日
個人住宅 :基礎

(個人住宅発掘調査)

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (4 0nf)

現地表下07～ 10m付近で、埋没河

川のを検出した。調査地付近が軍用

地として利用 されていた頃までは機
能 していた 1)の と考えられる^

成海佳子

矢作遺跡
(2009-46)

高美町 4丁 目11,卜2,卜3,3

1,34の一部 3-5

旧21年

5月 19・

20日

店舗 :基礎部分

(遺構確認調査)

3 0mX3 0mの 調査区 4ヶ 所深 さ25m
まで調査 (3600ポ )

詳細はエー 3-36)に記載 西村公助

矢作遺跡
(2009-120)

有本町 5丁 目9611の 一部
121年

7月 3日
個人住宅 :基礎

(個人住宅発掘調査)

20m× 20mの 調査区 lヶ 所深 さ20n
まで調査 (40ご )

詳細はエー 3-37)に記載 西村公助

矢作遺跡
(2009-182)

南本町 6丁 目H7番 13、 118番

6

121年

8月 19日

個人住宅 :建物基礎

(個人住宅発掘調査)

20m× 20mの調査区 lヶ 所深 さ20m
まで調査 (40♂ )

鎌倉時代の遺構を検出し、集落 (居住

域か ?)が 周辺に存在 していた可能性
があると推測できる。

西村公助

矢作遺跡
(2009嗚36)

菊本町 7丁 目17-5
H21年

12月 3日

個人住宅 :

建物基礎部分

(個人住宅発掘調査 )

20m× 20mの 調査区 lヶ所―深 さ20
mま で調査 (40∬ )

当地が中世～近世の生産域であつた
ことを確認 した。

坪田真一

山賀遺跡
(2008-524)

山賀町 3丁 目45番 16～

18,20,48番 5,9,50番 1,8
121年

5月 21日

店舗 :基礎・貯留槽

部分

(遺構確認調査 )

25m× 25m3ヶ所深 さ23mま で調査

(1875ポ )

調査地イu4M根 )1右岸にあたるため盛

土が厚 く(層厚17～21m)、 調査で

は近世頃の地層を確認するに止まつ

た^

坪 田真一

龍華寺跡
12009-130)

易光園 2丁 目39
田21年

10月 1日
店舗 :基礎

(遺構確認調査 )

30m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ20m
まで調査 (15∬ )

詳細は I-3-38)に 記載 西村公助

埋蔵文化財包蔵

地外 木の本遺

跡隣接地

(2008-505)

太田新町 6丁 目
)0,91,92,93,94

121年

4月 20日

工場 :基礎部分

(試掘調査)

25m× 25mの 調査区 2ヶ 所深 さ20m
まで調査 (125だ )

TP+1095m前後の地層は撹拌を受

け土壊化 してお り、近世以前の畑お

よび水日の耕作土 と思われる。以下
は水歳Dff繕が広がっていた^

西村公助

埋蔵文化財包蔵

地外

(2009-1041

竹渕西 4丁 目247

121年

8月 25

】6日

店舗 :基礎・防火水

槽部分

(試掘調査)

25m× 25mの 調査区 5ヶ 所深 さ26m
まで調査 (3125ポ )

詳細は■-3-39)に 記載 坪 田真一
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2.平成21年度 4～ 12月 発掘調査位置図 (※ トーン入り調査名は報告を掲載)

函  ェ

函
・

困
．　
　
　
国
．

Ш
．



躙
≡　
Ｅ　
　Ｅ‐

．軒叫
臣叫
甲





















3.市内遺跡発掘調査報告

1)跡部遺跡 (2009-45)の 調査

(1)調査地 :春 日町 2丁 目16番及び18番 1(第29図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2,0× 2.Om-2箇所 (面積約8,0ピ)について、現地表 (T.P.+8.9m前後)下

2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地 図記載の標高値 (調査地北側の

道路上 :T,P.+9,4m)で ある。

【地層】 0層は盛土。以下現地表下2.Om前後までの1.5m間において 7層を確認した。 1層 (T,P,+8.5

m前後)は旧耕作上である。2層は粗粒砂混粘上、3層は細粒砂混粘上で、2層 と3層の上面は撹拌を受

け土壌化している。中世～近世の耕作上の可含旨l■がある。 4層は細粒シル ト混粘上で、土師器の破片が

少量出上した。 5層は細粒砂混粘上で、上面は土壌化しており、調査を行ったが遺構および遺物はなか

つた。 6層は泥状の粘亀  7層 は細～粗粒シル トの河川堆積である。

【検出遺構】なし。                 90m
【出土遺物】1・ 2区の4層から出土した土器は、

奈良～平安時代頃に比定されるが、図化できるも   80m
のはなかつた。

(3)ま とめ :T.P.+8.lmの 4層は奈良～平安時

代の地層で、近接する跡部遺跡 (94059)調査地 (消

1996)の第 2調査区の 3層に相当する。同調査では

7世紀前半の遺構を検出しており、今回の調査で

は遺構はなかつたが、飛鳥～平安時代の遺構が周

囲に存在している可台静陛が高いと予想できる。
第40図 断面図

【参考文献】

・清 斎1996「 1.跡部遺跡 (94059)の調査」『人尾市内遺跡平成 7年度発掘調査報告書 I 人尾市文化財調査報告33 平
成 7年度国庫補助事業』人尾市教育委員会
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二醐 圭 
旧耕作土   

―
3:暗青灰包細粒砂混粘土

2層 と 3層の上面は攪拌を受け土壌化 中世～近世の耕作上の可能性あり
4:明褐色細粒シル ト混粘土 土師器の破片が極少量出土
5:褐色細粒砂混粘土 上面土壊化
6:暗褐色粘上 泥状を呈す湿地の堆積
7:青灰色細～粗粒シル ト 河川堆積

2)跡部遺跡 (2009-157)の 調査

(1)調査地 :東太子 1丁目13番 14号 (第 29図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所、面積

約4.0だについて、現地表(T,P,+10.2m)下 2.Om前後まで

を調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補

助点2A070(調査地南部 :To P,+9,956m)である。

【地層】 0層は客土・盛土。以下現地表下2.Om前後ま

での1.2m間において 6層の基本層序を確認した。1層は

旧耕虫 2層 (T.P.+8.9～9,2m)は撹拌の著しいグライ化

した作上で、時期は中世～近世であろう。3層 (T,P。 +8.8

～8,9m)はやや撹拌されており、4層の土壌化部分であ

る。4層 (T.P.+8.5～8.8m)のシル ト質粘土は均質な層相

で、湿地性堆積であろう。 5・ 6層 (To P.+8.5m以下)は

0 (1,loo)2m

―
O:盛土

1:オ リーブ黒色極細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト 旧耕土
2:オ リーブ灰色極細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト
3:灰色細粒砂混シル ト質粘上
4:にぶい黄褐色極細粒砂混シル ト質粘土 Fe斑
5:掲灰色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土 ブロック状
6:褐灰色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土 ブロック状

灰色細粒砂～粗粒砂多混粘土質シル ト
にぶい黄色細粒砂～粗粒砂多混シル ト質粘土

灰黄褐色シル ト混細粒砂～粗粒砂

第41図 平断面図
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ブロック状の層相で、遺構埋上の可含留l■があるが、遺物は見られず詳細は不明である。

【検出遺構 E出土遺物】3層上面で北東―南西方向の自然河川 (NRl)を検出した。南肩の検出で、規

模は幅0,3m以上 。深 さ0.5m以上を測 り、埋土は上部がブロック状、下部が流水層である。遺物 は奈良

時代頃までの上師器・須恵器片が少量出上した。

(3)ま とめ :調査では 3層上面で自然河サ||(NRl)を検出した。南部の太子堂遺跡調査地で検出され

ている中世の溝群 とほぼ同じ方向を示 していることから、同日寺期の可含〕陛がある。 5。 6層については

遺構埋土か、あるいは南部で確認 されている古墳時代後期～奈良時代の遺物包含層に相当すると′思われ

る。

【参考文献】

・岡田清-1993「 I第 1次調査(TS83 1)発掘調査概要報告」『太子堂遺跡<第1次調査・第2次調査報告> 人尾市文化財調

査研究会報告36』 じめ人尾市文化財調査研究会

3)植松遺跡 (2008-521)の調査

(1)調査地 :永畑町2丁 目20番 1,21番 4の各一部 (第 30図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om-3箇所 (北から1～ 3区 :面積約27だ)について、現地表

(To P.+10.3～ 10.4m)下3.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成1/2500地図記載

の標高値 (調査地南西部の市道交差点:T.P,+10.Om)である。なお掘削に際して削岩機の使用が必要であ

り、隣接住居との距離を考慮して2区の調査位置をやや北東に移動した。

【地層】01層は盛土、0-2層は地盤改良によるセメント層、03層 もブロック状の盛上である。以下

現地表下3.Om前後までの1,7m間において12層の基本層序を確認した。なお地盤改良は下層にまで及ん

でおり、特に3区ではそれが顕著で下層が部分的に

硬化していた。 1層は旧水田耕作土(T,P,+8.8～ 9.0

m)である。 2～ 4層 (T.P.+8.5～8.8m)、 6・ 7層

(T,P.+8.0～8.4m)は撹拌され作土と考えられる。2

～4層が中世～近世、 6・ 7層が古墳時代～古代に

相当すると考えられる。 2区 6層には土師器・須恵

器の細片がみられた。2。 3区の 8～ 10層 (T,P.+7.9

～8.5m)はシル ト～細粒砂を基調とする水成層、11

層以下 (T.P.+7.8～ 8.Om以下)は粘上を基調とする

水成層である。

【検出遺構・出土遺物】なし。

(3)ま とめ :調査では中世～近世、古墳時代～古

代に相当すると考えられる水田耕作上を検出した

が、他に遺構は認められなかつた。当地は当該期に

は居住域とはなつていないと考えられる。

【参考文献】

・西村公助 2007「 I植松遺跡 (第 9次調査)」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告99』 財団法人人尾市文化財調査研

究会

3区西壁      2区 南壁      1区 西壁

01:盛 土
02:セ メン ト層 (地盤改良層 )

0-3,暗オ リーブ灰色粘土～シル トのブロック
村 :オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト 旧耕土
2:にぶい黄橙色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土
3:灰黄褐色極細粒砂～細粒砂混シル ト 撹拌作土 Fe斑
4:にぶい黄褐色極細粒砂 シル ト質粘上～シル ト Fe斑
5:にぷい責橙色シル ト買粘土 Fe斑
6:にぶい責褐色極細粒砂～細粒砂混シル ト賢粘土 撹拌
7:にぶい責色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土 携拌
8:黄灰色シル ト～極細粒砂
9:灰色シル ト～細粒砂
10:明 オ リーブ灰色粘土質シル ト～極細粒砂互層
11:オ リーブ灰色粘土
12:オ リーブ灰色粘上～極細粒砂互層

第42図 断面図(断面水平 :1/200)
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4)老原遺跡 (2009-160)の調査

(1)調査地 :東老原 2丁 目46(第 29図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om-5箇所 (北から1～ 5区)、 面積約45ポ について、現地表

(T.P.+11.5m)下 1.5m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点4A150(調査

地北東部 :T,P,+12.265m)で ある。

【地層】0層は盛上 以下現地表下1.5m前後までのO.9～ 1,2m間において25層 の基本層序を確認した。

1層は旧水田耕作土 (T.P.+10.5～ 11.2m)で 、 1区が最も低く、また 5区のみグライ化した層相である。

2～ 10層 は近世の耕作上で、3・ 4区の4～ 6層 (T,P,+10.5～ 11.Om)は均質な層相を呈し島畑盛土と考

えられる。層中では各調査区で南北 。東西方向の耕作溝や耕作で生じた段差が確認でき、一部を図化 し

た。1区 11層 (T,P.+10.2～ 10.5m)、 5区 12層 (T.P.+10.4m)は 水成層である。13～ 17層 (T,P.+10.0～ 10.5

m)は中世頃の耕作上で、2区が最も高く、また遺物の包蔵も非常に多い。 1～ 3区では下面で上坑・ピ

ット・溝等が検出された。 2区 18～20層 (T,P.+9。 9～10,4m)はブロック状を成しており、遺構埋上の可

能 l■がある。東西方向の溝が考えられるが詳細は不明である。21層以下は水成層である。

【検出遺構】

1区 14層下面 (T,P.+10,Om)で土坑 1基 (SKl)及び耕作溝と思われる落ちを検出した。SK¬ は径

1.3m以上、深さ0.5m以上を測り、埋土はブロック状の 2層から成る。井戸であつた可能性が高い。遺

物は12世紀後半頃の瓦器椀片が少量出上した。

2区13層下面(T.P.+10.5m)で ピット2個 (SP¬ ・2)及び耕作溝や耕作による段差を検出した。SP

1区西壁
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0:パラス・盛上
1-1:責灰色極細粒砂～細粒砂混粘土質シル ト 旧耕土

1-2:暗オ リーブ灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト 旧耕土

2:にぶい黄橙色細粒砂～粗粒砂混シル ト 撹拌
3:灰責色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト 撹拌
4:にぶい黄橙色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト Fe斑
5:にぶい黄褐色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土 Fett Mn斑
6:にぶい黄褐色極細社砂シル ト質粘土 Mn斑
7:にぶい資橙色シル ト質粘土 Mn斑 下部Fe斑

8:緑灰色極細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト 撹拌
9:オ リープ灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト 撹拌
10:灰 黄褐色シル ト質粘土混極細粒砂～粗粒砂 撹拌
11:灰 黄褐色シル ト

12:灰 責色シル ト～粗粒砂
13:褐 灰色細粒砂～極粗粒砂混シル ト質粘土 撹拌
14:暗オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘上

15:緑 灰色シル ト質粘土ブロック混シル ト～極細粒砂 撹拌
16:灰 色極細粒砂～粗粒砂混シル ト 撹拌
17:灰色ンル ト混細粒砂～粗粒砂
18:に ぶい黄褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト 撹拌
19:に ぶい黄橙色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト ブロック状
20:灰白色粘土質シル トブロック混細粒砂～粗粒砂
21:褐灰色細粒砂～極粗粒砂
22:灰黄色シル ト～細粒砂
23:灰色粘土質シル ト～シル ト Fe斑
24:暗オ リーブ灰色シル ト混極細粒砂～細粒砂
251灰責色細粒砂～粗粒砂

耕作溝
Al:に ぶい黄褐色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト ブロック状
Bl:黄灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状
Cl:灰責褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状

SP2
Dl:褐灰色細粒砂～中粒砂混粘上質シル ト ブロツク状

SKl
El:青灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト プロック状
E2:に ぶい黄色粘土質シル トブロック混細粒砂～粗粒砂

SDl
Fl:灰色シル ト混細粒砂～細礫

1区 21層上面

3区 23層上面

2区 18・ 20層上面

5区 9層上面

第43図 平断面図(断面水平 :1/200)
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1は平面形が一辺50cIIl程度の方形に近く、深さ約20clllを測る。SP2は径40clll程度の円形 と思われ、深

さ約50cmを測る。遺物はSPlから土師器細片が出上したのみである。

3区23層上面(T,P.+10.lm)で 南北方向の溝 1条 (SDl)及び東西方向の耕作溝を検出した。SDlは
幅80cIIl以上、深さ約10cmを測る。埋土はシル ト混細粒砂～細礫で、流路の痕跡と考えられる。遺物は出

上していない。

2区 13層 。18層、 1区14層からは、12世紀後半を中心に13世紀初頭頃までの上師器・瓦器 。須恵器片

が多く出土しており、 2区13層には丸瓦片も1点見られた。

【出土遺物】

2区 13層 -1は土師器皿である。 2は土師器密

で、内面が煤けている。 3は瓦器皿で、内面には

日縁部圏線状、見込みには斜格子状暗文を施す。

3は12世紀代に比定されよう。

(3)ま とめ :調査では全域で中世～近世の作

土・耕作溝を確認した。また北部の 1・ 2区では

中世耕作上の下面で上坑・ピット等の居住域を示

す遺構を検出した。時期は12世紀後半と考えられ、

西部の調査地で検出されている同時期の集落の東
への広がりが確認された。

【参考文献】
。原則昌則1987「Ⅱ 老原遺跡 (第 2次調査)発掘調査概要報告」
市文化財調査研究会報告13』 0り 人尾市文化財調査研究会

『人尾市埋蔵文化財発掘調査概要 昭和61年度 候つ人尾

O    (司 :4)   10Cm

第44図 出土遺物実測図
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5)大竹西遺跡 (2009-184)の 調査

(¬ )調査地 :楽音寺 1丁 目159～ 161-1、 163～ 171、 173、 176番地 (第30図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om、 面積約9.0だ 1lヶ所 (計99だ)について、現地表 (10.Om前後)

下2.5～3.5m前後までを調査した。調査で使用した高さの基準は、人尾市街区三角点1016A(調査地南西

20m地点 :T,P.+11.384m)で ある。

【地層】北西部の 3・ 4区では、現地表 (10.2m前後)下2.Om以上にわたる近年の盛土 (Ⅱ )があり、遺

物包含層 (V)。 第1面ベース (Ⅵ)ま で削平された部分が多く、遺構面を明確にすることはできなかつた。

また、8区では、現地表 (10.Om)下 lm前後で、旧河川の肩を検出したが、湧水が甚だしく、詳細な観

察は行えなかつた。調査地の南に存在する現在の川の前身の河川であろう力、他の地区では、現地表 (10.0

m前後)下0,7～ 2.Om前後までは、現耕土 (I)、 近世～近代の盛土 (Ⅲ )が あり、以下現地表下2.5～ 3.5

m前後までの1.5～2.Om間においてⅣ～Ⅷの地層を確認した。Ⅳは東部全域で見られる青灰色系の水成

層で、一部に炭を含んでいる。層厚0.2～0.5m、 上面の標高は8,8～9,3mで、南東側が高い。Vはいわ

ゆる遺物包含層 。遺構内埋上で、褐色系の礫混粘土質シル トからなる。上面の標高は8.3～9.Omで、南

東が高い。全域にわたつて見られたが、 7区には作土状の明褐色系の砂質シル トが堆積してお り、他の

調査区とは異なつている。Ⅵは遺構ベースを構成する層で、褐色系の礫混粘土質シル ト～粘土質シル ト

である。上面の標高は8.0～9.Om、 南束が高い。Ⅵ間には、複数枚の遺構ベースが存在しているものと

考えられ、特に 7・ 9。 10区では、lm前後の厚さで数枚の換混粘土質シル ト～粘土質シル トが存在して

いる。Ⅶは水成層で、上層の灰色系極細粒砂、下層の粘土質シル トなどからなり、厚さは0。 3～0.8m以

上を測る。Ⅷは硬く締まる地層で、シル ト・極細粒砂・粗砂・礫などの混じる粘土質シル トからなり、

当地の基盤層に武応するものと考えられる。上面の標高は7.0～8.Omを指し、南が高い。

【検出遺構】 6区では、調査区西部のⅥ -0609層上面 (標高8.3m前後)で、西へ下がる落込みS01を
確認した。7区では、調査区北部のⅥ 0708層上面 (標高8,Om)で、南北方向に並行して伸びる溝 4条 (S

Dl～ 4)を検出した。溝鋤と考えられ、内部からは弥生～古墳時代前期の土器のほか、平安時代頃の上

師器の小片が出土している。9区では、Ⅵ -0904層上面 (標高9.Om)で、小穴 1個 (SP5)、 南北方向の

溝 2条 (SD6。 フ)東西方向の溝 1条 (SD8)を検出した。SD6・ 7は鋤崎の可能性がある。これら

検出遺構一覧表

離 名 埋 土 出土遺物

S01 灰色粗粒砂～礫混粘土質シル ト

白灰色細翻 弥生～古墳前期 。平安

差色粗粒砂～礫混務土質シル ト

掲色礫混粗粒砂・黄褐色粗粒砂の互層  :弥生?

褐色礫混粘土質シルト         :弥 生～古墳前期・中期

弥生

緑灰色麟 田粒砂

地区名 i

6区
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1区南壁

五 盛± 1

0101:白灰色粗粒砂に灰黒色粘土・

青灰色粘土のプロック
0102:黒灰色粗粒砂混粘土に灰色粘

土のブロック
0103:黒灰色糧粒砂混粘土質シル ト
0104:灰 色粗粒砂～礫
0105:灰 色極細粒砂混粘土質シル ト
0106:緑灰色極細粒砂に粘土質シル

トのブロック
0107:黒 灰色極細粒砂

5区北壁

2区北壁

0201:白灰色粗粒砂に灰黒 。青灰色・

褐色粘土のブロック

(上部は互層 )

0202:青灰色粗粒砂混粘土質シル ト
0203:明褐色シル ト混粗粒砂
0204:緑灰色極細粒砂

o205:黒褐色粘土質シル ト混礫
0206:明褐色礫混シル ト

Ⅲ 盛± 2

0301:黒灰礫混粗粒砂
0302:緑灰色極細粒砂
0303:灰褐色極細粒砂混砂質シル ト
0304:灰褐色粘土質シル ト
0305:黒褐色粗粒砂混粘土質シル ト

7区】ヒ璧

黒灰礫混粗粒砂

緑灰色極細粒砂

灰褐色極細粒砂混砂質シル ト

灰黒色粘土質シル ト

灰黒色極細粒砂混粘土質シル ト

4区東壁

100m

90m

80m

70m

100m

90m

80m

:白灰色粗粒砂に灰黒色粘土・青灰

色粘上のプロック
:青灰極細粒砂混砂質シル ト
:淡青灰礫混粗粒砂
:黒灰細粒砂・礫混北土質シル ト
:暗茶掲色粗粒砂～礫
〔明褐色粘土質シル ト混粗位砂～礫
:灰色極細粒
:灰黒礫混粘土質シル ト
:灰色粘土質シル ト(炭 酸鉄)

0  (1:loo)  2m

―

6区東壁

Ⅱ 盛± 2

6区平面図

0601:白 灰色粗粒砂に黒灰色粘土 青灰色粘土・

褐色礫混砂質シル ト雅上のブロック

0602:青 灰粗粒砂～礫混粘土質シル ト
0603:黒 灰礫混粗粒砂 (炭 )

0604:淡 青灰礫混砂質シル ト(炭 )

0605:淡 青灰礫混砂質シル ト
0606:青灰粗粒砂
06071暗灰色粗粒砂～礫混粘土質シル ト
0608:暗 褐色粗粒砂～礫混粘土質シル ト
0609:暗灰褐色粘土混礫
0610:灰 色粗粒砂混シル ト
0611:灰 色粗粒砂・青灰色シル トの互層
0612:青灰粘土質シル ト

1～ 7区平断面図
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7区平面図

0701:青灰色粘土・れ粒砂のブロック

0702:黒灰色礫混砂質シル ト(炭 )

0703:黄灰色礫混砂質シル ト
0704:褐 色礫混砂質シル ト
0705:明 褐色細粒砂
0706:褐 色粗粒砂混砂質シル ト(作土 ?)
0707:灰褐色粘上のプロック
0708:暗褐色礫混粘土質シル ト
0709:明褐色礫混粘土質シル ト

0710:灰褐色礫混粘土質シル ト

0711:灰色礫混粘土質シル ト
0712:灰色粘土質 シル ト
0713:灰色粘土質シル ト混礫

① :灰 自色細粒砂 (SDl～ 4埋土 )

0713

Ⅷ 基盤層

1  0712  i 70m

SD40501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

SD-l SD2

第45図



9区南壁 10区北壁 11区 北壁

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｌ

|

lI 耕土

100m

90m
盛± 2

90蔦

80m

9区第 ¬面平面図

0901:青灰色礫混砂質シル ト・褐色礫混

砂質シル トのプロック
0902:青灰色礫混粗粒砂
0903:褐色穣混粘土質シル ト
0904:暗灰色礫混粘土質シル ト
0905:褐色大礫混砂質シル ト
0906:黄褐色極細粒砂
0907:暗褐色極細粒砂混粘土質シル ト
0908:灰褐色極細泣砂混粘土質シル ト

④ :灰褐色礫混粘土質シルト
⑤ :褐色粗粒砂
⑥ :明橙色粗粒砂～礫混粘土質シルト

(SD6埋土)

② t灰褐色礫混粗泣砂・黄掲色粗粒砂の互層
(SD7埋土)

◎ :暗褐色礫混粘土質シルト(SD8埋土)

1104 包含層・遺構埋土

Ⅵ 第 1面
80m

VI-2 第 2面

Ml 水成層

11区平面図

O   (1封 oo)  2m

―

1101:褐色礫混粘土・青灰色北上のブロック

1102:青灰色礫混粘土質シル ト
1103:黒灰礫混粗粒砂 (炭 )

1104:青灰色粗粒砂～粗池砂混砂質シル ト
1105:灰色粗粒砂
1106:暗灰色粗粒砂～礫混北土質シル ト
1107:明褐色礫混冶土質シル ト
1103:灰黒色礫混粘土質シル ト
11091灰黒色粘土質シル ト(炭 酸鉄 )

1110:灰青色粘土質シル ト

① :黒灰色粘土混粗粒砂(S P14埋 土)

~+0906+~~~~‐

耐
0907

70m

S P13

10区第1面平面図

10区第 2面平面図

1001:青灰色礫混粘土質シル ト
1002:黒灰色礫混粗粒砂 (炭 )

1003:青灰色礫混砂質シル ト

1004:淡灰褐色礫混粗粒砂
1005:暗褐色粘土混礫
1006:暗褐色礫
1007:緑灰色極細粒砂 (S010埋 土)

1008:褐色粘土混礫
1009:灰色粗粒砂 極細粒砂・粘土質シル トの互層
1010:灰色粘土質シル ト

① :暗褐色礫混粘土質シルト(S Kll埋 土)

第46図  9～ 11区平断面図

1001
1002

9区第 2面平面図
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からは、弥生土器・土師器・須恵器の小片が出土している。SD8埋没後、SD6。 7が開削されてい

る。調査区南部では、北へ下がる落込み (S091)を確認した。また、Ⅵ -2-0905層上面では、小穴 1個

(SP9)、 溝 1条 (S D10)、 北東方向へ下がる落込み(S092)を検出した。 S D10は東から西へ弧を描

いて伸びる。これらからは、弥生土器片が数点出上している。10区では、Ⅵ -1005層上面 (標高8.6～8.7

m)で土坑 3基を検出した(S Kll～ 13)。 S Kllか らは弥生時代中～後期、古墳時代前期の壷・甕などが

ややまとまつた形で出上している(1～ 4)。 また、Ⅵ 2 1008層 上面では、西へ下がる落込み(S010)

を検出した。内部 (1007層 )か ら弥生時代後期の密などが出上している。11区では、Ⅵ -1106層上面 (標高

8.2m前後)で、小穴4個 (S P14～ 17)を検出した。そのうちS P14～ 16の 3個はほぼlm間隔で南北方

向に並ぶ。 S P14か ら弥生時代後期の小型鉢、S P17か ら弥生土器片、サヌカイ ト剥片などが出土して

いる。その他、遺構に伴わない遺物として、 1区のV-0103層 から、弥生時代後期の壷 (7)や古墳時代

中期の上師器・須恵器片が出上している。 2区のⅦ -0205層から、古墳時代前期の上師器高杯 (8)が出

上している。6区のV-0607・ 0608層から、弥生時代後期～古墳時代前期の上器が出している。7区のⅥ
-0708層から、弥生時代中期頃の上器の小片やサヌカイ ト剥片 (9)が出土している。 9区のV-0903層

からは弥生土器～古代の上師器が出土している。

【出土遺物】1は口径20,3cmを測る直口壷である。2は複合口縁壷または高杯の口縁部付近の小片であ
る。 3は外面に右上がりの細筋タタキ・ハケ、内面ヘラケズリ

の甕である。 4は底面に木葉痕を残す平底で、壷または鉢の底

部と考えられる。いずれも古墳時代前期初頭に属するものであ

ろう。5は日径8.2clllを測る小型鉢である。弥生時代後期のもの

力比 6は幅2.lcIIl・ 長さ1.5cm・ 厚さ0.4cIIlを測るサヌカイ ト承1片

である。 7は日径 14.6cIIlを測る弥生時代後期以降の直口壺であ

る。8は古墳時代前期の有稜高杯で、日径19.6cmを測るやや大型

のものである。9は幅4.Ocm。 長さ2.5cm・ 厚さ1,4clllを 測るサヌ

カイ ト剥片である。

【まとめ】今回の調査では、東部で多くの遺構・遺物を検出す

ることができた。遺物は弥生時代後期～古墳時代前期のものが

多くを占めるが、弥生時代中期 。古墳時代中期・平安時代頃の

ものも若干含まれる。遺構・遺物の分布は東部の 9～H区が密

である。調査地は山地と平地が融合する地点で、調査地の現状

はほぼ水平であるが、旧地形は東西で lm程度の高低差があり、

湧水も多い地点である。西部は道路沿いのため開発の影響を受

けた部分が多いが、東部は近世頃の溜池から現代の蓮池へと変

わつただけで、地下に与える影響も少なかつたことから、東部

に良好な形で遺構・遺物が遺存していたものと考えられる。近

辺は調査件数も少ない地点であったが、今回の調査によつて弥

生時代の集落の痕跡が残つていることが判明した。また、調査

地東方80m地点の調査地では、古墳時代中期の遺物包含層が検

出されており(樋 口・西村2008)、 今回出上の同時期の遺物との

関連が考えられる。

【参考文献】

・西村公助・樋口 薫 2008.3 「21 大竹西遺跡(2006414)の 調査」『ノ(尾市内遺跡平成19年度発掘調査報告書』

尾市文化財報告57 平成19年度国庫補助事業 ノ(尾市教育委員会

＼ ＼
¬
ブ

｀
患 2四朋層

―≪蟻議勲―留ミ墾墓》97区0708層

第47図

0    (1:4)   10Cm

出上遺物実測図
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6)恩智遺跡 (2008-230)の 調査

(1)調査地 :恩智中町2丁目285、 286、 287、 28併 1(第31図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-6箇所 (北西から1～ 6区)、

及び 6区から北への管路部分 (1.0× 6.Om 16北区)、 総面積約30だにつ

いて、現地表 (T.P.+13,7～ 14.lm)下 0.5～ 1.5m前後までを調査した。調

査で使用した標高は、人尾市街区三角点1071A(調査地西部 :T,P,+12.232

m)である。

【地層】0層は盛上 以下現地表下1.5m前後までの1.2m間において各

地区で 1～ 8層の基本層序を確認した。大まかに分類すると、 1区101

～103層 (T.P.+12.8～ 13.3m)、 2区201・ 202層 (T,P,+13.2～ 13.5m)、 3

区301層 (T,P,+13.5m)、 4区401層 (T.P,+13.3m)が 暗黄褐色系の遺物包

含層 1、 104～ 106層 (T,P,+12.3～ 12.8m)、 203～206層 (T.P.+12.9～ 13.2

m)が黒褐色～黒色系の遺物包含層 2である。 1区 101層は西部で確認さ

れている整地層の可能Jl■がある。以下のベース層は 1区107層、 2区207

層、6区601・ 602層が対応 し、5区のみ501層の砂層がベースとなつてい

る。ベース層の標高は 1区がT.P.+12.5m、 2区がT.P.+13.Om、 5。 6

区がT.P.+13.4mで、東から西に、また南から北に下がる状況である。これらベース層上面で遺構を検出

した。なお 5・ 6区では遺物包含層は見られなかつた。また 3・ 4区では包含層上部までの掘削である。

【検出遺構】1区で土坑 1基 (S K101)、 ピット14個 (S P101～ 114)、 2区で土坑 1基 (S K201)、 ピッ

ト6個 (S P201～206)、 溝 2条 (S D201・ 202)、 5区でピット4個 (S P 501～ 504)、 6区・ 6北区で土

坑 5基 (S K601～605)、 ピット14個 (S P601～614)を検出した。 1・ 2区の遺構については遺物包含層

2中の構築と考えられるものもすべてベース面で提えている。各遺構からは弥生時代中期後半を中心と

する土器・石器類が出上している。

A～ M区 :市教委立会調査区

O  (1:looo) 20m

―第48図 調査区位置図

140m

130m

120m

SP 101

140m
4区北壁

l       o      十

130m ~一 ―-401-― ―-1

4区
0:盛土

401:暗 灰黄色細粒砂～中粒砂多混シル ト

140m

S P501    _

5区
O:盛土

501:に ぶい責橙色細粒砂～中粒砂
E:褐灰色細粒砂～中粒砂多混シル ト

1区
0:盛土

101:にぶい黄橙色細粒砂～粗粒砂多混シル ト
102:灰黄色細粒砂～極粗粒砂多混シル ト
103:黄灰色細粒砂～粗粒砂多混シル ト
104:黒褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト
105:黒褐色細粒砂～極粗粒砂多混粘土質シル ト

2区

A:黒色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土
B:黄灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土
C:黒褐色細粒砂～粗粒砂多混シル ト質粘土

0:盛土

2011灰 責褐色極細粒砂～極粗粒砂多混シル ト質粘土
202:褐 灰色極細粒砂～粗粒砂多混シル ト質粘土
203:暗褐色極細粒砂～細粒砂多混シル ト質粘土
204:黒褐色極細粒砂～中粒砂多混シル ト
205:黒 褐色細粒砂～粗粒砂多混シル ト シル ト質粘土プロック
206:黒 褐色極細粒砂多混シル ト質粘土 シル トブロック
207:灰 黄褐色シル ト混極細粒砂～極粗粒砂
208:に ぶい黄橙色シル ト質粘上

Dl:黄褐色細粒砂～極粗粒砂多混シル ト 粘土質シル トブロック
D2:黄灰色細粒砂～粗粒砂多混シル ト シル ト賢粘土ブロック

1区北壁
~    2区

西壁

3区北壁~l o /~

3区

101

0:盛±              106:黒 褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト

301:黒褐色細粒砂～中粒砂多混シル ト 107:にぶい黄色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土

6区東壁   _

6区
0:盛上

601:黄 灰色極細粒砂～細粒砂混シル ト
602:浅黄色シル ト～極細粒砂
603:灰色シル ト混細粒砂～粗粒砂
604:灰黄色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土

F:黒褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト シル トブロック多
G:黒色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土
H:黒褐色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土

0        (1 1loo)       5m

第49図 断面図
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1区

SP

104

sPll

SPlll

SPl

SP 105

SP109

SPl10

6北区

S P6

s P61

S P611
S P6

S P609

SP 1001

５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ

ｒ

‐ 十

日
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日
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Ｉ 十

日

Ｉ 十

日

Ｉ Ｉ

吐

S P607
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土坑では2区 S K201、 6北区S K603～605が深さ50cm程度を測る大規模なものである。いずれからも

土器・石器類が多く出土しており、特にS K605では多量の土器片が重層的に集積する状況であつた。

ピットでは直径20～ 30cIIl・ 深さ20cm程度のものと、直径40～ 50cIIl・ 深さ50cm程度のものがある。前者

がより上層からの構築である可含〕性があろう。

溝は2区 S D201・ 202のみで、幅20～ 40cm。 深さ10cm程度を浪Jる。また 2区205層 は東西方向の溝埋土

の可能性がある。

遺物包含層 1・ 2と もに弥生時代中期後半の土器 。石器類を多量に含んでおり、4区401層では弥生時

代後期前半の土器が相当量認められる。

【出土遺物】

1区 104～ 106層 (¬ ～19)-1～ 3は弥生土器広口壺である。 1・ 2は簾状文、3は波状文を口縁部外

面に巡らせ、 1・ 2は内面にハケを施す。 4は広口短頸壷で、口縁端部に凹線を巡らせ、頸部～体部の

外面、体部内面にハケを施す。形態的に瀬戸内系と思われる。 5は付加状口縁の大形広口壺で、日縁部

外端面には2段に簾状文を巡らせる。 6は壺の肩部と考えられるが詳細は不明。端部に刻み目を施した

貼付け突帯を巡らせた後、全面に櫛描流水文を施し、その後突帯以下に3条一組の棒状浮文を貼り付け

ている。胎土は生駒西麓産で、あまり例を見ない器種であろう。フは高杯で、口縁都外面に櫛描列点文

を巡らす。 8は水平口縁の高杯で、口縁部の垂下が長めで古い様相といえるである。 9は高杯、あるい

は台付き器種の脚部で、形状が歪で傾いている。10・ 11は甕で、調整は10が ヨヨナデ、11がヘラミガキ

である。12は無頸壷で口縁端部を小さく折り返す。13・ 14は 11の ような河内形甕の底部で、14には焼成

後の穿孔が見られる。以上の土器は河内Ⅳ様式前半を中心とした時期に比定される。15。 16は河内V様

式の密で、体部外面調整は15が タタキ、16がハケで、16が古い様相である。 2J煮は上層からの混入か ?。

17～ 19はサヌカイ ト製の石器である。17は明瞭な調整剥離が認められず剥片であろう。18。 19は楔形石

器である。18は断面紡錘形を成し、縁辺のほぼ全月に比較的細かい調整剥離を施している。19は主要剥

離面側の片辺に粗い調整承1離を施す。

2区 S K201(20～ 25)-20は大形甕、21・ 22は小形の河内形甕である。いずれも体部外面調整はヘラミ

ガキである。23は蓋で縁辺に 2個 (おそらく一対)の紐孔を有する。24は土器片製円板で、縁辺は平滑に

磨いている。以上の土器は河内Ⅳ様式に比定される。25はサヌカイ ト製品で、主要剥離面側から粗い調

整剥離を施しており、石封・石鏃等の未成品の可台旨l■がある。

2区 S P203(26)-26はサヌカイ ト製石錐で、楕円形の頭部を有し、先端部は欠損している。頭部先端

に自然藤面を残す他は、縁辺の企周に両面からの調整剥離を行う。

3区301層 (27～ 30)-27は付加状口縁の広口壺で、口縁部外端面には2段に簾状文を巡らせた後、間に

扇形文を巡らせている。28は甕、あるいは大形鉢で、口縁部外端面に刺突文を巡らせる。29は底部で、

穿孔は焼成前である。これらの土器は河内Ⅳ様式に比定される。30はサヌカイ ト製石槍の先端部である。

全面に調整剥離が認められる。

4区401層 (31～ 34)-31・ 32は密で、外面調整は32が タタキ、31は残存部に夕タキは見られない。32

はタタキが口縁部に及んでいることから口縁タタキ出し技法によるもので、日縁部の成形が雑である。

33は壺底部。34は高杯で、調整はハケ後ヘラミガキである。胎土中に雲母を多量に含んでいる。これら

の土器は河内Ⅵ様式に比定される。   .
6北区S K603(35～ 37)-35は広口壺で、口縁部の装飾は端部に刻み日、外面櫛描簾状文、内面円形浮

文である。36は台付鉢と思われ、口縁部外面に箆描刺突文、体部外面に櫛描直線文・扇形文を施す。調

整は底部外面・体部内面ヘラミガキである。これら2′点は河内Ⅲ-2～Ⅵ様式に比定されよう。37は石

錐と考えられる。調整剥離は両面からで、先端は欠損する。

6北区S K605(38～ 50)-38～ 47は広口壺である。調整はヘラミガキを基調とする。38～45は 口縁端部

に亥Iみ 目、頸部～体部に櫛描直線文 。波状文 。扇形文により装飾されるもので、46・ 47は無文である。

特徴的な装飾として38・ 39の 日縁端部は、深く幅広の亥1み 目により鋸歯状を成す。47の 口縁部は二次焼
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成を受けていると思われる。48は密で、調整はヘラミガキである。49・ 50は無頸壺で、外面の装飾は上

から、49は櫛描直線文 。流水文、50は櫛描波状文・直線文である。これらの上器は河内Ⅱ-3～Ⅲ-1
様式に比定されよう。

6北区S K604日 605(51～ 75)一 S K604・ 605は当初一連の遺構として掘削しており、その際検出の遺

物である。51～53は広口壺で51は頸部の櫛描直線文、52は 日縁部の刻み目や頸部の櫛描直線文を施し、

53は無文である。54は大形の甕で、日縁端部に刺突文・亥1み 目を施す。河内Ⅳ-3様式に比定される。
55は小形の甕、56は小形の甕、あるいは壷である。57は大形、58は小形の無頸壺で、外面に櫛描直線文・

扇形文を施丸 59は頸部に櫛描直線

文を施す細頸壺で、口縁部は直線的

にやや開く。55～59は河内Ⅱ様式に

比定されよう。60・ 61は蓋で、61は

日縁端部内面が全周にわたって、60

は内面の一部が煤ける。62～ 66は底

部で、63・ 64が甕、他は壺であろう。

63は焼成前の穿孔を有する。67は土

器片製円板で、縁辺は磨いていない。

68～74はサヌカイ ト製品である。68
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は石鏃で、両面に主要剥離面を残 し、

縁辺にのみ両面からの調整剥離を行

う。69～ 71は削器である。69はほぼ

全周にわたつて縁辺に両面から調整

剥離を施す。70は調整剥離は主に片

面からで、もう片面は主要剥離面の

他、大きな剥離面のままである。71

は、全体に主要剥離面 。自然面を残

し、三角形の断面の鋭角部分 となる

一辺に両面からの細かい調整剥離を

一鴎
49

O      (14)

第55図  出土遺物実測図 (5)

施す。72は平面形が方形に近い楔形石器である。上辺に自然面を残し、下辺に主要剥離面側からの調整

剥離により刃を作る。73は下辺に自然面を残し、上部は欠損している。両側辺には両面からの調整剥離

により刃を作っており、石槍等の未成品と思われる。74は両面に主要剥離面を大きく残すもので、調整

剥離は顕著ではないが削器と思われる。75は緑泥片岩製石庖丁である。両刃で直線刃と思われ、刃部・

背部共に潰れが顕著である。

(3)ま とめ :調査では西部・北部の調査地と同様に弥生時代中期後半の遺構群・遺物包含層を検出し

た。厚い遺物包含層からみて数面の生活面が存在すると考えられる。西部では特に4区で後期前半の上

器が多く見られたことから、規模を縮小して集落が存続していたのであろう。

(市教委立会調査)

遺構確認調査において現地表下0.4m前後から多数の遺構及び遺物包含層が検出されたため、掘削幅を

lm以下にするように指導したうえで、東西方向の管路2路線 (A～ B区・E～ F区)と 南北方向の管路1

路線 (C～ D区)及び、宅地桝 7か所 (G～M区)において、立会調査を行つた。 (第48図参照)

A～ B区・E～F区では、土層断面の確認と遺物の収集を主体に行つたが、C・ D区では部分的に遺

構を検出している。A区では現地表下0。 9mで、B区では現地表下0.5mで黒褐色系の弥生時代の遺物包

含層がみられ、 1・ 2区の層序と対応する。E・ F区では南壁の現地表下0.5m及び0,7m付近で数か所

シル トブロックの混じるシル ト層がみられ、6区・ 6北区で検出されているものと同様の遺構の埋土と

考えられる。

C区では、現地表下0.5mで瓦器椀が含まれる中世の包含層が見られ、現地表下0.7mで弥生時代の包

含層となり、遺構検出面は現地表下0.9m付近である。D区では、現地表下0.35～0.4mで弥生時代の包

含層があり、現地表下0.6～ 0。 7mの淡黄灰色砂質土上面で多くの遺特が検出できた。

CoD区で検出できた遺構は、溝 9条 (SDl～ 9)、 土坑 9基(SKl～ 9)、 ピット8個 (SPl～ 8)

である。 (第50図参照)

溝ではCttS D 2が幅約4.lm。 深さ70cIIlを測るが、遺構の下層にある淡灰白色砂層にも遺物が含まれ

ており、さらに深い溝となる可台蟄性がある。DttS D 9は一部のみの検出で幅は不明であるが、深さ40cm

程度の規模である。

土坑は、DttS K 5が深さ40cIIl程度あり、CttS K 2では一部のみの検出で規模は不明であるが、土

器が多く含まれる。          ヽ

ピットは、DttS P 3が直径40cmを浪1り 、その他は直径15～25釧程度のものであつた。

G～M区においては狭い範囲での上層の確認であつたが、G区では現地表下0.8m、 H・ IoKoM区
では現地表下0.5mで遺物包含層が確認でき、L区では、現地表下0.4mで土坑もしくはピットと考えら

れる遺構が検出できた。平面形状は不明であるが、土層断面の観察から深さ30cm程度と考えられ、埋土

には土器が多く含まれる。

遺物は、遺構及び遺物包含層から、 I～Ⅳ期にわたる弥生土器及び石器類が多量に出上した。 (第57

～60図 )
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遺構からは、溝のSD2の広口壷 (76～ 78)・ 甕 (79)・ 鉢 (30)。 水平口縁の高杯 (31)、 SD7の広口壷

(82)、 SD9の広口壷 (83)・ 鉢 (84)・ 鉢脚部 (85)・ サヌカイ ト製の石剣 (86)な どがある。土坑では、S

K2の広口壺 (87～ 90)・ 鉢 (91)。 水平口縁の高杯 (92)。 高杯脚部 (93)・ 甕 (9牛 95)、 SK5の広口壺 (96)、

SK6の鉢 (97)。 甕 (98)な どがみられる。

遺物包含層からは壺 (99～ 101・ 103～ 113)及び蓋 (102)・ 養 (114～ 118)。 鉢 (119～ 124)。 高杯 (125～ 127)。

器台 (128・ 129)な どの多種多様な弥生土器と、石器類 (130～146)が 出土している。

99は無頸壺、100は短頸壺で、102は壺の蓋で対になる組孔が穿たれている。104は口縁部内面に、105

～107は日縁部外面に円形浮文を施している。108～ 113は広口壺で、日縁部の装飾は、108は端部に刻み

目、109は刺突文、110は櫛描集状文に刺突文、111は櫛描簾状文に円形浮文、112は 2条の櫛描簾状文に扇

形文を施している。甕の117・ 118は全体が倒鐘形を呈するとみられ、出上している上器の中でも古い様

相で弥生時代前期後半頃に比定される。

石器は、図化したサヌカイ ト製の石鏃 (130～ 135)・ 石槍 (136)・ 石剣 (137)な どの他、剥片や石核も多

く出上している。また、緑泥片岩製の石庖丁 (139～ 144)、 紡錘車の未成品(145)、 石棒 (138)も 出上して

いる。

【参考文献】
・局萩千秋2006.3「牛3.恩智遺跡(2005-2541の調査」『人尾市内遺跡平成17年度発掘調査報告書 人尾市文化財報告53 平

成17年度国庫補助事麹 人尾市教育委員会
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7)恩智遺跡 (2009-220)の 調査

(1)調査地 :恩智中町 2丁 目24番 (第31図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所

(1区 )、 2.0× 2.5m-1箇所 (2区 )、 面積約9.0ポ

について、現地表(T.P.+22.lm)下 2.Om前後までを

調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角

点10E29(調査地東部 :T.P。 +23.163m)で ある。

【地層】0層は客土・盛土。以下現地表下2.Om前

後までの1.7m間 において 9層の基本層序を確認し

た。 1層 (T.P,+21.6～21.9m)は 十日耕土。 2・ 3層

(T,P。 +21.0～ 21.6m)は撹拌され作土の可能性があ

る。 4層 (T.P.+20.8～21.4m)は洪水砂で 1区が低

い。5～ 7層 (T.P,+20.4～21.lm)は縄文時代の遺物

包含層である。遺物の包蔵は6層が多く、また 2区

で見られた 7層は遺物の包蔵は少量で、焼土や炭を

多く含み、整地層の可含静陛がある。8層 (T,P,+20.6m以 下)は洪水砂で 2区が低い。1区 9層 (T,P.+20.5

m以下)か らも土器細片が出土しており、縄文時代の遺物包含層の可含静陛がある。

【検出遺構】なし。

【出土遺物】 5～ 7層 (T.P.+20。 4～21.lm)一 土器の他、サヌカイ ト石核 。剥片がある。土器は後期が

中心で、晩期と思われる粗製土器も見られる。

1区 5。 6層 -1は浅鉢で、口縁端部は小さくクト反する。調整はヘラミガキである。 2～ 12は深鉢と

思われる。 2は調整は内面ナデ、外面はヘラミガキを加えているようであるが不明瞭である。 3・ 4は

外面幅広のヘラナデ (ミ ガキ ?)、 内面は二枚貝の可含Bl■がある条痕が認められ、同一個体の可能性が高

い。 5は内外面二枚貝条痕、6は内外面ヘラミガキと思われる。 7は口縁端部に不規則な刻み目が見ら

れる。 8は体部に結節縄文が見られ、後期中葉の一乗寺K式に類例がある。 9・ 10は 口縁端部外面に縄

文を施す縁帯文土器で、後期前半の北白川上層式と考えられる。11。 12は波状口縁の谷部の細片で、11

は沈線で区画された口縁部に擦消縄文を施す。後期前葉の中津式に比定される。12は無文である。13は

浅鉢の肩部と考えられるが詳細は不明。精製品で、 2条の沈線間に擦消縄文を施す他、縦方向の沈線が

見られる。なお胎土・色調等から12と 同一個体の可能性が高い。14は屈曲部に沈線を巡らせる。15は上

げ底状の底部である。

2区 5～ 7層 -16は外面に条痕を施す深鉢である。17・ 18は 日縁端部外面に縄文を施す縁帯文土器で、

北白川上層式と考えられる。19は 日縁端部が内側に屈曲し、外面に沈線を施す。20は深鉢と考えられ、

日縁部に角状突起を有する。口縁部外面には突起に沿うように沈線 。刺突文を施す①突起先端に黒斑を

有する。後期後半の元住吉山 I式か ?。 なお東海地方における中期中葉の北屋敷式に類例がある。21は

上げ底状の底部である。

(3)ま とめ :調査では縄文時代の遺物包含層が検出された。南西部の「天王の社」周辺の調査地では

縄文時代晩期の集落域が確認されているが、今回の調査により当地に後期、あるいは中期に遡る集落の

存在が確実になつたと言えよう。

【参考文献】
・森本めぐみ 2003「恩智遺跡 (第 11次調査)」『(財)ノ(尾市文化財調査研究会報告75』 財団法人ノ(尾市文化財調査研究会
・戸沢充則編 1994『縄文時代研究辞典』東京堂出版
・京都大学文学部博物館 199光『先史時代の北白川』

O (1:loo)2m

―
O:盛土
1:灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト 旧耕土
2:にぶい黄褐色極細粒砂～極粗粒砂多混シル ト
3:灰黄褐色シル ト混極細粒砂～極粗粒砂
4:にぶい黄色シル ト混極細粒砂～中粒砂・大礫
5:晴灰黄色極細粒砂～細礫混シル ト 炭 ブロック状
6:責灰色極細粒砂～細礫多混シル ト 炭 ブロック状
7:暗灰黄色極細粒砂～細礫混粘土質シル ト ブロック状 焼土・炭
8:黄褐色シル ト混粗粒砂～大礫
91黄灰色細粒砂～細礫混シル ト 炭

第61図  断面図
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第62図  出土遺物実測図
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8)萱振遺跡 (2008-535)の調査

(1)調査地 :萱振町 3丁 目4016他 (第32図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-2箇所、2.5× 2.5m-3箇所 (西から1～ 5区)、 面積約26。 75

だについて、現地表 (T,P.+6.4m)下2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1

/2500地図記載の標高値 (調査地北東部に位置する交差′点中央 :T.P.+6.4m)で ある。

【地層】0層は客土・盛上 以下現地表下2.Om前後までの1.2m間において 9層の基本層序を確認した。

1層は旧水田耕作土 (T.P.+5。 4～5,7m)。 2・ 3層 (T,P.+5.2～ 5.5m)は撹拌された作上で、時期は中世

～近世であろう。 1～ 4区では 2層下面で東西方向の溝が見られた。 4層 (T.P.+5.2m)は 3区でのみ見

られた水成層である。5層 (T.P.+5.0～5.2m)は 1～ 3区で見られた遺物包含層で、古墳時代後期の須恵

器や時期不明の上師器片が出上した。 1～ 3区 6層 (T.P.■4.9～ 5。 lm)、 5区 7層 (T,P,+5.2～5.4m)は

撹拌され、下位水成層の土壌化部分と捉えられる。 8層以下(1～ 3区 :T.P.■4.9～ 5,Om以下、4・ 5

区 :T,P.+5,2～ 5.3m以下)は水成層で、河川堆積である。

【検出遺構 日出土遺物】4区 2層下面(T,P.+5,3m)一 東西方向の溝 1条 (S D401)と 南に平行する杭列

を検出した。S D401は幅約60cm・ 深さ約15cIIlを測る。1～ 3区でも同様の溝が見られ、3区で時期不明

の上師器片が出土している。耕作関連の溝であろう。1区 5層上面(T.P.+5.2m)一 ピット1個 (S P101)

を検出した。直径約45cIIlの 円形で、深さ約30cIIIを測る。遺物は出土していない。2・ 3区 6層上面 (T.P.+5.0

～5。 lm)一 ピット1個 (S P201)、 溝 1条 (S D301)を 検出した。S P201は直径約50clllの 円形で、深さ約

20cmを測る。時期不明の上師器・須恵器片が少量出上した。 S D301は北東―南西方向に伸び、幅約50

cm・ 深さ約30cmを測る。遺物は出上していない。

(3)ま とめ :調査では全域で中世～近世頃の作土 。耕作溝を確認した。また下位では西部の 1～ 3区で

ピット・溝を検出した。包含層出土遺物から、時期は古墳時代後期以降と考えられる。この集落域は東

の4・ 5区には広がらず、遺物も全く見られなかつた。

4区西壁 5区東壁

峯7:

1:暗灰色極細粒砂混シル ト質粘土 旧耕土

2:オ リーブ灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土

3:暗灰責色極細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 Fe斑
4:にぶい黄橙色シル ト～粗粒砂混 Fe斑
5,責褐色 極細粒砂～細粒砂多混ンル ト質粘土 Fett Mn斑
6:灰責褐色シル ト質粘土～細粒砂
7:黄灰色極細粒砂～細粒砂混シル ト Fe斑
8:灰色シル ト～粗粒砂
9:灰色極細粒砂～粗粒砂

S D401
A:灰黄色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土 Fe斑

S P101
B:黄灰色シル ト質粘土～中粒砂 プロック状 Fe斑

S D301
C:褐灰色シル ト質粘土ブロック混シル ト～細粒砂

S P201

褐灰色極細粒砂～細粒砂混粘土質シル ト

第63図 平断面図(断面水平 :1/200)

3区 6層 上面 4区 2層下面

O (1:loo)2m

―

1区 5層上面 2区 6層上面
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9)萱振遺跡 (2009-75)の 調査

(1)調査地 :緑ヶ丘 1丁 目63番 3(第32図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m、 面積約6.25ピ lヶ所について、現地表 (T,P.+7.lm前後)下 1.5

m前後までを調査 した。調査で使用 した標高は、人尾市街区補助点3B129(調査地西約50m地点 :

T.P.+7.007m)を使用した。

【地層】現地表 (To P.+7.lm)下0.4m前後までは、盛土(0層 )。 以下現地表下1.5m前後までの1.lm間

において 6層の地層を確認した。 1層は灰色粗粒砂混粘上の旧耕作土。 2層は灰色細粒砂混粘上で、中

世頃の上師器の破片が少量出上した。3層は褐色細粒砂混粘土で、古墳時代中期～平安時代頃の上師器・

須恵器の破片が少量出上した。上面は土壌化し、鎌倉時代の遺構を検出した。 4層 は褐灰色細粒シル ト

質粘土も 5層は黒褐色細粒シル トで、上面は土壌化している。上面で調査を行つたが遺構 。遺物の検出

はなかつた。 6層は灰白色粗～細粒砂で、 5・ 6層は河川堆積である。

【検出遺構】

3層上面で調査を行い、鎌倉時代の小穴 2個 (S P101・ 102)、 溝 1条 (S D101)を検出した。

S P101は北東部で検出した。遺構の北東側は調査区外に至る。検出した平面形状から推測すると径0.3

mの円形になると思われる。深さは0,lm以上を測る。埋土は褐色粗粒シル ト質粘上で、鎌倉時代頃の上

師器の破片が少量出上した。

S P102は南東部で検出した。遺構の南東側は調査区外に至る。検出した平面形状から推測すると一辺

0.2mの 隅丸方形になると思われる。深さは0,lm以上を測る。埋土は褐色粗粒シル ト質粘土で、鎌倉時

代頃の上師器の破片が少量出上した。

S D101は 中央部で検出した。平面形状は南北方向に直線に伸び、幅は0.6mを測る。断面形状は皿形

を呈し、深さは0.lmを測る。埋土は黄褐色粗粒シル ト質粘土で、鎌倉時代頃の上師器・瓦器の破片が少

量出土した。

【出土遺物】S P101・ 102、 S D101、 2層、3層からは土師器 。須恵器などの破片が少量出上したが、

図化できるものはなかつた。

(3)ま とめ :今回の調査では、 3層上面で鎌倉時代の遺構 1/1ヽ穴 2個・溝 1条)を検出した。これら遺

構は南側で調査を行つた調査地 (西村1993)で も検出しており、同時期の遺構は北側へ広がっていること

が確認できた。また、 3層からは古墳時代中期、後期、奈良時代頃の須恵器の破片が出土していること

から、同時期の遺構が周囲に存在している可育Bl■が高いと推測される。

【参考文献】
・西村公助1993「Ⅵ萱振遺跡第8次調査(K F89-8)」『人尾市埋蔵文化財発掘調査報告 (財)人尾市文化財調査研究会報
告37』 似つ人尾市文化財調査研究会

7堕    _

1

60m
調査面 (2面 )

0:盛土
1:灰色粗粒砂混粘土 旧耕作土
2:灰色細粒砂混粘土 中世頃の上師器の破片が少量出土
3:褐色細粒砂混粘土 古墳時代中期～平安時代頃の

上師器・須恵器の破片が少量出上
上面上壌化 鎌倉時代の遺構検出

4:褐灰色細粒シル ト質粘土
5:黒褐色細粒シル ト 河川堆積層

上面上壌化 遺構・遺物の検出な し
6:灰白色粗～細社砂 河川堆積層

S P101・ 102埋土 :褐色粗粒シル ト質粘土

鎌倉時代頃の上師器の破片が少量出土
S D101埋 土 :黄褐色粗粒シル ト質粘土

鎌倉時代頃の上師器・瓦器の破片が少量出土

O  (1:loo) 2m

―平断面図
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10)萱振遺跡 (2009-179)の 調査

(1)調査地 :萱振町 5丁 目85番の一部及び86番 (第32図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m、 面積約6.25ポ lヶ所について、規地表(T,P,+6.3m前 後)下1.8

m前後までを調査 した。調査で使用した標高は、人尾市街区補助点3B142(調 査地西約100m地点 :

T.P.+6.547m)を使用した。

【地層】現地表(T,P.+6.3m)下 0.3m前後までは、盛土(0層 )。 以下現地表下1.8m前後までの1.5m間

において 5層の地層を確認した。 1層 は灰色粗粒砂混粘上で、近世の陶磁器などの破片が出上した。 2

層は暗灰黄色細粒砂混粘上で灰色粘上のブロックが混入する。中世の瓦器などの破片が出土した。上面

は土壌化しており、江戸時代頃の遺構を検出した (第 1面 )。 3層 は褐灰色細粒砂混粘上で、中世の上師

器・瓦器の破片が出土した。 4層は褐灰色粗粒砂混粘土で、上面は土壌化しており、鎌倉時代頃の遺構

を検出した (第 2面 )。 5層 は黄橙色細～粗粒砂の河川堆積である。

【検出遺構】

2層上面で江戸時代の結 1条 (S D101)、 4層上面で鎌倉時代の小穴 (S P 201)を 検出した。

S D101は北部で検出した。平面形状は東西方向に直線に伸び、幅は0.4mを測る。断面形状は皿形を

呈し、深さは0。 14mを測る。埋土は灰色粗粒砂混粘上で、土師器・瓦器などの破片および銭貨(寛永通宝)

が 1枚出土した。なお銭貨は埋土内の上部から文字の面を下にして出上した。

S P 201は中央で検出した。平面形状は円形で、径0.4mを測る。断面形状は逆台形を呈し、深さは0.1

mを測る。埋土は褐灰色粗粒砂混壮上で、土師器・瓦器の破片が出土した。

盛上

灰色粗粒砂混粘上 近世の陶磁器などの破片出土

暗灰黄色細粒砂混粘土 灰色粘上のプロック混入
中世の瓦器などの破片出土

上面上壌化 江戸時代頃の遺構検出 (第 1面 )

褐灰色細粒砂混粘土 中世の土師器・瓦器の破片出土

褐灰包粗粒砂混粘上 上面上壊化 鎌倉時代頃の遺構検出 (第 2面 )

黄橙色細～粗粒砂 河川堆積層

S D101埋 土 :灰色粗粒砂混粘土

土師器・瓦器などの破片
および古銭 (寛永通宝)が出土

S P201埋 上 :褐灰色粗粒砂混粘土
土師器・瓦器の破片が出土

O  (1:loo) 2m

―

第 2面 (4層上面)平面図

第65図  平断面図

【出土遺物】1層から近世の陶磁器、2層から中世の

瓦器、3層からは中世の上師器・瓦器の破片が出上し、

S D101か らは土師器・瓦器などの破片および銭貨が、

S P 201からは土師器 。瓦器の破片が出上した。この内

図化したものは銭貨(1)である。 1は江戸時代 【1636

年 (寛永13年 )】 以後幕末まで鋳造された釦銭である。

(3)ま とめ :今回の調査では、2層上面で江戸時代

の溝 1条を検出した。この遺構は江戸時代に埋没した

0 (1¬ )2 cm

―第66図  出土遺物実測図

Ｉ

Ｈ

Ｉ

と推測できることから、環濠集落の形態を残す萱振地域の町並みを考える上で貴重な資料になると思わ

れる。また、4層上面では環濠集落形成以前と推測される鎌倉時代の遺構も確認した。

【参考文献】
・櫻井敏雄他1988『寺内町の基本計画に関する研究―久宝寺寺内と人尾寺内を中心として一』人尾市教育委員会

第 1面 (2層上面)平面図
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11)木の本遺跡 (2009-57)の 調査

(1)調査地 :南木の本 3丁 目1-8(第31図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.5× 3.5m-1箇所 (辛割ヒ槽部分)、 約2.5× 2.5m-14箇 所 (人孔部分)(合

計面積99.75ピ〉について、現地表(T.P.+10.lm前 後)下浄化槽部分は3.5m前後、人孔部分は2.5m前後

までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北西側の道路上 :

T.P.+10.lm)である。

【地層】0層は盛亀 以下現地表下3.5m前後までの2.6m間において 8層の層序を確認した。1層は旧

耕作土(T,P.+9.2m前 後)である。 2層 (T.P.+9,lm前 後)の粘土層は細粒砂が混じる撹拌された上で、中

世から近世の耕作土と思われる。層内からは土師器、瓦器の破片が極少量出上した。3層 (T,P,キ8,8m前

後)は粘上で、上面は撹拌を受け土壌化しており、中世の耕作土に推定できる。3層上部の撹拌された土

からは中世の上師器・瓦器・瓦の破片が極少量出上した。 4層 (T.P.+8.5m前 後)は粘土質細粒シル ト～

粗粒砂の水成堆積。 5層 (T.P.+8.2m前 後)は細粒シル ト質粘土、 6層 (To P.+7,8m前後)は粘土、 7層

(T.P.+7.5m前 後)は細粒シル ト質粘土、 8層 (T.P.+7.3m前 後)は粘上で植物遺体を多く含む。 5～ 8層

は湿地帯を示す泥状の堆積上であつた。

また、7・ 10・ 12・ 15区では河サ!1堆積を確認した。 7区の4層 (T.P.+8.5m前 後)は細粒砂で、層厚0,9

mを測る。10区の4層 (T,P.+8.6m前後)は粗～細粒シル トで、層厚0,3m以上を測り、東部は深く落ち込

んでいる。12区の6層 (To P,+8.4m前後)は粗粒砂で、層厚0。 9m以上を測る。13区の6層 (T,P.+8.2m前

後)は粗粒砂で、層厚0。 2m以上を測り、東部に緩やかに落ち込んでいる。15区の 6。 7層 (T.P.+8.5m前

後)は細粒シル ト～粗粒砂で、層厚0.75m以上を沢Jる。

【検出遺構】なし

【出上遺物】1・ 6区の 2層 と14。 15区の 3層からは中世の上師器・瓦器 。瓦の破片が極少量出土した。

(3)ま とめ :今回の調査では、3層上面(T,P.+8.8m)で 、調査を実施したが、遺構の検出はなかつた。

この地層の上面は撹拌を受けていることから、中世の作上の可能性が高い。出土遺物は 1・ 6区の2層

と14。 15区の 3層のみであることから、今回の調査地よりさらに東部と西部に中世の集落が存在してい

る可台B性が考えられる。中央の 7区 と10区では3層以下で砂層を確認していることから、中世以前の河

川が南東から北西方向に伸びていた可育〕l■が考えられる。この河川は、大阪府教育委員会が実施した平

野川改修工事に伴う発掘調査のN R0011こ相当すると推測できるであろう(岩瀬他1999)。 また、12・ 13・

15区でも5層以下で砂層を確認したことから、時期は不明であるが、古代以前の河川が存在していたと

思われる。調査区全域の地層を見て推測すると、中世以前は河川または湿地帯であつたと言えるであろ

う。

【参考文献】
・岩瀬 透 横田 明1999『木の本遺跡発掘調査概要・Ⅳ-1級河川平野川改修工事に伴う発掘調査■』大阪府教育委員会
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7区  南壁

11区  北壁

8区  南壁

12区 南壁

O  (1:loo) 2m

―

O      !

革
<誰ぎ

9区  南壁 10区  南壁

13区 南壁 14区  南壁

胡晶

15区  南壁

100m

頷調査面

基本層序
O:盛上              ヽ

1:黒色色細粒砂混粘土 (旧 耕作土 )

2:青灰色細粒砂混粘土 中世の土師器・瓦器の破片出土

3:褐色細粒砂混粘土 上面は競拌を受け土壌化 第 1面
4:灰色粘土質細粒シル ト～粗粒砂 水成堆積
S:灰色細粒シル ト賀粘上 (5～ 8層 は湿地帯を示す泥状の雄積土)

6:灰色雅上

7:暗灰色細粒シル ト質粘土

8:褐灰色粘土 植物遺体含む

第67図  1～ 15区断面図

7区  4:灰 色粗～細粒砂 河川堆積
10区  4:灰 色粗～細粒シル ト 河川堆積
12区  6:灰 色粗粒砂 河川堆積
13区  6:灰 色粗粒砂   河川堆積
15区  6:灰 色細粒シル ト 河川堆積
15区 7:灰 色粗～細粒砂 河川堆積
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12)久宝寺遺跡 (2009-40)の 調査

(1)調査地 :渋川町 5丁 目1054(第 29図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om、 面積約4.0だ 1     9堕
ヶ所について、現地表(T.P.+9.65m前後)下2.Om前後まで     80m
を調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500

地図記載の標高値 (調査地西部に位置する市道T字路中

央 :T,P.+9.6m)で ある。

O  (1,loo) 2m

―【地層】現地表下0.4m前後までは、現代の整地に伴う客  ♀1窟志ど、豊蓬色シル
tラ 十々休田耕作上回

土・盛土、及び攪乱(0層)である。以下現地表下2,Om前後  :野写竺歩展芭しッ,こ
ェ盤笙錘w皆

積圃
4購 色功 レ贖 粘

十質粘土～粘上質カ レトまでの■6mFHEにおいて8層の基本層序を確認した。1層は ::写げ竺参提訊
輝誓毛ヱⅢ羞量著しル綴篭雛電是蓬)にぶい黄橙色シル ト質粘土 (T.P,+9.2～ 9,3m)である。2層  ::悟卒サ三夢優琶シ打卜質粘土休EBM作〕

は中世以降の水田耕作土の可能性が高い。 3層 は河川堆積       第68図 断面図

層である。平瓦細片が出上した。 4・ 5層は酸化の顕著な

シル ト質粘土～粘土質シル ト。 6。 7層は粘サ陛の強い湿地

性堆積層である。 8層は水田耕作上の可含〕陛が高い。古式上師器細片が混在 していた。

、8層内より古式上師器細【出土遺物・出土遺物】検出遺構はなし。出土遺物は3層内より平瓦細片が

片が少量出土した。

っこの内 3層は、古代～平(3)ま とめ :今回の調査では、3層 と8層において遺物包含層を確認した(

8層については、古墳時代初頭～前期の水田耕作土安時代に機能していた河川堆積層の可台旨l■が高い。

層の可含〕l■が推沢1される。周辺において、当水田を経営した集団の居住域が検出されることが予測され、

周辺で行われる開発等には注意が必要と思われる。

13)久宝寺遺跡 (2009-302)の 調査

(可 )調査地 :渋川町 6丁 目4-1(第32図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-4箇所、2.0× 2.Om-1箇所 (北から1～ 5区)、 面積約29だ

について、現地表 (T.P,+9。 lm)下2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角点

20B14(調査地西部 :T.P。 +8.91lm)で ある。

【地層】0層は現耕土・床土る以下現地表下2.Om前後までの1.9m間において16層の基本層序を確認し

た。 1層 は旧耕土 (T.P,+8.5～ 8.9m)で、 1～ 4区に見られる。 1・ 2・ 5区 2～ 8層 (T,P.+8.2～ 8。 8

m)はMn斑を多く含む均質な層相で、島畑盛上である。時期は近世であろう。1～ 4区 9～ 11層 (T.P.+8.1

～8.5m)は撹拌された水田耕作土である。1～ 4区で溝等の遺構を検出した。12層 以下(T.P.+8.3m以 下)

は河川堆積の水成層で、12～ 15層 がシル ト～極細粒砂互層、16層が細粒砂～細礫互層である。

【検出遺構】

1区 11層下面 (T.P。 +8.lm)一 土坑 1基 (S K101)を 検出した。南北2.Om以上 。東西1.lm以上・深さ約

20cmを測り、埋土はブロック状を成す。耕作に伴う遺構の可能性があるが詳細は不明である。H世紀頃

の黒色土器椀・土師器皿の細片が数点出土した。

2区11層上面(To P.+8.4m)一溝 1条 (S D201)、 落込み 1基 (S0201)を検出した。 S D201は幅約0.8

m。 深さ約35cmを測り、南北方向に伸びS0201を切つている。埋土はブロック条を成す。 S0201は東

西方向の肩から南に約20cm落ち込むもので、耕作に伴う段差と思われる。遺物は出上していない。

3区 11層上面(T.P,+8.5m)一 落込み 1基 (S0301)を検出した。耕作に伴う段差と思われる。南北方向

の肩から東に約40cm落 ち込むのもで、埋土はブロック状の上層 (Cl)と 水成層の下層 (C2)か ら成る。上層

-66-



3区 11層上面

0 (1:loo)2m

―

4区10層上面 1区 16層上面

睛
一

4区南壁 3区北壁 1区東壁
90m

80m

S K101
0:現耕土・床±                9:黄 灰色細粒砂～粗粒砂多混シル ト     A:黄 灰色細粒砂～極粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状1:晴緑灰色細粒砂～中粒砂混シル ト 旧耕±   10:灰 黄色シル ト             s D201
2:灰黄褐色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト    11:灰 黄褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト     B:灰 色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト プロック状3:にぶい責橙色細粒砂少混粘土質シル ト     12:に ぶい責橙色極細粒砂         s0201
4:灰責色極細粒砂～細粒砂混粘土質シル ト    13:に ぶい責橙色シル ト
5!灰黄褐色極細粒砂～細粒砂少混粘土質シル ト  14:灰 黄色粘上質シル ト～シル ト互層    s0301こ

ぶい責橙色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘土 ブロック状

6:にぶい黄褐色極細粒砂～粗粒砂混シル ト    15:青 灰色粘土質シル ト～シル ト互層     cl:黄 灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト～粘上質シル ト プロック状7:灰黄褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト       16!灰 黄褐色細粒砂～細礫          c2:灰 白色極細粒砂～粗粒砂混粘土質ンル ト
8:にぶい黄橙色極細粒砂～細粒砂少混シル ト                        s D401

D:褐灰色シル ト混細粒砂～細礫
S0401

黄灰色細粒砂～粗粒砂多混粘土質シル ト

第69図  平断面図

から16世紀代に比定される土師器羽釜・密、瓦器鉢、備前焼摺鉢等が出土した。

4区 10層上面(T.P.+8,3m)一 溝 1条 (S D401)、 落込み 1基 (S0401)を検出した。 S D401は幅0.8m

以上・深さ約20cmを測り、南北方向に伸びS0401を切つている。埋土は砂礫層で、洪水で一気に埋まつ

た可能性がある。S0401は東西方向の肩から北に約10clll落ち込むもので、耕作に伴う段差と思われる。

遺物は出土していない。

【出土遺物】

S K101-1は「て」の字状

口縁の上師器皿で11世紀代に

比定される。

S0201-2は土師器羽釜

で、鍔下面以下に煤が付着す

る使用品である。 3は備前焼

摺鉢で、摺目は6本以上で右

下から左上方向に施す。共に

16世紀代に比定される。

5区16層 -4は奈良時代に

比定される須恵器杯身であ

ヽ    l  ~二 だ
フ

1

る。 5は庄内式甕で、古墳時代初頭後半 (庄内式劇新相)に比定される。共に磨耗が著しい。

(3)ま とめ :調査では全域で中世末 (16世紀)～近世の生産関連遺構を検出した。また北端の 1区では

平安時代後期のS K101を検出した。遺構の性格としては耕作関連が考えられ、下位の河川が奈良時代頃

に埋没した後、この時期に生産域となつた可能Jl■がある。

【参考文献】

・藤井淳弘1998「 1.久宝寺遺跡 (97186)の 調査―南久宝寺地区埋蔵文化財試掘調査概要報告―」『人尾市内遺跡平成9年

度発掘調査報告書コ ノ(尾市珂顔抑楚報告39平成9破公共事業』ノ(尾市教育委員会

1区 S K101
2区 S0201
5区 16層

0    (1:4)  10Cm

３

５

２

４

第70図  出土遺物実測図

一寺
「
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14)郡川遺跡 (2009-318)の 調査

(1)調査地 :郡川 3丁 目39番の一部、40番の一部 (第33図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 1.5m(1区)と 2.0× 3.Om(2区 )を各 1箇所、計 2箇所 (面積約9.0だ )

について、現地表(T,P,+20.5m前 後)下2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成

1/2500地図記載の標高値 (調査地南西約100m地点 :T.P.+16.950m)である。

【地層】0層は客土。盛亀 以下 6層の基本層序

を確認 した。 1層 は旧耕土 (T,P.+19.5～ 19。 6m
2区 は既存の造成によつて削平 )。 2～ 4層   20亜
(T,P.+19,0～19.6m)は 、層厚0,7m前後を測る河

川あるいは洪水に起因される堆積層で、出土遺物   19亜
から古墳時代前期～後期に比定されるものと思わ

れる。5・ 6層 (T,P.+19.Om以 下)は湿ltr性の砂質

0:客土・盛土
1:責灰色シル ト (旧 耕作上 )

21褐灰色極細粒砂

② :2層に 3～ 5 cm程 の礫が含まれる
3i暗灰色シル ト (植物炭化物を若干含む )

4:灰色礫混 じり中粒砂～極細粒砂 (吉 墳時代中～後期の追物が含まれる)

St暗青灰色シル ト
6:明青灰色砂礫混 じり砂質シル ト

第71図  断面図

O  (1引 oo) 2m

―
シル トである。

【検出遺構】なし。

【出土遺物】両地区とも河川あるいは洪水に起因

されるとみられる4層から、古墳時代後期(6世紀

中葉)に比定される須恵器の破片が数点出上した。

そのうち図化できたものは、1区から杯身 (¬ )・

高杯 (2)、 2区から杯身(3)の 3点である。 杯身 2′点(1・ 3)は、日縁部の内傾度が強く、端部を九く

おさめる。高杯 (2)は長脚で透かしのあるものと見られる。以上は、T K10型式におさまるものであろ

う。

(3)ま とめ :調査では集落等に伴う遺構は確認されなかつたが、河川あるいは土石流に起因すると見

られる堆積層と、これらの流れ込みによる古墳時代中期～後期にかけての遺物を検出することができた。

当該期について、当遺跡内で実施された既往の調査成果を見ると、北約50m地点に郡川東塚古墳 (6世紀

前半)、 西約30m地′点(当研究会第 6～ 8次)で河川跡や包含層、また、南西約300m地点 (当研究会第 2次 )

では、東西幅約18m、 深さ約 2mを測る河川が検出されている。検出した遺物や堆積層の状況から、付

近に当該期の居住域が存在することは必至であり、当地がもと谷状の地形を呈していたことも想定され

る。

くく
(〔

「三
:::::三
三
:::::i::::::::「

=F:i;サ

),P刊 d且
0             (114)           20om

第72図  出土遺物実測図

1・ 2:1区 ―第 4層
3:2区 ―第 4層

【参考文献】
・藤井淳弘2003『人尾市内遺跡平成14年度発掘調査報告書』人尾市文化財調査報告48

'原田昌則1999『Ⅲ 刑 II遺跡第2次調査(KR90-2)』 財団法人人尾市文化財調査研究会報告64

・木村健明。成海佳子・西村公助2009『副 ‖遺跡 I第 6次調査 Ⅱ第7次調査』財団法人人尾市文化財調査研究会報告
125
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15)小阪合遺跡 (2009-197)の 調査

(可 )調査地 :山本町南 8丁 目169番の一部 (第34図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所、面積約4.0だについて、現地表 (T,P,+9。 9m)下2.Om

前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区補助点3D074(調査地南部 :T.P.+9,917m)であ

る。

【地層】0層は客土・盛亀 以下現地表下2.Om前後までの0.9m間において6層の基本層序を確認した。

l層は旧水田耕作土 (T.P.+8.65～ 8.8m)。 2層 (T.P。 +8.4～8.65m)も 撹拌された作土で、時期は中世～

近世であろう。3層 (T,P.+8.3～ 8.5m)はブロック状を呈し、4層上面で検出した溝 (SDl)にも落ち

込んでいる。作土か、あるいは整地層の可台警性もある。 4

層 (T.P.+8.15～8.35m)は土壌化の著しい遺物包含層であ

る。 5層 (T,P。 +8.05～ 8.15m)は 6層の上壌化部分である。

6層 (To P.+8.05m以下)は水成層である。

【検出遺構】 4層上面(T.P,+8.3m)で 南北方向の溝 1条

(SDl)を検出した。幅約60cm・ 深さ約20cmを測り、埋土

は3層 にあたる。遺物は出上していない。

【出土遺物】4層一古墳時代前期頃の上器片が数点出上

(3)ま とめ :調査では古墳時代前期頃の遺物包含層を確

認した。遺構は見られなかつたが、西部で確認している当

該期の集落が当地にも広がっていると考えられる。

【参考文献】
・坪田真-2009「 I小阪合遺跡 (第42次調査)」 『小阪合遺跡 中田遺跡 財団法人人尾市文化財調査研究会報告126』 財団

法人人尾市文化財調査研究会

16)渋川廃寺 (2008-217-2)の 調査

(1)調査地 :春 日町 1丁目11番 1(一部)(第29図参照)

(2)調査概要 :今回の調査は平成20年度調査に引き続き対象地内東部で実施したものである。平面規

模約2.5× 2.5m-1箇所、2.0× 2.Om-2箇所 (西から1～ 3区 )、 面積約14.25♂ について、現地表

(T.P.+9.5～9.7m)下 1.5～ 2.lm前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図

記載の標高値 (調査地南東部に位置する交差点中央 :T,P,+9,6m)で ある。

【地層】0層は客土 。盛土。以下現地表下2.lm

前後までの1.2m間 において 9層の基本層序を確

認した。 1層 は旧水田耕作土 (T.P.+8.4～ 8.7m)。

2～ 4層 (T,P.+8.1～ 8.6m)、 5層 (T.P.+8.0～ 8,3

m)は撹拌された作上で、前者が近世頃、後者が中

世頃に比定されよう。 2・ 3区の3,4層下面で

は南北方向に平行する耕作溝が見られた。 6層
(T.P.+7.9～8.lm)の粘土質シル ト～シル トは水

成層である。 8層以下(T.P.+7.9m以 下)は粘土を

基調とする水成層で、沼沢地状の堆積である。 2
区7層 (T.P.+7.8～ 8。 lm)は 8層 に似るが、撹拌が

10堕      北壁    _

0     1
90m           i

―8吐  戸嚢零 _
Ot盛土

1:オ リーブ黒色極細粒砂～細粒砂多混粘土質シル ト 旧耕土
2:緑灰色極細粒砂～細粒砂多混粘土質シル ト
3:灰オ リーブ色極細粒砂混シル ト質粘土 ブロック状
4:灰黄褐色極細粒砂多混シル ト質粘土 Mntt Fe斑 多
5:褐灰色極細粒砂多混シル ト 腑n斑多
6:緑灰色粘土質シル ト～シル ト

O   (1引 oo) 2m

―
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90m

80m

0:盛土・撹乱
1:暗緑灰色細粒砂混粘土質シル ト 旧耕上

2i灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト

3:黄灰色細粒砂混粘土質シル ト Fe斑
4:褐灰色細粒砂混粘土質シル ト Fe斑
5:褐灰色細粒砂～粗粒砂・中礫混粘土質シル ト Fe斑
6:にぶい黄褐色粘土質シル ト～シル ト Fe疑
7:暗灰黄色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘上～粘土質シル ト Fe斑
8:にぶい黄橙色粘土～シル ト質粘土

9:暗オ リーブ灰色粘土

第74図  断面図 (水平 :1/200)
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認められ作土化していると考えられる。時期は古代頃力ち

【検出遺構】 2・ 3区の 3・ 4層下面(T,P.+8.lm)一 南北方向に平行する耕作溝を検出した。

【出土遺物】 3・ 4層―古代～中世頃の土隠 、平民 5層 -6世紀以降の土師器・須恵器も平瓦 7

層-6世紀以降の上節器・須恵器。平瓦・丸瓦と 9層 一時期不明の上師鴇

2区 7層出上の 1～ 4を図化した。 1は須恵器杯身で6世紀後半に比定される。 2・ 3は共に凹面布

日、凸面縄ロタタキの平瓦で、焼成は2がやや不良、3は良好、色調は2が暗灰色、3が淡褐色を呈す

る。 4は丸瓦の玉縁部で、調整は凹面布目、凸面ナデである。奈良～平安時代に比定される。

(3)ま とめ :調査では中世～近世頃の耕作土及び耕作溝や、古代頃の耕作土と思われる地層を確認し

た。西部の20年度調査区と同様、渋川廃寺関連の遺構は認められず、耕作土中より瓦が出土する状況で

あった。相当量の瓦が含まれていることから、当地が渋川廃寺の寺域に含まれる可台静l■もあるが、出土

した平瓦は布ロタタキを施す奈良時代以降のもので、創建期である飛鳥時代に遡るものは認められない。

【参考文献】
・坪田真―・金親満夫 2003『渕 II廃寺第2次調査。第3次調査財団法人人尾市文化財調査研究会報告79』 財団法人人尾
市文化財調査研究会

iミ
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くて〔:::::::::::::EE三
二三二「「二三
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1

0    (1:4)   10Cm

第75図  出土遺物実測図
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17)東郷遺跡 (2009-126)の 調査

(1)調査地 :桜ヶ丘 3丁目112-1～ 5(第36図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-3箇所●ヒから1～ 3区 :面積約12.0だ)について、現地表 (約

T.P.+7.8m)下 2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点lA085(調査地

北西部 :T.P.+7.667m)で ある。

80m
1区北壁

70m

60m

A3:にぶい責褐色シル ト質粘上 プロック状
A4:灰責色シル ト質粘土 ブロック状

SD2
Bl:黄灰色シル ト質粘土 ブロック状
B2:黄灰色シル ト質粘土混シル ト ブロック状
B3:オ リーブ灰色シル ト混シル ト質粘土 ブロック状

第76図  平断面図

【地層】0層は盛五 以下現地表下2.Om前後までの1.4m間において9層の基本層序を確認した。1層

は調査地西部を縦断する河川 (水路)の埋土、1-2層はその肩付近の堆積土るこの河川は昭和36年の地図

に見られるもので、現地表下2.Om以下に及んでいる。2層 (T,P.+6.8m前 後)は旧耕二 3・ 4層 (T.P,+6.4

～6.8m)は撹拌されグライ化した層相で、中世～近世の作土であろう。4層下面では耕作痕と考えられ

る起伏が認められる。 5

層は 6層 の上壌化部分

で、上面(T.P.+6.4m)が

遺構面である。 6層以下

は水成層である。

【検出遺構】

1～ 2区で溝 1条 (S

Dl)、 3区で溝 1条 (S

D2)を検出した。南北方

向、北西―南東方向に伸

びる溝で、共に深さは40

cm程度を測る。埋土はS
D¶ が 4)詈、 SD2が 3

第77図  出土遺物実測図
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0       1

8     ,

0:盛土
1:暗オ リーブ灰色シル ト質粘土～細礫

12:晴 灰責色粘土～シル ト
2:黄灰色極細粒砂粘土貨シル ト 旧耕土
3:暗オ リープ灰色極細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土
4:オ リーブ灰色細粒砂少混シル ト質粘土
5:黄灰色粘土資シル トプロック混シル ト
6:灰色粘土資シル ト～シル ト
7:にぶい責色シル ト質粘土
8:黄灰色粘上～細粒砂互層
9:黄灰色シル ト質帖上混細礫

O (1:loo)2m

― SDl
ブロック状      Al:晴 灰黄色シル ト質粘土 ブロック状

A2:黒褐色シル ト寛粘土

0    (1:4)   10Cm



層から成 り、よく似た層相でブロック土を基調 とする。古墳時代前期 (布留式期中相)の上器が出上して

おり、SDlは 破片が少量、SD2は 横位で LF■ により潰れた状況の甕 2点を含んでいる。

【出土遺物】

SD2-可 ～ 3は布留式姿である。 1・ 2が幻王により潰れた状況で出上したもので、 1は図上で完

形に復元 しえたが、 2は遺存状況が悪く復元不可能であった。共に体部外面ハケ調整で、 1は最上位に

タテハケを施す。 1は日径 14.8cm・ 器高22.6cm・ 体部最大径22.5clllを 測る。 4は小形器台である。これ

らは古墳時代前期前半 (布留式期古相)に比定される。

(3)ま とめ :調査では古墳時代前期布留式期の溝 2条を検出した。同様の溝は北部・南部の調査地で

も検出されてお り、有機的な関連が窺え、いずれかの溝に連続する可台旨l■もある。

【参考文献】
・西村公助2006「Ⅲ 東郷遺跡第59次調査(TC.200359)」 際オ団法人人尾市文化財調査研究会報告90』 財団法人人尾市文化
財調査研究会

・坪田真―・島田裕弘・菊井佳弥・河村恵理2006「22.東郷遺跡第64次調査(TG2005 64)」 『平成17年度恨つ人尾市文化財調
査研究会事業報告』財団法人人尾市文化財調査研究会

18)東郷遺跡 (2009-170)の 調査

(1)調査地 :桜ヶ丘 3丁 目H2番地の一部 (第36図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om、 面積約4.0だ lヶ所について、現地表(T,P.+7.8m前 後)下2.1

m前後までを調査した。調査で使用した高さの基準は、人尾市街区多角補助点lA085(調査地北西50m地

点 :T.P,+7.667m)で ある。

【地層】現地表(T.P.+7.8m)下 0.5～0.6m前後まで

は、既存建物取壊しの際の盛土 。攪乱や建設時の整地

(0層)が見られる。以下現地表下2.lm前後までの1.6

m間において 8層の地層を確認した。 1層は黒灰色粘  60m
土 。青灰色粘土などからなるブロック層で、近年の埋

一
Ｏｍ
一

O:盛土

1:黒灰色・青灰色粘上のブロック
2:暗灰褐色礫混粘土質シル ト
3:晴青灰色礫混粘上質シル ト
4:青灰色粘上質シル ト
5:青灰色粗粒砂混砂質シル ト
6:暗灰色粘土質シル ト混礫
7:暗灰色粗粒砂混粘土質シル ト
8:黒灰色粗粒砂

立てによる整地層である。以下 2～4層はいずれもグラ

イ化しており、中世頃までの作上の可台蟄性がある。 5

層は上面が上壌化しており、古墳時代前期の遺構ベー

スとなる地層である。 6。 7層は砂礫を含む粘土質シル トで、以下、含水層である8層黒灰色粗粒砂に

至る。

【出土遺物】1層から、近現代の遺物とともに、古墳時代の須恵器片が若干出上しているほか、4層か

らは土師器片・瓦片のほか、不明金属製品 (⇔同か ?)が出土している。

(3)ま とめ :今回の調査では、現地表下1.6m(T,P.+6.2m)前 後で古墳時代の遺構ベースとなる5層を

検出した。当地の北西25m地点の調査地 (2009126)で は、古墳時代前期布留式潮の遺構が検出されてい

ることから、当地にも同時期の遺構面が存在 していることが判つた。

【参考文献】
。本書平成21年7月 23日 調査
・坪田真―・島田搭弘・菊井佳弥・河村恵理2006「 22.東郷遺跡第64次調査 (TG2005-64)」 『平成17年度候つノ(尾市文化財

調査研究会事業報告』財団法人人尾市文化財調査研究会
・西村公助2006「Ⅲ 東郷遺跡第59次調査(TG2003 59)」 『財団法人人尾市文化財調査研究会報告90』 財団法人人尾市文化

財調査研究会

0  (1:loo) 2m

―
第78図  断面図
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19)東郷遺跡 (2009-187)の 調査

(1)調査地 :桜ヶ丘 1丁 目56(第36図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om-1箇所、3.0× 2.5m-2箇所 (北から1～ 3区)、 面積約24.0

だについて、現地表 (T,P.+7.7～8.Om)下 1.5～2.6m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾

市街区多角補助点lA142(調査地南西部 :T,P.+7.838m)で ある。

【地層】 0層は盛土・撹舌比 以下現地表下2.6m前後までの0.9～2.2m間において12層の基本層序を確

認した。 1層 は旧水田耕作土(T.P,+7.0～7.2m)で、 2・ 3区に見られる。 1・ 2区 2・ 3層 (T,P,+7.0

～7.5m)は島畑盛土。作上、3区 4層 (T.P.+6.85～7.lm)は水田作土で、近世以降の耕作上である。1・

2区 5層 (T,P.+6.9～7.lm)は撹拌の著しい作上で、奈良時代頃までの上器片を多く含む。 1・ 2区 6・

7層 (T,P.+6.7～6.9)はFe斑を多く含み土壌化している。 8層 (T.P.+6.7m前 後)は 1区でのみ見られた。

粘土質シル ト～極粗粒砂が互層状を成す層で、炭を含んでいる。整地層の可能Jl■がある。 9層は10層の

ELATL層 で、撹拌される。上面 (T,P。 +6.8m前後)が古墳時代初頭の遺構面である。10層以下は水成層で、

遺物は見られなかつた。 2区は10層のシル ト～極細粒砂が厚く堆積する。

【検出遺構 日出土遺物】

9層上面 (T,P。 +6.8m前後)で古墳時代初頭 (庄内式期)の井戸 1基 (S E301)、 ピント6個 (S P101～

103、 201～203)を検出した。

S E301-掘方平面形は方形に近く、規模は一辺2.Om以上、深さ約0.8mを測る。埋土はブロック状の

5層から成る。遺物は上層から完形の手焙り形土器 1点 (近江系)の他、土器片が少量出上した。

S P101～ 103、 201～203二 S P102が深さ約 5 clllと 浅いものである以外は、深さ20～ 55clllを測り柱穴と

考えられる。埋土は 1～ 3層から成る。

【出土遺物】

S E301上層-1は手焙り形土器で完形品である。法量は器高19.7clll・ 口径18.2～ 18.8cIIl・ 底径3.lclll・

鉢部高9.2cIIlを測る。覆部の端部を内側に肥厚させ面を作り出し、底部は上げ底を成すもので、近江系と

2区

S P201

つ S p202

S P203

3区西壁

0 (1:loo)2m

―1:暗緑灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト 旧耕土
2:にぶい責褐色極細粒秒～極粗粒砂極少混シル ト質粘土     S E301
9:にぶい黄橙色極細粒砂少混シル ト資粘土
4:灰色極細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト
5:褐灰色細粒砂～極粗粒砂混シル ト質粘土
6:灰黄褐色細粒砂混シル ト質粘土
7:灰黄褐色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土
8:灰黄褐色粘土質シル ト～中粒砂
9:灰黄色粘土質シル ト混シル ト
10:黄 灰色ンル ト～極粗粒砂混
11:褐 灰色細粒砂～粗粒砂
12:に ぶい黄橙色細粒砂～粗粒砂

第79図  平断面図
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Al:灰黄褐色極細粒砂～細粒砂多混シル ト質粘土
A2:褐灰色細粒砂～中粒砂混シル ト質粘土

A3:褐灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土

A4:暗灰黄色シル ト質粘土混シル ト
A5:灰黄褐色極細粒砂～細礫多混粘土質シル ト

1区

Ⅶ
化
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第80図  出上遺物実測図

考えられる。加飾 されてお り、覆部前面には凹線 と2個一組の竹管円形浮文14組巡 らせる。覆部外面は

凹線により3段の文様帯を有 し、上から鋸歯文・左上がり斜線文・右上がり斜線文を巡らせる。鉢 口縁

部外面には凹線文と3本一組の直線文を15方向に巡らせる。体部外面には上位に右上がり斜線文、下位

に凹線文 4条を巡らせる。底部外面の約 1/2、 及び覆部外面の一部に黒斑を有する。2は複合 口縁壷の口

縁部と考えられる。 日縁端部に刻み目を施す。 3は台部～体部で、内外面にヘラミガキを施 しており、

台付き鉢 と考えられる。

5層 ―奈良時代頃までの土師器・須恵器片が多く出上し、 1区では丸瓦片 1点を含んでいる。

6・ 7層―奈良時代頃までの上師器・須恵器片が少量出上

(3)ま とめ :調査では全域で古墳時代初頭 (庄内式期)の遺構を検出し、南の調査で確認 されている当

該期の集落域の北への広がりを確認 した。また包含層出土遺物からみて、 6・ 7層中に古墳～奈良時代

の遺構が存在する可台巨性がある。

【参考文献】
・樋口 薫2005「 I東郷遺跡第58次調査 (TC2002 58)」 『人尾市立埋蔵文化財調査センター報告6』 ノ(尾市教育委員会・財

団法人人尾市文化財調査研究会
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20)東郷遺跡 (2009-234)の 調査

(1)調査地 :桜ヶ丘 1丁目93番 (第36図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-2箇所 (北から1・ 2区)、 面積約12.5ポについて、現地表

(T.P,+7.9～8.Om)下1.4m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点lA142(調

査地西部 :T,P.+7.838m)である。

【地層】0層は客土・盛屯 以下現地表下1,4m前後までのO.8m間において12層の基本層序を確認した。

1層は旧水田耕作土 (T.P,+7.3～ 7.4m)。 1区では2～ 6層 (T.P.+6.9～7.3m)、 2区では9層 (T.P.+7.0

～7.3m)が撹拌された作上で、時期は中世～近世であろう。 3層・ 6層の下面では東西方向の耕作溝が

見られた。 1区 7層 (T.P.+6.8～ 6。 9m)は土壌化の著しい遺物包含層である。 8層 は水成層で、上面

(T,P.+6.8～ 6。 9m)が遺構面である。2区10層以下(To P.+7.Om以下)はブロック状の層相で、池等を埋め

立てたような状況である。

【検出遺構・出土遺物】1区 8層上面 (T,P.+6.8～ 6。 9m)で土坑 2基 (S K101・ 102)、 ピット3個 (SP
101～103)を検出した。

S K102-調査区南半を占める土坑で、深さ最大35clllを測る。埋土はブロック状の4層から成る。古墳

時代後期頃の須恵器片や時期不明の上師器片が出土した。

ピットは直径20～ 50cIIl・ 深さ10clll程度の浅いものである。埋土は褐灰色細粒砂～粗粒砂混粘土でブロ

ック状を呈する。 S P101・ 103から土師器片 (平安時代 ?)が出上した。

1区 7層 ―平安時代までの上師器 。須恵器、平瓦の他、弥生時代後期の土器が出七

(3)ま とめ :調査では 1区で土坑・ピットを検出した。時期は明確ではないが、包含層出土遺物から

みて古墳時代後期～平安時代と考えられる。東部の第52次調査では奈良時代～平安時代前期のピット群

を検出しており、この集落域に含まれるものと考えられる。

80m 1区西壁

70m

O:盛土
1:灰色細粒砂～極粗粒砂混シル ト 旧耕土
2:にぶい褐色極細粒砂～細粒砂多混シル ト質粘土 Fe斑
3:責灰色極細粒砂～粗粒砂多混シル ト Fe斑
4:灰黄褐色極細粒砂～細粒砂混シル ト
5:にぶい黄褐色極細粒砂～粗粒砂混シル ト Fe斑
6:暗灰黄色細粒砂～細礫混シル ト質粘土
7:灰黄褐色細粒砂～粗粒砂混粘土 Mn斑
8:褐灰色シル ト混細粒砂～粗粒砂
9!灰黄色細粒砂～粗粒砂少混シル ト
10:黄 灰色細粒砂～極粗粒砂多混シル ト プロック状
11:灰 黄褐色細粒砂～極粗粒砂混シル ト ブロック状
12:灰 色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 ‖n斑  ブロック状

S K102
Al:黄褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 Fe斑  ブロック状
A2:に ぶい黄色粘土質シル ト～粗粒砂 ブロック状

第81図 平断面図

【参考文献】

・局萩千秋1998「 XⅣ 東郷遺跡 (第52次調0」 限オ団ま＼人尾市文化財調査研究会報告60』 (ナめ人尾市文化財調査研究会

O (1:loo)2m

―
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21)中 田遺跡 (200辟424)の調査

(1)調査地 :刑部 3丁 目1番の一部 (第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-2箇所 (北から1・ 2区 :面積約8.0ピ)について、現地表

(T,P。 +10。 3m前後)下1.8m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の

標高値 (調査地北西側道路上 :T,P.+10.2m)で ある。

【地層】 0層は盛土。以下現地表下1.8m前後までの0。 7m間において4層の層序を確認 した。 1層
(T,P.+9。 2m)は旧耕作亀  2層 (T,P.+9.lm)は 粗粒砂混粘土で、中世～近世の耕作土と思われる。 8層
(T.P,+9.Om)は 細粒砂混粘土で、上面は撹拌を受けている。層内からは古式土師器の破片が出上した。

4層 (T.P。 +8.8m)は細粒シル ト質粘上で、上面が土壌化しており、 1区で土坑(S K101)と 小穴(SP
101)、 2区で土坑(S K201)を 検出した。

【検出遺構】

1区 S K101:北東側で検出した。掘形の平面形状は南東から北西方向に直線に伸びる。幅0.85m以上

を測る。断面形状は逆台形と思われ、深さ0.25mを沢Iる。埋土は細粒砂混濫上で、粘土のブロックが混

入している。土坑内からは、掘形と平行 して伸びる構 (D-1)を検出した。D― ¬の幅は0。 15m、 深さ0.05

mを測り、埋土は粘土である。古墳時代初頭の古式上師器の破片が出土した。この遺構は竪穴住居の可

能性が考えられる。

1区 S P101:ほぼ中央で検出した。平面形状は円形で、径0.4mを測る。断面形状は逆台形で、深さ

0.2mを測る。古墳時代初頭の古式上師器の破片が出土した。

2区S K201:西側で検出した。掘形の平面形状は南北方向に直線に伸びる。幅0,7m以上を測る。断

面形状は逆台形と思われ、深さ0。 15mを測る。埋土は細粒砂混粘上で、粘上のブロックが混入している。

古墳時代初頭の古式上師器の破片が出上した。

【出土遺物】 1区 S K101、 S P101、 2区 S K201と 1・ 2区の 3層からは古墳時代初頭の古式土師器

の破片が出土した。このうち図化したものは、1区 S K101の甕(1)と 、2区 3層の壺 (2)である。¬は

庄内式甕の回縁部で、屈曲部は「く」の字に折れ曲がり、口縁部は外反する。端部は上方へつまみ出し、

面を形成する。口縁部の内外面はヨヨナデを施す。体部の内面はヘラケズリを、外面は右上がりのタタ

キを施す。角閃石を含む生駒西麓産の胎上である。 2の 口縁部は外反する。端部は上下へつまみ出し、

面を形成する。口縁部の内外面はヨコナデを施す。日縁端部には部分的にキザミロを施す。角閃石を含

む生駒西麓産の胎土である。

1区 北壁 2区  北壁

盛土

青灰色粗粒砂混粘土 (旧 耕作土 )

灰色粗粒砂混粘土

褐灰色細粒砂混粘土 上面は撹拌を受ける

吉式上師器の破片を含む遺物包含層
にぶい黄橙色細粒シル ト質粘土

上面は土壌化

O    (1:4)   10Cm

第83図  出土遺物実測図

0  (1:loo) 2m

―

S K101埋 土 褐色細粒砂混粘土

灰色粗粒砂混粘上のブロック混入

古式上師器の破片が出土

D-1埋土 褐色粘土

S P101埋 土 褐色粗粒砂混粘土

吉式上師器の破片が出土

S K201埋 土 褐色細粒砂混粘土

灰色粘上のブロック混入

古式上師器の破片が出土
1区  4層上画平面図 2区  4層 上面平面図

第82図  平断面図
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(3)ま とめ :T.P.+8.8mで 古墳時代初頭の遺構を検出した。隣接する調査地 (成海1995)でも、同時期

の遺構を検出していることから、周辺に同時期の集落が広がつていると推沢Jできる。

【参考文献】
・成海佳子1995「 Ⅱ 中田遺跡第6次調査(NT90 6)」『中田遺跡 (財)人尾市文イ嵌オ調査研究会報告49』 (テめ人尾市文化
財調査研究会

22)中 田遺跡 (2009-39)の 調査

(1)調査地 :刑部 4丁目2201(第 37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m、 面積約6.25ピ

lヶ所について、現地表(T,P.+1lm前 後)下2.Om前後ま

でを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1

/2500地図記載の標高値 (調査地西50mの交差点中央 :

T.P,十H.Om)を使用した。

【地層】現地表面の標高はT,P.+1lm前後である。盛土

以下現地表下2.Om前後までの2.Om間において 9層の層

序を確認 した。 1層 は褐色礫混砂質シル ト(T,P。 +10～

10.5m)で 、木の根や瓦などを含んでいる。2層は褐灰色

粘土質シル トと褐色粗粒砂混砂質シル トのブロック層

(T.P.+10m前 後)、 3層は明黄褐色極細粒砂混粘土質シル

ト(T,P.+9。 9m前後)、 4層は褐灰色極細粒砂混粘土質シ

ル ト(To P.+9。 8～9,9m前後)で、炭を含む。5層は褐灰色

―    ,一 ―一′
      。  (1:loo) 2m

北側壁面

盛土

褐色礫混砂質シル ト

褐灰色粘土質シル トと褐色粗粒砂混砂質ンル トのブロック

明黄褐色極細粒砂混粘土質シル ト

褐灰色極細粒砂混粘土質シル ト(炭 含む)

褐灰色極細粒砂

褐灰色礫混粘土資シル ト

褐灰色粘土質シル ト混礫

黒褐色極細粒砂～礫多量混粘上質シル ト

明費褐色～灰白色粗粒砂～礫

第34図  断面図

11 0m

―

極細粒砂で、6層の窪みに薄く堆積する。 6層は褐灰色礫混粘土質シル ト(T.P.+9.7m前 後)で上面に波

状痕跡が見られることから、作上の可含蟄陛がある。 7層 は褐灰色粘土質シル ト混礫で、 6・ 8層間に部

分的に堆積する。8層は黒褐色極細粒砂～礫を多量に含む粘土質シル ト(To P,+9,45m前後)である。9層

は明褐色～灰白色粗粒砂～礫(T.P.+9,3m前 後)は含水層で、層厚0.4m以上を確認した。

【出土遺物】6層からは中近世の、8層中からは古墳時代前期初頭・古墳時代中期・平安末～鎌倉初頭

などの遺物が出上したが、遺構は検出されなかつた。

(3)ま とめ :今回の調査地では、現地表下1.5mで、古墳時代前期初頭以降の遺物包含層 (8層 )を検出

した。遺物量は比較的多く、その直下の水を含む粗砂～楔層 (9層 )上面が、当該時期の遺構面であろう

と考えられる。当遺跡は、弥生時代後期以降の複合遺跡であるが、当調査地近辺に限つても、西80m地

点では、古墳時代前期初頭 (庄内式期古相)の吉備地方の土器が多量に出土した土坑が検出されており、

当該時期の標識資料となつている(高木1981)。 また、東100m地点では、古墳時代中期 (5世紀末)の落込

みから多量の須恵器や埴輪が出上しており、古墳の裾～周溝部分に当たると考えられている(坪田2000)。

これらのことから、当地周辺には古墳時代中期初頭以降の生活の痕跡が遺存しているものと考えられる。

【参考文献】
・高木真光1981.3「7中田遺跡 併」部地区〉」『昭和53・ 54年度 埋蔵文化財発掘調査年報』人尾市教育委員会
・坪田真-2000.3「 XⅡ 中田遺跡第42次調査」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告65』 Cめ 人尾市文化財調査研究
会人尾市文イ嵌オ調査研究会
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23)中 田遺跡 (2009-19)の 調査

(1)調査地 :人尾木北 2丁 目37番 3(第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-1箇所、

面積約6.25だ)について、現地表 (To P,+10.3m)下 2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人

尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地北部の市

道交差点中央 :T,P。 +9。 9m)である。

【地層】 0層は盛土・撹舌比 以下現地表下2.Om前

後までの1.Om間 において 7層の基本層序を確認し

た。1層は旧水田耕作土(T.P,+9.0～ 9,2m)。 2・ 3

層は中世～近世の作上であろう。3層下面 (T,P.+8,7

m)では南北方向に平行する耕作溝 2条を検出した。

4層 (T,P.+8,7m前 後)は流水堆積である。 5・ 6層

(T.P.+8.45～8.65m)はブロック状を呈しFe斑を多

く含む層相で作土と考えられる。 7層のシル ト～粗

粒砂層は非常に汚れた層相で、上部は土壌化してい

ると考えられる。

【検出遺構 日出土遺物】

3層上面

0  (1:loo) 2m

―
O:盛土・撹乱
1:オ リーブ黒色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘上 旧耕土
2:オ リーブ灰色極細粒砂～細粒砂混シル ト質粘上 撹拌Fe斑

31灰責色極細粒砂～細粒砂混粘土 撹拌 Fe斑
4:黄灰色シル ト～中粒砂互層
5:灰黄褐色シル ト～中粒砂プロック混シル ト質粘土 Fe斑
6:にぶい黄褐色シル ト～極細粒砂ブロック混シル ト質粘土 Fe斑多
7:灰色ンル ト～粗粒砂 Fe斑

第85図  平断面図

北壁

10堕 ＼、    「 _

3層下面 (T,P,+8,7m)― 南北方向に平行する耕作溝 2条 (幅 25clll・ 深 さ5～ 10clll)を 検出。

6層一須恵器杯片 1点。

7層―弥生時代後期～古墳時代初頭頃の高杯片 2点。

(3)ま とめ :調査では古墳時代以降の数枚の作土層を確認 した。また 7層からは弥生時代後期～古墳

時代初頭頃の上器が出上した。あまり磨耗 しておらず、周辺に当該期の遺構が存在する可能Jl■が高い。

【参考文献】
・吉田野乃1995「 5,中 田遺跡(9牛311)の調査」『人尾市内遺跡平成6年度発掘調査報告書Ⅱ 人尾市文化財調査報告32 平
成6年度公共事翅 ノ(尾市教育委員会
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24)中田遺跡 (2009-99)の 調査

(1)調査地 :中 田3丁 目47番 2の一部,47番 1(第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-3箇所、3.0× 2.Om-1箇所、2.0× 1.Om-1箇所 (北から

1～ 5区 :面積約26。 75ピ)について、現地表 (約T,P,+9。 6m)下0.8～ 1.3m前後までを調査した。調査で

使用した標高は、人尾市街区多角補助点3E001(調査地南西部 :T,P,+10.060m)である。また 2区の北・

南を拡張させ調査を実施した。

1区第 2面

100m

90m

1区北壁

0  (1:loo) 2m

―

1:灰色極細粒砂～細粒砂混シル ト 現耕土
2:暗灰責色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト 固 く締まる 土器・炭・焼土塊多
3:黄灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト 土器・炭・焼土塊
4:黄灰色細粒砂～粗粒砂少混シル ト 炭
5:黄褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト 炭
6:灰黄色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト 上部撹拌土壌化
7:にぶい黄橙色細粒砂～粗粒砂多混シル ト
8:にぶい黄橙色シル ト混細粒砂～粗粒砂 土壌化 し汚れる
9:にぶい黄橙色細粒秒～粗粒砂
10〔 暗灰黄色粘上質シル ド混細粒砂～中粒砂
11:灰黄褐色シル ト混細粒砂～中粒砂

5区

ぎ
引2◎ sP511

、S P5

'。

「
ψ
レく S P513

3区東壁 5区西壁

摩
ヽ
、                   

′

土

S Plll
Al:灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 ブロック状 炭多

S,113
BI:暗灰黄色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト プロック状 焼上・ 炭
B21灰色極細粒砂混シル ト質粘土 ブロック状
B3:灰黄包シル ト質粘土ブロック混細粒砂～粗粒砂

S D121                          、

Hl:暗灰黄色粘上質シル トブロック混細粒砂～粗粒砂 ブロック状
S D211
01:暗灰黄色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト ブロック状 焼土・炭

S D213
Dl:黄灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト ブロック状 炭

S D212
El:暗灰色極細粒砂～粗粒砂混シル ト～シル ト質粘土 ブロック状 下部炭層
E21黄灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト プロック状

S P212
Fl:黄灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト ブロック状

第86図  平断面図

S K311
Gl:黒褐色極細粒砂混シル ト質粘土 プロック状 炭多

s X 321

Xl:にぶい黄橙色細粒砂～粗粒砂混シル ト～粘土質シル ト
S D411
」1:暗灰色極細粒砂～程粒砂混シル ト～シル ト賢粘土 ブロック獣

S P411
Kl:黄灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 ブロック状 炭
K2:暗灰黄色細粒砂～粗粒砂混粘上質シル ト ブロック状

s P512
Ll:黒褐色細粒砂～粗粒砂混粘上質シル ト ブロック状 炭

S P514
Ml:責灰色責灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト ブロック状 炭
‖2:暗灰責色黄灰色細粒砂～極粗粒砂混シル ト ブロック状 炭
M3:黒褐色細粒砂～粗粒砂混シル ト質粘土 ブロック状

1区第 1面

SPl14

てlf潤
S Pl16

3区第 1面
2区第 1面

3区第 2面

2区西堅 4区北壁
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【地層】 1層は現耕作亀  2～ 5層 (T.P.+9.0～9。 4m)は整地層と考えられ、中世頃の土器片や炭・焼

土鬼を多く含んでおり、特に2区でそれが顕著であった。 2区 6層、 3区 7層は上部が撹拌された土壌

化層である。第 1面 として 1区 4層上面、 2区 3・ 6層上面、 3区 7層上面、4区 6層上面、 5区 3層

上面で遺構を検出した (T.P.+9,1～ 9.3m)。 5区 8層 (T.P.+8.7～ 8.9m)は撹拌が認められる土壌化層で、

弥生時代後期や時期不明の上器が少量出上した。9層 (T.P.+8.6～ 8.7m)は下位の水成層の土壌化部分で

ある。10。 H層は細粒砂～粗粒砂からなる水成層で、上面(T.P.+8.8～9.lm)が第 2面である。

【検出遺構】

第 1面-1区でピット9個 (S Plll～ 119)を検出した。S Plll～ 113・ 115は直径50cm・ 深さ50硼程度

を測り柱穴と思われ、S Pl15では炭化した柱根が見られた。各ピットからは12世紀代の上師器・瓦器等

が出土しており、特にS Plll～ 113が多く含んでいる。2区では溝 5条 (S D211～ 215)、 ピット4個 (S

P211～ 214)を検出した。溝は3層、ピットは6層上面の構築と考えられる。S D211は東西方向から南

にL宇状に屈曲し、約3.5m伸びて終結する。陸橋部を経てさらに南に続くことも考えられよう。規模は

幅80cm。 深さ40clll、 断面逆台形を呈する。12世紀後半の土師器皿・瓦器椀 。中国製白磁等が出上してお

り、南部では集積する状況が見られた。S D212・ 213は東西方向に平行する溝で、S D212上層には厚い

炭層が見られた。両溝からは12世紀前半～中葉の上器が出上している。ピットは直径30～ 40cm・ 深さ25

側程度を測る。遺物はS P213か ら時期不明の須恵器・瓦器片が出上した。なお 2区では第 1面検出時に

多量の遺物を検出しており、包含層遺物として69～78を図化したが、多くはS D211に帰属すると考えら

れる。3区では土坑 2基 (S K311・ 312)を検出した。S K311は弧状を成す掘方から西に落ち込むもので、

埋土中には炭を多量に含む。S K312は直径約75cmの円形を成すと思われる。両土坑からは12世紀後半の

土師器・瓦器が出上している。 4区では土坑 1基 (S K411)、 ピット1個 (S P411)、 溝 1条 (S D411)

を検出した。S K411は直径 lm程度の円形を呈すると思われ深さ約30clllを測る。S D411は 2区 S D211

とほぼ同じ方向で南北に伸びる。各遺構からは12世紀代の土師器・瓦器が出上しており、S K411は弥生

後期の土器も含んでいる。5区ではピント3個 (S P511～ 513)を検出した。S P512か ら12世紀後半の上

師器 。瓦器、S P511・ 513か らは時期不明の上師器・須恵器が出土した。

第 2面 -1区で溝 1条 (S D121)を検出した。幅0.5～1.lm。 深さ45clxlを沢1り 、L字に屈曲する。弥生

時代後期の上器が多く出土している。3区では不明遺構 1基 (S X321)を 検出した。北西一南東方向の肩

から北東に落ち込む状況で、一部分の掘削であるが深さ70cm程度を確認した。遺物は古墳時代前期 (布留

式期古層)の土器が重層的に集積して出土しており、完形の土器も含まれる。また平面では捉えられなか

つたが、 5区 7層上面構築のピット(S P514)を確認している。

【出上遺物】

S Pl13-¬ 。2は土師器小皿である。 2はやや扁平で歪が大きい。

S Pl18-3は 薄手の「て」の宇口縁皿で、10～ 11世紀に比定される。

S Pl12-4は 瓦器椀で、見込みの格子状暗文は間隔が均等でなく雑で、体部外面の指頭圧痕も明瞭に

残る。12世紀後半に比定される。

S D211-5～ 17は土師器小皿である。8。 10。 11,15

は口縁端部のヨヨナデが強く、底部との境に明瞭な段を

生じている(以降、A形態とする)。 17のみ口縁端部が外

反する形態で、日径も他に比して l cm程度大きい。14は

口縁端部に灯芯痕の煤が残り灯明皿である。18～30は大

皿である。21のみ底部～口縁部が丸味を持つており、他

はA形態かそれに近いものである。30は 口縁端部が外反

する形態で、また23は外反した後、端部が小さく直立す

る。25の底部外面には製作時の痕跡である平行する直線

状の段がみられる。31は手捏ね成形による土師器小壺で

や 刊

2

3     
‐ ~

1・ 2:S Pl13
3 :S Pl18
4 :S Pl12

O    (1:4)  10Cm

第87図  出土遺物実測図 (1)
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第88図  出土遺物実測図 (2)

ある。32・ 33は土師器羽釜である。32は大和型、33は河内型で、共に12世紀後半に比定される。34は体

部に平行夕タキを施す瓦器甕で、タタキは頸部に及んでいる。東播系須恵器甕を模した初現期の瓦器甕

と思われる。35～37は中国製白磁である。35・ 36は見込みに沈線を巡らせるもので、大宰府分類のⅣ類

に当たる。36は見込みに釉切れが見られる。37は見込みの釉を蛇の目状に掻き取るもので、同Ⅷ類に当

たる。35～37は 11世紀末～12世紀前半に比定される。38は施釉陶器である。淡黄色の総釉に、斑点状に

緑色の釉が見られ、二彩、あるいは三彩陶器と思われる。39～43は瓦器皿である。形態的に底部～口縁

部が丸い39～41、 稜を成す42、 土師器皿のA形態に当たる43が ある。いずれも口縁部内面に圏線状暗文

が見られ、見込みは39が格子状、40～42が平行線状暗文で、43は施さない。底部外面は、41が丁寧にナ

デている他は未調整で、掌文や指頭圧痕が残る。44～59は瓦器椀である。見込みの暗文は44～53が格子

状、54が斜格子状、55が螺旋状、56～59が平行線状で、内面の圏線状暗文も概ねこの順に密～疎となつ

ている。外面の暗文は49。 51・ 55～57・ 59が施しておらず、他のものも疎で、口縁部のみや、体部上位

までである。46は見込みに重ね焼き時の高台痕が見られる。瓦器椀の時期は12世紀後半代金般にわたつ

ている。               '
S D213-60は 瓦器椀である。暗文は見込みが一定方向、内面が乱方向、外面がおそらく四分割で、密

に施される。12世紀初頭頃に比定されよう。

S K311-61～ 64は土師器小皿である。65は東播系須恵器鉢で、時期は12世紀前半までにおさまる。

S K312-66は 土師器小皿である。

S D411-67は 土師器大皿である。68は土師器羽釜で、12世紀後半に比定される。

2区包含層-69～ 72は土師器小皿、73は土師器大皿である。74は瓦器台付き皿である。暗文は見込み

が一定方向に密に、内外面も密に施される。12世紀前半までに比定されよう。75・ 76は瓦器皿である。

― l‐  38
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71
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60 :S D213
61～ 65:S K311
66 :s K312

67・ 68:S D411
69～ 78:2区包含層

0            (1:4)          20cm

第90図 出土遺物実測図(4)

暗文は75が 内外面全面に、76は内面のみである。77・ 78は瓦器椀である。見込みの暗文は77が平行線

状、78が非常に疎な斜格子状で、共に外面には施さない。12世紀末頃に比定される。

S D121-79～ 82は密である。いずれも外面平行タタキ、内面は79がハケ、80が板ナデ、81・ 82がナデ

である。79の 口縁端部外面には2条の沈線が巡る。79・ 80は同一個体と思われる。83は小形の広口壺で

ある。口縁部外面下端には上から下への板ナデによる粘上の嫉が生じている。日縁部外面に黒斑を有す

る。34は広口壺である。調整はヘラミガキで、日縁端部に刻み目を施す。

O           (1:4)          20cm

第91図  出土遺物実測図 (5)
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S X321-85は小形鉢である。調整はナデで、底部外面はヘラケズリ。86・ 87はヘラミガキを多用する

精製の有段鉢である。88～ 90は小形壺である。88は厚手でいわゆるV様式系のものである。89はヘラミ

ガキを多用する精製品。90は あまり例を見ない形態で、粗製品である。底部～体部外面に黒斑を有する。

91～97は壺である。91はヘラミガキを多用する精製の直口壺で、ほば完形品である。92・ 93は広口壺で

ある。92は 口縁部外面にヘラミガキを加える。93は 口縁端部を三角形に摘み上げるもので、四国系と思

われる。94は 口縁部がほぼ直立する直口壺で、外面調整は体部ハケで、底部付近にはタタキが残る。全

体的に歪で器壁に凹凸が著しい。底部に黒斑を有する。95は短頸の直口壺で、体部外面調整はタタキ後

下半にヘラケズリ・ハケを加える。日縁部は内外面ハケである。96は広口壺で、底体部完形品である。

外面調整は体部平行夕タキ後一部ハケ、底部ヘラケズリである。肩部に黒斑を有する。94～ 96は搬入品

と考えられる。97は複合口縁壺で、93と 同様、口縁端部を三角形に摘み上げるもので、四国系と思われ

る。胎土は生駒西麓産に類似する。98～ 105は甕である。98は全体ハケ調整で、完形品であるが、日縁部

の一部を幅2.7cmで打ち欠き、その下位にあたる体部に直径約 5111111の 穿孔を施す。底体部の約1/2を 占め

0            (1:4)          20cm

第93図 出土遺物実測図(7)
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る黒斑を有する。102は胴が張り平底で、調整は粗い平行タタキである。搬入品であろう。103は形態的

に四国系である。104,105も搬入品であろう。104は 口縁部形態が山陰系の特徴といえるが、胎土は生駒

西麓産と思われる。105はハケ調整で、口縁端都外面にほぼ水平の平行タタキと考えられる調整が残る。

これらの土器は古墳時代前期前半 (布留式期古相)に比定される。

(3)ま とめ :調査では全域で中世の遺構が見られ (第 1面 )、 2・ 5区では複数の遺構面の存在を確認し

た。当地は金陛寺・善坊寺という中世寺院推定地に近く、一帯に中世集落が展開していたのであろう。

下層では 1区で弥生時代後期、 3区で古墳時代前期の遺構を検出した (第 2面 )。 他の調査区ではその広

がりは確認できなかつたが、古墳時代前期は北部 。南部で、また弥生時代後期では南西部の調査地で遺

構が検出されており、これらの集落に関連すると考えられる。古墳時代前期前半 (布留式翔古相)に比定

されるS X321は一部分の調査であつたが、膨大な量の上器を包蔵している。甕では口縁部を打ち欠き体

部に穿孔を施す祭祀色の強い個体も見られた。中田遺跡では北西約250mの「中田1丁 目39土坑」が、この

時期の標識遺構として認識されているが、土器の出土状況や、他地域からの搬入土器を多く含む特徴か

ら見て類似する性格の遺構である可能性がある。

【参考文献】
。中世土器研究会編1995『概説 中′陛の土器・陶磁器』真陽社
・恨つ大阪府文化財センター2003『古墳出現期の土師器と実年代 シンポジウム資料集』

25)中 田遺跡 (2009-88)の 調査

(1)調査地 :刑部 1丁 目88番 1(第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om、 面積約4,0

ピlヶ所について、現地表(T,P,+10.6m前 後)下2.Om

前後までを調査した。調査で使用した高さの基準は、

人尾市街区多角点 10D70(調 査地北西50m地点 :

T,P.+10.439m)である。

【地層】現地表(T.P.+10.6m)下 0.4～0.6m前後まで

は、既存建物取壊しの際や建設時の盛土・整地 (0層 )

で、調査区北西部には深さ1.5mに及ぶ攪乱が見られた。以下現地表下2.Om前後までの1.4～ 1.6m間 に

おいて 7層の地層を確認した。 1層黒褐色礫混粘土質シル トは旧耕上、 2層青灰色粗粒砂混砂質シル ト

は床土にあたる。 3～ 5層は酸化マンガンを含む褐色系の地層で、 3層褐色粗粒砂混粘土質シル ト、4

層褐色極細～粗粒砂混砂質シル トはいずれも硬く締まるが、 5層褐色粘土質シル ト混粗粒砂～礫は軟弱

な土質である。 5層 の底には酸化マンガンが沈着している。 6層暗灰色粗粒砂混粘土質シル トは粘J陛が

高い。 7層暗青灰色砂質シル ト～極細粒砂は河川埋土と考えられ、下ほど砂粒は粗くなる。

【出土遺物】4～ 6層からは土器の小破片が数点出上している。

(3)ま とめ :今回の調査では、現地表下1.0～ 1.8m付近で遺物が出上した。小片のため時期の特定は

難しいが、平安時代以降の上師器と考えられる。調査地北西70m地点に位置する第 1次調査では、現地

表下1.4m(T.P.+9.5m)で 近世の遺物を含む第 3～ 5層、以下0,2～0.3m(T.P.+9.2m)に 中世の遺物を含

む第 6。 7層、以下0.4m(T.P.+8.7m)に 湧水層である第 8層 を確認している(成海1988)。 今回確認した

地層に対応させれば、4層が第 3～ 5層に、 5。 6層が第 6・ 7層に、 7層が第 8層にあたるものと考

えられる。なお、この第 1次調査地では、第 8層直下の第 9層から須恵器が、以下の第10層からは弥生

土器が、第11層 (T.P.+9。 1～8.4m)上面では、弥生時代後期の集落を検出していることから、当地にも

下層部に当該時期の遺構面のある可含〕l■は高い。

O:盛土・攪乱
1:黒褐色礫混粘土質シル ト(日耕上)

2:青灰色粗粒砂混砂質シル ト(床 土)

3:褐色粗粒砂混粘土質シル ト
4:褐色極細～粗粒砂混砂質シル ト

51褐色粘上質シル ト混粗粒砂～礫
6:暗灰色粗粒砂混粘土質シル ト
7:暗青灰色砂質シル ト～極細粒砂

O  (1引 oo) 2m

― 第94図 断面図
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【参考文献】
・成海佳子1988「 24中田遺跡(第 1次調勘 )『人尾市文化財調査研究会年報 昭和62年度 (財)人尾市文化財調査研究会

報告16』 lMl人尾市文化財調査研究会

26)中 田遺跡 (2009-128)の 調査

(1)調査地 :汗J部 1丁 目56(第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om-1箇所 (面積約

4だ)について、現地表 (約T,P,+10。 8m)下2.Om前後までを

調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点

3D099(調査地南西部 :T.P.■ 0.502m)で ある。

【地層】 0層 は盛土。以下現地表下2.Om前後までのと.5

m間において11層の基本層序を確認した。 1層は旧水田耕

作土 (To P,+10.1～ 10.2m)、 2～ 4層 (T.P,■ 9,7～ 10。 lm)

も撹拌された耕作上で、4層上面 。5層上面で東西方向の

鋤溝 (A層)や耕作痕と思われる落ちを確認した。時期は中

世～近世であろう。5～ 8層 (T.P.+9.1～ 9.7m)は流水堆積

で、河川あるいは溝の埋土である。 5層上面で捉えた東西

方向の溝 (B層)はこの最終段階の流路であろう。 9～H層

もグライ化した層相で、溝等の埋上である可台とl■が高く、

5層以下は大規模な溝の一連の堆積と考えられる。

【検出遺構・出土遺物】

4層―中世頃の瓦器・土師器細片が出亀

11層―中世までの土師器・瓦器・須恵器細片の他、弥生土器細片が出亀

(3)ま とめ :調査では中世～近世の耕作関連遺構を検出した。またそれ以下では中世頃に埋没する大

規模な溝の存在を確認した。南約160mでも同様の溝が数箇所で確認されており関連が考えられる。

【参考文献】

・坪田真-1998「Ⅳ 中田遺跡 (第30次調0」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告61』 (;め 人尾市文化財調査研究会

'吉田野乃1997「 10。 中田遺跡(9522)の 調査」『人尾市内遺跡平藤 年度発掘調査報告書Ⅱ 人尾市文化財調査報告37 平成

8年度公共事業』 人尾市教育委員会

27)中 田遺跡 (2009-208)の 調査

(¬ )調査地 :中 田5丁目25番 (第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om、 面積約9,0ピ lヶ所について、現地表 (T,P。 キ10.3m前後)下2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点lA249(調査地南約40m地点 :

T,P,+10.431m)を使用した。

【地層】現地表 (T,P。 +10.3m)下 0.8m前後までは、盛土(0層 )。 以下現地表下2.Om前後までの1.2m間

において 6層の地層を確認した。 1層は暗灰色細粒砂混粘上の旧耕作上である。 2層は青灰色粗粒砂混

粘上で、中世頃の上師器の破片が少量出土した。 3層は褐色細粒砂混粘上で、土師器の破片が少量出土

した。上面は撹拌を受け上壌化しており、中世の遺構を検出した。 4層は褐灰色細粒砂混粘土で、弥生

Ｏｍ
一

90m

O (1:loo)2m

―
O:盛土

1:暗緑灰色細粒砂～中粒砂多混シル ト 旧耕土

2:緑灰色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト 携拌
3:にぶい黄橙色シル ト混細粒砂～粗粒砂 携拌
4:にぶい黄色シル ト混細粒砂～粗粒砂 撹拌
5:灰責褐色細粒砂～粗粒砂多混粘土質シル ト ブロック状
6:にぶい黄褐色細粒砂～粗粒砂
7:灰責褐色極細粒砂～粗粒砂
8:灰黄褐色粘土質シル ト混細粒砂～粗粒砂 ブロック状
9:暗オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト グライ化
10:オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混シル ト グライ化
11:オ リーブ灰色細粒砂～粗粒砂混粘土質シル ト

A:責灰色細粒砂～中粒砂混粘土質シル ト

B:にぶい黄色粘土質シル ト～極細粒砂互層

第95図  平断面図

5層上面
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土器の破片が少量出土した。上面は土壌化し、弥生時代後期の遺構を検出した。 5層 は灰色粘土で、湿

地帯を示す泥状の堆積層である。 6層は灰白色細粒砂の河川堆積層である。

【検出遺構】

3層上面で溝 1条 (S D101)、 4層上面で溝 1条 (S D201)を 検出した。

S D101は中央から西部で検出した。平面形状は南北に直線に伸び、幅は1.lm以上、深さは0.15m以

上を測る。埋土は暗青灰色粗粧砂混粘上で、中世の上師器・瓦器の破片が少量出上した。

S D201は東部で検出した。平面形状は南北に直線に伸び、幅は0.2m、 深さは0.lmを測る。埋土は褐

灰色粗砂混粘上で、弥生時代後期の上器の破片が少量出上した。

【出土遺物】2層からは中世頃の上師器の破片、3層からは土師器の破片、4層からは弥生土器の破片

が少量出土し、S D101か らは中世の上師器・瓦器の破片、S D201か らは弥生時代後期の上器の破片が

少量出土した。この内図化したものはS D201か ら出上した高杯 (1)である。1は脚部で、柱状の脚から

裾部が「ハ」の字にひらく形状である。脚部および裾部の内面はユビナデを施し、シボリロがある。外面

は縦方向のヘラミガキを施すが、表面の磨耗が著しく、不明瞭である。後期後半中～新相の時期のもの

と思われる。

(3)ま とめ :今回の調査では、中世と弥生時代後期の遺構を検出した。中世の遺構は、境拌を受け上

壌化している3層上面から切り込んでおり、水田または畑の耕作に関連する素掘り溝の可能サ性が考えら

れる。また、弥生時代後期の遺構は、周辺の調査 (西村1997)でも検出していることから、後期前半～後

半頃の集落が広がつていた可能性が高いと推測される。

【参考文献】
。西村公助1997「 I中田遺跡第15次調査lklT92 15)」 『中田遺跡 (財)人尾市文化財調査研究会報告56』 (財)人尾市文化財

調査研究会
・原田昌則2003『久宝寺遺跡第29次発掘調査報告書一大阪竜華都市拠点地区竜華東西線4工区に伴う― (財)人尾市文化

財調査研究会報告74』 (ナめ人尾市文化財調査研究会

北壁

10堕 ＼
＼       /_

、`       0        ′′

90m

0:盛土
1:暗灰色細粒砂混粘土 旧耕作土
2:育灰色粗粒砂混粘土 中世の上師器の破片が少量出土

3:褐色細粒砂混粘土  土師器の破片が少量出土

上面撹拌を受け土壌化 中世の遺構検出
4:褐灰色細粒砂混粘土  弥生土器の破片が少量出土

上面土壌化 弥生時代後期の遺構検出
5:灰色粘土 湿地帯を示す泥状の堆積層
6:灰白色細粒砂 河川堆積層

S D101埋 土 :晴青灰色粗粒砂混粘土

中世の上師器・瓦器の破片が少量出土

S D201埋 土 :褐灰色粗砂混粘土

弥生時代後期の上器の破片が少量出土

O  (1封 oo) 2m

―

4層上面平面図

第96図  平断面図

ノ【可
0    (1:4)   10Cm

第97図  出土遺物実測図

3層上面平面図
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28)中田遺跡 (2009-214)の 調査

(1)調査地 :刑部 4丁目83の一部 (第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 3.Om-1箇所、面積約6.0

だについて、現地表 (T.P.■ 1.15m)下2.Om前後までを調査し

た。調査で使用した標高は、人尾市街区補助点3D105(調査地北

東部 :T.P.+11.394m)である。

【地層】0層は客土・盛去 以下現地表下2.5m前後までの2.0

m間 において 6層の基本層序を確認 した。 1層 (T.P.+10.1～

10.2m)は 旧耕土。2・ 3層 (T.P,19.8～10.lm)も撹拌された作

土で、時期は中世～近世であろう。 2層下面では南北方向の耕

作溝が見られた。4層 (T,P,+9.7～9.8m)ldhh斑 を多く含み、上

部の撹拌が著しい土壌イヒ層である。中世頃までの上器片を多く

含む。 5層以下 (T,P,+9。 7m以下)のシル ト質粘土は湿地 l■の堆

積と考えられる。

【検出遺構 日出土遺物】

4層 -13世紀頃までの上師器・瓦器・須恵器片が多く出亀

5。 6層一時期不明 (奈良時代頃か ?)の上師器片が少量出二

(3)ま とめ :調査では中世頃の遺物包含層 (4層 )が検出された。遺物は相碧量含まれてお り、周辺に

遺構が存在する可台巨性が高いといえ、北部で確認 されている同時期の集落域が南に広がつているものと

考えられる。

【参考文献】
・西村公助1995「 V 中田遺跡(第28次調う 」『中田遺跡 財団法人人尾市文化財調査研究会報告49』 (;め 人尾市文化財調

査研究会

29)中 田遺跡 (2009-244)の 調査

(1)調査地 :刑部 2丁 目355番の一部 (第37図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-1箇所、面積約6.25だ)について、現地表(T.P.+10.8m)下 2.5

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地南西約47

m地点 :T,P.+10.501m)である。

【地層】 0層は客土・盛土。以下 9層の基本層序を確認した。 1層は旧耕土 (T.P.+9。 6～9.8m)。 2層

はにぶい黄褐色シル トで、中世の上師器片や瓦器片を包蔵する遺物包含層 (T,P.+9.5～ 9。 6m)である。3

層 (T.P.+9.3～ 9.5m)は にぶい

黄橙色シル ト、 4層 (T.P.+9,2

～9.3m)は暗灰色シル ト、 5層

(T.P,+9。 1～ 9.2m)は褐灰色シ

ァレト、 6層 (T,P.+9.0～ 9.lm)

は明黄褐色シル トで各層ともに

古墳時代前期 (布留式翔古相)の

上器を包蔵する。7層 (T,P。 +8.8

～9.Om)は灰黄褐色粘土質シル

11 0m

100m

110m~   
北 壁     ~

0 (1:loo)2m

―

O (1■ oo)2m

―
O:盛土

1:オ リープ黒色極細粒砂～細粒砂多混シル ト 旧耕土

2:緑灰色極細粒砂～細粒砂多混シル ト
3:灰色極細粒砂混シル ト質粘土 Fe斑
4:にぶい黄褐色粘上質ンル ト～シル ト 上部Mn斑

5:灰オ リーブ色シル ト質粘土 Fe斑
6:暗オ リーブ灰色シル ト質粘土 Fe斑 植物遺体

第98図  断面図

O:客土・盛土

1:青黒色シル ト (旧 耕作土 )

2:にぷい黄褐色シル ト (中 世遺物包含層 )

3:にぶい黄橙色シル ト
4:暗灰色シル ト (古墳時代前期く布留式期遺物包含層>)
5:褐灰色シル ト (        ″        )
6:明責褐色シル ト (       ″        )
7:灰責褐色粘土質シル ト
8:灰褐色粘土質シル ト
9:にぶい責橙色粘土質シル ト (植物遺体が薄 〈堆積 )

-89-

第99図  断面図



卜、8層 (T,P。 +8.5～8.8m)は灰褐色粘土質シル ト、9層 (T.P.+8.5m以 下)は値物遺体の薄層を有する湿

ltJ性の堆積層である。

【検出遺構 日出土遺物】4～ 6層から、古墳時代前期前半 (布留式期古相)に比定される養・鉢・器台が

出土した。

【出土遺物】4～ 6層から出上した土器類のうち、図化できたものは、4層―秦 (1)・ 鉢 (2～ 4)。 器

台 (5・ 6)の計 6サ点、6層―甕あるいは鉢の底部と見られるもの (7)、 甕 (8)、 鉢 (9)、 器台 (10)

の計 4点である。

<4層 >1は球形化した体部から、内部肥厚して面をなす口縁部を有する。 2～ 4は、丸底の体部に

2段屈曲の口縁部が付くいわゆる精製の「有段鉢」である。 5。 6はいずれも皿状の受部を有し、受部

と脚部は貫通しない小型の器台である。

<6層 >7はやや上げ底で「ハ」の字形に開く底部を有する。 8は口縁端部がやや肥厚する布留式養

であるが、庄内式甕に見られる端部つまみ上げの特徴を残す。 9は器壁が薄く、底部は丸底を呈するも

のと思われる。10はその形状から「鼓形器台」と呼ばれるもので、外面は精製 (ヘラミガキ)さ れる。

(3)ま とめ :調査では古墳時代前期前半(布留式劇古相)に比定される土器集積および遺物包含層を検

出することができた。当地一帯においては数次に亘る既往の調査から、古墳時代初頭 (庄内式翔)～前期

(布留式期)に比定される遺構・遺物が多数確認されており、本調査地点も当該期の集落の一部を示唆する

ものと言える。

【参考文献】
。成海佳子1995「 Ⅱ 中田遺跡第6次調査(N T90-6)」 『中田遺跡』財団法人人尾市文化財調査研究会報告49

＼`＼＼ | =//9

濤 (10
刊～6:第 4層
7～ 10:第 6層

0
6

第100図  出土遺物実測図
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30)東弓削遺跡 (2009-116)の 調査

(可 )調査地 :東弓削 3丁 目47番 1(第36図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m、 面積約

6.25ポ lヶ所について、現地表 (12.8～ 12.9m前後)

下2.lm前後までを調査した。調査で使用した高さの

基準は、人尾市街区多角補助点3E160(調査地南50m

地点 :T,P.+12.910m)である。

【地層】現地表 (T,P.+12.8～12.9m)下 0.8m前後ま

では、既存建物取壊しの際の盛土・攪乱や建設時の

整地 (0層)が見られる。以下現地表下2.lm前後まで

の1.3m間において 7層の地層を確認した。1層黒灰色粗粒砂～礫混砂質シル トは旧耕土、2層灰褐色撰

混砂質シル トは床土にあたる。 3層灰褐～明橙色礫混砂質シル トには酸化鉄・酸化マンガンの混入が見

られ、攪拌されていることから作土と考えられ、4層灰褐色細粒砂～礫混粘土質シル トは、 3層の床を

形成していたものと考えられる。5層灰褐色粘土質シル ト混粗粒砂～礫は平安時代末期以降 (12～ 13世紀

頃)の遺物を含む層である。以下の6層灰青色極細粒砂混粘土質シル トが当該時期の遺構面にあたり、6

層上面の標高はT,P.+11.5～ H.7m程度を指す。それ以下には、含水層である青灰色砂質シル ト～黄灰色

極細粒～粗粒砂～礫の互層が0.5m以上堆積する。

【出土遺物】現地表下1.3m(T.P.+11.6m)前 後に堆積する5層から、瓦器椀等の小破片が少量出土して

ヤ`る。

(3)ま とめ :今回の調査では、現地表下1.3m付近の比較的浅いところで、平安時代末期以降の遺物包

含層 (5層 )・ 遺構面 (6層 )を検出することができた。さらに下層では埋没河川の可台鬱l■のあるシル ト・

粗粒砂などからなる互層 (7層)を検出した。出土遺物の遺存状態は良いことから、近隣に当該時期の生

活面があることは明らかである。調査地南100m地′点では瓦の集積などが検出されている(清2000)こ とか

ら、その地J点 との有機的な関連が考えられる。

【参考文献】

・潜 斎2000.3「 9.東弓削遺跡 (98-572)の 調査」『人尾市内遺跡平成11年度発掘調査報告書 I 人尾市文化財調査報告42

平成11年度国庫補助事剰 ノ(尾市教育委員会
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01盛土

1:暗褐色粗粒砂～礫混砂質シル ト
2:灰褐色礫混砂質シル ト

掲色～明橙色礫混砂質シル ト
4:灰褐色粗粒砂～礫混粘土質シル ト
5:灰褐色粘土質シル ト混粗粒砂～礫
6:灰青色極細粒砂混粘土質シル ト
7:青灰色砂質シル ト～黄灰色極細～

粗粒砂～礫互層
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31)プ 尾ゝ寺内町 (2009-16)の 調査

(1)調査地 :本町2丁目109の一部 (第38図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2,Om-1箇所 (面積約4.0ピ)について、現地表(T.P,+9,Om前 後)下

2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地南東側

の道路上 :T.P.+9.Om)で ある。

【地層】 0層 は盛土。以下現地表下2.Om前後までの1.5m間 において 6層の層序を確認 した。 1層
(T.P.+8.5m前 後)は近世の整地上である。上面では溝 1条 (S D101)を 検出した。2層 (To P.+8.3m)は中

世末～近世の整地上と思われる。上面では土坑 1個 (S K201)を 検出した。3層 (T,P。 +8.Om)は上面が撹

拌を受け土壌化しており、耕作上の可育B性がある。層内からは鎌倉～室町時代に比定できる瓦器杭の破

片が出上した。4層 (T,P。 キ7.8m)は砂層の水成堆積である。5層 (T,P,+7.55m)か らは平安時代以前に比

定できる土師器の破片が出上しており、土壌化していることから、調査を行つたが遺構の検出はなかつ

た。 6層は砂層の水成雄積である。

【検出遺構】

S D101:平面形状は南西から北東方向に直線に伸び、幅1.5mを測る。断面形状は逆台形で、深さ0.5

mを測る。埋土は褐灰色粗粒砂混粘上である。

S K101:平面形状は半円形を呈し、径0.8m以上を測る。断面形状はU宇形で、深さ0,7mを測る。埋

土は褐灰色細柾砂混粘上である。

【出土遺物】S D101と S K101か らは土師器の破片が、5層からは土師器の破片が出土した。このうち

図化したものは密 (¬ )である。 1の 口縁部は外反する。端部は面を形成する。日縁部の内外面はヨコナ

デを、体部の内外面はナデを施す。日縁部と体部の境は強いヨコナデにより凹線状に窪んでいる。平安

時代の 9～ 10世紀頃に比定できる。

(3)ま とめ :今回の調査では、T.P.+8.5mで近世、T,P,+8.3mで 中世末～近世頃に比定できる遺構を

検出した。これらの遺構は人尾寺内町の形成時期の遺構と考えられる。また、T,P.+8.Omの粘土層は中

世の耕作土と思われる。さらに、下層のTo P,+7.55mで は平安時代の上師器を含む地層が存在しているこ

とから周囲に遺構が存在している可台〕l■が高いと思われる。

【参考文献】
。原田昌則他1999「 Ⅱ 東郷遺跡第37久調査 lTG91-37)」『 (財)人尾市文化財調査研究会報告64』 ёめ 人尾市文化財調査研

究会

O:盛土

1:黒褐色細粒砂混粘上 褐色細粒砂のブロック混入

近世の整地土 上面で近世の遺構を検出 した

2:褐灰色粗粒砂混粘上 明赤褐色細粒砂混粘上のブロック混入

中世～近世の整地上 上面で中世末頃の追構を検出 した

3:灰色細粒砂混粘上 上面撹拌を受け土壌化 耕作上の可能性あり

層内からは瓦器椀の破片が出土

4:褐色細粒シル ト～粗粒砂 水成堆積
5:黄灰色細粒砂混粘土 上面土壌化 層内からは土師器の破片が出土

6:青灰色細～粗粒砂 水成堆積

嚇一　　　　８０ｍ．　　　　７０ｍ一　
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第103図  出土遺物実測図
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32)八尾寺内町 (2009-18)の 調査

(1)調査地 :本町 5丁目65番 3(第38図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2,0× 2.Om、 面積約

4.0だ lヶ所について、現地表(T,P,+8.56m前 後)

下2.Om前後までを調査した。調査で使用した標高

は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地

東部を南北に伸びる市道中央 :T.P.+8.6m)で あ

る。

【地層】現地表下0。 2～0.5m前後までは、現代の

整地に伴 う客土・盛土、及び攪乱 (0層)である。

以下現地表下2.Om前後までの1.5～ 1.8m間 にお

いて4層の基本層序を確認した。 1層 は暗灰黄色

粘土質シル ト～シル ト。炭化物が混在する3～5cm

大のブロック層である。 2層は灰黄褐色粘土質シ

ル ト～シル ト。 3層 は土師器細片が混在する褐灰色粘土質シル ト～シル ト。上面においてSK¬ を検出

した。 4層は黄灰色粗粒砂～極粗粒砂。河川堆積層である。

【検出遺構】3層上面において土坑を1基 (SKl)検出した。SKlは西部から南部が調査区外に広が

るため、全容は不明である。検出規模は、東西長が1.8m以上、南北長が0,9m以上、深さが0.6mである。

埋土は、ブロック上の 3層から成る。この内、多量の炭化物が混在する②層からは、江戸時代後期に比

定される土器群が出上した。遺物の出土状況に規格 l■は認められないことから、ゴミ棄て土坑の可台B性

が考えられる。

【出土遺物】SKlからは陶磁器・屋瓦などが出上した。この内図化したものは1～ 3である。¶・2

は肥前系磁器碗である。 1はいわゆ

る広東碗で、外面に草花文を描く。

畳付きは露胎で砂が付着する。 2は

筒形碗で、外面に菊花文を描く。 3

は堺摺鉢である。

(3)ま とめ :今回の調査では、江

戸時代後期のゴミ棄て土坑と推測さ

れるSKlを検出した。当該期にお

ける本調査地周辺は、『河内国若江郡

人尾郷絵図 (京都大学文学部地理学

教室蔵)』 から推測すると、人尾寺内

町の北東部を占める『此処不残西郷

領之内金地院永小作也』と墨書され

た箇所の北東外れに当たり、寺内町

の外に位置する。当該期の人尾寺内

町の外側の土地利用を推測する上

で、貴重な成果と思われる。

【参考文献】
・櫻井敏雄 。大草一憲1988『寺内町の基本計画に関する研究―久宝寺寺内と人尾寺内を中心として一』人尾市教育委員会

80m

O  (1:loo) 2m

―褐灰色粘土質シル ト～シル トブロック (3～ 5cm大 )(客土・盛土 )

暗灰黄色粘土質シル ト～シル トブロック (3～ 5cm大 )(炭化物を含む)

灰黄褐色粘土質シル ト～シル ト

褐灰色粘土質シル ト～シル ト(土師器混在 )

責灰色粗粒砂～極粗粒砂 (河川堆積層)

灰色粘土資シル ト～シル トブロック (3～ 5cm大 )(炭 化物を含む)(上器混在 )

灰色粘土質シル トブロック (3～5cm大 )(炭化物を多く含む)(上器多く混在 )

黄灰色粘土質シル ト～細粒砂ブロック (3～ 5cm大 )

第104図  平断面図
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2層上面

第106図  平断面図

33)八尾寺内町 (2009-188)の 調査

(1)調査地 :本町2丁目33番 3(第38図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 3.Om、 面積約6.0だ lヶ所について、現地表(T.P.+9.15m前 後)下2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角′点10C52(調査地北東約100m地′煮 :

T.P。 +8.692m)を使用した。

【地層】現地表(T.P.+9.15m)下 0.6m前

後までは、盛土(0層 )。 以下現地表下1.0

m前後までの0.4m間 において 3層の地

層を確認した。1層は灰色粗粒砂混粘七

2層は灰色糸田～粗粒シル トである。上面

は土壌化し、江戸時代の遺構を検出した。

3層は灰色細～粗粒砂で、 2・ 3層は河

川堆積である。

【検出遺構】2層上面で調査を行い、江

戸時代の溝 1条 (S D101)を 検出した。

S D101は、中央から東部で検出した。

平面形状は南北方向に直線に伸び、遺構の東側は調査区外に至る。検出した幅は2.5mを測る。溝の西部

は緩やかに東に下がるテラス状の段をもつ。断面形状はU字形を呈し、深さは1.3mを 沢1る。埋土は上下

に分かれ、上層は灰褐色細粒砂混粘土 (粗粒シル ト質粘上のブロック混入)で、下層は暗青灰色粗粒砂混

粘土餅田粒砂混粘上のブロック混入)である。江戸時代の陶磁器・瓦などの破片が出土した。

【出土遺物】S D101か らは江戸時代の陶

磁器・瓦などが出土した。この内図化した

ものは 1～ 5である。 1は土師器皿で口縁

部形態から見てへそ皿と思われる。 2は瀬

戸美濃系陶器の灰釉丸碗で、高台畳付け～

高台内は露胎である。 3は型作りの白磁紅

皿である。 4は陶器摺鉢で、胎土中に砂粒

を多く含む。摺目は細く密で 9本以上であ

る。丹波焼と思われ17世紀代に比定される。

5は巴文軒丸瓦である。

(3)ま とめ :今回の調査では、江戸時代の溝 (S D101)を 検出した。この溝は、南北方向に直線に伸び、

西肩はテラス状の段をもつが、急激に落ち込む形状で、埋土には陶磁器・瓦などの破片を含んでいた。

溝の東側は調査区外に至るため遺構の性格は不明な′点があるが、形状、規模などから推測すると、堀状

の遺構になる可能性が考えられる。

なお、『寺内町の基本計画に関する研究』(櫻井他 1988)に よると、今回の調査地は I期町割計画区域 (慶

長期)の東端に位置 している。したがつて、
｀
今回の調査で検出した溝は、東端に存在 した堀になると考え

ら身化る。

【参考文献】
。櫻井敏雄他1988『寺内町の基本計画に関する研究―久宝寺寺内と人尾寺内を中心として判 ノ(尾市教育委員会
・原田昌則他1999「Ⅱ 東郷遺跡第37次調査(TC9卜 37)」『似つ人尾市文化財調査研究会報告64』 (,め 人尾市文化財調査研

究会

O:盛土
1:灰色粗粒砂混粘土

2:灰色細～粗粒シル ト 河川堆積
3:灰色細～粗粒砂 河川堆積

SD101 1:灰褐色細粒砂混粘土

粗粒シル ト質粘上のブロック混入
S D101■ :暗青灰色組粒砂混粘土

細粒砂混粘土のプロック混入

O  (1引 oo) 2m

―
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第107図  出土遺物実測図
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34)八尾寺内町 (2009-264)の 調査

(1)調査地 :本町 3丁 目91番の一部 (第38図参照)

(2)調査概要 :平面規模約4.0× 1.5m、 面積約6.0だ lヶ所について、現地表 (9.Om前後)下1.Om前

後までを平面的に調査した。また、下層確認としてさらに約 lmを掘削し、地層の確認を行つた。調査

で使用した標高は、人尾市街区多角点10C62(調査地南東100m地点 :8.727m)を 使用した。

【地層】現地表 (9,Om前後)下0.1～0.2mまでは表土、以下現地表下2.Om前後において10枚の地層を確

認した。 2層暗褐色粘土質シル トは層厚0.1～0.2m、 調査区南西部に見られる。 3層褐色粘土混粗粒砂

は層厚0.1～0.2m、 調査区北東部に見られる。ともに近世陶磁器・瓦片などを含む。 4層黄褐色粗粒砂

は層厚0.3m前後で、河サ|1埋土と考えられる。 5層褐色粗粒砂混粘土質シル トは層厚0.3m以上、近世の

基盤層となるものである。以下、6層橙色粗粒砂、 7層灰褐色シル ト、 8層青灰色粘土質シル ト、 9層

青灰色粘土質シル ト～極細粒砂、10層青灰色礫混粘土質シル トは下層部分で確認したため、詳細は不明

瞭であるが、いずれも軟弱な水成層である。

【検出遺構】2層上面 (第 1面)で溝をともなう土坑SKl、 4層上面 (第 2面)で土坑SK3。 SK5・
柱穴SP4・ 溝SD2、 5層上面 (第 3面)で落込み 1か所を検出した。

SKl:南半分は調査区外に至るが、径0。 9m。 深さ0。 8m程度を測る。平面の形状は円形と考えられ、

北側には小溝が取付く。断面の形状は二段掘りで、下段掘形内には棧瓦4枚 (¬ ・2・ 4他 )・ 丸瓦 1枚 (6)

からなる枠があり、底には棧瓦(3)・ 井戸瓦(7)がある。枠の構造は、東辺に棧瓦 1・ 北東角に丸瓦 6・

北辺に棧瓦 2・ 西辺に棧瓦4および同意匠のもの 2枚が立てられたものである。底には、上に丼戸瓦フ・

下に棧瓦3が 2枚重なつていた。その他に3点の瓦(5他)が出土しており、これらは南辺の枠の可台旨l■

が高い。北に取付く溝は北東から南西にカーブして枠内に流下している。また、このカーブは枠の方向

と一致している。近世陶磁器や多量の瓦の小片が出上したが、上部の①層からは煉瓦等が出土している

ことから、埋没時期は近世末～近代にかけてであろう。

SK3:調 査区南西端で検出した。検出幅0。 4・ 深さ0。 25mを測る。丸瓦が出土した。

SP4:径 0。 3m・ 深さ0.4mを測る。断面の形状は三段掘りで柱痕と考えられる。埋土は⑤黒褐色粘

第 3面落込み  I     SKl

1:表土
2:暗褐色北上混シル ト
3:褐色粘土混粗粒砂
4:黄褐色粗粒砂
5:褐色粗泣砂混粘上質シル ト
6:橙色粗粒砂
7:灰褐色シル ト
8:青灰色粘土質シル ト
9:青灰色粘土質シル ト～極細粒砂
10〔 青灰色礫混粘土質シル ト

SKl埋土 ① :暗褐色粗粒砂混粘土質シルト
② :瓦片多量混粗粒砂
③ :黄褐色祖粒砂に褐色粘上のプロック
④ :明黄褐色極細粒砂

SD2埋土 ⑤ :黒褐色粘土混粗粒砂
SK3埋土 ⑥ :灰褐色粘土混粗粒砂
SK5埋土 ⑦ :淡褐色礫に明褐色粘土のプロック

※自抜き数字は遺物番号

O    (1:40)   lm

第108図  平断面図
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土混粗粒砂・⑥茶褐色粘土質シル トの 2層からなる。

SK5:調 査区西端で検出した方形の上坑である。検出幅1.lm。 深さ0.5mを測る。内部からは多量

の日常雑器 (10～ 21)や瓦のほか、奈良時代の平瓦(22)が出土している。

SD21SK¬ にとりつく溝と同方向に曲がる。胞烙や国産磁器碗、九瓦等が少量出上した。

落込み :調査区東部で 5層が北東側へ落込んでいるのを確認した。

【出土遺物】出土遺物は、いずれも江戸時代後期 (18世紀後半～19世紀前半頃)の ものと考えられる。

SKl:棧 瓦には大型の 1～ 3・ 万ヽ型の 4・ 5がある。1～ 3は凸面の「棧」部分にハケ状工具の圧痕

が見られる。 4・ 5は凸面狭端面側に滑り止めのカキロをもつもので、4は斜格子、5は直線文間に波

状文である。いずれも広端面に「久瓦金」と読める押印が見られる。丸瓦6は玉縁部分の小孔に針金を通

し、端部で捻つている。凸面狭端縁際に4・ 5と 同じ押印が見られる。井戸瓦7は凸面に楔形と円形を

O    (1:4)  10Cm

∩
∪

⑬

第111図  出土遺物実測図 (3)
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組み合わせた雷文の滑り止めを配している。脚付きの鉢 8は、低い脚台部の4方にえぐりの入るその形態

から植木鉢の可能性がある。石 9は端面に凍痕が見られる。砂岩と考えられる。

SK5:10は輪状の把手を持つ1旬器土鍋で、腰以下が露胎、底部脇に豆粒状の脚が付く。碗11は京都

系の小碗で、赤絵・錦手の文様を描く。碗12の外面体部上半～内面は透明釉が施され、外面下半には褐色

の釉を掛けた後飛びガンナ風の文様を施している。13は筒型平底で、褐色釉が施され、口縁端部は釉を

掻き取つて水平な面をなす。瀬戸・美濃系の「銭甕」と称されるものかと考えられる。14は丸い腰を持つ

碗で、13同様瀬戸・美濃系の可含巨性が高い。15～21は肥前系磁器である。蓋15は大碗または鉢のもので、

口縁部は垂直に折れる。外面には鳥を主とした文様が隙間なく描かれ、高台脇には○×文が巡る。内面

は、見込みに松竹梅を環状に配し、さらに環状の文様帯が 2周する。小碗または猪口16は 日縁端部が直

線的に屈曲するもので、外面には蝶・草花を描き、高台内に「大明平典」と読める銘がある。日縁内面に

は蕨手文が巡り、見込みには 2条の圏線内にコンニャク判の五弁花が配される。碗17はやや小型のもの

で、外面には草花文が描かれ、見込みには蛇の目釉剥ざが見られ。18・ 19はやや大型の端反り碗で、18

の外面には草花文、日縁内面には蕨手文状の文様があり、19と ともに見込みに2条の圏線が巡つている。

20・ 21は青磁碗の蓋 。身のセットである。ともに口紅を施し、内面に松竹梅文が描かれている。碗21の

見込みには2条の圏線内に梅が描かれている。平瓦22は凸面に斜格子タタキを持つもので、鎌倉時代以

前のものと考えられる。

(3)ま とめ :今回の調査では、表土直下から近世の遺構を検出した。SKlは現代の「集水枡」のよう

なもので (市教委藤井氏の御教示による)そ こから、北東方向へ水を供給していたものと考えられる。植

松遺跡第10次調査 (成海2008)では、同時期の遺構とした、瓦を立てた土坑への排水溝が検出されており、

同類の施設と考えることができる。第 1・ 2面の溝が南東へ流下していること、第 3面の落ち込みがそ

れらに直交することから、古長湖 ||に起因する微地形が想定できる。第 3面以下では水成層のみを確認

したが、このうちのいずれかが第 1次調査 (岡 田1995)で検出した中世の測 ||や水田に対応するものと考

えられる。

離
肇
離

縫
睫

需
１
２
３
４
５
６
７
８
９
‐０
‐１
‐２
‐３
‐４
朽
１６
‐７
‐８
‐９
２０
２‐
２２

酢

　

　

　

　

　

Ｓ

Ｋ

ｌ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｓ

Ｋ

５

器種        法量

棧瓦  幅  277長 さ 292

棧瓦    277   285
棧瓦    281   29.2
棧瓦    226   233
棧瓦    226   225
丸瓦  径  135   -

井戸用瓦 幅  305   247
陶器鉢 口径 24.8器高 176

叩石? 径  31～38
陶器鍋 口径 209器高 121

陶器碗   8.6 -
陶粕流   110   76
陶器碗   108   102
陶器碗    ―    ―

磁器蓋   10_0   39
磁器碗     87   57
磁器碗    101    51
磁器碗   131    62
磁粕売   129   65
磁器蓋   104   28
磁撒    111   57
平瓦

備考

厚さ 19 側①

19～21 側③

l,8～19 底(最下)

13～15 側⑤、側④と同意匠、広端面に「久瓦企」の押印

13～14 広端面に「久瓦金」の押印

1.4 側②、凸面狭端縁際に「久瓦金」の押印

60 内③

脚台部の4方に半円形の透かし、丹波焼植木鉢 ? 19世紀中葉

60 砂岩

受口状の口縁部、半円形の把手を持つ

一  丸碗、赤絵・金彩、京都系、18世紀後半

―  腰以下に褐色釉 (鉄釉か ?)、 飛びガンナ風の文様

58 褐色釉、口縁端部釉の掻き取り、瀬戸・美濃系「銭甕」か? 18
48 丸碗、瀬戸・美濃系、19世紀以降

70 肥前系、19世紀以降

見込みに五弁花、高台裏に「大明平典J、 肥前系、18世紀末

蛇の目釉剥ぎ、肥前系、18世紀末

端反碗、蛇の目釉剥ぎ、肥前系、19世紀初頭

端反碗、蛇の目釉剥ぎ、見込みに五弁花、肥前系、19世紀初頭

青磁碗・蓋のセット、口紅、肥前系、19世紀初頭

凹面布 目痕、凸面縄 ロタタキ・斜格子タタキ、錬倉

【参考文献】
・岡田清- 1999「Ⅲ 人尾寺内町遺跡第1次調査」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告63』 財団法人人尾市文化財調

査研究会
・成海佳子 2008『植松遺跡第10次調査(UM2006-10)』 財団法人人尾市文イ嵌オ調査研究会報告113
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35)八尾寺内町 (2009-254)の 調査

(1)調査地 :本町 3丁 目46番 1(第38図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-1箇所 :面積約6.25ポ)について、現地表 (T,P。 +8,8m)下2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地 図記載の標高値 (調査地北約50m i

T,P.+8.965m)である。

【地層】 0層は客土・盛土。以下 3層の基本層序を確認した。 1層は灰黄褐色シル ト(T.P,+7.7～8.2

m)、 2層 (T,P.+7.4～ 8.lm)は青灰色シル トに青黒色粘土質シル トが混入するもので、両層は地形的に

東から西に向かつて緩やかに落ち込む。 3層 (T.P.+7.8m前 後)は青灰色粘土質シル トで、今回検出した

遺構である井戸(SEl)および溝(SDl)の構築層となる。

【検出遺構】

SEl―調査区北部で、南側掘り方の北側の一部を検出した。検出状況から想定して、径2.5m以上、

深さは2.Om以上測るものと思われる。埋土は上から①青灰色細粒砂混じリシル ト、②暗青灰色粘土質シ

ル トに青灰色砂質シル トが混入、③暗青灰色粘土質シル トに灰色細粒砂混じり粘土質シル トが混入、の

3層からなる。遺物は②層から瓦・染付陶磁器・植木鉢をはじめ、井戸側として使用されていたと見ら

れる由物の一部や木製部材の一部が出土したが、図化できるものはなかつた。

SD¬ 一調査区西側で、東岸にあたると見られる掘り方を検出した。北部は、既述の井戸の掘り方に

よつて削平される。位置的に南北方向に伸びる溝と思われる。規模は検出状況から想定して、幅1.lm以

上、深さは検出できたところで最深1.2mを浪1る。埋土は、上からa:暗青灰色細粒砂混じり粘土質シル

ト、bi暗灰色粘土質シル トの 2層からなる。遺物は両層から陶磁器、焙烙、瓦片等が出土した。

【出土遺物】

出土遺物のうち、図化できたものはSDl内埋土からのもので、 1～ 3は肥前系陶磁器碗、4は香炉

蓋、5は香炉身、6は焙烙、7は火鉢の計 7点である。 1-高台部は無釉で内面は白泥による刷毛目文

様を施す。 2-染付青磁で、見込みに工弁花文、高台内に「渦福」銘を染付ける。3-外面に菊葉 ?の染

付文様を施す。4-外面は透明釉が掛かり、内面は無釉である。 5-赤味の胎上の陶器で、内外面には

薄く釉が掛かる。 6-難波分類のC類に比定されるもので、日縁部外面を櫛状工具で左上がりに掻き上

げた後に回転ナデが施されている。 7-短い円筒の脚を貼り付けた瓦質のもので、内外面は丁寧なヘラ

ミガキを施す。以上の出土遺物は18世紀後半～19世紀初頭に比定されるものである。

(3)ま とめ :今回の調査で検出した溝は、現存する「河内国若江郡人尾郷絵図」(京都大学文学部地理学

教室蔵)か ら照合すると、江戸時代初頭 (17世紀初頭)に形成された人尾寺内町の環濠の一部である可能Jl■

が高いと言える。そういつた見方からすると、本溝は寺内町の西側にあたり、調査区南東部に位置する

慈願寺の西側の溝 (環濠)につながるものと想定される。そして、本溝内埋土と溝を削平する井戸内埋土

双方の遺物の年代観から、江戸時代末 (19世紀初頭)頃の宅地造成時に埋められたものと考えられる。

0 (1封 oo)2m

― 第112図  平断面図

-100-

と
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ш

旧
削
樫

　
　
　
　

Ｅ
ｏ
ｏ

Ｅ
Ｏ
ト

´
　

Ｅ
Ｏ
∞

入混が

土鋭峨叫　叫　　　　　雌

盛

灰
青

青
　
　
一
　

　

　

　

　

一

ｏ
』ほ
　
　
　
　
　
辞
熙
副
　
　
　
　
‐‐

〓
川
―
―
―
判
―
―

ヽヽ．
ｌ

ｍ

砕膚
コ
日
皿
対

‐



r~4

＠
Ｍ
が

＼

＼   / とゴ 7
0            (1:4)          20cm

第113図  出土遺物実測図

・櫻井敏雄・大草一憲1988『寺内町の基本計画に関する研究 一久宝寺寺内町と人尾寺内町を中心として言』ノ(尾市教育

委員会

・難波洋三1992「第V章 第 6節 徳川氏大坂城期の焙烙」『難波宮址の研究 第九』財団法メ、大阪市文化婢協会

36)矢作遺跡 (2009-46)の 調査

(1)調査地 :高美町4丁目11,12,13,31,34の 一部.併5(第39図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 3.Om-4箇所 (面積約36∬)について、現地表 (T.P,+9.6～9,8m)下

2.5m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市作成 1/2500地図記載の標高値 (調査地西側の

道路上 :T,P,+9.5m)で ある。

【地層】0層は盛上 以下現地表下2.5m前後までの1.9m間 において 5層の層序を確認した。1層は旧

耕作土(T,P,+9.lm前 後)である。 2層 (T.P.+9.Om)は 平安時代～中世の遺物が混入する整地上で、厚み

は約0.3～0.4mを測る。3層 (T.P.+8.6m)は 土師器。須恵器の破片を少量含み、上面は土壌化している。

1区で平安時代の井戸 1基 (S E101)と 中世の遺構A～ C、 2区で中世の上坑 1基 (S K201)。 小穴 1個

(S P201)、 3区で中世の溝 1条 (S D301)、 4区で古墳時代中期。平安時代・中世の小穴 3個 (S P 401～

403)を検出した。4層 (T,P.+8.5m)は 弥生土器の破片を極少量含む。5層 は河川堆療層で、厚1.lm以上

を測る。

【検出遺構】

S E101は 1区で検出した。平面形状は円形を呈すし、径1.6m以上を沢Jる。断面形状は逆台形で、深

さ0。 9mを測る。井戸の底には径約0.3m、 高さ約0.3mの木枠を設置していた。埋土は暗褐色粗粒砂混粘

土、明黄褐色粗粒砂混粘土で、平安時代頃の上師器・須恵器の破片が少量出上した。

遺構Aは 1区の北壁で検出した。幅0.4m、 深さ0.2mを測る。埋土は灰黄褐色細粒砂混粘上で鎌倉時

代の上師器の破片が出土した。

遺構Bは 1区の北壁で検出した。幅0.5m、 深さ0.2mを測る。埋土は明褐色粗粒砂混粘上で土師器の

破片が出上した。           、

遺構Cは 1区の西壁で検出した。幅1.35m、 深さ0.2mを沢Jる。埋土は黒褐色細粒砂混粘上で遺物の出

土はなかつた。

S K201は 2区で検出した。平面形状は楕円形を呈し、径1.5m以上を測る。断面形状は皿状形で、西

側が 1段低くなる。深さ0.55mを測る。埋土は掲色粗粒砂混粘土で、鎌倉時代の上師器・瓦器・瓦の破

片が出上した。

S P201は 2区で検出した。平面形状は円形を呈し、径0。 5mを測る。断面形状はU字形である。深さ

0.2mを測る。埋土は褐色細粒砂混粘上で、鎌倉時代の上師器・瓦器の破片が出土した。

ふ` 4`Nヾゞヾヾ い`Sヾ 、
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S K201 竜

1区  東壁

S K201

S P201

1晴褐色粗粒砂混粘土

土師器・須恵器の破片出土

I明黄褐色粗粒砂混粘土

褐色粗粒砂混粘土

土師器・瓦器・瓦の破片出土

褐色細粒砂混粘上

土師器・瓦器の破片出土

sЬ制 Ⅱ SP朝 :岬

4区  東壁

S P402:暗灰色細粒砂混粘土

土師器・須恵器の破片出上

2区  北壁 3区 東壁

90m

80m
S D301 1

S D301 Ш

S E101

S E101

S D301

S D301
S D301

2区  3層上面           3区  3層上面

基本層序
Oi盛土
1:黒色粗粒砂混粘土 (旧 耕作上 )

2!褐色細～粗粒砂混粘土 平安時代～中世の遺物を含む整地上
3:黄褐色粗粒砂混粘土 上面は土壌化 遺構検出面
4:責褐色粗～細粒砂混粘土 上面上壌化 弥生時代後期の遺物を含む
5i明責褐色細粒砂 河川堆積

克籠ゴ療聾甲禦訂名舞.瓦の破f謎
争
錦 解 請 毛の叫雌

明褐色粗粒砂混粘上

灰色粗粒砂混粘土 (植物遺体多く含む)

4区  3層上面

0 (1 loo)2m

―

Ｉ
　
　
Ｉ

Ш

第114図 平断面図

S D301は 3区で検出した。東西方向に直線に伸びる。幅1.6m以上を測る。断面形状は逆台形で、深

さ0.7mを測る。埋土は黄灰色粗粒砂混粘土、明褐色粗粒砂混濡土、灰色粗粒砂混粘土で、鎌倉～室町時

代の上師器・瓦器・瓦の破片がコンテナ箱約 3箱分出土した。

S P401は 4区で検出した。平面形状は円形で、径0.5mを測る。断面形状は逆台形で、深さ0.2mを測

る。埋土は暗灰色細粒砂混粘上で、平安時代の上師器の破片が少量出上した。

S P402は 4区で検出した。平面形状は円形で、径0.5mを測る。断面形状は逆台形で、深さ0.2mを測

る。埋土は暗灰色細粒砂混粘上で、古墳時代中～後期頃の上師器・須恵器の破片が少量出土したc

S P403は 4区で検出した。平面形状は円形と思われ、径0.6m以上、深さ0。 25m以上を沢Iる。埋土は

褐色細粒砂混粘上で、土師器・瓦器・瓦の破片が出上した。

【出土遺物】

1区のS E101か らは平安時代の上師器皿 (1)、 土師器奏 (2)、  木製井戸枠 (3～ 5)が、遺構Aから

は鎌倉時代の上師器皿 (6)が出上した。1の 口縁部は外反する。端部は丸く終わる。底部は平らである。

体部および口縁部の内外面はユビナデを施す。 2の口縁部は外反する。端部は丸く終わる。体部は丸み

をもつ。体部の内外面はナデ、日縁部の内外面はヨコナデを施す。 3～ 5は木の幹を李」り貫き、底面は

平らに裁断している。 6の 回縁部は内湾する。端都は丸く終わる。底部は平らである。体部および口縁

部の内外面はユビナデを施す。

2区のS K201か らは鎌倉時代の瓦器椀 (7)、 瓦器小皿 (3)、 S P 201か らは鎌倉時代の上師器小皿

(9)、 2層からは鎌倉時代の瓦器椀 (10)、 4層からは弥生時代後期の甕 (11)が出土した。 7の底部は平

らで、断面形状が三角形の低い高台が貼り付く。内面は螺旋状の暗文を、外面はユビナデを施す 8の 日

縁部は外反する。端部は丸く終わる。底部は平らである。体部の内面ヘラミガキ、外面はユビナデを施

す。口縁部の内外面はユビナデを施す。9の 日縁部は外反する。端部は丸く終わる。底部は平らである。

体部および口縁部の内外面はユビナデを施す。10の 口縁部は内湾する。端部は丸く終わる。口縁部およ

び体部の内面はヘラミガキ、日縁部および体部の外面はユビナデを施す。11の底部は突出する平底で、

内面はハケナデをクモの巣状に施す。外面は右上がりのタタキ後ナデを施す。

ぎδ
∝

1区  3層上面 3区  3層上面
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第115図  出土遺物実測図(1)

3区のS D301か らは室町時代 (15世紀前半)の上師器小皿 (12～ 16)、 鎌倉～室町時代 (13世紀中～末)

の瓦器椀 (17)、 室町時代 (14世糸Elの瓦器椀 (18・ 19)、 鎌倉時代 (13世紀)の軒丸瓦 (20)、 錬倉時代 (13世

紀)の軒丸瓦 (21)、 鎌倉時代 (13世糸めの丸瓦 (22・ 23)、 鎌倉時代 (13世紀)の平瓦(24～30)、 鎌倉時代 (13

世紀)の道具瓦 ?(31～ 33)、 用途不明の石 (34・ 35)が出上した。12～16の 口縁部は外反する。端部は内側
へつまみ出し丸く終わる。底部は上げ底である。体部および口縁部の内外面はユビナデを施す。外面に

は全体的に指圧痕が見られる。17の 口縁部は内湾する。体部の外面はユビナデを施し、指圧痕が多く見

られる。内面はヘラミガキを横方向に施す。18の底部は平らで、断面形状が三角形の低い高台が鼎り付

く。内面は螺旋状暗文を、外面はユビナデを施す。19の 口縁部は内湾し、端部は丸く終わる。体部の外

面はユビナデを施し、指圧痕が多く見られる。内面はヘラミガキを横方向に施す。20の瓦当部には珠紋

を等間隔に配し、細い圏線を廻らす。瓦当の中心部分は欠損しているが、巴文を描くと思われる。外縁

の幅と高さはほぼ同じで断面形状は四角形を呈する。丸瓦の凹面には布目の痕跡がある。凸面は板状工

具によるナデを施す。21の瓦当の文様は唐草文を描き、圏線を配する。顎凸面はケズジを施す。顎凸面

と顎裏面の境の屈曲は鋭く折れ曲がつている。22の玉縁部凹面には布目のちユビナデを、凸面はユビナ

デを丁寧に施している。丸瓦の凹面には布目のちユビナデを、凸面は縄目夕タキのちユビナデを施す。

23の 凹面には布日、凸面は縄ロタタキのちユビナデを丁寧に施す。24の 凹面には布目が残存するが、そ

の後、縄ロタタキ?を施しさらにユビナデを丁寧に施すため、布目はほとんど残つてない。凸面は縄目

タタキを施す。25の 凹面には莫産状の網目の粗い布 ?を使用している。凸面は縄ロタタキを施す。26の

凹面には布目。凸面は縄目夕タキのちユビナデを丁寧に施す。27の凹面には布目。凸面は横方向に長い

凹凸 (縄ロタタキか ?)があるが、ナデて、平らにしている。28の凹面には布目が残存するが、その後、

縄ロタタキ?を施しさらにユビナデを丁寧に施すため、布目はほとんど残つてない。凸面は縄ロタタキ
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第119図  出土遺物実測図 (5)

を施す。29の 凹面には布目。凸面は縄ロタタキを施す。30の 凹面には布目があり、糸切り法を用いて切

断している。凸面は縄目タタキを施す。31の 凹・凸面はナデを施す。32の 凹面には布目。凸面はナデを施

す。33の 凹面には布目。凸面はナデを施す。34は平らに加工している面が 1面、35は 2面ある。

4区のS P401か らは平安時代の上師器杯 (36)、 S P403か らは鎌倉時代の上師器小皿 (37)、 瓦器椀 (38)、

平瓦 (39)、 2層からは平瓦(40)が出土した。36の 口縁部は内湾する。端部は丸く終わる。内外面はユビ

ナデを施す。37の 口縁部はやや内湾ぎみに上外方に直線に伸びる。端部は丸く終わる。内外面はユビナ

デを施す。38の底部は平らで、断面形状が逆三角形の低い高台が貼り付く。内面は平行線の暗文を、外

面はユビナデを施す。39・ 40の 凹面には布目。凸面は縄目を施す。

(3)ま とめ :今回の調査では、T.P.+8.6mで古墳時代後期・平安時代 。中世の遺構を検出した。これら

の遺構は、北側約50m地点で (財)人尾市文化財調査研究会が昭和61年度に実施した矢作遺跡第 1次発掘

調査 (原 田1989)で検出した遺構と同様のもので、同時期の遺構が南側に広がつていることを確認した。

特筆すべき遺構には 3区で検出したS D301がある。この溝からは錬倉時代～室町時代 (13～15世紀)

の遺物が多く出上していることから、当地に同時代の寺院が存在していた可台静l■が高いと考えられる。

【参考文献】                、
・米田敏幸 1982『宮町遺跡発掘調査概要 I一穴太神社境内廃千H艮寺の調査■』ノ(尾市教育委員会
・原田昌則 1989「 I 矢作遺跡(第 1次調査)発掘調査概要報告」『人尾市埋蔵文化財発掘調査概要 平成元年度』(財 )

人尾市文化財調査研究会報告22 候オ)人尾市文化財調査研究会
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37)矢作遺跡 (2009-120)の 調査

(1)調査地 :南本町5丁 目9611の一部 (第39図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.0× 2.Om、 面積約4.0だ lヶ所について、現地表(T,P.+9.8m前後)下2.0

m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区補助点3C396(調査地北西約30m地点 :T,P.

+9.601m)を使用した。

【地層】現地表下1.Om前後までは、盛土(0層 )。 以下 100m
現地表下2.Om前後までの1.Om間において4層の地層を  ~
確認した。 1層 は暗灰色細粒砂混粘土の旧耕作亀 2層  90m
は暗青灰色粗粒砂混粘上で、上面は撹拌を受け土壌化。

3層は灰色細粒砂。 4層は褐色細粒砂。 3・ 4層は河川 8堕
堆積である。

【検出遺構】なし。

【出土遺物】

2層内からは中世の上師器の破片が少量出土したが、
第120図  断面図

図化できるものはなかつた。

(3)ま とめ :2層上面は撹拌を受け土壌化 していることから、中世の耕作上の可能 l■が考えられる。

今回の確認 した 2層 (中世の地層 )1こ相当する地層 は、矢作遺跡 (200牛302)の調査 (原 田2005)で も確認 し

ていることから、同時期の遺構が近隣に存在 している可台〕l■があると予想 される。

【参考文献】

'原田昌則2005「ゆ 矢作遺跡(2004302)の調査」『人尾市内遺跡平成16年度発掘調査報告書 人尾市文化財調査報告50

平成16年度国庫補助事剰 人尾市教育委員会

北壁     _

、`     O     I
｀

琶

デ

1  4   1      -―

O:盛土
1:暗灰色細粒砂混粘上 旧耕作土
2:暗青灰色粗粒砂混粘土

上面撹拌を受け上壌化 中世の

土師器の破片を少量含む
3:灰色細粒砂 河川堆積
4:褐色細粒砂 河川堆積

O  (1引 oo) 2m

―
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38)龍華寺跡 (2009-130)の 調査

(1)調査地 :陽光園 2丁 目39(第35図参照)

(2)調査概要 :平面規模約3.0× 2.5m、 面積約7.5ポ 2ヶ所について、現地表 (9,7m前後)下2.Om前

後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区多角補助点lA162(調査地西約20m地点 :9.619

m)を使用した。

【地層】現地表 (9。 7m)下 0。 7m前後までは、盛土(0層 )。 以下現地表下1.6m前後までの0.9m間におい

て4層の地層を確認した。 1層は黒色細粒砂混粘上の旧耕作上 2層は暗青灰色細粒砂混粘亀 3層は

黄褐色細粒砂混粘上で、褐色細礫混粘上のブロックが混入する鎌倉時代の整地上である。上面で鎌倉時

代の遺構を検出した。 4層は青灰色粘土質細粒砂の河川堆積である。

【検出遺構】

1区の 3層上面で小穴 1個 (S P101)、 2区の3層上面で小穴 1個 (S P 201)、 溝 1条 (S D201)を 検

出した。

S P101は、南部で検出した。平面形状は円形で径 0.4mを測る。断面形状は逆台形で、深さ 0。 2mを

測る。埋土は褐色細粒砂混粘上で、瓦器の破片が出上した。

S P201 イま、 東音Ьで検

出した。平面形状は円形

で径 0.4mを測る。断面

形状 は逆台形で、深 さ

0.2mを測る。埋土は褐色

細粒砂混粘土で、土師器

の破片が出土した。

S D201は、西部で検出

した。南北方向に伸びる。

幅0.8mを測る。断面形状

は皿形で、深 さ0。 15mを

測る。埋土は褐灰色細粒

砂混濡上で、瓦器の破片

が出上した。

【出土遺物】S P101、 S P 201、 S D201、 および 3層からは土師器・

須恵器・瓦器の破片が少量出上した。このうち図化したものは、 2区 S

P201の瓦器椀 (1)、 S D201の瓦器椀 (2)、 1区 3層出上の瓦器椀(3)

である。 1の体部は内湾し、日縁部は丸く終わる。体部の内外面は横方

向のヘラミガキを施す。 2の底部には断面逆台形の高台が貼り付く。見

込みの内面は平行線状のヘラミガキを施す。体部の外面はユビナデを施

す。 3の体部は内湾し、日縁部はやや外反する。体部の内面は横方向の

ヘラミガキ、外面はユビナデを施す。 1～ 3は 13世紀に比定できる。

(3)ま とめ :今回の調査では鎌倉時代の遺構を検出した。この時期の

遺構は、北西約75m地点の調査 (坪田1990)で検出しており、付近一帯に

居住域が存在していると推測できる。

【参考文献】
。坪田真-1990「 21.竜華寺跡(R K89-1)」 『人尾市文化財調査研究会年報 平成元年度

告28』 (ナめ人尾市文化財調査研究会

1区北壁 2区北壁

2区 3層上面

0 (1:loo)2m

―第121図  平断面図
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1:黒色細粒砂混粘土 旧耕作土

2:晴青灰色細粒砂混粘上

3:黄褐色細粒砂混粘土

掲色細礫混粘上のブロック混入

鎌倉時代の整地上

上面で鎌倉時代の遺構を検出
4:青灰色粘土質細粒砂 河川堆積

S P101 褐色細粒砂混粘土
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39)埋蔵文化財包蔵地外 (2009-194)の 調査

(1)調査地 :竹渕西 4丁目247(第39図参照)

(2)調査概要 :平面規模約2.5× 2.5m-5箇所 (北西から1～ 5区 :面積約31.25∬)について、現地

表 (約T,P,+7.2～ 7.8m)下 2.0～2.6m前後までを調査した。調査で使用した標高は、人尾市街区補助点

4A283(調査地南西部 :T,P.+7.567m)である。

【地層】0層は撹舌監以下現地表下2.6m前後までの1.lm間において15層の基本層序を確認した。1層

は旧水田耕作土 (T,P,+5。 9～6.lm)、 2・ 3層 も近世の耕作上であろう。1・ 2区では3層下面 (T.P.+5,7

m)で耕作溝を検出した(第 1面 )。 1・ 3・ 4区 4～ 6層 (T.P.+5.4～ 5。 7m)も撹拌された作上で、時期

は中世頃と考えられる。 1区 7・ 8層は水成層 と考えられるが、8層はやや撹拌が認められ作土かもし

れない。東部 2・ 5区の 9～ 11層 (T,P.+5。 1～5.7m)は奈良時代の遺物包含層で、11層上面 (T,P.+5。 5m)

が第 2面である。12層以下のシル ト質粘土～粘土質シル トは水成層 と思われるが詳細は不明。

【検出遺構】第 1面-1区で溝 1条 (S Dlll)、 2区で土坑 1基 (S K211)、 溝 2条 (S D211・ 212)を検

出した。いずれも耕作関連遺構と捉えられ、溝は東西方向に平行している。 S D211・ 212か らは巻き上

げられた奈良時代の上師器が出土る第 2面-2区で土坑 1基 (S K221)を 検出した。平面形は不明で、規

模は径1.6m以上、深さ約0.4mを測る。断面逆台形で、埋土はブロック状の 2層からなる。

【出土遺物】

S K221-奈良時代 (平城Ⅲ)の上師器杯A・ 高杯・小型壷・鉢B・ 製塩土器、須恵器杯Aが出上してお

り、このうち 1～ 3を図化した。1は土師器杯Aで、日縁部内面に放射状暗文を施す。2は土師器鉢 B、

3は須恵器杯Aである。

9～ 11層―奈良時代 (平城Ⅲ)の遺物包含層で、出土土器には土師器杯A・ 杯 B・ 皿A・ 杭 C・ 高杯・

鉢B。 小型壺・甕、製塩土器、須恵器杯A・ 杯 B。 皿 B。 壺・壷A蓋・甕があり、 5区 9層からは丸瓦

3区西壁 1区西壁 2区東壁

70m

60m

0:撹乱
1:オ リーブ黒色粘土 旧耕土
2:緑灰色細粒砂混粘土
3:緑灰色粘土
4!オ リーブ灰色粘土 Fe斑 撹拌
5:黄褐色粘土 Fe斑 鮒n斑 撹拌
6:にぶい黄色シル ト質粘土 Fett Mn斑
7:にぶい黄橙色シル ト質粘土 Fe斑 鮒n斑
8:灰黄褐色粘上～シル ト Fe斑 ‖n斑
9:にぶい黄橙色シル ト質粘土 Fe斑 ‖n斑
10i暗 灰黄色シル ト質粘土 炭 焼土 Fe斑
11:灰黄褐色シル ト質粘土 Fe斑
12:に ぷい黄色粘土質シル ト Fe斑 ‖n斑
13:に ぶい黄橙色シル ト質粘土 Fe斑
14:にぶい黄橙色粘土質シル ト
15:灰黄褐色粘土質シル ト

2区 1面

O  (1:loo) 2m

ー

S Dlll
Mntt     A:灰 黄褐色シル ト質粘土 ブロック状

S D211・ 212

B:褐灰色粘土～シル ト質粘上 ブロック状
S K221
Cl:灰黄褐色極細粒砂混シル ト質粘土 炭 ブロック状
C2:褐灰色シル ト質粘土～粘土質シル ト ブロック状

第123図  平断面図

S K221西 壁

55m、
一

1区 1面
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片 1点も出上した。このうち2区出上の4～ 17、 5区出上の18～20を 図化した。 4～ 13。 18は土師器で

ある。 4～ 7は杯Aで、口縁端部に段を成す 4～ 6と 丸く収める7がある。 8。 9は鉢Bで、9は内面

が煤けている。10。 11は高杯で、杯部内面に放射状暗文・螺旋状暗文を施す。12は小型壺、13は製塩土

器である。18は皿Aで、9と 同様に内面が煤けている。14～ 17・ 19・ 20は須恵器である。14は杯Aで、

焼成不良で土師器風である。15は皿Bで内面に火欅が見られる。16は壺A蓋で、上面全面に自然釉が掛

かる。17は杯Bで、器高の高いタイプである。19。 20は杯Aあるいは杯 B。

4～ 6層 -1・ 3・ 4区では土師器細片の他、 3区 4層からは13世紀後半に比定される瓦器三足釜の

小片 (21)が出上した。

(3)ま とめ :調査地は竹渕遺跡の西方にあたり、埋蔵文化財包蔵地外のため、これまで発掘調査は行

われていない地域であった。今回の調査では、東部で奈良時代の遺構・遺物包含層が検出され、中世頃

には全体に生産域となつている様相が確認された。奈良時代の集落域は東に広がる可能 l■が高いが、竹

渕遺跡では南東約500mで平安時代中～後期の包含層等が確認されているのみで、奈良時代の遺構の検出

は無く、関連は不明である。

なお、本調査地は「竹渕西四丁目遺跡」として、周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれることとなった。

【参考文献】
・原田昌則1996「Ⅲ竹渕遺跡 (第5次調査)」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告54』 倶つ人尾市文化財調査研究会
・原田昌則1996「X竹渕遺跡 (第6次調査)」『財団法人人尾市文化財調査研究会報告53』 じめ人尾市文化財調査研究会
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第124図  出土遺物実測図
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I-3-4)小阪合遺跡 (2008-478)全 景 (南から) I-3-4)小阪合遺跡 (2008-478)南壁

I-3-5)成法寺遺跡 (2008-383)調 査地 (北西から) I-3-5)成法寺遺跡 (2008-383)北壁 (南から)

I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)調 査地 (北から) I-3-6)太子堂遺跡 (200卜232)1区第 ¬面 (北から)
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軍T町奪計 氏二ゞ 甲準墓覇募黙

I-3-5)太子堂遺跡(2008-232)2区第 刊面 (南から)

2区南壁I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)

I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)出 土遺物 I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)出 土遺物

I-3-6)太子堂遺跡(2008-232)4区南壁

I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)出 土遺物 I-3-6)太子堂遺跡 (2008-232)出 土遺物
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I-3-7)東 郷遺跡 (2008454) I-3-7)東 郷遺跡 (2008454)調 査状況 (北 から)

I-3-7)東 郷遺跡 (2008454)S P101(南西から)

ｉ
鞠
軽

全景 (南 から)

‐ 塩

I-3-7)東 郷遺跡 (2008454)西 壁

I-3-8)中 国遺跡 (2003500)全 景 (西 から)

I-3-8)中 田遺跡 (2008500)調 査地 (西 から)

I-3-3)中 田遺跡 (200併 500)東壁
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I-3-9)西郡廃寺 (2008-420)刊 区第 1面 (南から) I-3-9)西 郡廃寺 (2008-420)1区 第 3面 lEし から)

I-3-9)西郡廃寺 (2008420)刊 区北壁 I-3-9)西郡廃寺(2008420)3区 南壁

I-3-9)西郡廃寺(2008-420)出 土遺物 I-3-9)西郡廃寺(2008420)出 土遺物

I-3-10)東 弓削遺跡 (2008-461)1区 北壁I-3-10)東 弓削遺跡 (2008-461)調 査地 (西から)
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I-3-10)東 弓削遺跡(2008J61)2区 南壁 I-3-10)東 弓削遺跡(2008J61)3区 全景 (東から)

I-3-10)東 弓削遺跡 (2008-461)3区 土器棺 (東から) I-3-10)東 弓削遺跡 (2008-461)3区 北壁

1

I-3-9)東 弓削遺跡 (2008-461)出 土遺物

2

I-3-9)東 弓肖u遺跡 (2008-461)出 土遺物

I-3-11)矢 作遺跡 (2008-481)調 査地 (南西から) I-3-11)矢作遺跡 (2008-481)北 壁
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Ⅱ-3-司 )跡部遺跡 (200945)1区 北壁 Ⅱ-3-刊 )跡部遺跡 (2009-45)2区北壁

I-3-2)跡 部遺跡 (2009157)3層 上面 (西 から)

Ⅱ-3-3)植 松遺跡 (2008521)¬ 区機械掘削 (北西から) I-3-3)植 松遺跡 (2008521)刊 区西壁

}■■IⅢⅢ ・

E-3-4)老 原遺跡(2009160)
メri
I-3-4)老 原遺跡 (2009160)司 区21層 上面 (北 から)
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Ⅱ-3-4)老原遺跡 (2009160)2区 東壁 Ⅱ-3-4)老原遺跡(2009160)2区 20層 上面 (北から)

E-3-4)老 原遺跡 (2009160)3区 東壁

2

E-3-4)老 原遺跡 (2009-160)出 土遺物

Ⅱ-3-5)大 竹西遺跡 (2009-184)2区 北壁 コー3-5)大竹西遺跡(2009184)6区 調査状況 (南から)

I-3-5)大 竹西遺跡(2009184)6区 東壁 Ⅱ-3-5)大竹西遺跡 (2009-184)6区 第 刊面 (南から)
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E-3-5)大 竹西遺跡 (2009-184)7区 北壁 Ⅱ-3-5)大竹西遺跡(2009-184)7区第 1面 (南から)

9区南壁 正-3-5)大竹西遺跡 (2009-184)9区 第 刊面 (北から)

Ⅱ-3-5)大竹西遺跡 (2009-184) 9区第 2面 (北から)

I-3-5)大 竹西遺跡 (2009-184)10区 第 1面 (西から)

正-3-5)大竹西遺跡 (2009-184)10区 北壁

正-3-5)大竹西遺跡 (2009-184)11区 第 1面 (西から)
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Ⅱ-3-6)思智遺跡(2008-230)1区北壁
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エー3-6)恩智遺跡 (2008-230)調 査地 (北西から)

Ⅱ-3-6)思智遺跡 (2008-230)

5区501層上面 (東から)

1区 107層 上面 (東から) エー3-6)恩智遺跡(2008-230)2区全景 (西から)

Ⅱ-3-6)恩智遺跡(2008-230)6区601層上面 (南から)

Ⅱ-3-6)恩 智遺跡 (2008-230)6北区601層上面●とから) Ⅱ-3-6)思智遺跡 (2008-230)6北区調査状況 (北から)
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エー3-6)恩智遺跡 (2008-230)出 土遺物 2
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Ⅱ-3-6)思智遺跡 (2008-230)出 土遺物 3
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出土遺物 刊Ⅱ-3-6)恩智遺跡 (2008230)(立会調査〉



エー3-6)恩智遺跡 (2008-230)(立会調査〉 出土遺物 2
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Ⅱ-3-7)恩智遺跡 (2009-220)

すIFi'ⅢⅢ;:イ ii

μ

1ぎ

¬区調査状況 (北東から)

Ⅱ-3-7)恩智遺跡(2009220)2区 南壁

難
γ

け
Ⅱ-3-7)恩智遺跡 (2009-220)

エー3-7)恩智遺跡 (2009-220)出 土遺物
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Ⅱ-3-8)萱 振遺跡 (2008-535)1区 西壁 I-3-8)萱 振遺跡 (2008535)司 区5層上面 (東から)

E-3-3)萱 振遺跡 (2008-535)2区 6層上面 (西 から)

・     rF!ヽ マr                 ・す_ :■ ●.    _.

H-3-3)萱 振遺跡 (2008-535)3区 6層 上面 (東から)

`_ヽ
‐            r i dett● モ ドi

Ⅱ-3-3)萱 振遺跡 (2008-535)4区 2層下面 (西か ら)

▼r.rィ ーマ‐       ヒ

エー 3-3)萱 振遺跡 (200卜 535)

Ⅱ-3-9)萱 振違跡 (2009-75)ヨ し壁 0～ 6層 Ⅱ-3-9)萱 振遺跡 (2009-75)3層上面 (南から)
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Ⅲ-3-10)萱振遺跡 (2009179)第 ¬面 (南 から) E-3-10)萱 振遺跡 (2009179)第 2面 (南 から)

警
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Ⅱ-3-10)萱振遺跡 (2009179)出 土遺物
二  _ ~‐ ‐ ・~|‐   = 、

~=■ ~二

I-3-11)木の本遺跡 (200957)2区 北壁

こi′ 1撫士洋TI越筑葉肇

Ⅱ-3-11)木の本遺跡 (200957)3区 北壁 Ⅱ-3-11)木の本遺跡 (200957)7区 南壁
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エー3-11)木の本遺跡 (2009-57)8区南壁 E-3-11)木の本遺跡 (200957)9区 南壁

Ⅱ-3-11)木の本遺跡 (2009-57)10区 南壁 Ⅱ-3-11)木の本遺跡 (2009-57)

エー3-11)木の本遺跡 (2009-57)13区 南壁 エー3-11)木の本遺跡 (2009-57)15区 南壁

エー3-12)久宝寺遺跡 (200併40)調査地 (西から) エー3-12)久宝寺遺跡 (2009-40)引 ヒ壁
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E-3-13)久 宝寺遺跡 (2009302) 2区調査状況 (南東か ら)

Ⅱ-3-13)久宝寺遺跡(2009302)4区 南壁

I-3-13)久 宝寺遺跡 (2009302)2区 11層 上面 (南から)

■・ Tケ ー    |｀ 得

E-3-13)久 宝寺遺跡 (2009302)

Ⅱ-3-13)久宝寺遺跡 (2009302)2区 北壁

Ⅱ-3-13)久宝寺遺跡 (2009302)3区 11層 上面 (南から)

Ⅱ-3-13)久宝寺遺跡 (2009302)4区 10層上面 (北 から) Ⅱ-3-13)久宝寺遺跡 (2009-302)出 土違物
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I-3-14)郡 ,II遺跡 (2009-318)

Ⅱ-3-16)渋川廃寺(2008-217-2)

2

出土遺物

1区東壁

Ⅱ-3-15)小阪合遺跡 (2009-197)北壁

Ⅱ-3-14)郡川遺跡 (2009-318)2区 南壁

エー3-15)′ Jヽ阪合遺跡 (2009-197)4層 上面 (西から)

2区南壁 Ⅱ-3-16)渋川廃寺(2008-217-2)3区 南壁

Ⅱ-3-16)渋川廃寺(2008-217-2)
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Ⅱ-3-17)東郷遺跡 (2009-126)1区 5層上面 (南から)

Ⅱ-3-17)東郷遺跡(2009-126)3区南壁

二空ユ

■==

エー3-17)東郷遺跡 (2009-126)2区 5層上面 (南から)

エー3-17)東郷遺跡 (2009-120 3区 5層上面 (北から)

■ン .;

1繁
41義

I-3-17)東郷遺跡 (2009-126)出 土遺物

Ⅱ-3-18)東郷遺跡 (2009-170)調 査風景 (北東から)
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Ⅱ-3-19)東郷遺跡

麟鯵
(2009187)1区 北壁 Ⅱ-3-19)東郷遺跡 (2009187)

Ⅱ-3-19)東郷遺跡 (2009187)

1撃多41

1区 9層上面 (西 から)
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Ⅱ-3-19)東郷遺跡 (2009187)3区 S E301北 東壁
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[-3-19)東 郷遺跡 (2009187)出 土遺物
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Ⅱ-3-19)東郷遺跡 (2009187)2区 9層上面 (南から) 3区西壁



Ⅱ-3-20)東郷遺跡 (2009234)調 査地 (北 から)

凝
■11群

■革

1区西壁

●41
Ⅱ-3-20)東郷遺跡 (2009234)2区 北壁

|‐  | ―デ' =す

Ⅱ-3-21)中田遺跡 (2009-424)2区 S K201(南 から)

Ⅱ-3-20)東郷遺跡 (2009234)1区 8層上面 (西 から)
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Ⅱ-3-21)中田遺跡 (2009424)

Ⅱ-3-22)中田遺跡 (200939)西 壁 Ⅱ-3-22)中田遺跡 (200939)調 査状況 (南東から)
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Ⅱ-3-23)中田遺跡 (200919)引し壁
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Ⅱ-3-24)中 国遺跡 (200999)

Ⅱ-3-24)中田遺跡 (200999) 司区S Pl12(南 から)

Ⅱ-3-23)中田遺跡 (200919)4層 上面 (南 から)

籍|■Ⅲ筆装
Ⅱ-3-24)中国遺跡 (200999)1区 10層 上面・北壁
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Ⅱ-3-24)中田遺跡 (2009-99)2区西壁
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H-3-24)中 国遺跡 (200999)
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エー3-24)中田遺跡 (2009-99)

E-3-24)中 国遺跡 (2009-99)2区 3層上面 (北から) 正-3-24)中国遺跡(2009-99)2区 3層上面 (南から)

酢 受ギ
2区南 3層上面 (東から)

す | |●IⅢ■卸
Ⅱ-3-24)中田遺跡 (2009-99)2区北 3層上面 (東から)

3区東壁 Ⅱ-3-24)中田遺跡 (2009-99)3区 S X321(東 から)

Ⅱ-3-24)中田遺跡(2009-99)4区 6層上面 (東から) I-3-24)中 田遺跡(2009-99)5区 3層上面 (東から)
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Π-3-24)中田遺跡 (200999)出 土遺物 司
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Ⅱ-3-24)中田遺跡 (2009-99)出土遺物 2



図
版
30

Ⅱ-3-24)中田遺跡 (2009-99)出 土遺物3
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Ⅱ-3-25)中 田遺跡 (200988)調 査地 (南 東から)
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Ⅱ-3-26)中 田遺跡 (2009128)5層 上面 (東 から)
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Ⅱ-3-27)中田遺跡 (2009203)3層 上面 (南 から)
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I-3-27)中 田遺跡 (2009203)北 壁
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Ⅱ-3-28)中 田遺跡 (2009214) 機械掘削 (北 から) Ⅱ-3-28)中国遺跡 (2009214)北 壁
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Ⅱ-3-29)中国 Ⅱ-3-29)中田遺跡 (2009-244)5層上面 (西から)

Ⅱ-3-29)中田遺跡(2009-244)遺物出土状況 (北から)

エー3-29)中田遺跡 (2009-244)出土遺物

エー3-30)東 弓削遺跡 (200併 116)調査地 (南から) エー3-30)東弓削遺跡 (2009-116)東壁
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Ⅱ-3-31)八尾寺内町 (2009-16)機械掘削 (南西から) Ⅱ-3-31)八尾寺内町 (2009-16)】 ヒ壁

Ⅱ-3-31)八尾寺内町 (200916)東 壁 正-3-31)八尾寺内町(200916)3層 上面 (南から)

エー3-32)八尾寺内町(200918)周 辺状況 (南から) E-3-32)八 尾寺内町 (2009-18)南壁

Ⅱ-3-32)八尾寺内町 (200併 18)SKl(北 東から) Ⅱ-3-32)八尾寺内町 (200918)出 土遺物
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Ⅱ-3-34)八尾寺内町 (2009-264)刊 ・2面全景 (西 から)

姿

ｒ

エー3-33)八尾寺内町 (2009-188)調 査地 (南西から) Ⅱ-3-33)八尾寺内町(2009-188)2層 上面全景 (南から)

I-3-33)八尾寺内町 (2009-188)

I-3-34)八尾寺内町 (2009-264)東～南壁

エー3-34)八尾寺内町 (2009-264)3面全景 (西から)
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H-3-34)八尾寺内町 (2009-264)出 土遺物
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E-3-35)八尾寺内町 (2009254)南 壁

]-3-35)人 尾寺内町 (2009254)出 土遺物

Ⅱ-3-35)八尾寺内町 (2009254)3層 上面 (南 から)
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Ⅱ-3-36)矢作遺跡 (200946)司 区東壁
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Ⅱ-3-36)矢作違跡 (200946) 呵区機械掘削 (南西から)
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Ⅱ-3-36)矢作追跡 (200946) 1区 S E101(南 西から) 2区 3層 上面 (南 か ら)
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Ⅱ-3-36)矢作遺跡 (2009-46)3区東壁 E-3-36)矢作遺跡 (2009-46)

、選建́
3区 3層上面 (南から)

∵

E-3-36)矢作遺跡 (200946)3区 S D301(西 から)

エー3-36)矢作遺跡 (200946)出 土遺物
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Ⅱ-3-36)矢作遺跡 (2009-46)出 土遺物

Ⅱ-3-38)龍華寺跡 (2009130)1区 3層上面 (南から)

エー3-37)矢作遺跡(2009120)北 壁

Ⅱ-3-38)龍華寺跡 (2009130)2区 北壁
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E-3-39)包蔵地外 (2009-194)1区 西壁

エー3-39)包蔵地外 (2009-194)調 査地 (南西から) Ⅱ-3-39)包蔵地外 (2009-194)1区 4層上面 (東から)

Ⅱ-3-39)包蔵地外 (2009-194)2区 11層上面 (東から) 正-3-39)包蔵地外(2009-194)2区東壁

エー3-39)包蔵地外 (2009-194)5区 東壁

16

狂-3-39)包蔵地外 (2009-194)出 土遺物
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Ⅲ 平成 20日 21年度保存処理事業報告

1.保存処理事業の概要

人尾市教育委員会では、平成 18年度から、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業の一環として、市内の

各種民間開発事業等に伴う発掘調査で出上した木製品ぐ径属製品の中で、脆弱な出土遺物について、順

次保存処理を実施し、今後の埋蔵文化財の活用に資することにした。

平成 20年度保存処理事業 平成 20年度の保存処理事業は、平成 19年度の保存処理事業 (『人尾市内遺

跡平成 20年度発掘調査報告書』2009に掲載)に引き続き、平成 18年度から平成 19年度にかけて (娠り

人尾市文化財調査研究会が発掘調査を実施した人尾市若草町の小阪合遺跡第 41次調査出上の古墳時代

前期の水辺の祭祀で使用された刀剣類 2点や鉄鉾 2点、鉄斧 1点、青銅鏡 (内行花文鏡)1面などの金

属製品と、鞘と鋤の木製品各 1サ点、同遺跡で奈良～平安時代の河川 (大溝)から多数の皇朝十二銭とと

もに出上した斎串 2点の木製品 (それぞれ第 40次・41次)の保存処理を行つた。

保存処理は、平成 20年 5月 から平成 21年 3月 まで (財)大阪市文化財協会に委託し、実施した。特に

脆弱な資料であつた刀剣類 2点については、保存処理に引き続いて平成 21年度に専用の展示保管台を作

成し、展示等の利用に供することができるようにした。

平成 21年度保存処理事業 平成 21年度の保存処理事業は、小阪合遺跡第 41次調査で出上した皇朝十二

銭 13点 と久宝寺遺跡第 73次調査で出土した皇朝十二銭 (隆平永費)1,点、副 |1東塚古墳出上の各種鉄

製品の保存処理を行つた。

小阪合遺跡第 41次調査で出上した皇朝十二銭は、平成 19年度に保存処理を実施した皇朝十二銭 29

点 (菊井 2009・ 小阪合遺跡第 40次調査)が出上した奈良～平安時代の河川に連なる南北それぞれに拡

張した調査区から出上した。銭貨の種類 。点数内訳は、「6.小阪合遺跡第 41次調査出上の古代銭貨」

を参照していただきたい。これらは、平成 19年度実施分と同一遺構、同時期の出土遺物であるため、前

回の成分分析 (伊藤 2009)と の比較ができ、興味深いデータを得ることができた。

郡川東塚古墳の鉄製品は、平成 13年度の調査で横穴式石室の撹乱土中から出土したもので、平成 19

年度に保存処理を実施した馬具類以外の、鉄鏃や桂甲小札などの各種鉄製品である。

これらの保存処理は、平成 21年 4月 から9月 まで (財)大阪市文化財協会に委託して実施した。

本事業報告は、古墳時代前期と奈良～平安時代にかけての水辺の祭祀に関わる小阪合遺跡出上の各種

の金属製品及び木製品と、古墳時代後期の前方後円墳である和 十1東塚古墳の副葬品である鉄製品が、そ

れぞれ保存処理が完了したため、2カ年の事業成果を合わせて収録するものである。各年度の保存処理

の工程と、併せて実施した分析調査の結果を報告するとともに、保存処理を実施した出土遺物の内容と

その調査成果について記載し、今後の考古資料の活用に資するものである。なお、久宝寺遺跡第 73次調

査の皇朝十二銭の出土遺構等の詳細は、『 (財)人尾市文化財調査研究会報告 127(財人文研編 2009)』 に

報告されているので、参照いただきたい。

保存処理事業を終えたこれら出土遺物は、市内の文化財施設等において、展示・公開等の活用を積極

的にはかることにしている。

(人尾市教育委員会 藤井 )

【参考文献】

候の人尾市文化財調査研究会編 2009「 I 久宝寺遺跡 (第 73次調0」『 (財)人尾市文化財調査研究会報告 127』

人尾市教育委員会編 2009『人尾市内遺跡平成20年度発掘調査報告書』

併藤幸司 2009「2.金属製品の保存処理について」『人尾市内遺跡平成20年度発掘調査報告書』

菊井佳弥 2009「 3.小阪合遺跡第40次調査出土古代銭貨の出土状況について」『人尾市内遺跡平成20年度発掘調査報告書』
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以下の章立ては下記のとおりとなる。執筆担当者はそれぞれの章の文末に記している。

[平成 20年度保存処理事業分]

2.小阪合遺跡出土遺物の保存処理

3.小阪合遺跡出土木製品の樹種同定

4.小阪合遺跡第 41次調査出上の古墳代前期後半の遺物

[平成 21年度保存処理事業分]

5.市内遺跡出上金属製品の保存処理

6.小阪合遺跡第 41次調査出上の古代銭貨

7.郡川東塚古墳出上の性甲小札に付着した繊維品

8 郡川東塚古墳出上の鉄製品

[平成 20年度保存処理事業分 ]

2.小阪合遺跡出土遺物の保存処理

1)対象

保存処理の対象とした資料は、下記の表 2‐ 1の とおりである。便宜上、通し番号を付した。

処理番号 材質 種別 資料名称 時期 湮ミと登lcm・ g) 備考

YOS08001
鉄製品

鹿角製品 娘
級

鹿角装鉄剣
古墳前期

後半
長さ :約 59 第 41次調査

YOS08002
鉄製品

鹿角製品 娘
細

鹿角装鉄刀
古墳前期

後半
長さ :約 30 第 41次調査

YOS08003 鉄製品 武具 鉄鉾
古墳前期

後半
長さ :約 324 第 41次調査

YOS08004 鉄製品 武具 鉄鉾
吉墳前期

後半
長さ :約 29 第 41次調査

YOS08005 鉄製品 工具 鉄斧
古墳前期

後半

長さ

最大幅

最大厚

第 41次調査

YOS08006 銅製品 祭祀具 内行花文鏡
古墳前期

後半
さ

さ

径

厚

重

69
01
34 022

第 41次調査

YOS08007 木製品 武器 鞘
古墳前期

後半

長さ

最大幅

最大厚

３９

・

・

第 41次調査

YOS08008 木製品 農耕具 一木平鋤
古墳前期

後半

身

長さ J76
最大幅 」20以上

最大厚 :2.4 第 41次調査

さ

柄

長

径

:64.0以上

:27

YOS08009 木製品 祭祀具 斎串 奈良～平安

長さ :150以上

最大幅 :24
最大厚 :08

第 41次調査

YOS08010 木製品 祭祀具 斎串 奈良～平安
長さ :100

最大幅 :2.0
第40次調査

表 2-1 保存処理対象資料一覧
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2)鉄製品 (YOS08001～ 5)の保存処理工程 (写真 2-1)

基本的には以下のとおりであるが、遺存状態によつて繰返し回数・使用薬斉Jを適宜変更した。

また、YOS08001・ 2については鹿角装であることを考慮して脱塩処理は行つていない。

2・ 1 事前調査 。記録

保存処理前の状態の観察とともに、記録のため外観の写真撮影、X線透過画像撮影をおこなつ

た。

2‐2 クリーニング・脱水処理

アルコールに浸漬し、表面に付着している砂などを除去するとともに、水分を除去した。

2・3 錆落とし

資料上、また保存上取り除く必要のある錆についてはハンドグラインダー・メスなどを用いて物

理的に取り除いた。

2‐4 脱塩処理

金属が錆びる原因のひとつである塩分を除去した。

高温高圧脱酸素水法による。

2・5 樹脂含浸処理

酸素との接触を出来る限り防ぎ、傷んでいる遺物自体の強度を向上させるため、減圧下で合成

樹脂含浸をおこなつた。

使用した合成樹脂は非水溶性アクリル樹脂 (商品名:パラロイ ド B72)、 非水溶陛アクリルエマ

ァレジョン (商品名:パラロイ ドNAD10)である。

2‐6 接合・復元

協議の上、必要なものに限り接合・復元をおこなつた。

接合復元には非水溶性アクリル樹脂、セルロース系接着剤 (商品名:セ メダインC)な どを用い

た。欠失箇所の補填にはエポキシ系合成樹脂 (商品名:ク イック5)な どを使用 した。

2・7 処理後記録・保管

処理後の記録のため写真撮影をおこない、低湿度状態で経過観察をおこなつた。

3)銅製品 (YOS08006)の 保存処理工程 (写真 2-2)

前記鉄製品と同様、遺存状態によつて繰返し回数 。使用薬剤を適宜変更した。

3‐ 1 事前調査・記録

保存処理前の状態の観察とともに、記録のため外観の写真撮影、X線透過画像撮影をおこなつ

た。

3‐2 クリーニング・脱水処理

アルコールに浸漬し、表面に付着している砂などを除去するとともに水分を除去した。

3‐3 錆落とし

資料上、また保存上取り除く錆についてはハンドグラインダー・メスなどを用いて物理的に取り

除いた。

3‐4 ベンゾトリアゾール処理

塩化物イオンによる錆化を防ぐため、ベンブトリアゾールのアルコール溶液に浸漬 した。

3‐5 樹脂含浸処理

酸素との接触を出来る限り防ぐとともに傷んでいる遺物自体の強度を向上させるため、減圧下

で合成樹脂含浸をおこなつた。使用した合成樹脂は非水溶 l■アクリル樹脂、非水溶Jl■アクリル

エマルジョンである。
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3‐6 処理後記録・保管

処理後の記録のため写真撮影をおこない、低湿度状態で経過観察した。

4)木製品 (YOS08007～ 10)の保存処理工程 (写真 2-2)

糖アルコール含浸処理法により次の工程で保存処理を実施した。

4-1 事前調査・記録

保存処理前の状態の観察とともに、記録のため外観の写真撮影をおこなつた。

42 洗浄・脱色処理

温水に浸漬し、砂や汚れを除去するとともに、鉄分による黒色化を出来る限り除去するために

キレー ト剤を用いて脱色をおこなつた。

4-3 含浸処理

含浸処理槽に糖アルコール水溶液 (以下、含浸処理液)を満たして加熱、そこ
^木

製品を浸漬

した。

木製品に含まれている水分を徐々に含浸処理液に置き換えた。

含浸処理液の初期濃度は 20%で、最終含浸濃度は 75～80%である。

44 取上げ・洗浄

含浸処理槽から取り上げ、本製品の表面に付着している含浸処理液を熱湯で洗浄したのち表面

の水分を除去した。

4-5 固化・乾燥

木製品にしみ込んだ含浸処理液を結晶させるため、表面を糖アルコール粉末で覆い、結晶化を

促進した。この工程は結晶化促進室内で 50℃ と室温 (0～ 10℃)の間を繰り返し上下することで

安定的な結晶化・乾燥を図つた。

4-6 洗浄・表面処理

結晶化を促進するために遺物表面を覆つた糖アルコール粉末を除去、洗浄した後、水分を拭取

り乾燥した。

4-7 接合・復元

指示のあつた部分については接合等の処置を施した。

4-8 処理後観察

処理後の木製品の経時変化を観察したところ、異常は認められなかつた。

((動 大阪市文化財協会 伊藤幸司)
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鉄製品 (処理前) (処理後)

YOS08001

YOS08002

YOS08003

YOS08005

写真 2-1 鉄製品の保存処理 (YOS08001～ 5)
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YOS08006

木製品 (処理前)

YOS08007

1‐      1

YOS08008

YOS08009

YOS0801 0

写真 2-2 銅製品の保存処理 (YOS08006)・ 木製品の保存処理 (YOS08007～ 10)
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3.小阪合遺跡出土木製品の樹種同定

1)同定の対象

小阪合遺跡から出上した木製品4点 lYOS08007・ YOS08008の部位を同定 。以下No.7及び8と

略称)である。

2)同定方法

まず安全弟llWを使用し、木日、柾日、板目の各切片を遺物から採取した。次いでこれらの切片をガム

クロラール (抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセリン、蒸留水を混合したもの)でスライドガ

ラス上に封入したプレパラートを作成、これを生物顕微鏡で観察し、樹種を同定した。同定にあたつて

は島地・伊東 (1982)、 伊東 (1995・ 1996。 1997・ 1998。 1999)を参照したほか、適宜手持ちの現生標本

を比較対照に供した。

3)同定結果 (写真 3‐ 1 顕微鏡写真)

結果は表 3‐ 1に示すとおりである。以下、同定に利用した各樹種・分類群の識別拠′点を記載する。

No. 名称 樋 時期 備考

1   7A

2  7B
3 8(身 )

4 8(柄 )

鞘

鞘

一木平鋤身

一木平鋤柄

ヒノキ

ヒノキ

アカガシ亜属

ヒサカキ属

表 3‐ 1樹種同定結果

古墳前期後半  第 41次調査

古墳前期後半  第 41次調査

古墳前期後半  第 41次調査

古墳前期後半  第 41次調査

各分類群の識別拠点について
。ヒノキ (儀amacり砕閉s>勉露 Endl.)針葉樹材。樹脂道を持たない。木口面では、樹脂細胞は晩

材部に近い位置で接線方向に並ぶ傾向がある。早材から晩材への移行はゆるやかで、晩材部の幅は狭い。

分野にはヒノキ型の壁孔が 1分野あたりおおむね 2個存在している。

・アカガシ亜属 (9随躍郎 Subgen.の期カガ塑ψ�蝦p.) 広葉樹放射子防オ。道管は年輪界に関係なく

放射方向に酉ラJする。放射組織はほとんど同性で、単列のものと広放射組織の 2者が認められる。道管

放射組織間壁孔は大型の柵状。日本産の樹種としては、イチイガシ、アラカシ、シラカシ等がある。

・ヒサカキ属 鬱弦孵 sp.)広葉樹散孔材。径の小さな道管が単独あるいは複合し、均等かつ比較的ま

ばらに分布する。道管は階段穿孔を有しているが、その間隔は狭くbarの数が多い。放射組織は異性で、

上下縁辺部の直立細胞の高さは高く、接線方向における放射組織全体の幅は厚め。日本産の樹種には、

ヒサカキ、ハマヒサカキ等がある。

(奈良文化財研究所年代学研究室 客員研究員 藤井裕之)

【引用・参考文献等】           ｀

島地謙 。伊東隆夫 1982『図説 刀輔抑酪翔 地球社

伊東隆夫 1995「 日本産広葉樹材の解剖学的記載 I」 励酵研 究・資料』第 31号、pp.81‐ 181

伊東隆夫 1996「 日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅱ」『木材研究・資料』第32号(pp.66‐ 176

伊東隆夫 1997「 日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅲ」『木材研究・資料』第 33号、pp.83‐ 201

伊東隆夫 1998「 日本産広葉樹材の解剖学的記鋤  『木

'初

F究・姿瑚』第 34号、pp.30‐ 166

併東隆夫 1999「 日本産広葉樹材の解剖学的記載V」『木材研究・資料』第 35号、pp.47‐ 216

北村四郎・村田源 1971『原色日本植物図鑑・木本編 [I]』 保育社

北村四郎・村田源 1979『原色日本植物図鑑・木本編 [Ⅱ ]』 保育社
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No,1(7A)

No,2(7B)

No.3(8身 )

木 口

木 口 40×

木 口

40×板 目320×柾 目40×

40×板 目320×柾 目

40×板 目80×40× 柾 目

柾 目

写真 3-1 顕微鏡写真
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4.小 阪合遺跡第 41次調査出上の吉墳 時代前期後半遺物

1)は じめに

小阪合遺跡は、人尾市のほぼ中央、現在の行政区画では若草町、小阪合町 1・ 2丁 目、南小阪合

町 2・ 4丁 目、青山町 1～ 5丁 目、山本町南 7・ 8丁 目の東西 0.5～ 1.Okm、 南北約 1.Okmが その範

囲と推定される。地形的には、旧大和川の主流である長瀬サ十1と 玉串川により形成された沖積地上に

立地する。現地表面高を見ると、遺跡南東端がもつとも高く標高 9,Om前後、北西端がもつとも低

く標高 8.Om前後を測る。比高差は約 1.Omであり、概ね南東から北西方向に緩やかに傾斜する地

勢を有している。

本遺跡は、昭和30年に若草町で実施された大阪府住宅供給公社による住宅建設工事の際に、古墳

～鎌倉時代にかけての遺物が多量に出上したことで、その存在が初めて確認 された。以後、大阪府

教育委員会 。人尾市教育委員会 。(財)大阪府文化財センター ((財 )大阪府文化財調査研究センター

を含む)。 当研究会によつて、約60件の調査が行われ、その結果、弥生時代中期～近世に至る複合

遺跡 として周知されるようになつた。

今回報告する第41次調査地を含む若草町周辺では、平成10年以降、大規模な調査が行われてきた。

当調査地の北を見ると、(財)大阪府文化財調査研究センターによる小阪合遺跡第 1次調査地、及び

(財)大阪府文化財センターによる小阪合遺跡第 2次調査地が隣接するほか、南東では(財)大阪府文

化財センターによる小阪合遺跡第 3次調査地や当研究会第39次調査地 (K S 2004-39)が 位置する。

また、今回の調査地内では平成 17年に当研究会第40次調査 (K S 2005-40)が 行われている。

これらの調査のうち、(財)大阪府文化財調査研究センターによる小阪合遺跡第 1次調査や、送研

究会第40次調査では、南北に伸びる奈良～平安時代の河,FI跡 を検出し、埋土からは和同開弥をはじ

めとする皇朝十二銭が約 100枚出上したほか、多量の土師器、須恵器 とともに、墨書土器・墨書人

面上器・瓦 。木製品・石製品などの遺物、さらに獣骨が出上した。これらの成果は、律令期におけ

る当遺跡の性格を知る上で貴重な資料として注目される。

2)調査概要

第41次調査は、病院建設工事に伴い実施された。調査区は、当研究会第40次調査地 (K S 2005-

40)を囲むように設定され、調査面積は約5350ポ を測る。調査は、2007年 3～ 9月 まで行い、 5面

に及ぶ遺構群を検出した。出土遺物はコンテナ (縦0.6m× 横0.4m× 深さ0.2m)200箱 である。

第 1面では、室町時代以降に比定される遺構群を検出した。調査区全域において水田耕作に関連

する井戸や鋤溝を検出したほか、A区北方や B東区では、寺院またはそれに関連する施設を構成す

る可能性の高い掘立柱建物や溝などが見つかつた。

第 2面については、A北区北方～B北 区西端、B北区東端、B東区で遺構の分布が顕著である。

平安時代末～鎌倉時代に比定される井戸、土坑を検出したことから居住域 として機能していたこと

が推測される。

第 3面では、A区北方や B南区で古墳時代中期の祭祀に関連する可能性の高い土坑を検出した。

これらの上坑からは、韓式系土器や滑石製剣形模造品、滑石製紡錘車、獣骨などが出土 している。

またA区、B北区西端、B南区西端では、(財)大阪府文化財調査研究センターによる小阪合遺跡第

1次調査や、当研究会第40次調査で確認された奈良～平安時代の河川跡 (3002 N R:詳細は 6を参

照)の続きを検出し、皇朝十二銭12枚をはじめ、多量の上師器・須恵器、釘などの鉄製品、墨書人

面上器、軒瓦、獣骨などの出上を見た。

第 4面では、A区 とB南区において弥生時代後期～古墳時代初頭の竪穴住居を11基検出した。ま

たB南区では古墳時代初頭～前期に帰属する土坑や溝を検出した。これらの遺構からは、東部瀬戸
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内地域や山陰地域から持ち込まれたものを含む多量の古式上師器をはじめ、木製盾の細片や用途不

明木製品などが出上した。B東区では、以下で報告する古墳時代前期後半に比定される河川跡 (4025

NR)において、何 らかの祭祀が行われたことを示す遺物群の出上を見た。その他、碧地一帯の遺

跡形成に大きな影響を及ぼしたことが推測される河川跡 1/Jヽ 阪合分流路)を確認 した。小阪合分流路

は、概ね弥生時代後期以降、沖積活動を活発にし、調査地中央付近から東にかけての範囲を、概ね

西から東に移動 しながら砂礫を堆積させていく様子を明らかにした。

第 5面については、A区南方で弥生時代中期に比定される柱穴などを検出しており、この付近に

居住域が展開する可能性が高い。また、地層観察では、弥生時代中～後期の水田耕作土層を確認 し

たことから、A区北方からB区の広い範囲が生産域 として利用 されていたと思われる。

3)遺構概要

古墳時代前期後半の河)|1跡 (4025 N R)は、調査地の東端に位置する独立した調査区(B東区)で検

出された。4025 N Rは 、当研究会第40次調査で検出した河サ|1跡 の東岸部分に相当する。検出規模は、

長さ25.Om・ 幅■.Om・ 深さ1.Omで ある。埋土は、黒色を呈したシル ト質粘土～粘土質シル ト優

勢の泥状堆積物から成る。4025 N Rは 、上流において流れが変化 したことにより、湿地状に敢 り残

された放棄河サIIと 考えられ、池や沼のような地形を呈していた可能性が高い。なお、4025 N Rは、

北に位置するA北区では見つかつておらず、A北区とB東区の間で終息することが推測される。

4025 N Rの東側斜面にはヤナギ科やクフ科の立木が生えていたことが明らかになつた。

4)出土遺物の概要

4025 N Rの東側斜面に生えていたャナギ科、クフ科の立木の周辺において、手づくね成形による

ミニチュア土器をはじめ、壷・甕・高杯を中心とする多量の古式上師器のほか、小型銅鏡 (内行花

文鏡)1′点、金属製品 5,点 (鹿角装鉄剣 1′点、鹿角装鉄刀 1点、鉄鉾 2〕点、鉄斧 1′煮)、 玉類数十′点(勾

玉 2点・管玉 1点・臼玉454点 )、 石製模造品 (有孔円板)4点、木製品数点 (鋤 1点・鞘 1点、用途

不明品数点)な どが出上した。これ らの遺物は、完形に近い状態で出土したこと、ミニチュア土器

が入れ子状態で出上したことなどから、廃棄された遺物ではなく、置くに近い行為で形成された遺

物群と推測される。このうち鉄鉾や刀剣類については、切先を南東～東方向に意図的に向けていた

可能性が指摘でき、注目される。以下、主要な遺物の概説を行 う。

内行花文鏡は 1枚出上した。径は6.9clll、 厚さ 141mで ある。内行花文鏡は傍製鏡で、鏡背には 5

枚の花弁 (五連弧)と 櫛歯文様を配する。銀部分をはじめ鏡背全体が手擦れにより丸みを持つ。

鹿角装刀剣については、片方にだけ刃をもつ刀が 1点 (全長約30clll)と 、身の両方に刃をもつ父1

(全長約59cIIl)が 1点それぞれ出上した。両者 ともに身の部分は劣化 し、状態は不良である。 とも

に柄の部分は鹿角の分岐部を用いており、柄縁から直角に伸びた突起も認められる。柄表面は劣

化が著しい。父1に は、鞘金具のような突起物のほか、木質も確認できたことから、木製の鞘が存

在 した可能性も考えられる。

鉄鉾は 2点 (鉄鉾① :全長32.4cIIl・ 鉄鉾② :全長約29cIIl)出 上した。両者 ともに遺存状態は良好

である。いずれも身の部分の断面形状は扁平な菱形を呈し、鏑も見える。関は小さく、袋部 と呼

ばれる柄を挿入する部分は筒状で、袋端部は、切 り込みを入れない直基式であったと思われる。

鉄鉾②の袋部内面には木質が観察できることから、柄が装着 されていた可能性が高い。

玉類は、勾玉が 2点 (勾 玉① :長 さ3.2cIIl・ 勾玉② :長 さ2.6cm)、 管玉が 1点 (長 さ2.2cm)、 臼玉

が454点出上した。いずれも材質は未鑑定。勾玉② と管玉は同じ材質、臼玉は滑石製と推測される。

有孔円板は4点 (有孔円板① :径 2,7cm。 有孔円板② :径 2.5cm・ 有孔円板③ :径3.5cm・ 有孔円

板④ :径5.Ocm)出 上した。いずれも滑石製 と推測され、中央に 2つの孔 (孔径は各 l IIIIll)を あけた
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扁平な円板を成 し、研磨痕が明瞭に残 る。

本製品は、鋤が 1点、鞘が 1点、用途不明品が数点出上 した。鋤 (復原長 :約 98clll)は、身 と柄

を一本か ら作 るものである。柄は直線を成 し、握 り部側の先端は加を形成 し、納孔を有する握 り

部が装着 され T字形を成す。身 と柄の角度は鈍角である。鞘は、長 さ約40clnの 板状を呈 し、先端

を二段のソケッ ト状に加工を施 している。内側には剣の形状を トレース した窪みが見える。

ミニチュア土器は、大きさが約 4～ 5 clllで、手づ くねにより製作 されている。 日縁部や底部の

形状により複数に分類が可能である。出土数は基研究会40次調査 と合わせ ると100点以上を数 える。

上記遺物の帰属時期は、共伴 した古式上師器高杯や甕の特徴か ら、古墳時代前期後半 (4世紀後

半)に比定 される。

5)ま とめ

以上の成果から、古墳時代前期後半の河川跡の立木周辺において、上記遺物群を用いた何 らかの

祭祀が行われた可能性が高くなつた。古墳時代の祭祀遺構において、 ミニチュア土器 とともに鏡・

刀父1類、玉類が揃つて出上 したのは、府下では初例であり、全国的にも極めて貴重な事例である。

以上のことから、これ らの遺物群を用いて祭祀を行 うことのできた有力者 と、有力者を輩出した集

落が小阪合遺跡に存在 した可能性が高 くなつた。なお祭祀の種類については、検討の余地があり、

今後の課題 としたい。

【参考文献】
。駒井正明編2000『人尾市若草町所在小阪合遺跡 ―都市基盤整備公団人尾団地建替えに伴う発掘調査報告許  (財 )

大阪府文化財調査研究センター調査報告書第51集』(財)大阪府文化財調査研究センター
・本問元樹編2004『小阪合遺跡 (その2)ノ(尾団地(建替)埋蔵文化財発掘調査(第 2次)(財)大阪府文化財センター

調査報告書第116集』 (財)大阪府文化財センター
・岡田清一他2006「 16.小阪合遺跡第40次調査lKS2005 40)」『平成17年度 (財)人尾市文化財調査研究会事業報告』(財 )

人尾市文化財調査研究会
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・樋口薫他2008「 9.小阪合遺跡第41次調査(KS2006 41)」『平成19年度 (財)人尾市文化財調査研究会事業報告』(財 )

人尾市文化財調査研究会
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第■3図 4025 N R平 面図
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今回の調査地全景 (北西から)

4025 N R検 出状況 (B東区 :南から)

※番号は第4-3図に対応

4025 N R遺 物出土状況
(B東区 :西から)



内行花文鏡出土状況 (北から) 内行花文鏡出土状況 (拡大 :北東から)
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鹿角装鉄刀出土状況 (東から) 鹿角装鉄刀出土状況 (柄部分拡大 :南東から)

鹿角装鉄剣出土状況 lHヒ西から) 鹿角装鉄剣出土状況 (柄部分拡大 :南東から)

鉄鉾①出土状況(西から) 鉄鉾①出土状況(袋部拡大 :北西から)
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鉄鉾②出土状況(北西から) 鉄鉾②出土状況(袋部拡大 :北西から)

木製鋤出土状況 (南東から) 木製鋤出土状況 (握 り部拡大 :東から)

木製品出土状況 (用途不明品 :東から) 木製鞘出土状況 (北から)

木製鞘出土状況 (西端拡大 :南から) 木製鞘出土状況(東端拡大 :南から)

-128-



[平成 21年度保存処理事業分 ]

5.市内遺跡出上金属製品の保存処理

1)対象

保存処理および成分分析の対象とした資料は表 5‐ 1のとおりである。便宜上、通し番号を付した。

銭貨については法量を記した。

処理番号 遺物名 遺物番号 縦径 lmul 帷 lrml 厚み lmlJ 重量① 勘 名

YOS09001 神功開賢 吉銭② 25.42 24.82 1.41 3 24 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09002 隆平永費 古銭③ 24.85 24.9 1.53 2.85 小阪合遺跡第41次調査

YOS09003 隆平永賓 古銭③ 24.39 24.13 1 68 3 89 小阪合遺跡第41次調査

YOS09004 冨壽神費 古錢③ 24.01 23.62 1.36 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09005 冨壽神費 古銭⑩ 23 44 23.16 1 55 3.36 小阪合遺跡第41次調査

YOS09006 冨壽榊費 古鐵③ 23.46 23.36 1.48 3.48 小阪合遺跡第41次調査

YOS09007 冨壽神賢 吉鎖③ 23.51 23.26 1.54 2.97 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09008 承和昌費 吉鎖④ 20.95 20.93 1.24 2,03 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09009 承和昌賣 吉鈎② 21.07 20,99 1.25 2.15 小阪合遺跡第41次調査

YOS09010 長年大費 古銭⑥ 20.24 19 64 1.26 2.04 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09011 長年大賓 古鉤 19.74 19.95 1.54 1.65 小阪合遺跡第41次調査

YOS09012 長年大変 吉銭⑫ 19,72 19.7 2 07 小阪合遺跡第 41次調査

YOS09013 貞観永賓 古銭⑬ 20.2 19.94 1.66 小阪合遺跡第41次調査

YOS09014 隆平永費 25.53 25.12 1.67 3 38 久宝寺遺跡第73次調査

YOS09015 馬具 郡川東塚古墳

YOS09016 鏃 郡川東塚古墳

YOS09017 齢 郡川東塚古墳

YOS09018 鉄剣片 郡川東塚古墳

YOS09019 桂甲小札 郡川東塚古墳

YOS09020 桂甲珂ヽ本し 郡川東塚古墳

YOS09021 桂甲小札 郡川東塚古墳

YOS09022 性甲州ヽ本し 郡川東塚古墳

YOS09023 桂甲珂ヽ本と 郡川東塚吉墳

YOS09024 性甲月ヽ本と 郡川東塚古墳

YOS09025 桂甲小札 郡川東塚吉墳

YOS09026 桂甲州ヽ本し 郡川東塚古墳

表 5-1 保存処理・成分分析等対象資料一覧

2)銅製品 (銭貨)の保存処理工程 (YOS09001～ YOS09014)

鋼製品 (銭貨 :皇朝十二銭)の保存処理は以下のとおりである。違存状態によつて繰返し回数・使

用薬剤を適宜変更した。        
｀

2・1 事前調査 。記録

保存処理前の状態の観然とともに、記録のため外観の写真撮影、X線透過画像撮影 (写真 5‐ 1)

をおこなつた。

2‐2 クリーニング・脱水処理

アルコールに浸漬し、表面に付着している砂などを除去するとともに水分を除去した。

2‐3 錆落とし
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資料上、また保存上取り除く錆についてはハンドグラインダー・メスなどを用いて物理的に取り

除いた。

2‐4 ベンゾトリアゾール処理

塩化物イオンによる錆化を防ぐため、ベンゾトリアゾールのアルコール溶液に浸漬した。

2‐5 樹脂含浸処理

酸素との接触を出来る限り防ぐとともに傷んでいる遺物の強度を向上させるため、減圧下で合

成樹脂含浸をおこなつた。使用 した合成樹脂は非水漆性アクリル樹脂 (商品名 :パラロイ ドB72)、

)F7kttl■アクリアレエマルジョン (商品名 :パラロイ ドNAD10)である。

2‐6 処理後記録。保管

処理後の記録のため写真撮影 (写真 5・ 2)をおこない、低湿度状態で経過観察した。

3)鉄製品 (YOS09015～ YOS09026)の保存処理工程

基本的には以下のとおりであるが、個々の遺物の遺存状態によつて順序・繰返し回数を適宜変更し

た。

3・ 1 事前調査・記録

保存処理前の状態の観察とともに、記録のため外観の写真撮影、X線透過画像撮影 (写真 5・ 3)

をおこなつた。

3・2 クリーニング・脱水処理

アルコールに浸漬し、表面に付着している砂などを除去した。この後、熱風乾燥器中で水分を

除去した。

3‐3 錆落とし

資料上、または保存上取り除く必要のある錆についてはハンドグラインダー・メスなどを用いて

物理的に取り除いた。

3‐4 脇 煙

高温高圧脱酸素水法を用いて、金属が錆びる原因のひとつである塩分を除去した。

3‐5 樹脂含浸処理

酸素との接触を出来る限り防ぎ、傷んでいる遺物自体の強度を向上させるため、減圧下で合成

樹脂を含浸した。

使用した合成樹脂は非水漆性アクリル樹脂、非水溶 l■アクリルエマルジョンである。

3‐6 接合・復元

協議の上、必要なものに限り接合・復元をおこなつた。

接合・復元には非水漆性アクリル樹脂、セルロース系接着斉1(商品名 :セメダインC)な どを用

いた。欠失箇所はエポキシ系合成樹脂 (商品名 :ク イック5)にガラスマイクロバルーンなど

を添カロしたもので補った。

3‐7 処理後記録・保管

処理後の記録のため写真撮影 (写真 5‐ 4～ 5・ 6)し、低湿度状態で経過を観察した。

4)銭貨の成分分析 (YOS09001～ YOS0901 4)

対象としたのは銭貨 14サ点である。事前に行つたX線透過写真の観察では、数′煮の銭貨に鉛の偏析が確

認できた。

成分分析は、エネルギー分散型蛍光X線分析装置を用いて資料表面を非破壊で測定した (註 1)。

得られた結果から、釦 (Cu)・ 鉛 (Pb)・ 砒素徹s)。 銀 lAg)・ 錫 (Sn)・ アンチモン(Sb)の 6元素に着目し、

その一覧を表 卜2に掲げた (註 2)。
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処理番号 種類
Cuk Ask Pbk Agk Snk Sbk

int nO/O ir止 MO/0 int nO/0 irTL wtO/0 irTL MO/O int nO/0

YOS09001 神功開費 1251.98 83.33 7.15 0.17 3166 13.44 0,30 0.25 418 1.91 088 0.49

YOS09002 隆平永費 795.23 76.60 9.44 0.31 35.29 20.50 0.71 0.33 127 0.38 0.43 0.36

YOS09003 隆平永費 1146.58 83.47 7.84 0.21 3132 1468 0.95 0.33 0.51 0.26 044 0.27

YOS09004 富壽神費 104839 78,75 7.89 020 4137 19.10 1.90 0.70 0.69 0.37 019 0.12

YOS09005 富壽神費 1093.37 67.53 9.17 0.18 88.79 30.90 0.87 028 0.26 0.12 0.14 008

YOS09006 富壽神費 1125.18 8185 686 0.18 36.94 17.07 0.70 0.25

YOS09007 富壽神費 144322 74.25 1375 023 73.92 24.09 1.03 027 0.62 0.23 0.58 0.27

YOS09008 承和昌費 1038.50 7392 1155 027 55.77 23.47 0.94 0.34 0.35 0.23

YOS09009 承和昌費 964,94 78.33 10.35 029 40.61 20.26 0.84 0.34 0.21 0.12 0.31 0.22

YOS09010 長年大費 1102.45 73.54 11.76 0.26 63.72 2507 092 0.31 0.37 0.18 0.31 0.19

YOS09011 長年大費 57433 41.86 19.46 0.35 161.04 5610 0.90 0.38 0.32 0.20 0.25 0.19

YOS09012 長年大費 1372.63 80.92 7.07 0.15 48.32 17.90 1.16 033 032 0.13 0.35 0.18

YOS09013 貞観永費 110146 73.65 8.04 0.18 61.64 2428 1.24 0.42 1.30 0.64 048 0.29

YOS09014 隆平永賓 941.30 64.58 1284 027 88.92 33.61 0.84 030 0.51 027 0.42 0.27

表 5-2成分分析結果一覧

一昨年度、銭貨 30点に対して同様の調査を行った際、錫の量比の多寡と製作 (初鋳)年代とが相関す

ることが判明、8世紀代に初鋳された和同開弥・神功開費・隆平永費の 3銭種が錫を多く含有するグルー

プとしてまとまつた (伊藤 2009)。 今年度については、点数が少ないために明瞭ではないが、一昨年度

分と合せると同様の傾向がみられた (表 53)。 また、一昨年度調査分の中には9世紀以降の銭種の中で

も貞観永費については錫の検出量が多い個体があつた。これについてはイレギュラーなものとしてとら

えていたが、今回の結果でも同様のものがあることから、貞観泳費は錫の多いものと少ないものとが存

在している可含Bl■がある。

以上のように銭貨の成分分析について、一昨年度調査分と総 ど性が高く興味深い結果が得られた。し

かし、銭貨の製造については、時として私鋳銭の存在が云々されるcこれは皇朝十二銭についても例外

ではなく、もし、私鋳銭が出土品の中に紛れ込んでいれば、その成分分析結果は正規に鋳造されたもの

とは異なる数値を呈するであろう。想像をたくましくすれば、同一銭種でも各元素濃度が一定せず大き

くばらつく可台巨性が高いと思われる。このような事柄を考えると、一昨年度、今年度に行つた合計 44

点についての成分分析は一定の傾向を示しており、幸いにも理解しやすいものであった。今後も銭貨の

成分分析を継続することは重要であるが、資料そのものが必ずしも一元的な管理の下で鋳造されたもの

であるとは限らないことも考え合わせておく必要があろう。

註 1)使用 した機器は、エネルギー分散型蛍光X線分析装置 DX95(エダンクス社製、大阪歴史博物館設置)である。

測定条件は次のとおりである。

対陰極 :ロ ジウム (Rh)、 検出器 :半導体検出器、管電圧 40k1/、 管電流 20μ A、 測定雰囲気 真空、測定範囲 5m
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mφ 、測定時間 1000sec(デンドタイム補Ial

註 2)半定量的な含有量 llvt%)の算出について、使用 したソフトウェアはDX95に装備されている「NSTD32」 である。

測定試料の成分組成に近い標準試料を 1点測定し、その結果からノンスタンダー ド法で用いる係数テーブルを補

正して使用する手法をとつた。よつて表中の数値は、必ずしも真の含有量を示しているものではなく、同一条件

で測定・算出した試料間での量比の比較についてのみ有効である。標準試料は、銭貨には Cuttn―Pb系合金を用い

た。

(伊藤)

【参考文献】

併藤幸司 2009「2,金属製品の保存処理について」レ(尾市内遺跡平成20年度発掘調査報告書』

表 5-3錫含有量の多寡

(一昨年度の分析結果と併合・ゴシック斜体の分は8世紀鋳造の銭種)

処理番号 銭種 Snk

YOS07028 貞観永費 0.00

YOS07022 長年大費 0.00

YOS07016 承和昌賓 0.00

YOS07024 承和昌賓 0.00

YOS07015 承和昌賓 0,00

YOS07025 承和昌賓 0,00

YOS09006 宮壽神費 0.00

YOS09008 承和昌賓 0.00

YOS09005 富壽神費 0。 12

YOS09009 承和昌賓 0。 12

YOS09012 長年大費 0。 13

YOS07006 承和昌費 0。 15

YOS07013 富壽神費 0。 15

YOS07020 承和昌賓 0,16

YOS07028 承和昌賓 0.17

YOS09010 長年大費 0.18

YOS09011 長年大賓 0.20

YOS07027 承和昌費 0.21

YOS07017 承和昌賓 0.22

YOS07002 富壽神費 0.23

YOS07005 承和昌費 0.23

YOS09007 富壽神費 0.23

YOS07021 承和昌賓 0.24

処理番号 離 Snk

Ю sa閉餌 隆平永費 閉

ro欝9o/7 隆平輝 azァ

Ю 認 初 陣功罐 aョJ

YOS07003 富壽神費 0.35

YOS07007 富壽神費 0.36

YOS09004 富壽神費 0.37

/宅

'こ

弘クフτχ夕/ 鉾 θ認

ИOSθ旭 /♂ 物 αη

Ю a92♂ 和同開蘇 α宥

Ю a9期 , 隆平永費 a宥

ИθSθ刀 /θ 隆平漣 a率亨

ИθSθ刀 /θ 隆平永賢 α∂/

YOS09013 貞観永費 0.64

Ю Sθ濶% 陣功罐 αア/

/θSθ

"//
伸功罐 aν

ИOSθ刀 /Z 隆平灌 αZ

Ю Sθttν 隆平耀 a露

YOS07038 貞観永費 1.36

ИOS,刀アイ 陣功罐 た77

ン宅,こ光夕♂Lχ夕/ 陣功熊 え♂/

Ю a9蒻 ∂ 物 湯7
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YOS09001 YOS09002 YOS09003 YOm9004

YOS09013

YOS09011

Y0809014

写真 5-1 銭貨 (YOS09001～ 14) X線透過写真
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YOS09003 YOS09004

YOS09006

YOS09010

YOS09007 YOS09008

YOS09011 YOS09012

YOS09014

写真 5-2 銅製品 (銭貨 :YOS09001～ 14)写真 !保存処理後
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YOS09017

YOS09026

YOS09019

４口
印迎

、

YOS09025

X鱒 真

YOS0920
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馬具 (YOS09015・ 左 :処理前・右 :処理後)

鉄鏃 (YOS0901 6・ 左 !処理前・右 :処理後)

鉄剣 (YOS09018・ 左 :処理前・右 :処理後)

写真 5-4 鉄製品 (YOS09015～ 18)写真
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YOS09019・ 左

YOS09021・ 左

YOS09020・ 芝こ

処理前 日右 :処理後

処理前 日右 :処理後

処理前・右 :処理後

処理前 E右 :処理後

YOS09023・ 左 :処理前 日右 :処理後

写真 5-5 鉄製品 (YOS09019～ 23)写真
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YOS09024・ 左 :処理前 日右 :処理後

YOS09026・ 左 :処理前・右 :処理後

写真 5-6 鉄製品 (YOS09024～ 26)写真

口右 :処理後
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6.小 阪合遺跡第41次調査出上の古代銭貨

1)遺構概要

古代銭貨は、(財)人尾市文化財調査研究会による第41次調査第 3面検出の3002 N Rよ り出上した。

3002 N Rは 、A区北端、南端、B北区西端、B南区西端で検出した河川跡で、当研究会40次調査で

検出した大溝 1の北と南の延長に相当する。検出長は100m以上、幅は18m前後を沢」る。小さく蛇

行はするものの、巨視的にはほぼ南北に伸びる河サ|1跡である。東西両肩の一部には、両肩に平行す

るように打設された木杭を検出した。これらは護岸に伴 うものと推測される。河川内埋土は、ラミ

ナ構造の発達した粘土質シル ト～細礫で構成される。埋土からは、以下に報告する古代銭貨をはじ

め、多量の遺物が出土した。

2)出土状況

今回の調査で出土した銭貨は、神功開賓 1枚、隆平永賓 2枚、富壽神賓 4枚、承和昌賓 2枚、長

年大賓 3枚、貞観永賓 1枚の計13枚である。ほとんどが、埋上の最下層から出土している。銭貨の

分布は大きく4グループ(B北区 :北からA～ Cグループ B南区 :Dグループ)に分類できた (第

61図・表併 1を参照)。 出土状況からは、いずれも上流からの流れ込みではなく、付近から投棄さ

れたものと推測される。

次に各銭貨の遺存状況を概説する。①は文字が明陳で、研磨痕が見える。②～④は文字、研磨痕

ともに明瞭に加え、悪を確認 した。⑤・⑥は文字が鋳潰れている。②は文字が明瞭であるが、裏面

には型ずれを認めた。③・③は文字が極めて明瞭である。⑩は文字が明瞭で研磨痕も見える。①～

①は文字が鋳潰れにより不明瞭で、鋳不足や型ずれも顕著である。⑬には緑色を呈した錆も認めら

れる。傾向としては、神功開賓、隆平永賓、富壽神賓、承和昌賓は遺存状態が良好で、文字や研磨

痕が明瞭であるのに対し、長年大賓、貞観永賓は劣化が進行し、文字が不明瞭で鋳潰れも目立つ。

ただし、この差は時期的な鋳造技術によるものと推測され、使用等による劣化ではない。

共伴遺物は、土師器や須恵器、讃岐国分寺同絶瓦 (軒丸瓦・軒平瓦)を はじめとする瓦類、釘や用

途不明の鉄製品、斎串などの木製品、馬と推浪1さ れる獣骨などが認められる。

遺物の帰属年代は、奈良時代初頭 (8世紀初頭)～平安時代前半 (10世紀前半)であり、銭貨の時期

もこれに納まる。

3)ま とめ

今回検出した3002 N Rに ついては、 (財 )大 阪府文化財調査研究センターによる第 1次調査 (サ II

200。 川719)をはじめ、当研究会第40次調査 (大溝 1)で も検出しており、この河)|1跡がほぼ南北に

伸び、その規模は、長さ200m以上、幅18m前後であることを明らかにした。この河サ|1跡からは、

銭貨が合計111枚 (セ ンター :69枚 第40次調査 :29枚 今回の調査 :13枚)出土した。銭貨は、概

ね研磨痕が明瞭であることから、流通していたものとは考えにくい。また、一箇所からこれほどの

枚数の皇朝十二銭が出土した例は極めて特異であり、他の遺物の内容と合わせて、当該期における

河川祭祀の一端を知る上で貴重な成果といえる。なお、祭祀の内容については検討を要するため、

今後の課題としたい。

【参考文献】
・駒井正明編2000『人尾市若草町所在小阪合遺跡 ―都市基盤整備公団人尾団地建替えに伴う発掘調査報告書― (財)

大阪府文化財調査研究センター調査報告書第51集』 (財)大阪府文化財調査研究センター

・岡田清一他2006「 16.小阪合遺跡第40次調査 (KS2005 40)」『平成 17年度 (財)人尾市文化財調査研究会事業報告』(財 )

人尾市文化財調査研究会
・樋口薫他2008「 9.小阪合遺跡第41次調査 (KS2006 41)」『平成19年度 (財)人尾市文化財調査研究会事業報告』(財 )

人尾市文化財調査研究会
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番号 種 類 表面 裏面 色 調 備考

①
(YOS09006)

富壽神賓 Dグループ
文字明瞭
研磨痕あり

黒褐色
(5YR2/1)

赤銅色

②
(YOS09009)

承和昌費 Dグループ
文字明瞭
なあり

型ずれあり
平坦

黒褐色
(7 5YR3/1)

若千赤銅色

側面に研磨
痕あり

③
(YOS09003)

隆平永費 Dグループ
文字明瞭

慈あり

研磨痕あり

霧あり
研磨痕あり

黒褐色

(7.5YR3/1)

若干赤銅色

④
(YOS09008)

承和昌費 Aグループ
文字明瞭

慈あり
平坦

黒褐色

(5YR2/1)

赤鋼色

⑤
(YOS09007)

富壽神賓 文字鋳潰れ
黒褐色

(7.5YR3/1)
若干赤銅色

⑥
(YOS09010)

長年大賓 Aグループ
文字不明瞭

『費』鋳潰れ
平 坦

褐色
(7.5YR4/3)

②
(YOS09001)

神功開費 Aグループ
文字明瞭
鋳不足 (又は霧)箇所あり

型ずれあり
慈あり

黒褐色
(5YR2/1)

赤銅色
歪みあ り

③
(YOS09004)

富壽神費 Aグループ 文字極明瞭 若千慈あり
黒褐色
(5YR2/1)
未師魯

③
(YOS09002)

隆平永費 Bグループ
文字極明瞭
研磨痕あり

研磨痕あり
黒褐色
(5YR2/1)

赤銅色

⑩
(YOS09005)

富壽神賓 Cグループ
文字明陳
研磨痕あり

研磨痕あり
黒褐色
(5YR2/1)

赤銅色

①
(YOS09011)

長年大賓 Bグループ
文字不明僚・鋳潰れ
鋳不足 (又は慈)箇所あり

鋳不足 (又は慈)箇所あり
黒褐色
(5YR2/1)

赤銅色

⑫
(YOS0901 2)

長年大費 Bグループ 『長』『賓』鋳潰れ
型ずれあり
平坦

黒褐色

(5YR2/1)

赤銅色

①
(YOS0901 3)

貞観永費
文字不明瞭
『観』『費』鋳潰れ
鋳不足 (又は慈)箇所あり

鋳不足 (又 は慈)箇所あり
褐色
(7.5YR4/3)

一部緑色の

錆が見える
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第6-1図 3002 N R銭貨出上位置図
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第41次調査航空写真

3002 N R堆 積状況 (北西から)



銭貨②出土状況(B北区Aグループ :北東から) 銭貨③出土状況(B北区Bグループ :北西から)

図
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）

銭貨①出土状況(B北区Cグループ :西から) 銭貨④出土状況(B北区Aグループ :南から)

須恵器壺出土状況 (B北区 :南西から) 軒平瓦出土状況 (B北区 :北西から)

獣骨 (馬顎骨)出土状況 (B南区 :南から) 獣骨(馬顎骨)出土状況(B南区 :東から)
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7.郡川東塚古墳出上の桂甲小札に付着 した繊維品

1)はじめに

郡川東塚古墳出上の桂甲小札に付着している繊詐品の調査を行つたので報告する。

2)調査方法

実体顕微鏡を用いた非破壊調査で繊維束の大さや繊維の撚り、その特徴を確認した。

3)結果

調査した資料のうち、繊瀧の残存がよい小札資料 6点の結果を表 71にまとめる。

資料番号 資料名 繊詐番号 素材推定 繊維束の撚り 繊維束の太さ

YOS09019 /jヽ本L -1 糸昌 無撚り (弱い右撚 り部分あり) 0,3nlm破

YOS09020 /1ヽ本L -1 Ｒ
同

悛
か 安【フ然り 0。 3Hlm破

YOS09021 /Jヽ本L -1 糸昌 不明瞭 0。 3■lm破

YOS09022 /Jヽ本L -1 糸目 無撚り (弱い右撚 り部分あり) 0。 311m破

翌 糸目 無撚り (弱い右撚 り部分あり) 0。 3Hlm破
-3 糸目 無撚り (弱い右撚 り部分あり) 0。 3Hlm破

望 糸目 不明瞭 0,3■ll■ 破

YOS09025 /Jヽ本L -1 糸目 鰍 不 明

YOS09026 /Jヽ本L 1 糸目 無撚 り (弱い右撚 り部分あり) 0.3Hll■ 破

９

留

日
同

玄
小 無撚 り (弱い右撚 り部分あり) 0.3■l14破

表 7-1 繊維調査結果

①YOS09019(写真 71)

lcm程度の細長い紐状の繊雁品を確認した。一部に右撚りの繊維束を観察したが、その多くは無撚

りの繊維であつた (写真 作2・ 卜3)。

②YOS09020(写真 74)

孔の周囲に繊維品を確認した (写真 75)。 繊詐束は見にくくなつていたが、紐状のものと推定

した。

更)YOS09021 (祭弄要彗7-6)

繊維品 (写真 77)は撚りについては不明瞭であつたが、繊維束は 0.3Hlm程度であつた。

④YOS09022(写真 78)

繊維品を4か所確認した。いずれもゆるい右撚りの繊縦が確認できるものの、全体的には無撚りの繊

維であり、繊維束は 0,3mm程度であつた。他の資料と同様の紐状の繊維品と考えられた。また、 1

つは孔に2本の繊維束がまとわりつくように広がる形体を呈しており、1つは長い繊維状であつた。紐

の通し方に違いがあると推定した (写真 7-9)。

90S09025(纂薫7-10

繊維品を1か所確認した。いずれも無撚りの繊維束であり、太さは不明瞭であつた。

繊維品の断面は橙色を呈しており、繊瀧内部まで小札のさびが浸食し、鉱物化していると推定した (写

真 711)。

⑥YOS09026(写真 712)

2か所に繊朧束が確認できた (写真 7-13)。 いずれも若干右撚りの部分があるものの、無撚りの繊
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維束と判断した。0。 3alln程度の太さであつた。両繊維品ともに孔に通してあり、YOS09022で も確認した

孔に2本の繊維束がまとわりつくように広がる形体であつた (写真 714)。 しかし、一つは孔を完全

にふさいでいる状態であつた。

4)結果考察

この調査結果から、本調査資料には同一の組状の繊維品が使用されていたと考えられる。これまで甲

冑に使用された繊維晶1)や皮革品の調査結果が示されているが、その研究例は僅少であり、このような

紐状の同一繊維束が複数の小札に広がって確認できる資料は非常に貴重なものである。また、この組状

の繊維品はいずれも小本Lの孔をとおつており、小本Lど うしを留めた素材であることは明らかである。よ

つて、この残存する紐状繊維品の広がりを確認することと既往の小札甲の製作技術研究
2)の比較から、

本資料らがどのように繋がつていたかについても推察できる可能 l■がある。特に、小札の孔の周囲に繊

維束がまとわりつくように広がる形体を示した繊維品は2本の紐を通して括られたものとも推察でき、

小札甲の製作技法推定にとつても有意義な資料であろう。

他方、繊維品の素材同定のために電子顕微鏡で観察する試料片を得ようと、繊維品形体を壊さない部

分からl Hlnl程度を採取した。しかし、非常に脆弱であつたため、絹や麻類の特徴を示す組織の遺存状態

が悪く、判定することはできなかつた。

以上のようなことから、今回は非破壊調査で確認した繊雁束の撚りだけで素材を断定することは難し

いため、素材を推定するにとどめた。保存処理した後の繊維品は強化されていることが期待できる。小

札資料自体を電子顕微鏡の資料室にセットすることが可能ならば、繊瀧品の素材同定のための特徴が観

察できる可能隆がある。

(東北芸術工科大学 文イ限オ保存修復研究センター 手代木銅

1)「宮崎県島内地下式横穴墓群の出土繊維」中野和浩 季刊考古学第91号 37-40 2005

2)「/付 L甲の製作技術と系譜の検討」清水和明 月刊考古学ジャーナル No.58122-26 2009
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■ 観

写真 7-2 YOS09019 繊維束写真

写真 7-3 写真 2繊維東の接写写真

要弄嘔
g7-4  YOS09020

写真 7-5 YOS09020 繊維品写真
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写真 7-7 YOS09021 織維部分写真

写真 7-3 YOS09022 写真 7-9 YOS09022 2種 類の繊維を確認

写真 7-10 YOS00925 写真 7-1l YOS09025 繊維東接写写真
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写真卜12 YOS09026 写真 7-13 YOS0926 2種 類の繊維を確認

写真 7-14 YOS09026 2種 類の繊維を確認
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8.郡川東塚吉墳出上の鉄製品

1)鉄製品の出土状況

郡川東塚古墳は、人尾市東部の生駒山地西麓を南北に通じる東高野街道沿いにある古墳時代後期の前

方後円墳である。全長約 56m以上と推定 ((財)人尾市文化財調査研究会編 2006)さ れる墳丘を、後円

部を南に、前方部を北に向けて築造されている。また、東高野街道を隔てて、郡川東塚古墳の西方約 150

mには、同じく前方後円墳である郡川西塚古墳が築造されている。

郡川東塚古墳の主体部となる横穴式石室については、明治 30年 (1897)の石室開口時の様子を聞き取

り調査し、合わせて昭和 49年 (1974)に出上した副葬品の資料調査を行つた清原得厳氏の報告から詳細

を知ることができる (清原 1976)。 その後、平成 13年 (2001年)に人尾市教育委員会が実施した郡川東

塚古墳の発掘調査 (人尾市教委編 2002)で、後円部の主体部となる横穴式石室の位置や石室構築のため

の基礎構造の存在が明らかとなつた。

後円部の真南側に羨道入口を持つ横穴式石室は、明治期の石室開日以降、東側壁の一石を現位置で残

す以外すべて抜き取られており、石室石材のほとんどが西側壁側から持ち出されていた。木棺は残つて

おらず、石室床面の大部分が深いところで約 0.6m前後も掘り下げられるなど、徹底的に破壊されてい

たことがわかつた。石室の破壊は、明治瑚の開口時と、さらに昭和 3年 (1928)の陸軍大演習の折の新

道採土工事 (吉岡 1988)と 2回以上に及んだ可能 l■が高い。その後、破壊された石室部分は埋め戻され、

残つた墳丘東側を中心に庭園の築山として敢り込まれ、後円部中央付近に石室石材の一部を使用 したと

考えられる南北方向の低い石垣が積まれていた。調査前の状況では、石室の位置等は明らかではなく、

石室の側石と考えられる石材の一部が残されるのみであつた (人尾市教委編 2002・ 図版 3参照)。

市荻委の調査で出土し、今回保存処理を行つた鉄製品は、すべて横穴式石室を埋め戻した撹乱層から

出上したもので、副葬当時の位置が明らかなものはない。平成 13年度 (人尾市教委編 2002)に図化し

たものが含まれるが、保存処理を行つた平成 20年度報告の馬具類 2点 (人尾市教委編 2009)と今回報

告の鉄製品が、撹乱層から出土した鉄製品のすべてである。2ヵ年の再整理と保存処理を経て、再実測

を行い、出土鉄製品の種類や内容を明ら力Wこでき、新たな知見を得ることができた。今年度報告する鉄

製品には、武器では、鉄剣 (1)、 鉄鏃 (2日 3)、 武具では小札 (4～ 11)、 馬具の破片 (12)、 その他

不明鉄製品 (13～ 15)がある。

(辟 )

2)鉄製品の概要 (X線透過写真は写真 53を参照)

武器 1は鉄剣の破片であり、残存長 5。 35cm、 同最大幅 3。 9cm、 同最大厚 0.8cm、 重さ40。 5gを測る。

小片であるため全形を推測することは難しい。鏑は認められず、両面の広い範囲に木質が付着している

ことから、元来鞘に納められていたと考えられる。

2・ 3は小型の身部をもつ長頸鏃の破片で、どちらも身部は完存しているが頸部の途中で破損してい

る。 2は身部長 1.7cm、 身部最大幅 1.lcm、 身部厚 0,3cm、 頸部残存長 4.5cm、 重さ 7.4g、 3は身部長

1.7cm、 身部最大幅 1.3cm、 身部厚 0.4cm、 頸部残存長 1.3cm、 重さ3.6gを沢Iる。ともに身部断面は両丸

で、頸部断面は方形を呈する。有機質の付着は確認できない。

武具 4～11は小本L甲 (桂 甲)も しくはその付属具に用いられたとみられる小本Lである。全形のわか

らない破片も多いが、全て頭部が円頭系を呈し、繊孔 2列 4孔、綴孔下位 4孔、下揚孔・覆輪孔下端 3

孔の平札になると考えられ、腰札や裾札と判断できるものは確認できない。ただし、法量をまとめた表

8-1をみてもわかるように、大きさにバジエーションが存在し、特に幅の数値に関しては最大で 0.8 clll

という明らかな違いが認められる。これらの違いが何に起因するものかは、出土数の少ない本古墳では

判然としないが、他の古墳における小札の分類などを参考にすると、その差異は小札が用いられた部位

によると考えるのが妥当であろう。複数枚の小札が銹着している個体をみると、それぞれにほぼ法量差
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が認められないことは、この考えを傍証する。特に最大 0.8 clllと いう幅の差異から、おそらく2～ 3種

類の異なる型式の小札が存在したと想定できる。

多くの個体で有機質の付着が認められるが、繊技法や綴技法などがわかるほどに残存のよいものはほ

とんどない。ただし、6に付着する有機質を観察すると、上から下りてきた繊紐が下段の繊孔に入り、

裏から上段の繊孔に入るような組の痕跡が確認できる。この有機質のありかたを積極的に評価すると、

清水和明による通段繊 (清水 1993a)、 塚本敏夫による括付技法 (塚本 1997)と考えることができる。

このような繊 。綴孔配列と絨技法の組み合わせは清水による胴丸式性甲の分類における稲荷山型に該

当し、須恵器型式に置きかえると、T K47型式からT K10型式までの間に類例が多い (内山 2006)。 こ

の小札の年代観は出上している須恵器亀碍具の年代と大きく触齢をきたすものではないといえる。

馬具 12は馬具と考えられる鉄製品の破片である。2本の方向が異なる帯状の金具をその位置関係か

ら磯金具に伴う縁金具であると判断したため、以下では磯金具の破片として詳細を述べていくこととす

る。

周囲が全て破断面となつているため全形を復元することは困難であるが、鉄板の厚さは 2.0～4.Ocm

を沢Iり 、重さは 157.5gである。全体的に強く湾由し平らなものではないが、それが副葬当時からの形

であるのか、後の上圧などにより変形したものかは判然としない。上辺の縁金具は地板となる鉄板に鋲

留され、下辺のものは2枚の鉄板をつなぎ合わせる形で鋲留されている。縁金具は両辺ともに幅 1.Ocm

前後を測る、径 0。 5cm弱の鉄鋲が密に打ちこまれ、残存範囲内で上辺には6個、下辺には3個の鋲が確

認できる。上辺の縁金具の上には何らかの鉄製品が銹着しているように観察できるが、X線透過写真で

は判断できず詳細はわからなしち 表面に木質が付着している。上辺の縁金具よりさらに夕H則、海に相当

する部分にも鉄板が続いていることから、宮代栄―の研究における鉄地金銅装鞍である可育旨l■が指摘で

きる (宮代 1996)。 ただし、表面に金銅を貼つたような痕跡は現状で認められない。

ここまで細部の特徴を述べてきたが、注意しておかなければならない点が 2つ存在する。 1つは上で

述べた下辺の縁金具の構造である。本資料では、下辺の縁金具からさらに下方に向かつて鉄板がのびて

いるが、このような形態を示す磯金具は管見ながら認められない。通常の鞍であれば、磯金具の下方は

すぐに馬の背中であるため、このような形にはなりようがなく、磯金具ではない別の製品である可能性

も考慮する必要がある。 2つはサイズの問題である。縁金具幅 1.Ocm、 鋲径 0.5cmと いう数値は磯金具

の数値にしてはやや大きすぎる感がある。他の事例を逐一計測したわけではないため感覚的なことでは

あるが、この点にも留意しておく必要があろう。

磯金具とは異なる部品であるとしたときに類例と指摘できるものは、奈良県市尾墓山古墳出上の馬具

があげられる。この馬具は海にも放射状の縁金具がつくように復元されており (河上 1984)、 その観点

でみると本資料も同様に、海に取り付けられた放射状縁金具と考えることも可能である。ただし、その

ように考えたとしても、市尾墓山古墳例に比べて縁金具の間隔が狭いため全く同じ型式のものと考える

ことはできず、複数枚の鉄板をつなぎ合わせて海を覆っていたとも考えにくいことからすると、若干の

類似点を指摘するにとどまる。解釈の議 にヽなってしまつた感が否めないが、今後類例を検討していく

中で全体像を明らかにしていきたい。

不明鉄製品 13～15は器種の特定ができない鉄製品の破片である。13は残存長 3.2cm、 同最大幅 2.lcm、

同最大厚 0.3cm、 重さ5.7gを測る。緩い湾曲をもつ板状を呈し、幅は上述の小札と近い数値であるが、

小札に比べて分厚いことや残存部分で穿孔を確認できないことから小札ではないと判断した。有機物の

付着は確認できない。

14は残存長 3.05cm、 同幅 0。 25～ 1.4cm、 同厚 0.4～ 1.lcm、 重さ2.5gを測る。4つの鉄片が重なつて

おり、一部鉄鏃の茎と考えられる形態のものも存在することから、鉄鏃が複数個体銹着したものと考え

ることもできる。

15は残存長 3.3cm、 同幅 0.4～0.55cm、 同最大厚 0。 4cm(本質部を含むと0.5cml、 重さ2.lgを測る。

断面隅丸方形で先細りの形態を呈し、X線透過写真によると中心に穿孔がおこなわれている様子が観察
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できる。破断面における孔径は 0。 2 cmほ どで、途中で収束するようであるが、単なる亀裂の可台Bl■も残

る。全面に木質が付着していることは、この遺物の性格を反映しているものと思われるが、現状でどう

いつたものであるかは判然としない。

(`台≧1消ヨき撤 )

ヲ藍8-1  /Jヽ本L指曇鉄

実測図番号 長 さ 幅 厚 さ 孔径 重 さ

4 (3.6) 1.6 0。 15 0.25 3.6

5 4.75 1.7 0,2 0.2 7.2

6 (3.2) 1.8 0.2 0。 25 6.2

7 5,15 1,9 0。 15 0.25 8.0

8 (3.6) 2.0 0。 2 0.2 4.5

9 5。 35 2,0 0.2 0。 2 19,6

10 (4.05) 2.2 0。 15 0.2 14.8

(3,2) 2.4 0。 15 0。 2 15。 2

単位は長さ日幅B厚さ口子L径がcm、 重さん追、()は残存値

複数枚が銹着している場合は最も残りの良いものを計測した
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写真 8-1 鉄製品 写真 :鉄剣 (1)・ 鉄鏃 (2・ 3)・ 馬具 (12)・ 不明鉄製品 (13～ 15)
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10

写真 8-2 鉄製品 写真 :桂甲小札 (4～ 11)
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3)郡川東塚古墳の再検討

①副葬品の構成

郡川東塚古墳 (以下「東塚古墳」と略称)の副葬品の多くは、明治 30年 (1897)の石室開口時に散逸

しており、明らかでない部分が多い。現存する副葬品は、石室開口時に出上し、その後、明治 43年 (1910)

に作成された目録とともに地元久保田家に所蔵されている副葬品 (以下「久保田家所蔵」と略称)と 、

市教委調査で出上した 2ヵ 年にわたり保存処理を行った鉄製品 (人尾市教委編 2009及び前項)、 管玉や

須恵器・土師器 (人尾市教委編 2002)が ある (以下、「市教委調査」と略称)。

開口時の間き取り調査に基づく清原氏の報告 (清原 1976。 以下、「清原氏報告」と略称)と平成 15年

(2003)に行われた久保田家所蔵資料の調査報告 (吉田2004及び吉田氏資料調査記録をご好意により実

見)、 市教委調査で確認した副葬品を合わせて、東塚古墳の副葬品の構成について再検討してみたい。

久保田家所蔵の鏡や装身具等の資料を昭和 49年 (1974)に実見、整合した上で、清原氏は報告を作成

しており、これらの多くは現存している。特に画文帯神獣鏡については、昭和 10年 (1935)には国の重

要美術品に指定されており、東塚古墳の鏡は古くから知られていたことがわかる。鏡は、同型鏡を中心

に研究 (梅原 1944・ 小林 1976他)が進められてきた。

多量に出上したとされる刀剣類は、すべて散逸しているが、唯一残つた鉄剣の破片を観察すると、剣

身部に木質が残つており、鞘に入つた大型の剣が含まれていたことがわかる。しかし、今回報告した桂

甲小札や鉄鏃などの武具・武器類や、鞍などの馬具等の配置はおろか、存在そのものが記録に残つてい

ないため、刀貪1類以外のこれら鉄製品は、見落とされていた可含留性が高い。

明治 30年の東塚古墳の石室開日に引き続き、5年後の明治 35年 (1902)には郡川西塚古墳 (以下、「西

塚古墳」と略称)の横穴式石室が開口され、出土した副葬品は指定等になっていないものの、明治 36

年 (1903)に は、和歌山県隅田人幡神社所蔵の癸未年人物画像鏡 (国宝)の原鏡として知られる神人歌

舞画像鏡や倣製四獣鏡や須恵器等が東京国立博物館に寄贈され (木村 1981)、 また、もう一面の神人歌

舞画像鏡を和泉市久保惣記念美術館が所蔵している (和泉市久保惣美術館 1985)。 このように、西塚、

東塚の両古墳の副葬品の散逸が著しいことがわかるだろう。

断片的ながら、豊富な束塚古墳出上の副葬品の構成を整理すると、下記のようになる。

[副葬品の構成]

青銅鏡 :画文帯神獣鏡 1面 (国旧重要美術品 :清原氏報告及び久保田家所蔵)

装身具 :耳環大小 4点 (清原氏報告は観 とする。銅芯製と考えられるが、金環がX/1ヽそれぞれ 1′点あり、残り

2点は、表層が剥離しており、銅芯もしくは銀環と見えるものがあるものの本来の仕上げは不明・渡辺 1997)

青⇔同製金銅張鈴 4′点 (小型の鈴で帯金具等の装飾品の一部と考えられる。田中 1992)

勾玉 (琥珀製 1点・翡翠製 1点・アルビタイ ト製 1点・水晶製 3点 )

碧玉製管玉 32点・翡翠製棗玉 1点・水晶製六角玉 1点・水晶製切子玉 30点・ガラス製青

色小玉 84点 (以上、清原氏報告及び久保田家所蔵)・ 碧玉製管玉 1点 (市教委調査 。久保

田家所蔵の吉田2004第 6図の管玉 1と類似する色調)

武器 :刀貪1類 (40～50本 。清原氏報告)・ 貪1破片 1サ点。長頸鏃 2′煮 (市教委調査)

武具 :桂甲小札 8点 (市教委調査)｀

馬具 :鞍金具 1点・餃具 1′点。磯金具破片 1′煮 (市教委調査)

上器 :須恵器 長頸壺 (久保国家所蔵 。清原氏報告の大壺か)・ 邦 (蓋 。身):hlT15型式,TK10型式

上師器 高杯・甕破片 (市教委調査)

②副葬品の配置

清原氏の聞き取り調査によると、石室内は、石室奥壁沿いに石室主軸に直交して、朱詰めの木棺が配

置されており、棺内の被葬者が頭部を西側に向けて埋葬され、金環と鏡が副葬されていた。さらに木棺
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と奥壁の間には、木棺に平行して多量の鉄剣や鉄刀が置かれていた。そして、棺周辺に土器、羨道付近

に須恵器の壷などの土器が置かれていたとされる。

この奥壁木棺が初葬の位置であることから中心被葬者と考えると、多量の刀父1類は中心被葬者に帰属

するものであり、同じく主要副葬品のひとつである馬具と鉄鏃が銹着している破片が見られることから、

武器や武具、馬具類はともに奥壁木棺の周辺に置かれていた可含旨陛が高い。

奥壁沿いの 40～50本の刀父1類の一括副葬は大量なもので他に類例がなく、東塚古墳と築造時期が近く、

横穴式石室の可育を陛もある古市古墳群の峯ヶ塚古墳の埋葬施設のように、石室奥壁沿いに刀剣類を載せ

た板材もしくは木箱 (オ回 イ齢内められていた可能性もあるが、峯ヶ塚古墳でも大刀 15振 り程度 伺]曳野

市教委編 2002)で、本数の差は著しいため、その存否や副葬方法は不明である。

単棺埋葬であつたのか追葬があつたのかは清原氏報告からは不明だが、大小の耳環が 2対あることと

2型式の須恵器の存在から、2棺埋葬で、追葬があった可育跛l■が考えられる。多様な石材等で製作されて

いる玉類の装身具類はそれぞれの被葬者に伴うものであると考えられるが、個々の種類の帰属は明らか

でない。2棺目の棺配置は、石室内の左片袖部側 (次項③で後述)の側壁沿いに石室主軸に対し平行し

て配置されていた可台〕陛が高い。石室開口時にはすでに棺は腐朽もしく損壊していたのかもしれない。2

つの木棺が石室主軸に並列していたとされる西塚古墳とは異なる棺配置である (清原 1976)①

以上のように、清原氏報告をもとに、今回の副葬品の構成の

検討も合わせて、他の古墳での横穴式石室の副葬事例等を参考

に副葬品の配置場所を想定すると、下記のとおりとなる。

[副葬品の画己置 (第 3-2図 )]

奥壁木棺内 (中心主体):金環 (大)。 画文帯神獣鏡・装身具

奥壁と木棺の間 :刀父1類 40～50本

奥壁木棺周辺 :土器 (須恵器・土師器)・ 武器 (鉄鏃)・ 武具

(桂甲)・ 馬具類

側壁木棺内 (想定):金環 (小)・ 装身具

玄門付近 :土器 (須恵器 :壷等を含む 。土師器)

第 8-2図 副葬品配置のイメージ

③横穴式石室プランの再検討

今回の出土遺物の再整理において、上記の副葬品や棺の配置を考える上で必要となるのが、副葬品を

納めていた横穴式石室の様相である。先述したように、明治期の開口時の後日の聞き取り調査により、

副葬品配置と石室形態が清原氏報告に概略図が残されている。しかし、石室痕跡を確認した発掘調査で

は、以前に報告 (人尾市教委編 2002)し たように、石材の抜き取り痕から左片袖式 (玄室から羨道を見

た)の横穴式石室を想定したが、清原氏報告の両袖式とは不一致であった。

そこで、今回改めて、石室平面プランを再検討したところ、玄室長 5,lm、 玄室幅 3m、 羨道長 2.7m

以上、羨道幅 1.5mで復元できた (第 83図 石室復元図 参照)。 石室最下部の石材は、玄室奥壁 3石、

左側石 (奥壁から見て左側 。以下共通)で 6石、羨道部の左側壁で 3石以上となる。右側壁の側石は、

抜き取り痕が一部不明確であるが、玄室部分で6石程度と考えられる。玄門部分の袖部石材の抜き取り

痕の位置が左右で非対称であること、さらにその右玄門部の石材が石室主軸に平行した方向に据えられ

ていることから、清原氏の概略図のとおり両袖式とするには、右側の袖部を作るための石材配置となつ

ていない。また、石室下部の基礎構築石材の上面に盛られた石室構築土となる黒色シル ト層の残存位置

を見ると、復元した右側壁の石材の想定ラインから、さらに両袖式にするための右側に広げるスペース

はないと考えられるためである。

使用された石室石材は、現位置で残つていた縦約 0.4m、 横約 0.7mの面取りした玄室側石や転落した
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ものがあり、近畿地方の初期横穴式石室に見られるような板材ではなく、高安山山麓周辺で入手できる

花蘭岩の石材である。石材は、高安古墳群の造墓が始まる時期の横穴式石室である郡川 16号墳 (人尾市

教委編 2008)な どの石材の大きさに類似している。河内地域の導入期の横穴式石室である高井田山古墳

の系譜を引く古墳として、西塚古墳が位置づけられ (太田 2003・ 安村 2008)、 石室の使用石材は、板材

が想定されている。このことから、石室構築技術は、前段階の西塚古墳ではなく、次段階に東塚古墳か

ら高安古墳群へと引き継がれた可育蟄陛が高い。

東塚古墳の横穴式石室の平面プランを見てみると (表 82)、 玄室長と玄室幅の玄室比率は 1,70で 、

玄室比率 1.50の西塚古墳より長方形プランを志向している。また、群集墳における初期横穴式石室は、

郡川 16号墳の玄室比率 1,39のように正方形プランに近いものが多い。おそらく、西塚古墳や東塚古墳

などの前方後円墳での横穴式石室採用にあたつては、玄室幅をさほど広げずに玄室長だけを延ばし、室

内空間の規模を拡大したためであつたと考えられる。同時期でほぼ同規模の前方後円墳である奈良県市

尾墓山古墳は、玄室面積が東塚古墳とほぼ同等で、さらに長方形プランを志向したものとなつている。

初期横穴式石室の石室プランのほとんどが右片袖式であり、特に高安古墳群ではその傾向が顕著 (花

田2008)で あり、本復元案の左片袖式や記録にある両袖式も稀有な例であることは留意しなければなら

ない (森岡 1983)。 今後、各地の前方後円墳への横穴式石室の採用事例も含めて、横穴式石室導入期の

石室の出自や系譜の検討が必要であろう。

-

く第3区 北壁土層断面図〉
側 石

(石垣 )

石室範囲 (基礎石範囲)

第3-3図 郡川東塚古墳 横穴式石室復元図 (八尾市教委編 2002図面を追加・修正)
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吉墳名 袖型式 玄室長 玄節 剃］獅
玄室面積 羨道長 羨道幅 期鋤獅

須恵器

藤の森古墳 右方袖式 3.5 i5 233 525 1 09 06

高井田山古墳 右片袖式 373 2.34 1,59 87 2 1.18 05 TK47

※郡川西塚古墳 右片袖式 54 36 150 194 TK47

※郡川東塚古墳 左片袖式 51 3 170 153 27* 15 0.5 MT15

郡川 16号墳 右片袖式 39 28 1,39 109 43 1.4 0.5 MT15

長原七ノ坪古墳 右片袖式 357 2.5 1.43 8,9 21 044 MT15

※市尾墓山古墳 右片袖式 587 26 2.26 15.3 358 0.65 MT15-

※勝福寺古墳 右片袖式 472 2.3 2.05 10.9 4.22 141 061 MT15

表 8-2 主な初期横穴式石室の平面プラン (※は前方後円墳)

④郡川東塚古墳の被葬者像 (予察 )

今回の鉄製品の再整理で明らかにできた副葬品の内容や構成、さらに横穴式石室プランの再検討によ

り、古墳時代後期の中河内で有数の前方後円墳の一つである東塚古墳の被葬者像を知る手がかりが得ら

れた。

東塚古墳の被葬者像を考える前にまず、出土している須恵器の型式 (TK47型式)か ら、東塚古墳 lllT15

型式)に先行する時期の前方後円墳である全長約 60mの西塚古墳の概要を整理してみることにする。先

述したように、西塚古墳は、初期横穴式石室を主体部に持つ古墳として、扁平な板石を使用した玄室長

5.4m、 幅 3.6mを計る右片袖式の石室であると考えられている。玄室の長軸辺に沿つて、二棺 (う ち西

側の棺は木棺)が葬られ、奥壁付近に武器・武具類が置かれていた。副葬品は、神人歌舞画像鏡や倣製

四獣鏡を含む 3面の銅鏡や、勾玉、管玉、棗玉、小玉などの玉類、銀製垂飾付耳飾り、金環、銀環、銀

鈴、刀父1類、槍、鋲留短甲、須恵器などが出土した (清原 1976・ 木村 1981)。 鏡や垂飾付耳飾りに象徴

されるように、その特徴的かつ豊富な副葬晶から、削
「
|の地での前方後円墳築造の晴矢となった人物で

あつたことがわかる。

そして、西塚古墳に続く、東塚古墳の被葬者は、多量の刀剣類、最新の武具である桂甲、騎乗に必要

な馬具を保持していることから、武人的要素が強い人物であった可育B性が高いことがわかる。また、西

塚古墳出上の神人歌舞画像鏡が、大阪府長持山古墳や東京都亀塚古墳など11面の同型鏡があるのと同様

に、東塚古墳の画文帯神獣鏡も、「ワカタケル (雄IH6)大王」の銀象嵌の銘文のある鉄刀が出土した熊本

県江田船山古墳や奈良県新沢千塚 109号墳など全国各地に 26面もの同型鏡 (川西 2004)がある。これ

らは、中国からの舶載鏡 1/Jヽ林 1976)と 考える意見と、舶載鏡を踏み返して国内で作られた復古鏡とす

る意見 (河上 2005)が ある鏡であるが、倭の五王の時代を象徴する副葬品のひとつである。鏡の評価は

今後の課題であるが、鏡の配布を主導した倭の五王と、同型鏡を入手 。保有した各地の古墳相互に関係

性が指摘できる副葬品であることは間違いない。

さらに、東塚古墳で確認した東西約6m、 南北約 9mの範囲の横穴式石室下部の基礎構造は、石材を

多用する横穴式石室と堅牢な墳丘を構築する上で必要な技術であつた。東塚古墳の築造時期となるllT15

型式前後の有力な前方後円墳である奈良県高取町市尾墓山古墳、京都府宇治市五ヶ庄二子塚古墳、大阪

府羽曳野市峯ヶ塚古墳、さらに継体大王の墓と考えられる大阪府高槻市今城塚古墳 (高槻市教委 2007)

で共通し、かつ限定的な横穴式石室構築技術 (寺前 2007)である。「畿内型横穴式石室の採用を促し、

技術的援助を主導したいわば「元締め」ともいうべき中心勢力 (福永 2005)」 である今城塚古墳の被葬

者であろう継体大王と、中河内を始めとする近畿地方各地の有力な前方後円墳被葬者との関係がうかが

えるものである。

また、西塚古墳、東塚古墳が築造された郡川遺跡周辺では、高安古墳群の造墓の時期と並行する古墳

時代中～後期、飛鳥時代にかけての斬の羽口や鉄洋が出土 (藤井 2007)し ており、実態は明らかでない
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ものの、鉄鍛冶遺跡の存在が指摘できる地域である。晴コ十1古墳群」とも称し、ほぼ同規模の前方後円墳

が系列化して築造された両古墳の被葬者は、「高安地域の渡来系集団の統治・管理を職掌する首長 (花田

2008)」 とも考えられており、高安地域の渡来系集団の役割のひとつが鉄鍛冶・鉄器生産であつた可台Bl■

が高い。鉄鍛治集団の掌握こそ、北方に位置する古墳時代中期に築造された中河内最大の前方後円墳で

ある心合寺山古墳に代表される「楽音寺 。大竹古墳群」 (藤井 2002)と は異なる新たな勢力として、台

頭できた要因ではないだろう力兆

以上のように、中河内で最後に築造された前方後円墳である東塚古墳の被葬者は、副葬品の同型鏡を

各地に持つ画文帯神獣鏡の伝世・所有から考えると、おそらく倭の五王の最後の「武」と考えられる雄

略大王の時期に勢力を持ち始めたことがわかり、限定的な横穴式石室構築技術からは、その後の新たな

王権となる継体大王とも関係を持った新進の被葬者であったことが指摘できる。軍事力と鉄生産力を背

景に各王権との密接な関係を保持することで、中河内を新たに担うこととなつた地域首長の古墳であっ

たと理解できる。

近年、高安古墳群の詳細分布調査 (人尾市教委編 2008)や 「高安千塚シンポジウム」 (人尾市教委編

2009)等を経て、高安古墳群の実態が公々に明らかになりつつある。西塚古墳、東塚古墳の築造は、古

墳時代後期の生駒山地西麓の首長墓や鉄鍛冶遺跡に代表される生産遺跡の動向と合わせて、高安山山麓

部に集中的に造営される高安古墳群の出現と発展を考える上でも重要であり、高安古墳群との関係は今

後も検討の余地があろう。

今回の鉄製品の再整理を通じて明ら力引こできた東塚古墳の副葬品の構成と同様に西塚古墳についても

代表的な鏡や副葬品の構成など今後再検討を行いたい。さらに、東塚古墳の復元した横穴式石室プラン

と他の初期横穴式石室との比較など今後の検討課題は多いが、先述した東塚古墳の被葬者像も含めて、

古墳時代中期から後期にかけての生駒山地西麓の首長墓の動向を、稿を改めて論ずることにしたい。

(テ子ユξ;ナ十二)
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勘

番号

Ⅱ3→ 肺 勧
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入之繹 箔齢2 27212 34 36 50 135 35 46 」009/06/02

分譲住宅

(遅孝倖事脅笞訂まつ司0

Ⅱ-32)肺勘
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個人住宅

(個人住宅発掘調奇

Ⅱ-3-3)絡愁督誂

(2008-521)
入£帝架
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鷲誘2 27212 34 36 37 135 35 53 J009/05/12 27 0(

共同住宅
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)9/04・ 07
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Ⅱ3-6)駆勘
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(挺豊右写,と言思昇阿奇

Ⅱ37)酪勧
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入た帝鰤 2 27212 34 36 21 135 38 05 2009/09/14

分譲住宅

(部扁と言思ヨ円望墜)
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Ⅱ-3-17)策赤遣誂

(2009-126)
入鬼希沸 3 27212 34 37 42 135 36 36 2009/07/23

分譲住宅

(遺構確認調査)

Ⅱ-318)策斎檀誂

(2009-170)
入鬼帝稜霧整3 27212 34 37 42 135 36 37 2009/08/27

個人住宅

(個人住宅発掘調査)

Ⅱ-319)箕赤勘

(2009-187)
入之希稜チ整1 27212 34 37 33 135 36 40

2009/08/31

・09/01
240(

共同住宅

(遅影拝事駒雷訂まヨ司望⊆)

Ⅱ-3゛0)策鶏壇誂

(2009乾 34)
入た帝級ザ整1 27212 34 37 32 135 36 42 2009/09/18

朧 甫

(遅孝倖ヨ翻雷訂ま司司望塁)



ふりがな ふりがな コー ド 北緯 東経

調査期間

調査

面積

(n占)

調査原因
所収遺跡名 所在地 市町村

遺跡

番号

コー3翌 1)Υ汽遭跡
(2008-424)

民之常揃斬3 27212 34 86 41 〕009/0ち /02
分譲住宅

礎購確認調0

Ⅱ-3-22)Υ泊勘
(2009-39)

入鬼常荊箭4 27212 34 36 34 J009/04/23
分譲住宅

(銅 ヨ司望竪)

Ⅱ-3乾3)Υ白遭読
(2009-19)

入た帝入た柔詑2 27212 34 36 39 135 36 55 J009/05/13
分譲住宅

(離翻ヒ言ま司円0
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老ノ代、ホ~ム
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(個人住宅発掘調0

Ⅱ-3-26)Υ肖勘
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(個人住宅発掘調奇

Ⅱ-3-27)Υ白遭協
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K鬼帝Υ占5 27212 34 36 50 135 37 13 2009/09/09
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(個人住宅発掘調査)
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(2009-244)
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入た帝腸光筒2 27212 34 36 58 2009/10/01 150+

)百合甫

蜘 望璧)

Ⅱ-3-39)坦覇萩)gィ関 在
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入之齢 4 27212 34 36 59 135 33 55 2009/08/25。 26 31.2

)古舎甫

(逆豊右筆,窪言思ヨ司望蛍)



所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

13→ 肺 勘

(2008-347)
集落 茶良～平安・中世～近世 整引切薯・平斎 土師器・須恵器・瓦器・瓦

13-2)酪勧

(2008-476)
集落 平安時代末 勧 土師器・瓦器

I-3-3)亀豊動≧勧

9008460
集落

近世～近代、中世～近

世、平安時代後期、古墳

時代前期

土坑・井戸・ピッ

ト
市留式土器。土師器・陶器・職霧

I-3-4)元再爛

(2008-478)
集落 平安時代中期以降 土坑・溝 琳

I-3-5)級 渡等遭録

(2008-383)
集落 古墳時代初頭 遺物包含層 主内式甕等

136)爛

(2008W32)
集落 茶良～平安時代

井戸・土坑・水

田・落ち込み
土師器・須恵器

I-3-7)箕赤壇跳

(2008-454)

集落
古代～中世、古墳時代初

頭

7k田 、ピント 土師器 。須恵器・黒色土器・下瑞

I-3-8)Υ汽翫
(2008-500)

集落 近現代 井戸 弥生土器

I-3-9)イf隷ラ嘗導

9008420
集落 職′鳥

～
奈良時代

ピット・溝・落辺

み
土師器・須恵器・瓦

I-3-10)策竜翫壇録

(2008望 61)
集落 禁良時代 上器棺墓 土師器

13■ 0揃
(2008望 81)

集 落 平安時代末 。鎌倉時代 土坑・溝 衛磁器・土師器

I-3-12)

ポ破容圏翻発要亀

(2008-537)

集落 中世～近世 井戸

Ⅱ-3-→ 壱ポ著∴提彗朽燕

(2009-45)

集落

Ⅱ32)鯨勘

(2008-157)

集落
古墳時代後期～

奈良時

代・中世

遺物包含層。自身

河川

コー3-3)維愁遭詠

(2008-521)
集落

古墳時代～古代・中世～

離
水 田

Ⅱ-3つ 新 鋭

(2009-160)
集落 中担冷iF世

Jえ・ピット・カ

,鮮
土師器・瓦器

Ⅱ-3-5)笑猪枯遣翫

(2009-180
集落

弥生日朝醐 ～古墳日朝代

前期
ピット・翌 尤'滞

弥生土器・古式上師器・須恵器・

サヌカイ ト

嶺調査動

(O T N200併 6次 )

Ⅱ-36)離勧

(2008詑 30)
鎌 弥生時代中期後半 ピット・土坑 体生土器・石器

Ⅱ37)酪勘

(2009翌 20)
集落 健文時代中～後期 隠文土器

Ⅱ-3-3)督赫

(2008-535)
集落

古墳時代後期以降、中世

～ 別

ピット・溝・差絲

溝



所収鋤 制 叫 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

Ⅱ-39)督躾壇誂

(2009-75)
集落 艤 日朝式 ピット・溝 土師器・須恵器

Ⅱ-310)督推遭協

(2009179)
集落 荊鎌時代、江戸時代 ピット・溝

土師器・瓦器・近世陶磁器・銅錫

(寛永通割

Ⅱ-3-11)来の米壇協

(2009-57)
集落 中世 土師器・瓦器・瓦

Ⅱ-3-121吹 留鋼

(2009-40)
集落 土師器・瓦

Ⅱ-319訳望半�

(2009-302)
集落

古墳時代初頭・奈良時

代・平安時代 。中世末～

近世

霊 離
古式上師器 。上師器・須恵器・景

色土器

Ⅱ-310郡チ帝蛯豊功ホ

(2009-318)
集落 古墳時代中～後期 土硫 須恵器

Ⅱ3■の乃こ‰

(2009-197)
集落 古墳時代前期 遺物包含層

Ⅱ-3-16)緩術焼半

(2008-217)
寺跡 中世～近世 mp哀 土師器・須恵器・瓦

Ⅱ-317)笑鶏遭協
(2009-126)

集落 却噴日朝代胡 曽 古式土師器

コー318)策赤壇昴

(2009-170)

集落 土師器 。須恵器・瓦

Ⅱ-3-19)策赤壇誂

(2009-187)
集落

古墳時代初頭、古墳～奈

良時代

井戸・ピット、進

物包含層
手焙り形土器

桐 町査実施

(T G200併 73次)

Ⅱ-3-20)策赤遣洗

(2009翌 34)
集落 古墳時代後期～平安時代 土坑・ピント 赤生土器・土師器・須恵器・瓦

Ⅱ-3ツ1)宰為勘

(2008-424)
集落 古墳時代初頭 土坑・ピット・澤 古式上師器

Ⅱ-3詑2)Υ台遣協
(2009-39)

集落
古墳時代初頭・同中期・

平安時代末～錬倉時代
躙

Ⅱ-3詑3)Υ泊勧
(2009-19)

集落 古墳時代以降 翔 官毒 古式土師器、須恵器

H-3ゼ4)Υ歯勘
(2009-99)

集落
弥生時代後期、古墳時代

前期、中世

土坑、ピント、不

明遺構(S X321)

古式土師器、土師器・瓦器・中国

製白磁

Ⅱ-3翌5)宰泊勘

(2009-88)
集落 平安時代以降 齢

コー3-26)学白遭誂

(2009-128)

集落 中世～近世 辮官毒 赤生土器、土師器、須恵器、端

Ⅱ-3詑7)Υ泊遣翫
(2009ウ 08)

集落 ホ生時代後期、中世 溝、耕作溝 体生土器、土師器・瓦器

Ⅱ-3翌8)ギ温勧
(2009翌 14)

集落 茶良時代、中世 土師器、須恵器、瓦器



所幅 動 略 樹 ll 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記頚

Ⅱ-3-29)ギ占遭誂
(2009乾 4つ

集落 韻 H朝代御関 瞬 古式土師器

Ⅱ-330)賢肖箭壇挑

(2009-116)
集落 平安時代末期以降 宣物包含層 酪

Ⅱ-3-31)入た導商苛

(2009-16)
集落 中世～近世 勧

。
溝 平安時代の上師器

コー3-32)入鬼学商苛

(2009-18)

集落 澱 勧 近世陶磁器

Ⅱ-3-33)入鬼導拭苛

(2009-188)

鎌 剛 臀 帥 朧

Ⅱ-3お41入齢 苛

(2009-264)
集落 醜

土坑・ピット・

溝・落込み
近世陶磁器、瓦

瓦枠を持つ土坑は集水枡

の可能性がある

Ⅱ3鍔の入た¥内苛

(2009W541
集落 fEtL 井戸・溝 � 蹴 溝は環濠の可能 l■がある

Ⅱ-3-36) 鍋

(2009-46)
鎌

胡却朝帷 期・平安時

代。中世

井戸・土坑・ピッ

ト・ギ謙
土師器・瓦器・瓦

Ⅱ-3-37)多ぎ塀卦砦品詠

(2009-120)
集落 中世 土師器

Ⅱ-3-38)音嘗雪嘗鸞ギ物示

(2009-130)
寺跡 絡 嗽 ピット・溝 鰤 器 。須恵器・瑞

Ⅱ-3-39)

埋蔵鰤 〕修 ト

砲009-194)

茶良時代 土坑・溝 詢師器・須恵器
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