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本文編

51買 の上から1行 日 土坑C3998 土坑C3837
53買 の下から5行 日 第628図 11 第628図 5

54頁の上から5行 日 第628図 11 第628図 5

71貢 の下から5行 日 U字形板状土製品 (第 618図 U字形板状土製品 (第621図 、

]2頁の下から7行 目(一部削除) 22-24・ 33-37 33-37
〕l頁の下から8行 日 第209図 26～35 第209図 26～ 37

102頁の上から10行 日 カマドB131097 土坑B131097
103頁の上から3行 日 土坑B130417 溝B130417
103買の下から1行 日 土坑B130417 溝B130417
08貢の上ら2行 日 B18a8 A19jl

08頁の下から 行 目 土坑B130417(第 42図 ) 溝B130417(第 470図 )

08頁の下から 0行 日 土坑B130417 溝B130417
31頁 の下から そ子目 図版 180'181 図版 180～ 182

38頁 の上から 7,234〒 目 須恵器イ 須恵器蓋郷

39買の上から 2イ〒目 須恵器杯 須恵器蓋杯

39頁の下から 行日(追加) 高イが出上した 高イ、甕、鉢が出上した

40頁の下から行日(追加) 韓式系土器鉢 韓式系土器平底鉢

41頁の上から 0イ子目 杯、壷、はそう 蓋不、壺、甕、はそう

41頁の上から 6イ子目 杯 蓋 杯

42頁の上から 行 日 杯 蓋 杯

45頁の上から 4・ 18作テロ 土坑E090832 ピントE090832

46買の下から14行 目(追加) 須恵器不蓋
須恵器系土器高杯(22)、

須恵器郵蓋

46頁の下から2行 日 土坑E090439 ピントE090439
47頁の上から2行 日 土坑E090439 ピントE090439
87買の上から1行 日 図版243e 図版243a

92買の上から13行 目(追加 ) 考えられる。 考えられる(第440図 )。

200頁の下から11行 目 韓式土器 韓式系土器

201買の下から5行 日 図版203-208・ 251a 図版203～ 208・ 249a

202頁 の上から14行 日 質恵器杯 須恵器蓋不

202頁 の下から7行 目 土坑B130417 溝B1304ユ 7

203貢 の下から13行 日 須恵器杯 須恵器蓋イ

J04買の下から3行 日 須恵器郷 須恵器蓋杯

305頁の上から6行 目 須恵器獅 須恵器蓋不

Z08頁の上から7行 日
須恵器杯蓋 (5371～ 16・

18)

須恵器イ蓋 (537■ ～16)、 陶
質上器蓋 (537-18)

208貢の上から8行目 須恵器鉢 (537-30) 旬質土器鉢(53730)

,17頁の上から1行 日 第567図 ～第563図 第567図 ～第573図

227貫 の下から7行 日～228頁
の上から20行 目まで(削除)

E調査区流路出土遺物の
説明

(削除)

237頁の付表1左側上から16行 日 土坑B130417 溝B130417
241買の付表3右側下から9行 日 土坑E090439 ピントE090439
241買の付表3右側下から5行 日 土坑E090832 ピットE090832

2卜 22頁 の第42図 の図中 131101に 接するものを13■ 03とする131083

32頁 の第57図 の図中

3頁の表3の 10の 図面No 186

114頁の第721図 の図中 侃表 楓裏 侃 表 侃裏

114買の上から1・ 6行 日 鞘尾 鞘尻

116頁の上から14‐ 21行 目 鞘尾 鞘尻

121買の第723図 a,cのキャプション 楓側面 侃側面

165貢の表39表 の図面No. 607-2 607-3

B43頁 の分析資料 1の図面番号 (追加 ) 329-26

284買 の資料番号1999の詳細 右側P3～ M3まで遺存 P3～ Ml 右側P2～ M2まで遺存 P2～ P4

観察表編 (CDに lt7納 )

3頁 の図面170-5の器種 的質土器鉢 陶質土器蓋

頁の図面17026～ 31の器種 土師器 土師質

買の図面17315の遺構No. 2584 2484

0頁の図面17633の遺構No, と922 溝状土坑1992内

1貢の図面 77-15の 器種 須恵器甕 土師器甕

5頁の図面 8217・ 27の遺構種別 土坑 周溝

5頁の図面 82■ 7・ 27の層位など (追加 ) 周溝B131101と 同じ

16頁の図面1836・ 7の遺構種別 土坑 周溝

16頁の図面183-6。 7の層位など (追加) 周溝B131101と 同じ

Ю買の図面20ト 4の遺構種別 落ち込み 土坑

η買の図面201- 6の器種 須恵器高イ 須恵器系土器高イ

33頁の図面205- 5の遺構No 2271、 2272 2771、 2772

35貢の図面207- 2の器種 韓式系土器 須恵器甕

38買 の図面211-10の 器種 土師器不 土師器高イ

7頁の図面220-26・ 27の遺格種別 上坑 ピット

53頁 の図面22833の器種 上師器鉢 土師器鉢or甕

53頁 の図面22920・ 21の遺構種別 溝 ビント

54頁の図面230-Sの 居住域等 区画溝 北東

54頁 の図面2308の調査区 D

57頁 の図面2341の居住域等 市西 北東

7貢の図面234-1の 調査区 代 D

63買 の図面3236の備考 追加) 支脚

65頁 の図面325-4の 遺構種別 溝 井戸

82貢の図面34721の器種 土師器日縁部 土HT器 日縁部甕 ?

B2頁の図面34721の遺構種別 ピット 土坑

93買の図面4271の器種 土師器椀 土師器鉢

10頁の図面4948のの備考 外面格子タタキ 外面平行タタキ

11買の図面496-29の 遺構種別 溝 ピント

28貢 の図面537-18の 器種 須恵器蓋 旬質土器蓋

28頁 の図面53730の器種 須恵器鉢 陶質土器鉢

128貢の図面53745の 備考 (追加) 下層 . 下層.陶質土器 ?

34頁 の図面54515～ 17の器種 土師器 土師質

154頁の図面5722と の備考 瓦室須恵器 瓦質須恵器

156頁の図面5753の器種 韓式系軟質生器亀 韓式系軟質土器変

164貢 の図面606-3の 居住域 北東 区画溝

64=こ ワ9巖∃辞覇606-3θ 9�葺布尊涌霊男IJ 十 :

64百 の図面607の潰伽 o 1 1

164頁の図面607の遺物No

164頁の図面607の遺物No l

164頁の図面607の遺物No

70頁 の図面6267の地区名 319-17 B19-c5

171買の図面63014の遺橋‐層名 ゴットC2359 掘立C7のピントC2359

180買の個体番号D028の進構・層名 ゴットD1004 掘立DlのピットD1004

180頁の個体番号D052の遺構・層名 カマドD1421 竪穴D21のカマドD1421

181買 の個体番号E013の遺構・層名 ゴットE090708 掘立E10の ピットE090708

187頁の図面638-06の 遺構名 落ち込みC3224 土坑C3224

191頁の上から10番 目の敲石の遺構名 ユニ七尤C2476 井戸 C2477
194買の上から2番 目の再結合滓の遺構名 ピットA1613 井戸A1614

193頁の図面番号64卜9の図版削除

95頁の図面番号646-4の遺椿名 ピントE090524 溝B09052

195買の図面番号646-4の 地区名 319-d5 B19-o4

196頁の上から12行 日の図版
257-5-1
オ氏7-氏―

'

257-7-1
257-7-2

図版編

園版 186左上端 (追加) 土坑Al135土師器甕

園版2044段 目左 追加 寄A950上層 須恵器高杯

コ版210左 _上端 追加 lHA429 須恵器高杯

コ版2123段 目右 追加 大溝E090001中 層 須恵器イ身

園版222右下端 追加 大溝F中層a土師器鉢

コ版235右上端 追加 大溝E090001中層 円筒壇輪

コ版271キャプション (1～ 3)下顎骨R、 (4)下顎骨L (1～ 3)下顎骨L、 (4)下 顎骨R
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原
色
図
版
１

a.遺跡違景 (東上空から)

b.遺跡遠景 (西上空から)



原
色
図
版
２

a,北東居住域 (C調査区)全景

b.掘立桂建物 Cl

井戸C2476
c.上部 井筒

d.下部 井桁

e.同



原
色
図
版
３

a.北東居住域 (B調査区)全景

竪穴住居 B2

c.井戸  B131000



原
色
図
版
４

ー■.F

IIIⅢ it・・I ,
|■4

t`■ |

汁
‐ヽヽ
、.

燕ヽ 1義

――
Ⅲ

b.井 戸  D474

c.同上 細部



原
色
図
版
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a.南東居住域 (A調査区)全景

b.井戸 A494 遺物出土状況 c.同左 (細部 )



原
色
図
版
６
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|

a.南西居住域 (A調査区)全景

c.同上 断面

b.製塩土器土坑 Al135
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図
版
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a.南西居住域 (A調査区)馬埋葬土坑 A940
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色
図
版
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a.南西居住域 (E調査区)全景

、 l望

井戸  E090806 同左 遺物出土状況
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図
版
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a.北西居住域 (D調査区)全景
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同上 竪穴住居群
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版
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a.西居住域 (F調査区)全景

盈牧。SF
Y

こi(1,
同上 竪穴住居群



原
色
図
版
１１

a.竪穴住居  F935(左 )。 1134

b.竪穴住居 F935 カマ ド



原
色
図
版
１２

B130240 全景

b.区画溝 B130670 遺物出土状況



原
色
図
版
１３

a.区画溝 A950 全景

b.同上 遺物出土状況



原
色
図
版
１４

大溝 Hll 輪あぶみ出土状況

大溝 D900 遺物出土状況



原
色
図
版
１５

大溝  E090001 全景

bi同上 鎌・轡 出土状況
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版
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a 大溝 中層
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色
図
版
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a,木製鞍 上 :表面 下 :裏面

b.木製輪鐙



U字形板状土製品



原
色
図
版
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韓式系土器 移動式カマ ド
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図
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土師器長胴甕の変遷

韓式系土器・土師器甑の変遷



原
色
図
版
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韓式系土器斜格子タタキ 韓式系土器格子タタキ

黒色研磨土器

土師器高lTNの 変遷



原
色
図
版
２２

陶質土器

韓式系土器  上 :鳥足文タタキ 上 。中 :鳥足文タタキ

下 :縄蒲文タタキ中 :単線横走集線文タタキ

下 :縄席文タタキ

韓式系土器



滑石製模造品と玉類

原
色
図
版
２３

左上 :ガ ラス玉

左下 :卜 骨

右下 :鹿角製品



大 阪府 教育 委 員会 が平成13年 度 よ り実施 しま した、 なわ

て水 み らい セ ンター建 設 に伴 う蔀屋 北 遺 跡 の発掘 調査 は、

当初 の予想 を上 回 る多大 な成 果 を得 られつ つ、 平成21年 度

を以 って完 了す るに至 りま した。

平成13年 度 か ら実施 しま した各主 要施 設 建 設予 定地 の発

掘 調査 につ きま して は、 年度 毎 に概 要 を報告 して お ります

が、 この度 その集大成 とな る発掘 調査報告 書 を刊 行 す る運

び とな りま した。

蔀屋 北遺跡 が所在 す る地域 は、 古墳 時代 中期 か ら馬 の飼

育 が行 われ た牧場 で あ る 「河 内の牧」 が存在 した地 と され

た地域 です が、 今 回の一 連 の調査成 果 に よって古墳 時代 中

期 か ら後 期 にか けて の一 大 集 落跡 の存 在 が明 らか とな り、

検 出 され た遺構 や 出土 した遺物 か ら、 当地 が朝鮮半 島 か ら

移 り住 ん だ馬飼 い集 団が営 んだ集落 と判 明 し、 日本書紀 に

も記載 が認 め られ る河 内の牧 の実 態 が明 らか にな って きま

した。

蔀屋 北遺跡 の発掘 調査 も、 開始 以来 9年 が経過 し、 よ う

や く終 息 を迎 えま したが、 さらに今後 の周 辺 地域 にお け る

調査 成 果 を加 え る こ とに よって、「河 内 の牧」 の実 態 が さ

らに明確 な もの になって ゆ くで しょう。

最 後 に な りま した が、 長 期 間 に及 ぶ 調査 に際 しま して、

地元住 民 の方 々お よび 関係 各位 に多大 な ご協 力 をい ただ き

ま した ことを深 く感 謝 い た します とと もに、 今後 と も本府

の文 化財保護 行政 に一層 の ご理 解 とご協 力 を賜 ります よ う

お願 いい た します。

平成22年 3月

大 阪府 教育 委員会事務 局

文化財保 護 課長  野 口 雅 昭



例言

例  言

1。 本書は、大阪府教育委員会が寝屋川流域下水道事業なわて水みらいセンター建設に先立って

実施した、四條畷市砂・蔀屋に所在する蔀屋北遺跡の発掘調査報告書である。

2.調査は、大阪府都市整備部の依頼を受けた大阪府教育委員会が、文化財保護課調査第一グルー

プの担当で、平成■年度および平成12年度に実施した試掘調査の結果をふまえ、主要施設建

設予定地を対象として、平成13年度から平成19年度まで逐次実施した。

遺物整理作業は文化財保護課調査管理グループが担当し、現地調査と並行して平成21年度

まで実施した。各年度の調査対象地、調査担当、整理担当は以下の通りである。

調査地区 調査面積 調査期間 現地担当者 整理担当者

H地区 60■正 H13( 4. 2-H13. 6. 7 宮崎泰史 山田隆一、林日佐子、小浜 成

A調査区 5,400■ざ H13. 5。  25-1115. 3. 29 山上 弘 山田、林 、小 浜

C調査区 5,713n正 H14. 5,7～ H16 5 藤田道子 林、小浜、藤田道子

B調査区 5,400■ド H15, 4.16～ H16. ″
ｒ 28 岩瀬 透 竹原伸次、林、藤田

AB―E調査区 1,800■ド H16 6. 1-H16. 9 ９

“ 堀江門也 竹原、林、藤田

AB―W調査区 1,800■正 H16. 6.1～ H16.9.27 堀江 竹原、林、藤田

D調査区 2,010■ド H16. 12  9´一H17. 12  17 宮 崎 林、藤田

E調査区 3,140■苫 H17.1.5～ H18.1.20 岩瀬 三宅正浩、藤田

D-2調査区下層 880コ苫 H18.1.25～ H18.2.20 岩瀬 三宅、藤 田

F調査区 2,0001ざ H18. 9. 9-H19. 9. 15 岡田 賢 三宅、藤田

.調査の実施にあたっては、大阪府都市整備部下水道室、大阪府東部流域下水道事務所をはじ

め、四條畷市教育委員会、地元の砂・蔀屋自治会など、多くの方々のご協力を得た。

.蔀屋北遺跡発掘調査に係わる写真測量は、以下の業者に委託して実施し、撮影フィルムは各

受託業者が保管している。

委託年度 調査区 委託名 受託業者

平成13年度 A調査区 写真測量 (株)ウ エスコ

A調査区 写真測量 (その 2) (株)かんこう



平成14年度 C調査区 写真測量 (その 3) (株 ) ワール ド

平成15年度 B調査区 写真測量 (その4) (株)日 建技術コンサルタント

D調査区 写真測量 (その 5) (株)国上開発センター

平成16年度 E調査区 写真測量 (その 6) (株)ア コー ド

平成17年度 F調査区 写真測量 (その 7) (株)かんこう

.本書に掲載した現場写真は主に各調査担当が撮影したが、現場写真の一部と遺物写真の撮影

は有限会社阿南写真工房に委託した。

.調査の際に出土した鉄製品、鹿角製品、木製品、馬骨等の保存処理、ならびに各種分析を、

以下の業者に委託して実施した。

(保存処理)

年度 事業名 受託業者

13年度 遺物朱存処理 (讃良郡条里) 元興寺文化財研究所

14年度 馬埋葬土娠取 り上げ 元興寺文化財研究所

木製品保存処理 元興寺文化財研究所

鉄製品保存処理 元興寺文化財研究所

15年度 遺物朱存処理 元興寺文化財研究所

遺物保存処理 (その 2) 元興寺文化財研究所

馬埋葬土壊保存処理 京都科学

馬埋葬土装取 り上げ 元興寺文化財研究所

遺物保存処理 (その 3) 元興寺文化財研究所

16年度 馬埋葬土鍍用展示ケース 京都科学

木製品保存処理 (その4) 吉田生物研究所

17年度 木製品保存処理 (その 5) 大阪市文化財協会

木製品保存処理 (その 6) 吉田生物研究所

18年度 鉄製品・鹿角製品保存処理 京都科学

木製品保存処理 (その 7) 京都科学

鞍保存処理及びレプリカ 京都科学

木製品保存処理 (その8) 吉田生物研究所

19年度 鉄・鹿角製品保存処理 (その 2) 京都科学

20年度 木製品保存処理 (その 9) 吉田生物研究所



(分析 )

年度 事業名 受託業者

14年度 C14年代測定 パリノ・サーヴェイ

珪藻分析 パリノ・サーヴェイ

15年度 種実同定分析 パリノ・サーヴェイ

花粉分析 パリノ・サーヴェイ

井戸枠樹種鑑定・DNA鑑定 パリノ・サーヴェイ

C14年代測定 元興寺文化財研究所

16年度 樹種鑑定 パリノ・サーヴェイ

樹種鑑定 (その 2) パレオ・ラボ

植物珪酸体分析 古環境研究所

微細堆積相分析 パリノ・サーヴェイ

17年度 樹種鑑定 (その 3) パリノ・サーヴェイ

18年度 樹種鑑定 (その 4) パリノ・サーヴェイ

種実同定分析 パレオ・ラボ

漆塗膜分析 パリノ・サーヴェイ

土壌分析 古環境研究所

19年度

20年度 ガラス玉蛍光X線分析 パレオ・ラボ

製塩土器付着物の珪藻分析 パ レオ・ラボ

例言

。本調査の調査番号は、平成13年度 (01001・ H地区、01007・ A調査区)、 平成14年度 (02007・

A調査区・C調査区)、 平成15年度(03001・ C調査区・B調査区、03046・ D調査区)、 平成16

年度 (04001・ B調査区、04002・ D調査区、04005・ AB拡張区、04054・ E調査区)、 平成

17年度 (05001・ E調査区、05030。 F調査区、05059・ D-2調査区下層)、 平成18年度 (06002・

F調査区)である。

8.調査にあたっては、以下の方々よりご指導 。ご教示をいただきました。記して感謝の意を表

します。

安部みき子、池田 研、諌早直人、井上喜代志、林 永珍、大竹弘之、小野山節、北野 重、

木下 亘、金 大換、金 武重、権 五榮、櫻井敬夫、佐野喜美、塩山則之、鹿野 塁、白
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石太一郎、積山 洋、徐 賢珠、高松雅文、田中清美、千賀 久、西原雄大、野島 稔、橋

本俊範、濱田延充、坂 靖、菱田哲朗、別所秀高、増田 啓、松井 章、松田順一郎、真鍋

成史、丸山真史、光谷拓実、村上 始、柳本照男、山内紀嗣、山口誠治、吉井秀夫 (敬称略)

9。 本書の執筆は主に各調査担当者および岡本敏行 (調査第 1グループ主査)が分担したが、分

析編の動物遺存体については安部みき子氏および丸山真史氏に、蔀屋北遺跡の自然環境分析等

を辻本裕也氏・辻 康男氏および別所秀高氏に、出土須恵器の蛍光X線分析を三辻利一氏に執

筆をお願いし、出土ガラス玉の蛍光X線分析、木製漆塗り鞍の漆塗膜分析については、分析報

告書の報文を転載した。

本書の編集は岩瀬、藤田、宮崎、藤永正明 (調査第 1グループ総括主査)が担当した。

10.本書は300部作成し、一部あたりの単価は27,797円である。



凡例

例

1.本書で用いた座標値は日本測地系 (平面直角座標第Ⅵ系)であるが、遺構全体図には世界測

地系座標値をも併記している。また、標高は東京湾標準潮位 (T.P。)で示した。北は座標北を

示す。なお、X・ Y座標値の単位はmで表示している。

2.遺構の検出地区を表す際に、例えば、本来の正式な地区名が16-12-A18-i5の場合、全調

査区に共通する部分を省略し、A18i5と いうように記述している。

3.検出遺構の表記方法は、調査区ごとに異なっていたため、一部の調査区で使用していた遺構

の種類のアルファベット表記 (SB、 SKな ど)を漢字表記 (竪文住居、土坑など)に統一し、

遺構番号の前に調査区表示を付した。また、複数の遺構で構成されている竪穴住居や掘立柱建

物などの場合は、構成する柱京ごとに番号を付すとともに、竪穴住居Dlあ るいは掘立柱建物

Blな どのように、建物単位で新たに簡素化した番号を付している。

4.古墳時代中・後期の遺構については、調査成果を基に設定した居住域ごとに調査区を超えて

説明している。なお、本文で居住域ごとに説明を加えた遺構が多いため、付表 1～付表 5と し

て、本文編の巻末に各遺構の掲載頁を一覧表で示している。

5。 図面については本文編、図面編、総括編の3編に分散して掲載しているが、図面 (挿図)番

号は通し番号を付している。したがって図面編と総括編の図面 (挿図)番号は 1か ら始まるも

のではない。

各編に掲載した図面 (挿図)は以下の通りである。なお、分析編に掲載された挿図・写真等

については章毎に独自の番号を付し、その標記方法も統一したものではない。

本文編掲載 第1図～第14図、   図面編掲載 第15図～第694図、

総括編掲載 第695図～第745図

6.挿図 (図面)の遺物番号と写真図版の遺物番号は一致しているが、図版にのみ掲載している

ものは、この限りではない。

7.木製品の木取りについては、断面図内に木目を模式的に図示している。

8.須恵器の型式編年は、大阪府教育委員会『陶邑III』 によっているが、他の編年案との対応



については本文編の巻末に付表6と して対照表を掲載している。

9.土器実測図の断面については、須恵器は黒塗り、黒色研磨土器は網掛け、韓式系土器、須恵

器系土器、土師器は白抜きとした。

10,観察表編はCD― ROMに収納して本文編の文末に添付している。閲覧にはAdObe Reader

あるいはMicrOsOft Excelが必要です。

■.遺物の色調は、小山正忠・竹原秀雄編「新版標準土色帖」第5版に準拠し、 JIS記 号で表

示している。また、土層断面の色調に関しては一部使用されていない調査区があるが、あえて

統一を図らなかった。
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原色図版 8 a.南 西居住域 (E調査区)全景 b.井戸E090806 c,同  遺物出土状況

原色図版 9 a.耳ヒ西居住域 (D調査区)全景 b.同 竪穴住居群

原色図版10 a.西居住域 (F調査区)全景  b.同  竪穴住居群

原色図版1l a.竪穴住居F935(左 )。 1134   b.竪 鬼住居F935 カマ ド

原色図版12 a,区画溝B130240 全景 b.区画溝B130670 遺物出土状況

原色図版13 a.区画溝A950 全景    b.同  遺物出土状況

原色図版14 a,大溝Hll 輪あぶみ出土状況 b.大溝D900 遺物出土状況

原色図版15 a。 大溝E090001 全景  b。 同 錬・轡 出土状況

原色図版16 a.大溝F 中層        b.同  鞍 出土状況

原色図版17 a.木製鞍 b.本製輪鐙

原色図版18 錬轡 U字形板状土製品

原色図版19 韓式系上器 移動式カマ ド

原色図版20 土師器長胴甕の変遷 韓式系土器・土師器甑の変遷

原色図版21 韓式系土器斜格子タタキ・格子タタキ 黒色研磨土器 土師器高邦の変遷

原色図版22 陶質土器 韓式系土器 (鳥足文タタキ、単線横走集線文タタキ、縄薦文タタキ)

原色図版23 滑石製模造品と玉類 ガラス玉 卜骨 鹿角製品

(写真 図版編掲載 )

遺構

遺跡遠景 (航空写真)

図版 l a。 (垂直)

図版 2 a。 (西上空から)b。 (東上空から)

図版 3 a。 (南上空から)b。 (北西上空から)

弥生時代中期の遺構 (D-2調査区下層)

図版 4 a。 遺構面全景 (東から)b.竪 穴住居 100(南 から)

図版 5 a.方 形周溝墓 17(南東から)b。 同 西周溝内遺物出土状況 (北から)

図版 6 a～ c.方形周溝墓 17南西コーナー付近遺物出土状況 d.土坑 28遺物出土状況

e.土坑 34遺物出土状況

弥生時代中期の遺構 (D-2調査区下層・F調査区)

図版 7 a・ b,D-2調査区土坑 36遺物出土状況 c.F調 査区断ち割り 弥生中期組み合わせ鋤

d.F調査区断ち割り 弥生中期重

古墳時代中・後期の遺構 北東居住域 (C調査区)

図版 8 a.東 部全景 (北東から)b.西 部全景 (南西から)

図版 9 a.東 部全景 (北西から)b.西 部全景 (北東から)

図版10 a.竪穴住居群 (西から)C1693(右 )C2484(左 )

b.竪穴住居C1693(北 から)c.竪 穴住居C1693の カマ ド (西から)

図版1l a。 西部 竪穴住居集中部 (西から)b.竪 穴住居C3333(東 から)c.竪 穴住居C3217
(東 から)d.竪 穴住居 C2440(北 か ら)e。 同 住居内ピッ トC2573遺 物出土

状況

図版12 掘立柱建物Clおよび柱穴・柱根

図版13 掘立柱建物 C2・ C3および柱穴 。柱根

図版14 掘立柱建物C4～ C7および柱穴・柱根

図版15 掘立柱建物 C8。 Cll・ C18・ C30お よび柱穴・柱根・礎板

XXIX



図面・団版・表目次

図版16 掘立柱建物C9および柱穴・柱根 。礎板

図版17 掘立柱建物C12お よび柱穴・礎板

図版18 掘立柱建物C14お よび柱穴・礎板

図版19 掘立柱建物C15お よび柱穴・礎板

図版20 掘立柱建物C19お よび柱穴・礎板

図版21 掘立柱建物C21・ C22北 。南・C16お よび柱穴・柱根・礎板

図版22 掘立柱建物C10。 C13・ C17・ C20お よび柱穴・柱根・礎板

図版23 掘立柱建物C23・ C35お よび柱穴・礎板

図版24 掘立柱建物C25お よび柱穴・礎板

図版25 a.カ マ ドC1560(南 から)b.カ マ ド群全景 c.カ マ ドC1559(南 から)

d.掘立柱建物Cl北側土器溜 e.カ マ ドC1557(南 東から)

図版26 a～ c井戸C2476
図版27 a～ c井戸C2476下 部

図版28 a～ f井戸C2549
図版29 a～ e井戸C2549下 部

図版30 a.建物周囲溝C2422西 半部 (西から)b・ c.同 東半部 (西から)

d.土坑C2210(北 西から)

図版31 a.東部東端 溝C2331と 土坑群 (北東から)b。 土坑C2203(北 から)

c. 土ittC 2 1 9 8 (耳 ヒから) d. 三上坑C2205 (東 から) e. 土坑C2200
図版32 a.土坑C4159(北 西から)b.土 坑C3485。 C3486(南 から)

c.土坑C2415(南 西から)

図版33 a.土坑C4083(中 央)。 C4087(手 前)(南西から)b.土 坑C2927(西 から)

c. LttC 3 3 4 2(東 から)

図版34 a.土坑C3016(南 から)b.土 坑C4773(南 から)

c.土坑C2700(南 東から)d.土 坑C4243内 甕出土状況 (南から)

図版35 a.北東谷 b.北東谷内舟形木製品出土状況  c。 南谷 d.h2区 土器集積

古墳時代中・後期の遺構 北東居住域 (B調査区)

図版36 a.B調査区西部全景 (北から)b.B調 査区東部全景 (北から)

図版37 a。 竪穴住居B2(南から)b.掘 立柱建物B2(南から)

図版38 a。 掘立柱建物B3(南東から)b.掘 立柱建物B4(南東から)

図版39 a.掘立柱建物B5(南から)b～ e.掘立柱建物B5柱穴

図版40 a.掘立柱建物B8(北西から)b～ e.掘立柱建物B8柱穴

図版41 a。 井戸B131000 b.同  井戸枠内掘削後 c.井戸枠 l d.井 戸枠 2

図版42 a.周溝墓B131101(北 東から)b.同  主体部 (東から)

図版43 a～ d.周溝墓B131101周 溝内遺物出土状況 (南側周溝)・ 同部分拡大

周溝墓B131101周 溝内遺物出土状況 (東側周溝)・ 同部分拡大

e. 周溝墓B131250(北 から)

図版44 a～ d。 土坑B130764遺 物出土状況 e.土坑B130965遺 物出土状況 (束から)

図版45 a。 土坑B131001遺 物出土状況 (東から)

b.土坑B131002遺 物出土状況 (南から)

古墳時代中・後期の遺構 北東居住域 (D-2調査区)

図版46 a。 調査区全景 (東から)b.同 (完掘)

図版47 a.D-2区 東部近景 (北から)b.同  完掘

図版48 a.井戸D474 4層 掘削 (南西から)b.同  拡大 c.4層 遺物出土状況 (北西から)
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d.同部分拡大 (北東から)e.4層 下位 (南西から)

図版49 a.井戸D474 5層 遺物出土状況 (南東から)b.同 (南西から)c。 同 (北西から)

d。 同 (南東から)

図版50 a.井戸D474 6層 遺物出土状況 (南西から)b.溝 D495(北 東から)

c.同遺物出土状況 (北西から)

古墳時代中・後期の遺構 南東居住域 (A調査区)

図版51 a.居住域全景 (北東から)b.同 (南東から)

図版52 a.居住域全景 (北から)b.竪 穴住居Al。 2。 3。 4(南東から)

図版53 a.竪穴住居Al(北東から)b.同 (北東から)c,同  部分拡大

図版54 a.竪穴住居A2 b.竪 穴住居A3 c.竪 穴住居A4
図版55 a.掘立柱建物A2 b～f.井戸A494
図版56 a～ d.井戸A494 e～ g.井戸A542
図版57 a・ b.井戸A590 c・ d.井戸A676 e・ f.井戸A695
図版58 a～ d.井戸A695 e.土 坑A435

古墳時代中 。後期の遺構 南西居住域

図版59 a.B調査区居住域全景 (南東から)b.A調 査区居住域全景 (北東から)

図版60 a.A調査区居住域北半 (南西から)b.同  遺構集中部 (西から)

図版61 a.A調査区居住域南半 (西から) b.E調 査区居住域全景 (北から)

古墳時代中 。後期の遺構 南西居住域 (B調査区)

図版62 a.竪穴住居B130475(西 から)b.同  カマ ド

c.土坑B130567製 塩土器出土状況  d.同 (細部)

古墳時代中・後期の遺構 南西居住域 (A調査区)

図版63 a,竪穴住居A5(南西から)b。 竪穴住居A5(南西から)c.竪 穴住居A6(南西から)

図版64 a～ e.井戸A1501
図版65 a～ c.井戸A1613 d・ e.土坑A655
図版66 a～ c,馬埋葬土坑A940
図版67 a.馬埋葬土坑A940(完 掘)b.馬 埋葬土坑A1345 c.同 (馬上下顎骨出土状況)

d.土坑A1632
図版68 a～ b.土坑Al135 c～ h.土坑Al135(試 掘部 1層・ 2層・土層断面)

図版69 aob.土 坑A1654 c・ d.土坑A1800 e.溝 A1231

古墳時代中・後期の遺構 南西居住域 (E調査区)

図版70 a.居住区全景 (北から) b.竪 穴住居E3(東から)

図版71 a.竪穴住居E4(西から)b。 竪穴住居E5(東から)c,竪 穴住居E5カ マ ド

図版72 a.竪穴住居E6(北から)b.竪 穴住居E7(南東から)

図版73 a.竪穴住居ES(東から)b.掘 立柱建物El(東から)

図版74 a.掘立柱建物E4(北から)b.掘 立柱建物E5(西から)

図版75 a.掘立柱建物E7(東から)b.掘 立柱建物E8(東から)

図版76 a.井戸E090451(南 から)b.同  遺物出土状況 (南から)

図版77 a.井戸E090805,E090806(南 から)

b.井戸E090805検 出状況 (南東から)

図版78 a・ b.井戸E090805掘 削状況 c.井戸E090806検 出状況 (北から)
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図面・図版・表日次

図版79 a・ b.井戸E090806掘 削状況 c.同井戸枠下土坑掘削状況

古墳時代中 。後期の遺構 北西居住域 (D調査区)

図版80 a.D-1調 査区居住域全景 (西から)b.西 部遺構密集域 (南東から)

図版81 a.D-1調 査区居住域全景 (北から)b.D-2調 査区西部居住域全景 (北から)

図版82 a.D-1調 査区居住域全景 (最終面 南から)b.同 居住域全景 (最終面 北東から)

図版83 ao D-1調査区居住域全景 (最終面 北から)b.D-1調 査区竪穴住居密集域 (南から)

図版84 a。 竪穴住居Dl・ D2(南から)b.カ マ ドD1645(竪 穴住居Dl南から)

c・ d.カ マ ドD1435(竪 穴住居D2 南から)e,同  (完掘)

図版85 a.竪穴住居D3(南東から)b.カ マ ドD1646(南 西から)

図版86 a.竪穴住居D4(南西から)b.同 カマ ドD1469検 出状況

c。 同住居床面土器出土状況

図版87 a.竪穴住居D8(南 から)b.竪 穴住居D5のカマ ドD1467(南 東から)

c・ d.竪穴住居D8のカマ ドD1573(南 西から)

図版88 a.竪穴住居D15(東 から)b～ e.竪穴住居D15の カマ ドD1434(東 から)

図版89 a.竪穴住居D19'D20(南 から)b.竪 穴住居D18の カマ ドD1534(南 西から)

図版90 a.竪穴住居D15～ 19(南から)b・ c.カ マ ドDl103(竪 穴住居D19 c.南 東から)

d.カ マ ドDll14(竪 穴住居D20 南西から)

e.カ マ ドD1051(竪 穴住居D16 西から)

図版91 a。 竪穴住居D25(北 から)b～ d.竪穴住居D25の カマ ドD1598(西 から)

図版92 a・ b.カ マ ドD935(a東 から b西から)c.竪 穴住居D23の カマ ドD1484(南 東から)

d.カ マ ドD1569(東 から)e.竪 穴住居D20の カマ ドDll14(南 から)f.カ マ ドD

l140(北 から)

図版93 a.竪穴住居D27～ 29(北東から)b.掘 立柱建物Dl(北から)

図版94 a.掘立柱建物D2(南から)b.掘 立柱建物D3・ D4(北 から)

図版95 a,掘立柱建物D9(北東から)b.掘 立柱建物D10(北 から)

図版96 a.ピ ットD857礎 板 (掘立柱建物D10)b.ピ ットD931(掘 立柱建物Dl)
c.ピ ットD986礎 板 d.ピ ットD967礎 板 (掘立柱建物D18)
e.ピ ットD965(掘 立柱建物D18)f.ピ ットD1244礎 板

g.ピ ットD1538(竪 穴住居D20)h.ピ ットD1614
図版97 a.ピ ットD1664(竪 穴住居D14)b.ピ ットD1666 c.ピ ットD1868

d.ピ ットD1891礎 板 (掘立柱建物D8)e.井 戸D643上 層 f.同 下層断面

g.底部遺物出土状況

図版98 a.井戸D1281下 層 (北西から)b。 同中・下層 c.同 中層の木製品

d.c.同 最下層の土器

図版99 a.井戸D952最 下層 (西から)b.土 坑D480 cod.土 坑D926(c東 からd西から)

e・ f. 土坑D1617(e東 から  f南から)

図版100 a.溝 D986(東 から)b～ e.溝 D986遺 物出土状況

図版101 a.溝 D1036(西 から)b.溝 D1097(北 から)c.土 坑D679(北 から)

古墳時代中・後期の遺構 西居住域 (F調査区)

図版102 a.全景 (垂直)

図版103 a.全景 (東から)b.居 住区全景 (西から)

図版104 a.竪穴住居Fl完掘 (南東から)b.同  カマ ド検出状況 c.同 カマ ド完掘

d.同 中央の炭化物層 e.同 土器出土状況

図版105 a.竪穴住居F2・ 3・ 4・ 5 b.竪 床住居F2(南東から)
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図版106 a.竪穴住居F2・ 3・ 4・ 5重複状況 (北から)b.竪 穴住居F2カ マ ド

c.同 紡錘車出土状況 d.竪穴住居F3カ マ ド e。 竪穴住居F4カ マ ド

図版107 a.竪穴住居F12(左 )7(右 )b.竪 穴住居F7カ マ ド c.竪京住居F12カ マ ド検出状況

d.同 完掘状況

図版108 a.竪穴住居F12床面製塩土器出土状況 b.同 砥石出土状況 c.竪穴住居F8。 19
d.竪穴住居F8カ マ ド

図版109 a.竪穴住居F10完掘 (南から)b.同  カマ ド (北から)c.同  土器出土状況

図版110 a.竪穴住居F9(北から)b.竪 穴住居F13・ 11。 1の重複 (北東から)

図版11l a.竪穴住居F14 b.竪 穴住居F16(南 から)c・ d。 同 カマ ド

図版112 a。 掘立柱建物Fl b.掘 立柱建物F2
図版113 a.掘立柱建物F7 b.掘 立柱建物F8・ 9

図版■4 a.井戸F690 b。 同 底部遺物出土状況

図版■5 a.井戸F944遺 物出土状況 b。 同 底部遺物出土状況 c.同 ザル出土状況

図版116 a.井 戸Fl168断 面 b.同 遺物出土状況 c.土坑Fl120遺 物検出状況

d.同 完掘および土器の復元 e.同 鳥足文土器の復元近影

図版117 a.溝 F633 b.溝 F634 c。 溝F1062西 半  d。 清F1062東 半

図版118 a.溝 F1075遺 物出土状況 b.流路F625遺 物出土状況 c.ピ ットF1012
製塩土器出土状況 d.ピ ットF1269製 塩土器出土状況 e.同 細部

古墳時代中・後期の遺構 北東居住域～南西居住域の区画溝 (B調査区)

図版119 a.区画溝B130240全 景 (南から)b～ e.同 遺物出土状況

図版120 a～ h.区画溝B130240中 ・下層遺物出土状況

図版121 a～ d.区画溝B130236遺 物出土状況  e～ h。 区画溝B130670遺 物出土状況

古墳時代中 。後期の遺構 南東居住域～南西居住域の区画溝 (A調査区)

図版122 a.区画溝A950(北 から)  b.同  土層断面  c・ d.同 遺物出土状況

図版123 a.区画溝A950遺 物出土状況 b.同  (西から)c.同  U字形板状土製品

d.区画溝A429(東 から)e,同  溝内遺物出土状況 (南西から)

図版124 a.区 画溝A428全 景 (北西から)b.同 (南東から)c.同  土層断面

図版125 a。 谷F2 6世 紀水田 (北から) b.同 (西から)

古墳時代中 。後期の遺構 大溝 (H地区)

図版126 a.全景 (南東から)b.全 景 (北東から)

図版127 a.b.1層 遺物出土状況

図版128 a.2層 (南から)b～ e.2層遺物出土状況

図版129 a.3層 (南から)b.3層  木製輪鐙出土状況

図版130 a～ d.3層遺物出土状況 e。 4層 (南から)f.5層 (南から)g.5層 (北から)

図版131 a～ d.5層下位遺物出土状況 e.土層断面 f.5層 下位全景 (南から)

古墳時代中・後期の遺構 大溝 (D調査区)

図版132 a。 大溝D900 2層 遺物出土状況 (西から)b.同  3層遺物出土状況 (西から)

c,同  2層 (馬下顎骨 西から)d.同  3層 (木錘 東から)

図版133 a.大溝D900 5層 遺物出土状況 (西から)b.同  土師器

c.同  6層遺物出土状況 (南から)

d.6層近景 (北から)e.同  6層 斧柄 (東から)
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図面・図版・表目次

古墳時代中・後期の遺構 大溝 (F調査区)

図版134 a～ c。 上層遺物出土状況

図版135 a～ h.上層遺物出土状況

図版136 a～ c.中層遺物出土状況

図版137 a～ g.中層遺物出土状況 (a鞍出土状況)

古墳時代中・後期の遺構 大溝 (E調査区)

図版138 a.全景 (南東から)b～ e,上層遺物出土状況

図版139 a～ d。 中層遺物出土状況 (c錬轡出土状況)

図版140 a～ d。 下層遺物出土状況

飛鳥・奈良時代の遺構

図版141 ao D-2調 査区水田面第9c層上面 (7世紀 東から)b.C調 査区流路土手 (西から)

図版142 ao E調査区奈良時代遺構面 (南から)

b.E調査区掘立柱建物E080001(南 から)

平安時代前 。中期の遺構

図版143 a.E調査区平安時代前期遺構面 (南から)b.溝 E080001遺 物出土状況 (南から

c.同 細部 (南から)

図版144 a.D-1調 査区水田面第 8層上面 (南から)C調 査区水田面 (南東から)

図版145 a,C調査区木樋 1(北から)b.C調 査区木樋 2(南から)

図版146 a.C調査区木樋 3(南から)b.C調 査区木樋 4(南から)

平安時代後期～鎌倉時代の遺構

図版147 ao C調査区第 4面掘立柱建物 (東から)b.D-2調 査区水田7c層上面 (北から)

図版148 a.D-1調 査区 6層上面井戸D422検 出状況 (東から)b.同 下部 (東から)

図版149 a.D-1調 査区 6層上面畑・ピット (南から)b.D-2調 査区井戸D350(南 から)

八丁堤道

図版150 a.B調査区 (西から)b.E調 査区 (北から)

遺物

図版151 弥生時代前期包含層出土土器

図版152 弥生時代中期集落出土土器

図版153 】L東居住域出土土器 (1)井戸

図版154 耳ヒ東居住域出土土器 (2)井戸

図版155 】ヒ東居住域出土土器 (3)井戸

図版156 】ヒ東居住域出土土器 (4)井戸・竪穴住居

図版157 ゴヒ東居住域出土土器・土製品 (5)竪穴住居・カマ ド・土坑

図版158 】ヒ東居住域出土土器 (6)周溝

図版159 ヨヒ東居住域出土土器 (7)周溝 。土坑

図版160 】ヒ東居住域出土土器 (8)土坑

図版161 】ヒ東居住域出土土器 (9)土坑

図版162 耳ヒ東居住域出土土器 (10)土坑

図版163 】ヒ東居住域出土土器 (11)土坑

図版164 】ヒ東居住域出土土器 (12)土坑
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図版165 】ヒ東居住域出土土器 (13)上器群

図版166 】し東居住域出土土器 (14)井戸・土器だまり。溝

図版167 】ヒ東居住域出土土器 (15)落ち込み 。土坑・包含層

図版168 】ヒ東居住域出土土器 (16)土坑・溝 。包含層

図版169 】ヒ東居住域出土土器 (17)移動式カマ ド

図版170 】ヒ東居住域出土土器 (18)掘立柱建物Cl柱材

図版171 】ヒ東居住域出土土器 (19)掘立柱建物礎板

図版172 】と東居住域出上土器 (20)製塩土器

図版173 】ヒ東 。南西居住域出土土器 (21)製塩土器

図版174 南東居住域出土土器 (1)掘立柱建物・竪穴住居・井戸

図版175 南東居住域出土土器 (2)井戸

図版176 南東居住域出土土器 (3)井戸

図版177 南東居住域出土土器 (4)井戸

図版178 南西居住域出土土器 (1)井戸

図版179 南西居住域出土土器 (2)井戸

図版180 南西居住域出土土器 (3)井戸

図版181 南西居住域出土上器 (4)井戸

図版182 南西居住域出土土器 (5)井戸・溝

図版183 南西居住域出土土器 (6)土坑

図版184 南西居住域出土土器 (7)土坑

図版185 南西居住域出土土器 (8)土坑

図版186 南西居住域出土土器 (9)土坑

図版187 南西居住域出土土器 (10)土坑

図版188 南西居住域出土土器 (■)土 坑

図版189 南西居住域出土土器 (12)製塩土器

図版190 耳ヒ西居住域出土土器・土製品 (1)竪穴住居

図版191 】ヒ西居住域出土土器 (2)竪穴住居

図版192 耳ヒ西居住域出土土器 (3)竪穴住居

図版193 】ヒ西居住域出土土器 (4)井戸

図版194 】ヒ東・北西居住域出土土器 (5)竪穴住居・井戸・土坑

図版195 西居住域出土土器 (1)竪穴住居

図版196 西居住域出土土器 (2)竪穴住居

図版197 西居住域出土土器 (3)竪穴住居・溝

図版198 西居住域出土土器 (4)井戸・土坑

図版199 西居住域出土土器 (5)井戸

図版200 西居住域出土土器 (6)溝
図版201 区画溝出土土器 (1)

図版202 区画溝出土上器 (2)

図版203 区画溝出土土器 (3)

図版204 区画溝出土土器 (4)

図版205 区画溝出土土器 (5)

図版206 区画溝出土土器 (6)

図版207 区画溝出土土器 (7)

図版208 区画溝出土土器 (8)

図版209 区画溝出土土器 (9)

図版210 区画溝出土土器 (10)
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図面・図版・表目次

図版211 区画溝出土土器 (11)

図版212 大溝出土土器 (1)

図版213 大溝出土土器 (2)

図版214 大溝出土土器 (3)

図版215 大溝出土土器 (4)

図版216 大溝出土土器 (5)

図版217 大溝出土土器 (6)

図版218 大溝出土土器 (7)

図版219 大溝出土土器 (8)

図版220 大溝出土土器 (9)

図版221 大溝出土土器 (10)

図版222 大溝出土土器 (11)

図版223 大濤出土土器 (12)

図版224 大溝出土土器 (13)

図版225 大溝出土土器 (14)

図版226 大溝出土土器 (15)

図版227 大溝出土土器 (16)

図版228 大溝出土土器 (17)

図版229 大溝出土土器 (18)

図版230 大溝出土土器 (19)

図版231 古墳時代前期流路出土土器 (1)

図版232 古墳時代前期流路出土土器 (2)

図版233 古墳時代前期流路出土土器 (3)

図版234 出土遺物 埴輪 (1)

図版235 出土遺物 埴輪 (2)

図版236 出土遺物 U字形板状土製品 (1)

図版237 出土遺物 U字形板状土製品 (2)

図版238 出土遺物 U字形板状土製品 (3)

図版239 出土遺物 U字形板状土製品 (4)

図版240 出土遺物 U字形板状土製品 (5)

図版241 出土遺物 U字形板状土製品 (6)

図版242 出土遺物 U字形板状土製品 (7)

図版243 出土遺物 石製品 (1)管玉・勾玉 。子持勾玉

図版244 出土遺物 石製品 (2)紡錘車

図版245 出土遺物 土製品 (1)紡錘車

図版246 出土遺物 石製品 (3)双孔円板・有孔円板

図版247 出土遺物 石製品 (4)双孔円板

図版248 出土遺物 石製品 (5)臼玉・土玉

図版249 出土遺物 石製品 (6)砥石

図版250 出土遺物 石製品 (7)砥石

図版251 出土遺物 石製品 (8)砥石

図版252 出土遺物 鉄製品 (1)鎌・斧

図版253 出土遺物 鉄製品 (2)曲柄刀子

図版254 出土遺物 鉄製品 (3)刀子

図版255 出土遺物 鉄製品 (4)摯・錬轡 。環状金具

図版256 出土遺物 鉄製品 (5)釣針・鏃

剣形模造品・鏡形模造品
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図版257 出土遺物 鉱滓

図版258 出土遺物 土製品 ふいごの羽日・土錘

図版259 出土遺物 ニホンジカ肩甲骨 (卜 骨)

図版260 出土遺物 鹿角製刀剣装具 柄頭・鞘尾

図版261 出土遺物 骨角製品

図版262 出土遺物 鹿角製加工品・ヒョウタン

図版263 出土遺物 編み物 籠

図版264 出土遺物 動物遺存体 ウマ 頭蓋骨 (1)

図版265 出土遺物 動物遺存体 ウマ 頭蓋骨 (2)

図版266 出土遺物 動物遺存体 ウマ 頭蓋骨 (3)'上顎臼歯列

図版267 出土遺物 動物遺存体 ウマ 頭蓋骨・椎骨・上肢骨

図版268 出土遺物 動物遺存体 ウマ 下肢骨・中手骨 。中足骨

図版269 出土遺物 動物遺存体 ウマ・ウシ

図版270 出土遺物 動物遺存体 ニホンジカ・イノシン

図版271 出土遺物 動物遺存体 イヌ 下顎骨

図版272 出土遺物 動物遺存体 イヌ

図版273 出土遺物 動物遺存体 哺乳類 。両生類・爬虫類

図版274 出土遺物 動物遺存体  トリ・貝・カニ

図版275 出上遺物 動物遺存体 サカナ

図版276 出土遺物 木製品 (1)鍬・鎌柄・竪杵

図版277 出土遺物 本製品 (2)横槌 。エブリ

図版278 出土遺物 木製品 (3)鋤柄把手・反柄・鍬 。一木平鋤・柄

図版279 出土遺物 木製品 (4)横槌 。大足 。本錘

図版280 出土遺物 木製品 (5)木錘

図版281 出土遺物 木製品 (6)日盛板・斧柄 。斧柄未製品・刀子柄

図版282 出土遺物 木製品 (7)梓・紡錘車・挿入部留具・緯打具・カセカケ (支え木)

図版283 出土遺物 木製品 (8)タ タリ (台 )

図版284 出土遺物 木製品 (9)槽
図版285 出土遺物 木製品 (10)槽

図版286 出土遺物 木製品 (11)槽・コップ形容器・盤・箱側板・曲物底板

図版287 出土遺物 木製品 (12)椅子・椅子脚・鞘・柄頭

図版288 出土遺物 木製品 (13)鞘尻・柄装具・刀形 。鏃形 。剣形

図版289 出土遺物 木製品 (14)舟形・衣笠腕木・輪鐙

図版290 出土遺物 木製品 (15)鞍 (後輪)

図版291 出土遺物 木製品 (16)サ シバ形・ササラ状木製品・杓子状木製品 。横杓子

図版292 出土遺物 木製品 (17)琴板・琴柱・筑状弦楽器

図版293 出土遺物 木製品 (18)下駄・背負子・火鑽臼

図版294 出土遺物 木製品 (19)ア カ取り

図版295 出土遺物 木製品 (20)舷側板・竜骨

図版296 出土遺物 木製品 (21)建築部材・柱・垂木・扉・井桁・杭

図版297 出上遺物 本製品 (22)有頭棒・用途不明品

図版298 出土遺物 木製品 (23)用途不明品

図版299 出土遺物 木製品 (24)用途不明品 。板材・加工残材

図版300 出土遺物 木製品 (25)用途不明品

図版301 出土遺物 木製品 (26)蓋・タタリ・用途不明品 。大足

図版302 出土遺物 木製品 (27)下駄・木錘 。日盛板
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図面 ,図版・表目次

図版303 出土遺物

図版304 出土遺物
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第 1節 調査に至る経緯

第 1章 調 査 に至 る経 緯 と調 査 経 過

第 1節 調査に至る経緯

大阪府土木部 (当 時)では、北河内地域に位置する寝屋川流域のうち、北部地域では、昭和

40年度から流域下水道事業に着手し建設を進めている。近年の都市化による人口増加と生活様

式の向上により、汚水量が増加の一途をたどり、処理能力の増強により生活環境の改善と公共用

水域の水質保全を図るため、なわて水みらいセンターが計画された。

寝屋川北部流域では、計画処理区域面積 6,725ha、 計画処理人口750,000人の汚水処理を「鴻

池水みらいセンター」、「なわて水みらいセンター」の 2箇所の処理場で行なうように計画されて

いる。なわて水みらいセンターでは、寝屋川北部流域下水道計画に基づき、1日 当たり152,000

∬の汚水の高度処理を行う。このうち、76,000∬ /日 対応の水処理施設を早期供用を目途に事業

を開始した。

蔀屋北遺跡の位置第 1図
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第 1章 調査に至る経緯と調査経過

第 1回調査 確認調査

なわて水みらいセンター計画地の北半部は、讃良藩条里遺跡として周知されているため、平成

■ 年 4月 、土木部長 (当 時)か ら遺跡の取り扱いについて協議を受け、包含層の有無とその形

成時期、遺構面の枚数と深度を明らかにするため確認調査を実施した。

調査は平成 12年 3月 13日 に着手し、4月 ■ 日に終了した。当初水処理施設予定地内に 5m

×5mの A地区と3m× 50mの B地区の 2箇所の調査区を設定 した。調査途中仮設道路予定地

に 3m× 3mに C・ D地区の 2箇所の調査区、合計 193ポ の調査区を設定した。A地区では平安

時代中期の屋敷地、B地区では鎌倉時代の坪境水路を検出した。また A・ C・ D地区では、条里

遺構の下から新たに古墳時代の集落を検出した。溝、土坑の他、柱文には当時の柱が多数遺存し、

保存状態の良好な古墳時代遺構面の存在が明らかとなった。

確認調査の結果、讃良郡条里遺跡の範囲である水処理施設北半部は発掘調査の実施が必要であ

り、遺跡範囲外の南部については、計画地南側へ向けて、遺構面が広がることが判明したため、

さらに試掘調査が必要である旨、土木部長 (当 時)に回答した。

第 2回調査 試掘調査

平成 12年 11月、土木部長 (当 時)か ら試掘調査の依頼を受け、前回調査で確認された遺跡

の南側への広がりと深度を把握することを目的に試掘調査を実施することとなった。

試掘調査は、平成 12年 ■ 月 8日 に着手し、12月 19日 に終了した。当初、水処理施設予定

地内の南半部に 5m× 5mの E地区を設定した。また盛土除去に伴う先行工事を実施するため、

旧表土と調査対象遺構面の高さを確認するため、F・ G地区を設定した。E地区の調査により14

面の遺結面が確認され、特に古墳時代の遺構面から検出された土坑から、彩しい量の製塩土器、

須恵器、土師器が出土した。

この結果、なわて水みらいセンター計画地全体に、条里制にかかる遺構はもちろんのこと、古

墳時代中期の遺構面が全面に展開していることが判明したため、本体工事建設に先立ち発掘調査

が必要である冒、土木部長 (当 時)あ て回答した。

讃良那条里遺跡の南側へ展開することが明らかとなった当該地区は、条里制遺構のほか古墳時

代に特徴を持つ遺跡として把握することが適当と判断されたため、予定地全体を「蔀屋北遺跡」

として新たに周知することとなった。

立坑部の調査

なわて水みらいセンターに流入接続する門真寝屋川直送幹線下水管渠の発進立坑が予定地の北

西隅に建設されることとなった。発進立坑部の発掘調査は、平成 13年 4月 2日 に着手し、6月

6日 に終了した。6m× 10mの竪坑をH地区として設定した。当調査区でも古墳時代の遺構面か

ら溝が検出され、木製輪鐙をはじめ、U字形土製品、鹿角製品、滑石製臼玉、多孔円板等多彩な

遺物の出土があった。

以上の確認調査、試掘調査等の結果に基づき、平成 13年 3月土木部長 (当 時)か ら教育長あて、
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第 2図 試掘調査区の位置

寝屋川流域下水道事業に伴う埋蔵文化財包蔵地の調査について依頼があり、「寝屋川流域下水道

なわて水環境保全センター水処理施設土木工事」を端緒として蔀屋北遺跡の発掘調査に着手する

ことになった。

なお、水処理施設発掘調査着手以前と以後の調査区名を区別するため、上記 3調査の調査区に

はA～ H地区の名称を与えた。 (水みらいセンター各施設に伴う調査区はA～ F調査区として報

告。)

第 2節 調査経過 と調査の方法

第 1項 調査経過

調査は、平成 ■ 年度と平成 12年度の、三度に及ぶ試掘調査の結果を受け、主要施設建設部

分の全域を対象として、平成 13年度より平成 19年度にかけて順次実施された。なお、水処理
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第 1章 調査に至る経緯と調査経過

施設については、対象面積が約 17,200だ と膨大なため、北端部、中央部、南端部に調査区を三

分割し、調査区ごとに実施した。各年度の調査経過は以下の通りである。

平成 13年度

平成 13年度は、建設予定地内の二ヶ所で発掘調査を実施した。

敷地内の北西端部付近にあたる地点で門真寝屋川直送幹線下水管渠築造工事が計画され、発進

立坑部分 (H地区・対象面積約 60イ )の発掘調査を、調査第一グループが宮崎泰史を現地担当

者として平成 13年 4月 2日 から同年 6月 7日 までの期間で、また、なわて水みらいセンター水

処理施設建設予定地のうちの南端部分 (A調査区・約 5,400∬ )の発掘調査を、山上 弘を現地

担当者として平成 13年 5月 25日 から平成 15年 3月 29日 までの期間を費やして実施 した。遺

物整理は調査管理グループが山田隆一、林日佐子、小浜 成を担当者として、現地調査と並行し

て実施した。

平成 14年度

平成 14年度は、建設予定地内の二ヶ所で発掘調査を実施した。

平成 13年度より引き続き、A調査区の調査を平成 15年 3月 29日 まで実施し、完了するとと

もに、水処理施設建設予定地のうちの北端部分 (C調査区・約 5,700ポ )の発掘調査を、藤田道

子を現地担当者として平成 14年 5月 7日 から平成 16年 1月 5日 までの期間を費やして実施し

た。遺物整理は山田隆一、林日佐子、小浜 成を担当者として、現地調査と並行して実施した。

平成 15年度

平成 15年度は、建設予定地内の二ヶ所で発掘調査を実施した。

平成 14年度より引き続き、C調査区の調査を平成 16年 1月 5日 まで実施 し、完了するとと

もに、水処理施設建設予定地のうちの中央部分 (B調査区・約 5,400ポ )の発掘調査を、岩瀬

透を現地担当者として平成 15年 4月 16日 から平成 16年 7月 28日 までの期間を費やして実施

した。遺物整理は竹原伸次、林日佐子、藤田道子を担当者として、現地調査と並行して実施した。

平成 16年度

平成 16年度は、建設予定地内の五ヶ所で発掘調査を実施した。

平成 15年度より引き続き、B調査区の調査を平成 16年 7月 28日 まで実施し、完了するとと

もに、水処理施設建設工事作業ヤード部分 (AB―E調査区・約 1,500∬ 、AB―W調査区・約 1,500

紛 の発掘調査を、堀江門也を現地担当者として平成 16年 6月 1日 から平成 16年 9月 27日 ま

での期間で、ポンプ棟・沈砂池棟部分 (D調査区 。約 2,010ポ )の発掘調査を、宮崎泰史を現地

担当者として平成 16年 12月 9日 から平成 17年 12月 17日 までの期間で、急速ろ過池部分 (E

-4-



第2節 調査経過と調査の方法

調査区 。3,140紛 の発掘調査を、岩瀬 透を現地担当者として平成 17年 1月 5日 から平成 18

年 1月 20日 までの期間を費やして実施した。遺物整理は竹原伸次、林日佐子、藤田道子を担当

者として、現地調査と並行して実施した。

平成 17年度

平成 17年度は、建設予定地内の二ヶ所で発掘調査を実施した。

平成 16年度より引き続き、D調査区の調査を平成 17年 12月 17日 まで、E調査区の調査を

平成 18年 1月 20日 まで実施し、完了するとともに、断ち割り調査によって下層に遺構が確認

された沈砂池棟部分 (D-2調査区下層・880∬ )の発掘調査を、岩瀬 透を現地担当者として

平成 18年 1月 25日 から平成 18年 2月 20日 までの期間を費やして実施した。遺物整理は三宅

正浩、藤田道子を担当者として、現地調査と並行して実施した。

平成 18年度

平成 18年度は、建設予定地内の一ヶ所で発掘調査を実施した。

管理棟・発電機棟部分 (F調査区 。2,000ポ )の発掘調査を、岡田 賢を現地担当者として平

成 18年 9月 25日 から平成 19年 9月 15日 までの期間を費やして実施した。遺物整理は三宅正浩、

藤田道子を担当者として、現地調査と並行して実施した。

平成 19年度

平成 19年度は、建設予定地内の 1箇所で発掘調査を実施した。

平成 18年度より引き続き、F調査区の調査を平成 19年 9月 15日 まで実施し、完了した。こ

れをもってなわて水みらいセンター主要施設建設に伴う発掘調査は終了した。遺物整理は三宅正

浩、藤田道子を担当者として、現地調査と並行して実施した。

平成 20年度

遺物整理を三宅正浩、藤田道子を担当者として実施し、それと並行して各調査担当者によって

報告書作成作業を実施した。

平成 21年度

各調査担当者によって報告書作成作業を実施し、本報告書の刊行をもってすべての作業が完了

した。

第 2項 調査の方法

なわて水みらいセンター建設の第 1期工事は、水処理施設、機械施設、砂ろ過施設など多く施
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第 3図 調査区位置図

設が建設され、完成までに10年を要する事業である。事前発掘調査は、各施設の建設の順序に従っ

て実施したため、完了までに7年を要した。そのため、調査を円滑に進め、調査の一貫性を保つ

ために、初年度 (平成 13年度)に建設予定地全体を網羅する地区割りを設定した。調査区の地

区割は 1/25000地 形図 (都市計画図)を基本 (東西 2 km、 南北 1.5km)と して、この地図を300

等分し、100m四方の区画を設定する。この区画は南北方向のアルファベットと東西方向のアラ

ビア数字で表現し、南北に北から南へ A～ Oの 15列、東西に東から西へ 1～ 20の 20列で、表

示する場合は南北を優先する。さらに 100m区画を 100等分して 10m四方の区画を設定し、この

区画は南北方向のアルファベットと東西方向のアラビア数字で表現し、南北に北から南へ a～ j

の 10列、東西に東から西へ 1～ 10の 10列で、表示する場合は南北を優先する。10m単位のメッ

シュは、国土座標の整数値に合致するものである。一連の調査で用いた座標値は日本測地系 (平

面直角座標第Ⅵ系)であるが、遺構全体図には世界測地系座標値をも併記している。調査対象地は、

16-12-A18～ 20、 16-12-B18～ 19、 16-12-C18～ 19の 7区画に跨って所在する。

掘削に際しては、盛土、整地土および表土層をバックホウを用いた機械掘削によって除去し、

その下層からは 1層ごとに人力掘削した。また、調査の迅速化と省力化を図るために、遺構面ご

とにヘリコプターによる写真測量を行い、10m単位のメッシュを基準として平面図を作成した。

現地で作成した図面類もこれに習っている。

検出した遺構の表記方法については、調査区によって差異が生じていたため本報告で統一する

WI上
_

ワイ吼71‖ |::

109876543/2,1
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第 4図 調査地付近の地区割概念図

ことを考慮したが、検出された遺構の数があまりにも膨大であり、表記を統一することでかえっ

て混乱を招くことが懸念されたため、今回は、調査区によっては使用していた遺構の種類のアル

ファベット表記 (SB、 SKな ど)を漢字表記 (竪京住居、土坑など)に変換することと、遺構

番号の前に調査区表示を記号で付すことのみを統一した。したがって、たとえばA調査区のSK

1632は 土坑A1632、 C調査区の井戸 2549は 井戸C2549な どと表記されている。

また、複数の遺構で構成されている遺構 (掘立柱建物など)の場合は、構成する柱穴ごとに番号

を付すとともに、掘立柱建物Blな どのように、建物単位で新たに番号を付している。
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第 1節 遺跡の位置と地理的環境

第 2章 遺跡の位置 と環境

第1節 遺跡の位置と地理的環境

蔀屋北遺跡 (第 5,6図)は、弥生時代から江戸時代までの遺構が連続的に確認される複合遺

跡であり、現在の地形においては河内平野の北東部の標高約 3～ 6mの氾濫原に位置している (第

7図、別所 2006)。

この氾濫原から遺跡の東方に南北に連なる生駒山地にかけては、そこから西流する讃良川、岡

部川、清滝川などの河川によって形成された複合扇状地が発達し、その複合扇状地から低地部に

かけては、これらの河川によって形成された自然堤防が顕著にみられる。本遺跡は、上記氾濫原

に形成された自然堤防上に立地する。

本遺跡の各時代の遺構変遷は後段にて触れるが、弥生時代から連綿と続く遺構面のあり方と、

調査と合わせて行った古環境の復元的な研究によって、本遺跡における地形の変遷過程が明らか

にされている は1)。

それは、かつて梶山彦太郎・市原実両氏によって、河内平野の変遷過程が明らかにされて (梶

山・市原 1972)以降において、発掘調査が多く実施され、古環境復元に関する所見が多数蓄積

されている河内平野南半部に対し、平野北半部においても、本遺跡や第二京阪道路建設に伴う発

掘調査等において、ようやく蓄積され始めた新たな所見 (井上 2007・ 2008、 辻・辻本 2006・

2009、 一瀬 2005な ど)の一つと位置付けることができる。本遺跡については、「総括 。分析編」

においてこの詳細が明らかにされている (辻・辻本「蔀屋北遺跡の自然科学分析」)。

ここではその概略について簡単に触れ、遺跡の地理的な環境の変遷を確認しておきたい。

本遺跡は、縄文海進期 (7200～ 6300年前頃)に は内湾の浅い海域であったが、縄文時代前

期中葉頃 (6000～ 6300年前)以降、河川の堆積作用により徐々に陸化が進んでくる。この時

期には三角州が発達し始め、縄文時代中期前葉 (5300～ 5600年前頃)には、三角州平野となり、

河川氾濫原が広がる。これ以降縄文時代後期にかけては、現在の寝屋川の旧流路による土砂堆積

と、生駒山地から流下する河川による堆積が複雑に影響しあう状況であり、陸域と水域の分布は

複雑であったようだ。

縄文時代後期前葉 (4000～ 4300年前頃)に堆積環境が安定し、弥生時代中期にかけて断続

的に土壌帯を形成 していく。本遺跡では弥生時代前期の土器等もみられるが、中期前葉～中葉に

かけて微高地上に形成された集落跡を検出しており、その南側の低地部分では、土壌分析結果等

から水稲栽培を行っていたと考えられる。

弥生時代後期～古墳時代前期にかけては、洪水の流入が多くなり不安定なV巳濫原の堆積環境と

なるが、古墳時代中期～後期には再び安定した堆積環境となり、先の時期に形成された自然堤防
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第 2章 遺跡の位置と環境

第 6図 明治期の地形における蔀屋北遺跡とその周辺 (大 日本帝国陸地測量部発行 明治

44年発行「吹田」「大阪東北部」「星田」、大正 8年発行「生駒山」より作製)
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第 7図 蔀屋北遺跡周辺の地形環境 (別所2006よ り、一部改変)

上に集落が展開する。この古墳時代中～後期の集落跡は、本遺跡を最も特徴付けるもので、馬の

飼育と関連の深い集団により形成されたと考えられている他、朝鮮半島との密接なつながりも多

く指摘されてきた は2)。

この時期の集落跡は、細い帯状の自然堤防上に形成されており、その間は湖沼的な水域や湿地

や湿原的な環境が展開していたと考えられている。

古墳時代中期～後期における集落は、近年第二京阪道建設に伴う発掘調査が行われた讃良郡条

里遺跡における、同時期の集落展開のあり方と同様に ((財)大阪府文化財センター 2008。 2009

など)、 西を南北に走る旧寝屋川と、生駒山地から西流する讃良川、岡部川によって挟まれた逆「コ」

の字形の水路に囲まれたような構造の地形に形成されていることが注目される (一瀬 2005)。 こ

れにより、巨視的には河内湖の最奥部において、南北 。東西方向を河川によって囲まれたような

地形に形成されている集落とみることができ、その大きな区画の中で、間に低湿地を挟みながら

存在する複数の自然堤防上に立地している集落ということができる。なお、このような地形環境

のあり方は、明治期の地形からも読み取ることができる (第 6図 )。

古墳時代後期～飛J島時代以降は、自然堤防間の低湿地が河川堆積物により埋没していく一方で、

これを母材とした耕作土が、水田面として広範囲に検出される。中世段階においては、一部クレ
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バススプレーなどの洪水堆積物により形成された自然堤防上に、集落跡が検出されている。また

中世以降では、岡部川の天丼川化により、本遺跡は南からの土砂供給をうけながら、現地表面付

近まで堆積が進む。近世には堆積土砂を利用して島畠を形成するが、一貫して三角州平野部にお

ける耕作地であり続ける。

第 2節 歴史的環境

本節では、主に本遺跡周辺に存在する遺跡について縄文時代～中世にかけて概観する。

旧石器時代 四條畷市域では讃良川河床遺跡や岡山南遺跡でハンドアックスやナイフ形石器

が、寝屋川市域では高宮遺跡付近でナイフ形石器等が多数検出している。

縄文時代 四条畷市域では、田原遺跡において早期の押型文土器が出土している。枚方丘陵部

の交野市神宮寺遺跡、枚方市穂谷遺跡でも、早期の押型文土器が出土している。また寝屋川市高

宮遺跡では、北白川下層式、大歳山式土器が出土している。

中期に属する寝屋川市讃良川遺跡では、堅果類の貯蔵点が検出され、土器の他に獣骨や貝類が

出土している。さらに大阪外環状線の東側である同市讃良郡条里遺跡 03-1(5区 )では、北

白川C式期の土器が集中的に検出されている。

後期では四条畷市砂遺跡、同市更良岡山遺跡等がみられる。更良岡山遺跡ではヒスイ製石斧や

大型彫刻石棒などをはじめ多量の土器や石器が出上しており、その内容から北陸地方との関連が

注目される。

晩期では、寝屋川市長保寺遺跡、讃良郡条里遺跡 03-1(8区 )な どで土器等が出土してい

るほか、同市小路遺跡、高宮遺跡などでも遺物が確認されるほか、更良岡山遺跡では当該時期の

上坑墓が複数検出されている。

弥生時代 前期では四条畷市雁屋遺跡、田原遺跡で土器が出土している他、寝屋川市高宮八丁

遺跡では、土器や木器等多量な遺物が出土しており、当該時期の製点的な集落の様相をていして

いる。また讃良那条里遺跡でも前期に属する土器が、突帯文土器と共伴して出土している。この

あり方は高宮八丁遺跡や本遺跡においても確認されている。また本遺跡の南方では、大東市中垣

内遺跡でも前期に属する遺物が出土している。

中期になると遺跡数は増加し、雁屋遺跡では方形周溝墓が多数検出されている。また本遺跡で

も集落域が検出されている。寝屋川市域では、大尾遺跡において方形周溝墓群が、太秦遺跡にお

いて集落が検出されている。枚方丘陵では枚方市交北城ノ山遺跡で中期前葉から中葉にかけての

集落跡と墓域が検出され、同市田ノロ山遺跡では中期末頃の集落跡が検出されている。また枚方

市星ヶ丘遺跡では中期から後期にかけての集落と墓域が検出されている。

一方本遺跡と旧寝屋川を挟んで西側では旧淀川水系の流路による土砂堆積によって三角州が発

達していた。門真市大和田遺跡では中期の小型鋼鐸が 3個体出土している。また同市古川遺跡で
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は方形周溝墓が検出されている。また先の中垣内遺跡でも方形周溝墓が確認されている。

後期では、讃良郡条里遺跡 03-1(1区 、 4区)において後期末から古墳時代初頭の集落跡

が検出されている。また打上中道遺跡でも後期の集落が考えられている。また雁屋遺跡でも集落

跡が検出されている。枚方丘陵部では、田ノロ山遺跡、北山遺跡、長尾西遺跡等が存在し、鷹塚

山遺跡では、集落跡が検出されており、小型傍製鏡が出土している。

古墳時代 前期に属する古墳等は、本遺跡周辺では小路遺跡から前方後方形周溝墓、方形周溝

墓が検出されている他、四条畷市忍岡古墳がみられる。また枚方丘陵部では交野市森古墳群など

がある。

中期では、本遺跡の他に高宮遺跡や長保寺遺跡で集落跡が検出されている。四条畷市域では中

野遺跡、奈良井遺跡、鎌田遺跡など本遺跡と同様に韓式系土器、馬の飼育に関連する性格を有す

る遺跡が確認されている。同様の様相は讃良郡条里遺跡でも確認されている。当該期の古墳とし

ては、高宮遺跡付近では寝屋川市太秦高塚古墳や尾支群が確認されており、本遺跡周辺では四條

畷市墓ノ堂古墳や清滝古墳群、更良岡山古墳群がみられる。旧寝屋川の西側では、大庭北古墳群、

普賢寺古墳、梶古墳群がみられる。

後期においても本遺跡では集落跡が検出されている。また長保寺遺跡や讃良郡条里遺跡、高宮

遺跡においても集落跡が検出されている。当該期の古墳は、本遺跡東方の生駒山麓に清滝古墳群

や更良岡山古墳群、三味頭古墳などが確認される。また本遺跡の北東部では、太秦古墳群や打上

古墳群が存在する。

古代 生駒山麓に古墳時代後期に展開した古墳群の位置関係は、古代に至って寺院の配置関係

に置き換わる。河内国讃良藩では太秦廃寺、高宮廃寺、讃良寺、正方寺が建立された。これらは

眼下にゆるく傾斜した低平で広大な平野部を一望できる場所に立地しており、この順に北から配

されている (一瀬 2005)。

低地部では高宮遺跡や大尾遺跡では、整然と並ぶ大型総柱掘立柱建物が検出されており、高宮

廃寺との関連が想定されている。讃良那条里遺跡では古代の掘立柱建物が複数検出されている。

小路遺跡では自然流路より墨書土器や絵馬等が検出されている。四條畷市木間池北方遺跡でも自

然流路から土馬や墨書土器等の祭祀遺物が多数出土している。

讃良郡条里の施行は、発掘調査によると奈良時代後期にはこれに伴うとみられる畦畔が検出さ

れていることから、この時期に比定されると考えられている。

寝屋川の西側では、門真市橋波口遺跡で集落跡が検出されている。また普賢寺遺跡では寺院跡

とみられる遺構が検出され、鋼製仏具が出土している。また古川上流部と寝屋川が近接する辺り

では、寝屋川市高柳遺跡があり、平安時代の掘立柱建物跡が多数検出されている。さらに高柳遺

跡の北東部には高柳廃寺がある。

中世 本遺跡では自然堤防上に集落跡を検出しており、その周囲の低地部分で本田耕作を行っ

たことが判明している。本遺跡の東に位置する巣本遺跡でも微高地上に形成 された集落跡を検出
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している。また門真市宮野遺跡では「茨田堤」との関連が注目される木組み遺構などが検出され、

普賢寺遺跡では寺院関連の遺構が検出されている。枚方丘陵部に比べ寝屋川流域の低地部におい

ては、中世に属する遺構が検出された遺跡の数は多くはない。

中世城館跡としては、生駒山麓では飯森山、野崎城、田原城跡などが、平野部でも三箇城が築

かれており、今後その内容の把握が期待される。

註1「総括・分析編」辻・辻本「蔀屋北遺跡の自然科学分析」参照。

註2 本遺跡における既往の調査成果の概要である「蔀屋北遺跡発掘調査脱要」 I～Ⅶを参照。

参考文献

一瀬和夫 2005「河内平野変遷に関する覚書―北半の旧石器から吉代像―」『古代学研究』169号 38～ 48頁

古代学研究会

井上智博 2007「5000年前の人々が見た北河内一海・川・森そしてムラー『歴史シンポジウム資料 河内湾か

ら肥沃な平野に一北河内平野の形成を考える一』寝屋川市教育委員会

井上智博 2008「位置と環境」『讃良郡条里遺跡Ⅵ』 (財)大阪府文化財センター調査報告書173集 7～ ■頁

梶山彦太郎・市原実 1972「大阪平野の発達史」『地質学論集』7 101～ ■2頁 日本地質学会

(財)大阪府文化財センター2008『讃良郡条里遺跡Ⅶ』大阪府文化財センター調査報告書第182集

(財)大阪府文化財センター2009『讃良郡条里遺跡Ⅸ』大阪府文化財センター調査報告書第188集

辻康男・辻本裕也 2006「蔀屋北遺跡における自然科学分析」『蔀屋北遺跡発掘調査概要Ⅳ』25～ 37頁 大阪

府教育委員会

辻康男・辻本裕也 2009「古環境分析」F讃良郡条里遺跡Ⅸ』331～ 364頁  (財)大阪府文化財センター調査報

告書第188集

別所秀高 2006「蔀屋北遺跡における古環境分析の実践」F蔀屋北遺跡発掘調査概要Ⅳ』 21～ 24頁 大阪府教

育委員会
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第 1節 層序

第 3章 調査の成果

第 1節 層序

本調査には複数の調査担当者が係わっており、個別に報告された概要報告書を比較した結果、

土層に付された土色名等がそれぞれ微妙に異なっていることが判明した。担当者によって付され

た土色名等に差異が生じる結果となっているが、広大な範囲を調査しており、地区によって対応

する同時期のベース層が異なることも想定される。したがって今回本報告書をまとめるにあたっ

ては、あえて土層の統一を図らずに調査区毎の層序を記し、そのうえで各調査区間の遺構面の対

照を行うこととした。

第 1項 A・ BoC調 査区

A・ BoC調査区は水処理施設建設部分である。水処理施設は、南北約 180m、 東西約 90mの

広大な施設であるため、調査区をA(南側)・ B(中央部)・ C(北側)に三分割して実施した。

1.A調査区 (第 8図 )

A調査区では、T,P。 1.Om付近で検出した古墳時代中・後期の遺構面までを全面調査の対象深

度としていたが、それ以下の層序と遺構の有無を把握するため、トレンチを設定して T.P。 -1,Om

の深度まで調査 した。なお、旧地表面の標高は T,P,4.7～ 5,8m付近にあったが、試掘調査の結

果を踏まえて、盛土および近 。現代にかかる堆積層を、T,P。3.6mま で機械で除去した。

T.P。 -1.Om付近で検出した第 17層暗灰黄色シル ト質粘土 (2.5Y4/2)か ら縄文時代後期の

土器片が少量出土 した。一連の調査で検出された遺物のうち、最も前出のものと認められる遺物

である。調査区東端部に設定した トレンチの北端部で北側へ大きく落ち込む状況が認められた。

第 16層黄灰色シル ト質粘土 (2.5Y4/1)を間に挟んだ上層の T,P,-0.7m付近に、第 15層黒色

粘土 (5Y2/1)が堆積する。植物遺体を含み、内部から弥生時代前期新段階の土器が出土している。

第 14層オリーブ黒色粘土 (5Y3/1)を 間に挟んだ上層の T.P,-0.4m付近に、第 13層黒色粘

土 (2.5Y3/1)が 堆積する。植物遺体を大量に含み、内部から弥生式土器が少量出土した。

第 13層の上には、第 12層灰色～灰オリーブ色シル ト (7.5Y4/1・ 5Y4/2)が堆積する。上面

が第 12遺構面のベースとなる層で、古墳時代中・後期の遺構が検出された。T.P,1.Om付 近にあ

る。内部からは古墳時代前期の上器がごく少量出土した。

第 12層の上には、第 H層灰色砂混じり粘土 (5Y4/1)が堆積する。上面が第 11遺構面のベー

スとなる層で、古墳時代後期の遺構が検出された。内部からは古墳時代以前の土器が出土した。

第 11層の上には、第 10層オリーブ黒粘土 (7.5Y3/2)が堆積する。Ca班を多く含む層で、
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第 3章 調査の成果

上面が第 10遺構面のベースとなる。足跡と畦畔が検出された。内部からは古代以前の上器が出

土した。

第 10層の上には、第 9層黄褐色～淡黄色砂 (2.5Y5/3・ 2.5Y8/3)が堆積する。上面が第 9

遺構面のベースとなる。階段状に形成 された耕作面が検出された。内部からは古代以前の土器が

出土した。

第 9層の上には、第 8層灰色細砂混 じり粘土 (5Y4/1)が堆積する。上面が第 8遺構面のベー

スとなる。足跡と畦畔が検出された。

第 8層の上には、第 7層オリーブ黒色粘土 (10Y3/1)が 堆積する。上面が第 7遺構面のベー

スとなる。足跡が検出された。

第 7層の上には、第 6層オリーブ黒色砂混じり粘土 (7.5Y3/2)が 堆積する。上面が第 6遺構

面のベースとなる。

第 6層の上には、第 5層オリーブ黒色粘土 (7.5Y3/1)が 堆積する。上面が第 5遺構面のベー

スとなる。足跡が検出された。内部からは中世以前の上器がごく少量出土した。

第 5層の上には、第 4層黄灰色粘土 (2.5GY6/1)と淡黄灰色砂の混土 (2.5Y8/4)が 堆積する。

上面が第 4遺構面のベースとなる。東西方向の大畦畔、畦畔、足跡などが検出された。大畦畔の

南側は T.P。 2.8m、 北側は T,P,2.6～ 2.8m付近にある。内部からは中世以前の上器がごく少量出

土した。

第 4層の上には、第 3層暗緑灰色粘土 (7.5GY4/1)が 堆積する。上面が第 3遺構面のベース

となる。足跡と畦畔が検出された。内部からは中世の土器がごく少量出土 した。

第 3層の上には、第 2層暗青灰色粘土 (5BG4/1)が 堆積する。上面が第 2遺構面のベースと

なる。南北方向の畦畔、島畠、足跡などが検出された。

第 2層の上には、第 1層暗青灰色粘土 (10BG4/1)が堆積する。上面が第 1遺構面のベースと

なる。南北方向の畦畔、島畠、足跡などが検出された。T,P,3.6m付 近にあり、近世の遺構面である。

2.B調査区 (第 9図 )

B調査区では、先行したA調査区およびC調査区の調査結果に基づいて、南半部ではT.P,0.5m、

北半部では T.P.1.2m付近の古墳時代中・後期の遺構面までを全面調査の対象深度としていたが、

それ以下の層序と遺構の有無を把握するため、 トレンチを設定して ToP.-1,Omの深度まで調査

した。旧地表面の標高は T.P.5.8m～ 7.Om付近にあったが、試掘調査とA調査区およびC調査

区の結果とを踏まえて、T,P.3.lm～ 3.25mま で機械で除去した。

まず、T,P。 -lmで検出した黒褐色粘土上面の縄文時代対応面から、T,P,-0。 5m付近で検出

した暗灰黄色粘土状面の弥生時代中期対応面までは、ほぼフラットな自然堆積層が続く。

その上には、C調査区の西半部からB調査区の北西半部にかけて、河川の氾濫で雄積したと思

われる砂層によって自然堤防が形成されており、その上面から弥生時代後期の遺物が出土してい
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る。この地形はB調査区中央から南方へ、あるいはC調査区中央から東方へと、概ね 10mで 8%

の比高差を持って傾斜し、その後は緩やかに下った後にわずかに上昇する。

その上には、青灰色シル トが地形に沿って覆うような状態で堆積し、上面が第 13遺構面のベー

スとなる。標高は低位地が T,P,0.6m付近、自然堤防上の高位地が T,P,1.4m付近にある。ほぼ全

域で古墳時代中 。後期の遺構が検出されたが、高位地で特に集中する状況を呈 していた。

その上には、第 13面 を覆うように黒灰色シル トの堆積がみられた。層厚は全体的に薄いが、

特に高位地では Om～ 0。 lmと 極薄である。これに対して傾斜面や低位地では比較的厚 く堆積が

見られた。上面が第 12遺構面のベースとなる。標高は低位地が T.P,0。7m付近、自然堤防上の

高位地が T,P,1.5m付近にある。古墳時代後期の遺構が検出されており、基本的には第 12面が

後期の遺構面といえるが、後期の遺構が中期の遺構とともに第 13面で検出される傾向が、特に

層厚の薄い高位地で強く認められた。また、この層は古墳時代中期の遺物包含層となっており、

掘削時に遺物が大量に出上した。

その上には、暗緑色粘質上の堆積がみられた。この層は調査区の北東半部の低地でのみ確認さ

れた層で、層厚 0,3m弱 と比較的厚い。上面が第 11遺構面のベースとなる。標高は ToP,0。9m付

近にある。7世紀の小区画水田が検出された。この層は古墳時代後期の遺物包含層となっている。

その上には、暗緑色強粘性粘土の雄積がみられた。この層は地形に沿って覆うように調査区全

域に堆積しており、層厚 0.2m～ 0.3m弱 と比較的厚い。上面が第 10遺構面のベースとなる。標

高は低位地が T.P.0,9m付近、自然堤防上の高位地が T,P,1.6m付近にある。 8世紀の小区画水田

が検出された。

その上には、まず北半部の高位地に暗緑灰色の砂が薄く堆積し、その後、地形に沿って全域を

覆うように暗緑灰色の粘土が堆積している。明確な遺構は検出されなかったが、両隣の調査区と

の関わりから上面を第 9遺構面とした。出土遺物から8世紀後半に比定できる。標高は低位地が

T,P,1.Om付近、自然堤防上の高位地が T,P,1.7m付近にある。

その上には、まず地形に沿って覆うように北半部の高位地に灰緑色粘質土が堆積し、その後、

中央部から南側にカルシウム斑を含む緑灰色粘土が堆積する。その際中央部が 0.5mの 幅で盛り

上がり、東西方向の上手を形成する。土手の項部と両側裾部との比高差は、北側が 0.lm、 南側

が 0。4mを 測った。南半部の標高は T.P.1.lm付近にあり、それまでの自然地形による傾斜面を、

土手を築いて意図的に段を形成することによって、より効果的な土地利用を図ったものと考えら

れる。北半部の標高は T,P.1.9m付近にあり、土手北裾部は T.P。 1.3m付近にある。上面が第 8遺

構面のベースとなる。

その上には、土手の南側の低位地にのみ暗緑灰色の粘質土が堆積する。層厚 0。 lm～ 0.15mと

薄く、土手を超えるまでには至らない。標高は T.P。 1.2m付近にあり、上面が第 7遺構面のベー

スとなる。この段階では、土手の北側には新たな土層の堆積が認められなかった。

その上には、土手の南側の低位地にのみ暗緑灰色粘土が堆積する。層厚は 0。 2m内外で、標高
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は T,P,1.3m付近にある。上面が第 6遺構面のベースとなる。この段階でも、土手の北側には新

たな土層の堆積は認められなかった。

その上には、まず地形に沿って覆うように北半部の高位地に灰緑色砂が薄く堆積し、その後、

調査区全域に灰黒色粘土が厚く堆積する。調査区中央には、東西方向に走る幅 2.5mの大畦畔が

認められ、その南側はほぼフラットで、標高は T,P,1.9m付近にある。一方、北端部は T.P。 2.2m

付近にあり、そこから中央に向かって約 0。3mの比高差を持って緩やかに傾斜する。上面が第 5

遺構面のベースとなる。11世紀の条里水田が検出された。

その上には、北半部は暗灰色砂質土が薄く堆積し、その上面が第 4遺構面のベースとなり、畦

畔などが検出された。中央部では灰色粗砂が堆積 し、その上面が第 4遺構面のベースとなる。南

半部では黄灰色砂を挟んで暗灰色砂質土が堆積し、その上面が第 4遺構面のベースとなる。この

段階でほぼフラットとなり、標高は T.P.2.2m付 近にある。調査区の中央部、第 5面で大畦畔が

検出された直上に、東西方向に走る幅 10m、 最大高 0.8mの 堤状の構造物を検出した。堤は砂と

シル トを盛り上げて形成され、杭を打ち乏んで補強されている。讃良那条里遺跡の一角の坪境に

当たる里道と考えられる。出土遺物から、第 4面は 11世紀後半に比定される。

その上には、北半部は暗灰色粘土が堆積し、その上面が第 3遺構面のベースとなる。中央部で

は灰青色粘土が堆積し、その上面が第 3遺構面のベースとなり、南半部では黄灰色砂を挟んで暗

灰色粘土が堆積し、その上面が第 3遺構面のベースとなる。標高は南側が T.P。2.6m付近、北側

が T,P.2.3m付近にあり、南側が高い。中央部には堤状の里道がみられるが、里道は幅 13m、 最

大高 1.2mを測り、南側が拡張されていることがわかった。

その上には、北半部は灰色粘土、灰青色砂質土、灰青色粘上が順に堆積し、灰青色粘土上面が

第 2遺構面のベースとなる。中央では灰青色粘土が堆積し、その上面が第 2遺構面のベース、南

半部では灰色砂を挟んで暗灰色砂混じり粘土が堆積し、その上面が第 2遺構面のベースとなる。

この段階で里道の両側はほぼフラットとなり、標高はT.P.2.7m付近にある。里道は同位置にあり、

幅 13m、 最大高 1.2mと 変化はみられない。

その上には、北半部は暗灰黄色砂質上、灰色粘質上が順に堆積し、灰色粘質土上面が第 1遺結

面のベースとなる。南半部では暗灰色粘土、灰色粘土が順に堆積し、その上面が第 1遺構面のベー

スとなる。里道の両側はほぼフラットで、標高は T,P,3m付近にある。里道は同位置にあり、幅

13m、 最大高 0。 8mを測った。出土遺物から、第 1面は 15世紀に比定される。

3.C調査区 (第 9・ 10図 )

C調査区では、古墳時代中・後期の遺構面までを全面調査の対象深度とし、結果的にToP,0.8m

～ 1.5m付近まで掘削した。また、それ以下の層序と遺構の有無を把握するため、 トレンチを設

定して T,P,-1.Omの深度まで調査した。

まず、T.P.-lmで検出した黒褐色粘土上面の縄文時代対港面から、T,P.-0.5m付近で検出
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2 青灰色粘土 (鉄分沈着が著しい)

3 青灰色粘土(黄色砂力寸昆じる)

4 暗仄色土+灰白色砂
5 暗灰色上十褐灰色土
6 暗灰色土+灰色粘土
7 暗灰色粘土
8 陪黄灰色土+灰色粘土
9 褐灰色粘質土
10 暗青灰色粘土

11 青灰色粘土
12 青灰色粘土
13 暗青灰色粘質土
14 暗青灰色シルトに青灰色砂がプロックで混じる
15 黒灰色シルトに責灰色砂が混入
16 暗褐色砂
17 暗褐灰色粘質土
18 責褐色砂
19 砂礫層
20 黄褐色砂+暗青灰色砂質土

21 青灰色砂質土
22 暗青灰色粘上に砂カゾロック状に多く混じる
23 暗灰色粘質土に灰色砂が混入
24 灰白色砂礫層
25 暗青灰色砂質十黄色砂
26 灰色粘上に青灰色砂が少 混々じる
27 にぶい灰色粘土(砂プロック含む)

28 砂層
29 明灰色粘土
30 黒灰色粘土
31 仄色粘土に緑灰色粘土シルトがプロック状に混じる

第10図  C調査区土層断面図

C調査区

A調査区

H地区

ヽ

団
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第 1節 層序

した暗灰黄色粘土状面の弥生時代中期対応面までは、ほぼフラットな自然堆積層が続く。

その上には、C調査区の西半部からB調査区の北西半部にかけて、河川の氾濫で堆積したと思

われる砂層によって自然堤防が形成されている。

その上には、青灰色シル トないしは青灰色粘土が雄積し、その上面が第 11遺構面となっている。

検出レベル T,P.1.5m前後で、古墳時代中期～後期の集落を構成する遺構を多数検出した。

その上には、古墳時代中期の遺物包含層である黒灰色粘土が堆積 し、その上面が第 10遺構面

となっている。T,P.1.8m前後で、古墳時代後期の集落を構成する遺構を検出した。

その上には、古墳時代後期の遺物包含層である灰色～暗灰色粘上が堆積する。この層は調査区

南東部に所在する谷状地形の上を覆う層である

その上には、特に南東部谷状地形の上に、平安時代前期の包含層である砂層と鈍い灰色粘土が

堆積し、その上面が第 8遺構面となっている。T,P。1.4m前後で、谷状地形に沿うように走る畦

畔が検出されている。

その上には、平安時代中期の包含層である灰白色砂礫層と暗灰色砂質土 (灰色砂が混入)が堆

積し、その上面が第 7遺構面となっている。条里制地割による畦畔で区画された水田が検出され

た。

その上には、黄褐色砂と暗青灰色砂質土、砂礫層などが堆積し、その上面が第 5b遺構面となっ

ている。南北方向の段で区画された耕作面が検出された。

その上には、平安時代後期の包含層である黄褐色砂、暗褐灰色粘質土、暗褐色砂、黒灰色シル

ト (黄灰色砂が混入)、 暗灰色シル ト (黄灰色砂ブロックが混じる)な どが堆積し、その上面が

第 5a遺構面となっている。調査区の一部で畦畔が検出された。

その上には、平安時代後期の包含層である暗青灰色粘土、青灰色粘土などが堆積し、その上面

が第 4遺構面となっている。T,P.2.5m～ 2.8m前後で、調査区北半部で平安時代後期の集落遺構

が検出された。

その上には、第 3遺構面 (室町時代)、 第 2遺構面 (近世)、 第 1遺構面 (近世)が、T.P,3.25m

までの間に認められ、いずれも耕作地跡が検出された。

第 2項 D調査区 (第 ll図 )

D調査区はポンプ棟・沈砂池棟建設部分である。西半部のポンプ棟部分をD-1地 区、東半部

の沈砂池棟部分をD-2地 区と呼称 した。

D調査区では、古墳時代中・後期の遺構面までを全面調査の対象深度とし、T.P.1.Om付 近ま

で掘削した。また、それ以下の層序と遺構の有無を把握するため、 トレンチを設定して T,P,±

Omの深度まで調査した。その結果、調査区の東半部にあたるD-2地 区の、ToP,0。3m付近で弥

生時代中期の遺構面を確認した。そのため、D-2地 区の全域を対象として、T.P,Omの深度ま
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第 3章  rJB査の成果

で調査 した。

D-2地 区の東半部の、T.P,0。3m付近で灰白色シル ト～砂層の堆積が認められ、その上面が

第 15遺構面で、弥生時代中期前葉の遺構が検出された。西に向かって緩やかに低くなっていき、

西半部ではToP,± Om付近にあり、遺構はまったく認められない。

その上には、弥生時代中期の包含層である黒帽色砂混 じり粘土が堆積する。検出レベル T.P.

0.5m前後で、直下層と同様に、西に向かって低 くなるとともに集落の西端部付近で消滅する。

その上には、間層を挟んで第 14層の青灰色シル トないしは粘土が堆積 し、その上面が第 14

遺構面となっており、古墳時代中・後期の遺構が検出された。標高はD-2地 区中央部で T.P.十

0.5m付近、D-2地 区西半からD-1地 区全域と、D-2地 区東端部では T,P。1.3m付近にある。

第 14層の上には、 6世紀の遺物包含層である第 13層オリーブ灰色粘土 (緑灰色粘土や灰色

粘土のブロック混じり)が堆積する。その上面が第 13遺構面となっており、古墳時代後期の遺

構が検出された。

その上には、粗粒砂を挟んで第 12層オリーブ灰色粘質上が堆積する。その上面が第 12遺構

面で、畦畔を検出した。

その上には、第 11層灰白色～淡黄色粗粒砂を含む灰色粘土が堆積する。その上面が第 ■ 遺

構面で、畦畔が検出された。

その上には、第 10層暗灰色粘質砂混 じリシル トが堆積する。その上面が第 10遺構面で、畦

畔が検出された。

その上には、第 9層が堆積するが、第 9層は 9a～ 9c層に細分できる。第 9a層は灰色砂混じ

リシル ト、第 9b層は灰オリーブ色～灰白色粗粒砂、第 9c層は灰白色粗粒砂～灰色シル トである。

第 9c層上面が第9c遺構面となっており、畦畔が検出された。

その上には、第 8層灰色シル トとオリーブ灰色粗～中粒砂の混合層が堆積する。その上面が第

8遺構面となっており、平安時代の遺構が検出された。。

その上には、第 7層が堆積するが、第 7層は 7a～ 7c層 に細分できる。第 7a層は灰～灰白色

の粗～中粒砂で、その上面が第 7a遺構面となっており、中世のピット、畝溝などが検出された。

第 7b層 は灰～灰オリーブ色の粗～中粒砂で、その上面が第 7b遺構面となっており、畦畔や溝

が検出された。第 7c層 は灰色粘質シル トを含む緑灰白色～緑灰色シル トである。その上面が第

7c遺構面となっており、畦畔が検出された。

その上には、第 6層灰～灰白色の粗～細粒砂が堆積する。その上面が第 6遺構面で、中世 (12

世紀末～ 13世紀)の ピット、井戸、畝溝などが検出された。

その上には、第 5層灰白色粗～中粒砂および灰黄褐色粘質土が堆積する。その上面が第 5遺構

面で、中世 (12世紀末～ 13世紀)の溝、土坑、井戸、ピット、畝溝などが検出された。

その上には、第 4層灰～灰オリーブ色の粗～中粒砂が堆積する。その上面が第 4遺構面で、畝

溝が検出された。
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第8面
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黄色混じりの青仄色砂質土
淡青灰色微砂
暗褐色砂質土(弱粘性)青灰色微砂プロック混じる
黒責灰色砂 下半では約lcmの礫を大量に含む(西側では暗い

)

黄褐色粗砂(小礫混じり)南側では固くしまっている(人丁堤構成上)

6 暗褐色粘質土(下 半で微砂、植物遺体を含む)

7 青灰色砂際 含む〉
8 暗褐色粘質土砂 との互層)

9 暗褐色砂質土(一 部上半に粘質混入)

10 黄褐色砂
■ 灰色砂質土 鉄分による褐色斑が顕著に見られる
12 青灰色砂質土 粘性あり
13 褐灰色土
14 黄色褐色礫混じり砂
15 黄灰色砂
16 黄褐色砂
17 黄灰色砂と灰白色微砂の互層
18 緑灰色シルトと灰白色シルトの互層
19 淡責灰色砂(礫含む)

20 責灰色微砂と明青灰色粘質土と礫 (3～5cm)の互層
21 明青灰色粘質土と黄灰色砂の互層
22 淡責灰色微砂
23 黄灰色微砂
24 灰緑色砂質土
25 灰青色砂質土

26
27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

第12図  E調査区土層断面図

緑灰色粘質土
緑灰色シルトに黄灰砂ブロック混じる
青灰色砂質土
暗茶褐色シルト
暗灰色粘質土
灰黄色粗砂
暗青灰色粘質土(下部に2層 の砂混じる)

灰黄色砂
暗緑灰粘土(上部に2層 の砂混じる)

明青灰色粘質土(砂気が多い)

暗青灰色粘上
暗灰色粘上
暗灰茶色粘質土
褐黄色微砂
暗茶褐色粘土
灰緑色砂質土
灰緑色砂質土に灰責色砂をブロック|こ含む
緑灰色シルトと黄灰色砂の互層
灰青色粘土(砂混じり)

灰色粘上
灰黄色粗砂
仄青色粘土と責灰色粗砂と灰色微砂の互層
責灰色砂
緑灰色粘土(粘性強い)と茶褐色粘土の互層
灰青色粘質土(砂混じり)

51 灰責色粗砂
52 灰色粗砂
53 灰青色砂質土
54 暗灰青色砂質土
55 黄灰色砂と灰青包微砂の互層
56 暗灰青色砂質土(炭含む)

57 責灰色粗砂と灰青色微砂の互層
58 責灰色砂
59 灰青色粘質土と黄褐色砂の互層
611 黄灰色砂混じり灰青色粘質土
61 暗灰青色砂質土と黄灰色砂の互層
62 緑灰色粘質土
63 灰青色粘土(砂混じり)

64 暗灰青色粘質土 (砂礫混じり)

65 灰白微砂と灰青色粘質シルトの互層
66 暗灰青色粘土(強粘性おびる)

67 暗灰緑色粘土(炭混じり)

68 黄褐色砂
69 暗灰色粘質シルト
70 71とほtr同じ
71 黒褐色粘質シルト
72 黒掲色粘質シルトに青灰色粘質シルトラ加 ック混じり
73 暗灰色粘質シルト
74 暗褐色粘質シルトに暗灰青色シルトの互層
75 暗灰青色粘質シルト

第1面

第2面

第3面

第4面

東壁

76 費灰色微砂
77 暗灰青色粘質シルトに黄灰色微砂プロック含む
78 暗灰青色シルトと黄灰色微砂と灰黄色微砂と灰茶色粘上の互層
79 黒褐色粘質シルト
80 責灰色粗砂
81 暗灰青色粘質シルト
82 暗灰青色粘質シルトに黄灰色微砂プロック含む
83 青灰色砂と黄灰色微砂の互層
84 黒灰色粘質シルト
85 責灰色砂
86 オリーブ茶色粘土 カルシウム斑を含む
87灰白色微砂と黄灰色砂と暗灰青色砂質土
88 オリーブ茶色砂質土 カルシウム斑、植物遺体多く含む
89 灰黄色微砂 茶褐色粘上とオリーブ褐色砂質上のブロックを含む
90 暗茶褐色砂質土
91 暗茶褐色砂質土(灰黒色粘土プロック含む)

磁 黒灰色粘土に暗灰緑色砂質土をプロック状に含む
93 灰青色粘質土
94 暗茶褐色粘質土(木質を大量に含む)

95 86と tatr同じ
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その上には、

その上には、
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その上には、

第 1節 層序

第 3層砂礫を含む灰色粗～中粒砂が堆積する。

第 2層灰黄色粗～中粒砂が堆積する。その上面が第 2遺構面で、畝溝が検出され

第 1層灰オリーブ色粗～中粒砂が堆積する。上面が T.P。 2.8m付近にある。

第 3項 E調査区 (第 12図 )

E調査区は砂ろ過施設部分である。

E調査区では、古墳時代中・後期の遺構面までを全面調査の対象深度とした。

当地区は集落の西端部付近にあたると想定されていた地域であったが、調査の結果、調査区の

中央部で古墳時代中・後期の集落の西端を限定する、南北 |こ縦断する大溝が検出された。集落内に

あたる大溝の東側はT.P,0.9m～ 1.2mで、南北両端部付近がT.P.1.2mと 高く、中央部がT.P,0.9m

と低くなっている。集落外にあたる大溝の西側は T.P.± Om付近で古墳時代中 。後期の遺構面が検

出され、集落内外の比高差が最大で 1.2mみ られた。この面が第 9遺構面で、集落内は青灰色ない

しは緑灰色のシル トが基本的にベースとなる。集落外の大溝の肩部付近は灰黄色微砂で、その西側

は弥生時代後期から古墳時代前期の流路の覆上である黄灰色の砂層上面がベースとなっていた。

その上には、集落内には 5世紀の遺物包含層である灰青色のブロックが混入した黒褐色粘質シ

ル トが堆積する。その上面が第 8遺構面で、古墳時代後期の遺構が検出された。ただし、この層

は最大でも0.lm強と薄く、南北両端部付近の高位地では、堆積がみられない部分も認められた。

6世紀後半には大溝が埋没しており、溝内の上層 (谷 Elに相当)か ら黒褐色粘質シル ト内と

同時期の須恵器が出土している。集落外では、大溝埋没後に比較的短期間に炭酸ノジュールを含

んだオリーブ茶色の砂質土が 0.2m程堆積する。この上面が第 8遺構面となっている。集落内で

ある東半部の標高は T,P。 1.Om～ 1。3m付近にあり、地形は第 9遺構面と同様に南北両端部付近

が高く中央部が低い。集落の西端部は約 1,3mの段差がみられる斜面で限定されている。

その後は集落外の低位地部分が集落内とほぼフラットになるまで埋積していくが、この間の埋

土は概ね 9層に分層でき、各層から6世紀前半～後半の遺物が出土している。

その上には、南北両端部付近の高位地に限り、南端部には 0.lm～ 0.2m程黒褐色粘質シル トが、

北端部には 0。 lm程暗灰青色粘上が堆積する。この上面が第 8c遺構面で、南端部では飛鳥時代

～奈良時代の集落遺構が、】ヒ端部では小区画水田が検出された。

その上も南北両端部付近の高位地に限り、南端部には暗灰色粘質シル トが、北端部には暗灰青

色粘質土が 0.lm程堆積する。その上面が第 8b遺構面で、南端部で平安時代前期の遺構が検出

された。

その上には、】ヒ端部付近の高位地にのみ、暗灰青色の強粘性と砂混じりの粘土が 0.lm～ 0。2m

堆積する。その上面が第 7b遺構面で、平安時代のだヽ区画水田が検出された。

-31-



第3章 調査の成果

その上には、南端部のごく一部を除くほぼ全域に灰青色粘上が 0.lm～ 0.2m程堆積する。その

上面が第 7遺構面で、平安時代中頃の面と考えられ、南北両端部付近の高位地に水田が認められた。

その上には、ほぼ全域で黄褐色砂混じりの灰青色粘質土が 0。 lm～ 0。2m程堆積する。その上

面が第 6遺構面で、平安時代後期の面となる。この頃には当該地の所在する讃良郡でも条里制が

施行されており、これより上層で検出された水田は、条里制に規制された方形区割りを呈してい

た。また、中央部の低位地は耕作地となり得なかったようで、畦畔などは南北両端部付近の高位

地にのみ認められた。

その上には、ほぼ全域で黄灰色や灰青色の砂あるいは砂質土が南北両端部付近で 0。 lm～ 0。 2m、

中央で 0。4m～ 0.5m程堆積し、さらにその上に、緑灰色の粘土が 0,lm～ 0。2m程薄く堆積する。

その上面が第 5遺桔面で、やはり平安時代後期の面となる。調査区の東半部の低位地で、北東か

ら南西方向に延びる幅6m～ 7m、 高さ0.6m程の堤状遺構が認められた。これは東方のB調査

区でも認められた里道の人丁堤道と考えられる。

その上には、緑灰色や褐黄色の砂質土あるいは微砂、暗茶褐色の粘土などが 0。 2m～ 0。4m程

堆積する。その上面が第 4遺構面で、13世紀頃の瓦器椀の破片が出土している。第 4面は中世

に比定できる。里道はほぼ同位置にあり、幅 10m程 に拡大する。

その上には、暗青灰色、暗灰色、暗灰茶色の粘土が 0.4m～ 0。5m程堆積し、その上面が第 3

遺構面となる。里道はほぼ同位置にあり、幅も10m程とあまり変化がない。

その上には、明青灰色の粘質土が 0.2m程堆積し、その上面が第 2遺構面となる。出土遺物か

ら15世紀に比定できる。里道はほぼ同位置にあるが、堤幅が約 13m、 堤高 lmと 拡大する。

その上には、暗緑灰色の粘土が 0.3m程堆積し、その上面が第 1遺構面となる。里道はほぼ同

位置にあり、あまり変化がみられない。第 1面より上は現代の撹苦しを受けているため、部分的に

残存するのみであったが、この傾向はとくに里道より北西側で強くみられた。

第 4項  F調査区 (第 13図 )

F調査区は管理棟・送風機棟部分である。

F調査区では、古墳時代中 。後期の遺構面までを全面調査の対象深度とした。

当地区は、E調査区と同様に集落の西端部付近にあたると想定されていた地域であったが、調

査の結果、調査区の西端部で南北に縦断する大溝の東側肩部が検出された。また、北東端部付近

で北へ向かって下がる浅い谷状地形が認められ、調査区の南東半部に古墳時代中・後期の集落遺

構があり、さらに調査区東壁外へ広がる状況を呈する。大溝の東肩部付近が T.P.1.Om、 調査区

東壁中央付近が南北両端部付近が最も高くT.P。と,4mを 測った。この面が第 13遺構面で、集落

内は青灰色の粘土ないしはシル トが基本的にベースとなる。

その上には、第 14層の青灰色のブロックが混入した暗灰色粘上が部分的に堆積し、この層は
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0 表土
la 75Y5/2灰 オリープ色砂質シルト～シルト|こN6/0灰色粘質シルト土を含む(粗～中粒砂、礫を多量に含む)

ld 5Y4之灰オリーブ色砂質シルト(粗粒砂～礫を多量に含む)

2a 75Y4/1灰 色砂質シルト(灰～灰白色粗粒砂を含む)(粗～中粒砂主体)75Y6/1灰 色シルト～細粒砂を小斑状に含む
2b 26Y6/2灰黄色粗粒砂 (部分的に鉄分の沈着により赤みを強く帯びる)

2c 75Y4/1灰 色砂質シルト(粗粒砂～礫を大量に含む)

2d 75Y3/1オ リープ黒色粘質シルト(粗粒砂～礫を大量に含む)

3a 5Y5/1灰 色細粒砂(75Y4/1灰色及びおY7/1灰 白色細粒砂を常状に含む)

3b 25Y4/1責灰色～25Y4/2暗 黄灰色砂質シルト～シルト
3c 5Y4/2灰 オリーブ色粘質シルト(細泣砂～粗池秒含む)

3d 75Y4/2灰オリープ色粘質シルト(細粒砂～粗粒砂含む)

42 10Y隔 /2灰責褐色粗粒砂～礫 (上位に鉄分沈着、下位に従い粗粒砂～中粒砂になり、南部に行くに従い25Y5/2暗灰黄色の砂質土になる)

4b 5Y4/1灰 色粘質シルト(細粒砂～粗粒砂多量に含む)

4d 75Y4/1灰色粘質シルト(細泣砂～粗粒砂多量に含む)

5a 25Y4/2暗 灰黄色粗泣砂～礫 (上位にマンガン斑沈着)

5b 5Y5/2Fkオリーブ色砂質シルト(粗粒砂～礫を含む、灰色粘質シルトを部分的に含む)

6a 25GY4/1暗オリーブ灰色粘質シルト(Z5Y4/1黄灰色粗～中粒砂をプロック状に含む)

6b 5GY4/1暗オリーブ仄色砂質シルト(粗粒砂～礫を多量に含む)

6d 10Y5/1灰色粘質シルト～砂質シルト
7a 75Y3/1オ リープ黒色粘質シルト(粗粒砂～礫混じる)

8a 10Y4/1灰色細粒砂～シルト(10Y5/1褐 灰色粘質シルトを部分的に含む)

8b 75Y3/1オ リープ黒色シルト～粘質シルト(礫及び粗粒砂を部分的に含む)

9a 10Y4/1～ 10Y5/1灰色シルトと10Y5/2灰オリープ色の混合上(首に行くに従い砂質が強くなる)

9b 15G5/1緑仄色～5G6/1緑灰白色シルト(N6/0灰 色粘質シルトを部分的に含む)

10a 10Y5/1灰色シルト(75Y4/1灰色粘質シルトをプロック状に含む、75Y6/1灰色細粒砂を帯状に含む)

10b 5Y6/1灰色粘質シルト(同色細泣砂を部分的に含む)

■a 5Y3/1オリーブ黒色粘質シルト(粗粒砂～礫を多量に含む)

1lb 75Y5/1灰 色粘質ンルトに25Y8/4淡黄色粗粒砂カゾ ロック状に含まれる
12a N5/0灰色粘質シルト(同色粗疵砂及び礫混じる、上面が攪拌を受けている)

12b 75Y5/1～ 75Y5■嶽 オリーブ色粗粒砂及び5Y4/1灰色粘質シルトの混土層、上面が攪拌を受けている)

13 N4Fk色 粘土～粘質シルト(部分的に14層 及び15層をプロック状に含む、6世紀代の遺物包含層)

15 5GY6/1青 灰色粘土(場所により同色シルト～極細粒砂、または10BG7/1緑灰色粘土)

谷2c 75Y4/1灰 色砂質シルト(5Y7/3浅黄色細粒砂混じる)

谷2d5Y4/1砂質シルト
谷2d' 5Y6/1灰 白色粗泣砂 (礫を多量に含む)

谷2e N3暗灰色粘質シルト(N4灰色砂質シルトをブロック状に含む)

谷2f N恢色粘質シルト
谷2g N3暗灰色粘質シルト(5GY6/1青灰色粘質シルトウ加 ック状に合む)

第13図  F調査区土層断面図
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第 1節 層序

5世紀の遺物包含層である。

その上には、第 13層の灰色粘質シル トが堆積し、この層は 6世紀の遺物包含層である。

北端部で認められた谷状地形には灰色ないしは灰白色の粘質と砂質のシル トが堆積し、その上

層に第 12層のオリーブ灰色系の粘質シル トが雄積する。その上面が第 12遺構面で、水田が検

出された。

その上には、第 ■ 層オリーブ黒色粘質シル トが堆積し、その上面が第 ■ 遺構面で、奈良時

代の水田を検出した。

その上には、調査区北東半部にのみ第 10層灰色粘質シル ト、第 9層灰色～緑灰色シル トが堆

積し、それぞれの上面が第 10遺構面、第 9遺構面となっている。いずれも水田面である。

その上には、第 8層オリーブ黒色粘質シル トが調査区全域で堆積し、その上面が第 8遺構面と

なっている。平安時代後期の水田面で、讃良那条里の施行時期と合致するものである。

その上層には、調査区北半に第 7層黒色粘質シル トが堆積し、その上面が第 7遺構面で、水田

が検出された。

その上には、第 6層オリーブ灰色砂質シル トが調査区全域に堆積し、その上面が第 6遺構面で、

水田が検出された。

その上には、北半部には灰黄色砂礫層が、南半部にはオリーブ黒色粘質シル トが堆積し、その

上面が第 5遺構面で、北半部では中世の集落域が、南半部では水田が検出された。

その上には、第 4層灰白色粗～中粒砂と灰黄褐色粘質上が堆積し、その上面が第 4遺構面で、

北半部では中世 (12世紀末～ 13世紀)の集落域が、南半部では水田が検出された。

その上には、第 3層灰白色砂質シル トが堆積し、その上面が第 3遺構面で、中世の本田が検出

された。

その上には、第 2層灰黄色粗～中粒砂からなる洪水砂が堆積し、その上面が第 2遺構面で、近

世の島畠が検出された。

その上には、第 1層灰色～灰オリーブ色砂質シル トが堆積し、その上面が第 1遺構面で、近世

の耕作地が検出された。

第 5項 H地区 (第 14図 )

H地区は門真寝屋川直送幹線下水管渠の発進立坑部分である。

H地区では、T.P.-1,Om付近まで調査した。

第 13層上面が第 11遺構面で、古墳時代中期～後期の遺構面となっている。大溝が検出された。

その上には、第 12層の砂層が堆積 し、その上面が第 10遺構面で、古墳時代後期の遺構面となる。

足跡が検出された。

その上には、第 10層暗青灰色粘土が堆積し、その上面が第 9遺構面で、古墳時代後期の遺構
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第 1節 層序

面となる。足跡が検出された。

その上には、第 9C層 と第 9B層が堆積し、第 9B層上面が第 8遺構面で、古墳時代後期の遺

構面となる。足跡が検出された。

その上には、第 9A層暗青灰色粘質土が堆積し、その上面が第 7遺構面で、古墳時代後期の遺

構面となる。足跡が検出された。

その上には、第 8層暗青灰色シル ト混じり粘土が堆積し、その上面が第 6遺構面で、平安時代

～鎌倉時代の遺構面となる。畦畔、足跡などが検出された。畦畔は条里の地割りと方位が異なる

ものである。

その上には、第 7層灰白色粗砂が堆積し、その上面が第 5遺構面で、平安時代～鎌倉時代の遺

構面となる。砂取り宍が検出された。

その上には、第 6層灰色砂混 じり粘質土が堆積し、その上面が第 4遺構面で、平安時代～鎌倉

時代の遺構面となる。砂取 り畝溝が検出された。

その上には、第 5層灰色粘質土、第 4層灰褐色粘質土が堆積 し、その上面が第 3遺構面で、

鎌倉時代の遺構面となる。条里の地割りと方位が一致する溝が検出された。

その上には、第 3層灰褐色砂質土が堆積し、その上面が第 2遺構面で、中世後期の遺構面とな

る。溝が検出された。

その上には、第 2層淡黄褐色砂質土が堆積し、その上面が第 1遺構面で、近世の遺構面となる。

溝が検出された。

第 6項 まとめ

蔀屋北遺跡に関わる一連の調査で検出されたなかで、最も前出と考えられる遺構面はD調査区

の第 15遺構面である。東端部の T,P,0.3m付 近で、弥生時代中期前葉の集落を形成する遺構が

検出された。周辺のC調査区やF調査区では同時期の遺構が検出されていないことから、D調査

区の東端部からC調査区西端部までの範囲内で北から南へ舌状に広がる高位地が存在し、その先

端部付近に集落が形成されていたものと考えられる。弥生時代前期以前については、A調査区で

縄文時代後期の包含層と弥生時代前期の包含層、B調査区で弥生時代前期の包含層、E調査区で

弥生時代前期の包含層、F調査区で弥生時代前期の包含層など、ほぼ全域で包含層が確認されて

いるが、遺構面は認められていない。

古墳時代中期～後期の遺構面は、調査区のほぼ全域で認められた。同時期の遺構面は、北方の

河川の氾濫によって流入 した砂層が堆積した自然堤防上に形成 されており、そのため調査区に

よって、検出された遺構面のレベルにかなりの差異が認められた。最も高位置で検出されたのは

北東居住域にあたるC調査区で、T,P.1.8m～ 1.5m付近で認められ、北東居住域の南端部にあた

るB調査区北半部では T,P.1.4m付近、西端部にあたるD調査区東端部では T,P,1.3m付近で認め
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られた。

B調査区の中央付近には、比高差 0.8mを 浪よる北東から南西方向と北西から南東方向の傾斜面

が存在し、区画溝を隔てたその南西側には南西居住域、区画溝と浅い谷状地形を隔てた南東側に

は南東居住域が認められ、南東居住域にあたるA調査区の東端部では T.P,1.Om付近で、南西居

住域の東端部にあたるB調査区の南西端部からA調査区の北西端部では、T.P.0.6m付近で古墳

時代中・後期の遺構が検出された。また、南西居住域の西端部にあたるE調査区東半部では、

T,P,0。9m～ 1.2m付近で同時期の遺構が検出されている。

北東居住域とは区画溝と浅い谷状地形を隔てた西側の、D調査区中央部から西半部に認められ

た北西居住域では、T.P。 1.3m付近で古墳時代中 。後期の遺構が検出された。

耳ヒ西居住域とは浅い谷状地形を隔てた南側で、南西居住域の北西端部のE調査区北端部と区画

溝を隔てた北側の、西居住域にあたるF調査区の中央部から南半部では、T,P。 1.Om～ 1.4m付近

で同時期の遺構が検出されている。

飛′亀時代より上層では、E調査区の南端部にのみ認められた第 8c遺構面で飛鳥時代から奈良

時代、同じく第 8b遺構面で平安時代前期、C調査区の第 4遺構面で平安時代後期、D調査区の

第 6遺構面で平安時代後期から鎌倉時代初頭というように、小規模な集落遺構が時期ごとに所在

地を移動しつつ存在していたと考えられる。

B調査区とその束西両側に隣接するAB― E調査区およびAB―W調査区の第 4遺構面、そし

てさらにその西側に近接するE調査区の第 5遺構面で、AB一 E調査区の】ヒ端部からB調査区の

中央部を経てAB―W調査区の北端部に東西方向に、そしてE調査区の東半部を】ヒ東から南西方

向に延びる八丁堤道が認められた。人丁堤道は平安時代後期から現代に至るまで、ほぼ同じ位置

に存在しており、その周辺は概ね水田あるいは島畠などの耕作地として利用されていた。

飛鳥時代以降はすべての調査区で多くの遺構面から畦畔等の水田遺構が検出されており、当該

地付近は概ね耕作地となっていたといえる。

A調査区の第 9遺構面および第 8遺構面、 B調査区の第 ■ 遺構面および第 10遺構面、C調

査区の第 8遺構面、D調査区の第 12遺構面、第 11遺構面および第 10遺構面、E調査区の第 8

c遺構面、第 7b遺構面および第 7遺構面、F調査区の第 10遺構面、第 9遺構面および第 8遺

構面、H地区の第 6遺構面などで小区画水田等の、条里の地割と方位が異なる水田遺構が認めら

れている。

A調査区の第 4遺構面、B調査区の第 5遺構面、C調査区の第 7遺構面、D調査区の第 8遺構

面、E調査区の第 7遺構面、F調査区の第 8遺構面などで平安時代の水田遺構が認められている

が、これらの遺構はいずれも方位が讃良那条里の地割りと一致し、さらに讃良郡で条里制が施行

されたとされる年代とほぼ合致するものである。

第 2節 縄支時代～古墳時代前期の遺構 と遺物
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第 2節 縄文時代～古墳時代前期の遺構と遺物

第 1項 縄文時代の遺物

蔀屋北遺跡にかかる一連の調査では、縄文時代から弥生時代前期の遺構は認められていないが、

いくつかの調査区では、少量の遺物が包含層から出土している。

A・ F調査区包含層出上の縄文土器 (第 32図 1～ 3)

第 32図 1は磨消縄文の波状口縁深鉢である。口辺部に縄文帯を有し、縄文はLRである。胎

土には 2Hlm以下の長石、角閃石を含み、暗褐色を呈する河内産の土器と思われる。A調査区北東

側 B18g2区、T.P.-1,Omか ら下層に堆積する第 19面ベース層の暗黄灰色シル ト質粘土 (2.5Y4/2)

中から出土 した。

2・ 3はいわゆる突帯文土器である。そのうち 2は体部のみの小片で、低い突帯文が 1条巡ら

される。3は深鉢の口縁部の破片で、口縁部外面の上端付近に 1条の突帯文が巡らされている。

ともにF調査区で出上した。断ち割リトレンチ掘削の際に見つかった自然流路内からの出上である。

第 2頂 弥生時代前期の遺物

蔀屋北遺跡の周辺では、これまでに実施された第二京阪国道建設にともなう事前発掘調査など

から弥生時代前期やさらに遡る縄文時代に比定される遺構や遺物が検出されているが、なわて水

みらいセンター建設に伴う一連の発掘調査においては、これまで弥生時代前期の遺構は検出され

ていない。しかしながら、複数の調査区で黒灰色粘土層から弥生時代前期に比定される土器が検

出されており、近隣に同時期の遺構が存在する可能性は認められるものと考える。

E調査区出土の弥生時代前期土器 (第 32図 4～ 21、 図版 151)

E調査区では、黒灰色粘土層から比較的まとまった量の弥生式土器が出土した。ここではその

うちの 18点 を図示した。

4～ 11・ 13。 14は壷の破片で、完形に復元可能なものはなかった。そのうち 4・ 5は頸部に

段を有するもので、いずれも下側を削ることで段を形成 している。口縁はごく短く外反して終わ

る。内外面ともに密なヘラミガキを施 している。6は段の有無以外は 4・ 5と ほぼ同じ形状であ

るが、調整は外面のみ粗いヘラミガキで、内面はヘラ削りによる。7・ 8は大きく外反する口縁

部で、 8には蓋を固定するための円孔がみられる。9の頸部外面には、上下に沈線を巡 らすこと

で表現された突帯がみとめられる。内外面ともに密なヘラミガキを施す。10は体部中位および

下半の破片で、中位に 2条単位の沈線文を 2段巡 らし、沈線間に無軸木葉文を巡 らしている。

調整は外面が密なヘラミガキで、内面はナデによる。11は口縁部を欠損しているが、頸部以下
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は完全に図上復元できた。平らな底部から体部下半が外上方に立ち上がり、中位で大きく内弯し

て体部上半は内上方に内傾しつつ立ち上がる、いわゆる胴の張った形状を呈する。外面には、頸

部に 1条、体部上半に 4条、そして体部下端から底部にかけて 2条単位で 2段 と、それぞれ沈

線文を巡らし、体部下端から底部にかけての 2段の沈線間に、2条単位で維方向に沈線文を施す。

そして縦方向の沈線間の下側には 2条単位の弧文が認められる。調整は外面がヘラミガキで、内

面は表面が摩滅 しており不明であるが、上半には指ナデ痕が残る。13・ 14は底部および体部下

半のみの破片で、14は無文、13には体部外面下端に沈線文が 2条巡らされる。

12・ 15～ 19は甕の破片である。体部外面上端付近に沈線文を巡らすもの (12・ 15・ 16)、 体

部外面に文様が認められないもの (17・ 19)が ある。12は外面の中央に凹みを持たせた底部で、

体部は内弯しつつ外上方へ立ち上がる。最大径が上半にあり、上半は内弯 しつつ短く内傾 し頸部

に至る。口縁の立ち上がりは短 く外反して終わる。沈線文は4条みられ、回縁端部下端に幅狭の

刻目文がみられる。調整は器壁全体がヘラミガキによる。15は口縁部および体部上半のみの破

片で、沈線文は 2条みられる。16も 日縁部および体部上半のみの破片で、沈線文は 3条みられる。

日縁端部に幅広の刻目文がみられる。19は口縁部および体部上半のみの破片で、回縁部が短 く

水平に屈曲するもので、日縁端部に幅広の刻目文がみられる。体部の最大径は上端付近にあるが、

ごくわずかに膨 らみを持つ程度である。17は体部下半以上の破片で、下半が内弯 しつつ外上方

へ立ち上がり、中位から上半にかけて直立して終わる。口縁部は短く外反し、口縁端部に幅広の

刻目文がみられる。18は底部および体部下半の破片で、外面の中央に凹みを持たせた底部から、

体部がわずかに内弯しつつ外上方へ立ち上がる。体部外面をヘラミガキ調整するが、内面は表面

が摩滅しており不明である。

20・ 21は蓋で、壷蓋 (20)、 甕蓋 (21)が ある。

第 3項 弥生時代中期の遺構と遺物

調査区の北西端部にあたるD調査区の東半部で、北から南へ舌状にのびる台地状の高まり

(T,P,0,4mか らT,P± Omの地点)が確認され、台地上で竪水住居、方形周溝墓などからなる弥

生時代中期の遺構面が検出された。各遺構内や直上に堆積する包含層からは弥生式土器、木製品

などの遺物が出土した。台地状の高まりは南へ広がる様相を呈していたが、D調査区の南方に位

置するF調査区では対応する面に遺構は存在せず、土器や木製品 (第 37図 3・ 4、 第 38図 1)が

僅かに出土したのみであった。したがってD調査区は北から南へのびる舌状の台地の先端部付近

にあたり、同時期の遺構は北方へ広がっているものと考えられる。

竪穴住居 (弥生)100(第 16図、図版 4b)

調査区の南東半部の A19f4区 で検出した。楕円形状の平面プランを呈する竪穴住居である。
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長径 2.40m、 短径 2.20mで 、検出面から床面までの深度は 8cmと 浅い。周縁に幅 0.1lm内外、深

度 6cm内外の壁溝が認められた。主柱穴は 4箇所で、中央部に炉と考えられる炭を大量に含んだ

土坑がみられた。内部から弥生式上器の破片が少量出土したが、時期を特定できるものはみられ

なかった。

掘立柱建物 (弥生)1(第 17図、図版 4a)

調査区の東半部の A19d4、 A19e4区 で検出した。2間 ×5間の独立棟持柱を有する掘立柱建

物で、梁間 1.75m、 桁行間 2.6mを測った。デヒ側梁部の中央部やや外側に 1箇所、棟持柱のものと

思われる柱穴が認められた。南側梁部については、棟持柱が存在すると考えられる位置が他の遺

構によって削平されていたため検出されなかった。柱文は径 0,2m～ 0.3mの円形状を呈し、深度は

0。 17m～ 0。32mを測った。柱穴内部から弥生式上器の破片が少量出土したが、時期を特定できるも

のはみられなかった。土器以外には木製品がピット■3か ら2点検出された。権の一部と思われる。

掘立柱建物 (弥生)l出土遺物 (第 37図 1・ 2、 図版 308)

1は木製権である。滑板と隆起を一木から作り出したもので、右滑走台と思われる。隆起上面

が連続する山形をなし、山の高まりに対応 して左右に貫通する柄孔を穿っている。柚孔は 3箇所

存在したと考えられるが、最後尾の後半部以降と滑板の隆起部より内側部分を欠損している。樹

種はクスノキである。

2は横桟と思われる。楕円形状の断面を呈する棒状具で、残存する端部は方形状に変形してお

り、柄孔に差 し込まれていた状態が把握できた。樹種はヨナラ属アカガシ亜属である。

方形周溝墓 (弥生)17(第 18図、図版 5a)

調査区の北東端部の A19d3、 A19e3区 で検出した。調査区内で検出したのは西側端部付近の

みで、プランの大部分が調査区外にあるためと、西周溝および墳丘裾部の中央部を、前回の調査

の際に設定し、今回の調査を実施するきっかけとなった幅 2.5mの東西断ち割リトレンチ掘削に

よって、結果的に削平してしまっているため、今回はガヒ西、南西のコーナーと西周溝の一部を確

認したにすぎなかった。検出範囲では、南北全長 4.33m、 周溝幅 0.65m～ 2,39m、 深度 0.3m内

外を測った。周溝内南西コーナー付近から弥生時代中期に比定される土器が出土 した (第 19図 )。

方形周溝墓 (弥生)17出 土遺物 (第 33図 1～ 3、 第 34図 1・ 2、 図版 152)

比較的まとまった量の遺物が出土 したが、図示 し得たのは5点であった。第 33図 1～ 3は甕で、

比較的小型のもの (1・ 2)と 、大型のもの (3)がある。1・ 3は日縁端部内面上端付近を丁寧に

ヘラミガキしており、3の端部外面には、上・下端に刻目文が施されている。

第 34図 1は鉢の破片で、底部を欠損している。体部から口縁部にかけて内弯 しつつ外上方ヘ

立ち上がり、口縁端部は上端に面を持ち、外面に浅い沈線を 1条巡らす。

第 34図 2は高邦の郭部ないしは浅い鉢の破片と思われる。体部は外上方に低 く直線的に立ち
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上がり、口縁部は短く直立する。日縁端部は上端に面を持つ。口縁部外面に簾状文が施されている。

以上の弥生式土器は、概ね畿内第 H様式から第 HI様式古段階に属するものと考える。

土坑 (弥生)28(第 20図、図版 6d)

調査区の北東端部の A19d3区で検出した。方形周溝墓 17の北西に隣接する位置にある。南

北に長軸を持つ楕円形状を呈する土坑である。長軸 2,7m、 短軸 1,4m、 深度 0.26mを測った。内

部から弥生時代中期に比定される土器が出土した (第 21図 )。

土坑 (弥生)28出 土遺物 (第 34図 3～ 6、 図版 152)

図示 し得たのは 4点であった。3～ 5は甕で、いずれも口径が体部最大径を上回る。口縁の立

ち上がりが短く外反し、外面全体と口縁部内面に密なヘラミガキを施す。大型の 5は口縁端部に

刻目文を施 している。6は脚付の鉢で、邦部上半を欠損する。

以上の弥生式上器は、概ね畿内第 H様式から第 HI様式古段階に属するものと考える。

土坑 (弥生)34(第 22図、図版 6e)

調査区の北東端部の A19d3、 A19e3区で検出した。方形周溝墓 D17の 西に隣接する位置に

ある。北西一南東に長軸を持つ不整楕円形状を呈する土坑である。断ち割リトレンチによって南

半部を削平されており、残存長で長軸 1.3m、 短軸 0,7m、 深度 0。47mを測った。埋土は 5層に分

層され、主に中層から弥生時代中期に比定される土器が出土した。

土坑 (弥生)34出 土遺物 (第 34図 7、 図版 152)

図示 し得たのは 1点であった。

7は甕で、平らな底部から体部下半が高く外上方に立ち上がり、体部上半は直立する。口縁部

は短く外上方に開いて終わる。いわゆる逆台形状を呈する。体部外面上半と内面の上端には比較

的密なヘラミガキ調整を施すが、外面下半と内面の大部分はヘラ削りによる。日縁端部の下端に

刻目文がみられる。

以上の弥生式土器は、畿内第 H様式に属するものと考える。

土坑 (弥生)36(第 23図、図版 7ao b)

調査区の南東端部付近の A19e4、 A19f4区 で検出した。北西一南東に長軸を持つ不整楕円形

状を呈する土坑である。南東側の一部を北東から南西方向に走る溝によって切られているため全

貌は不明であるが、残存長で長軸 2.lm、 短軸 1.5m、 深度 0.29mを測った。埋土は3層に分層され、

主に下層から弥生時代中期に比定される土器が出土した (第 24図 )。

土坑 (弥生)36出 土遺物 (第 34図 8、 図版 152)

図示 し得たのは 1点であった。

8は高邪で、ほぼ完形に復元できた。鉢形の邦部に中実の脚部を付 したものである。郷部は底
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部から体部にかけて外上方に内弯しつつ立ち上がり、日縁部はごく短く外反して終わる。端部が

下方に肥厚する。脚部は筒状に近い胴部と短く外反する底部からなり、底部の端部は上方に肥厚

する。調整は外面は邦部、脚部ともに密なヘラミガキで、内面はともに一部をヘラミガキする。

口縁端部下端に刻目文がみられる。

以上の弥生式土器は、畿内第 H様式に属するものと考える。

土坑 (弥生)9(第 25図 )

調査区の南東端部付近の A19e3区で検出した。東西方向に長軸を持つ不整楕円形状を呈する

土坑である。長軸 1.4m、 短軸 0,65m、 深度 0.25mを 測った。埋土は 3層に分層され、主に下層

から弥生時代中期に比定される土器が出土した (第 26図)が、図示 し得るものはなかった。

土坑 (弥生)5(第 15図 )

調査区の東壁中央付近の A19e3区で検出した。後述する溝 D6の北に隣接する位置にある。

東西方向に長軸を持つ不整楕円形状を呈する土坑である。長軸 0.8m、 短軸 0.7m、 深度 7cmを 測っ

た。弥生時代中期に比定される土器が出上した。

土坑 (弥生)5出土遺物 (第 34図 9～ H、 図版 152)

図示 し得たのは 3点であった。

9～ 11はいずれも壺である。そのうち 9は無頸壷で、体部上半以上の破片である。体部は僅

かに内弯気味に内上方へ立ち上がり、口縁部に至る。日縁部は端部をわずかに上方に摘み出して

終わる。体部外面には6段の直線文とその下に簾状文を巡らす。各文様帯の間にヘラ描沈線を 1

条、づつ、施文後に巡らしている。内面の調整はハケロによる。10は広口の長頸壷で、頸部以

上の破片である。頸部の最小径が下端にあり、緩 く外反しつつ高く立ち上がり、口縁部は屈曲し

て外上方に低 く開いて終わる。端部は外方に面を持つ。頸部外面に 5段の直線文を、口縁端部外

面の平坦面に波状文を巡らす。11は広口壺で、体部上半以上の破片である。体部上半の立ち上

がりが直線的に内傾し、頸部はくの字状に屈曲して短 く外上方に立ち上がり、口縁部はごく短く

外方に開いて終わるもので、端部下端をわずかに摘み出す。調整は外面をヘラミガキ、内面はヘラ

削りによる。以上の弥生式上器は、概ね畿内第Ⅲ様式から第 III様式古段階に属するものと考える。

溝 (弥生)37(第 27図 )

調査区の南東端部付近の A19e4、 A19f4区 で検出した。竪穴住居 (弥生)100の 西に隣接

した位置にあり、住居の西半部に沿って巡らされた状態を呈する。幅 0,5m～ 2.5m、 深度は 0,44m

を測った。弥生時代中期に比定される土器が出土した。

溝 (弥生)37出 土遺物 (第 34図 12・ 13)

図示 し得たのは 2点であった。
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12・ 13は壷である。そのうち 12は口縁部のみの破片で、内面に波状文、端部外面には刻目文

を巡らす。13は底部および体部下半の破片で、径の小さな底部から体部が内弯 しつつ外上方に

高く立ち上がる。調整は外面の体部下端付近をヘラミガキし、その他はハケロによる。

以上の弥生式土器は、畿内第 Ⅲ様式に属するものと考える。

溝 (弥生)6(第 28図 )

調査区の東壁中央付近の A19e3、 A19f3区 で検出した。東壁中央付近から南西方へ走 り、そ

の後南方に延びて調査区南東端部付近で南壁外へ出る、弧状を呈する溝である。幅 0。25m～ 1,2m、

深度は 0.18mを測った。

溝 (弥生)6出土遺物 (第 35図 1)

図示し得たのは 1点であった。

1は壷で、頸部および口縁部の破片である。頸部は直立し、日縁部は低 く短く外反する。端部

が下方に肥厚 し、外端に面を持つ。

包含層 (D調査区)出土遺物 (第 35図 2～ 18)

D調査区では、包含層掘削の際に比較的まとまった量の遺物が出土 した。ここでは特徴的な

17点を掲載する。

2～ 6。 13・ 16は壷の破片である。広口長頸壷 (2)、 無頸壷 (3)、 広口壷 (4・ 5'13・ 16)

などがある。7～ 12・ 14。 17は甕で、肩の張らない逆台形状を呈するもの (7・ 8)、 倒鍾形状

を呈するもの (9～ 12)な どがある。14・ 17は底部のみの破片で、14は、底部外面に木の葉の

葉脈の圧痕がみられる、いわゆる木の葉底を呈する。17は底部下端付近に 1箇所、焼成後の穿

孔が認められる、いわゆる底部穿孔土器である。15は鉢、18は高邦の脚部と考えられる。

自然流路 (A調査区)、 包含層 (F調査区)出土遺物 (第 36図 1～ 13)

第 36図 1は弥生土器甕である。体部最上位にはヘラガキ沈線を4条施す。口径 9.8cm、 残存

高 16.85cmを 測る。弥生時代前期相当面である第 18面直上を覆 う黒色粘土 (5Y2/1)に包含され、

第 18面で検出した自然流路の埋土でもある。出土位置は、A調査区南西端 C18b9区、自然流路

内の西岸側、T.P.-1.5mか ら出土した。

2・ 3は壷の口縁部で、そのうち 2は頸部から口縁部にかけての外面に多条沈線文が2段施さ

れる。3は大型の長頸壺で、頸部外面に多条沈線文が、口縁端部外面と内面上端に刻目文を施す。

4～ 6・ ■ は高邦である。郷部の破片 5と 脚部の破片 6は同一団体と思われる。鉢状の邦部に

短い脚部が付くもので、郭部の形状が端部外面を外側につまみ出して終わるもの (4)と 、日縁

部が外半するもの (5。 11)な どがある。4と 5・ 6は比較的小型で深い邪部、11は大型で浅い

邦部である。
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7～ 10、 12・ 13は甕で、体部の最大径が口縁部径をうわまわるもの (7)以外は、如意形を

呈するものである。口縁端部外面下半に刻目文を施すもの (8)、 頸部外面に 1条沈線文を巡ら

すもの (12)カミあるが、それ以外は無紋である。

2～ 13は F調査区の包含層から出土したものである。

第4項 弥生時代後期～古墳時代前期の遺物

一連の調査において検出された遺物のうち、弥生時代後期～古墳時代前期に属するものはH地

区およびE調査区で検出された流路の埋土内から検出された土器で、それ以外にはB調査区の断

ち割り調査の際に、古墳時代中 。後期遺構面の直下で認められた砂層内から出土した木製品 (田

舟)が 1点みられるのみであった。

1.E調査区流路出土遺物 (第 546図 1～ 35。 第 547図 1～ 25・ 第 548図 1～ 9。 第 549図 1

～ 9、 図版 231～ 233)

E調査区で検出された古墳時代中・後期の大溝の西肩部は、弥生時代後期～古墳時代前期の流

路の埋土である砂層をベースとしているが、砂層の上端部および直上から古式土師器がほぼ原型

を留めた状態で検出された。検出状況から見て、これらの土器には大溝の開削時期より先行する

ものと大溝の埋没時期を示すものが混在するものと考えられる。ここでは 78点 を図示した。

第 546図 1～ 15は古式上師器の高界である。郷体部から口縁部にかけて外反するもの(1～ 3・

5・ 13～ 15)と、直線的ないしは内弯気味に立ち上がるもの (4・ 6～ 8・ 11,12)に大別できる。

第 546図 16は古式土師器の丸底鉢で、体部最大径が上端部付近にある浅い体部に、ごく短く

外反する口縁部からなる小型のものである。

第 546図 17～ 35。 第 547図 1～ 16。 19は古式土師器の壷で、小さな扁球形の体部と大きく

外上方に開く口縁部からなる小型のもの (546-17)、 扁球形の体部と外上方に開く口縁部からな

る小型のもの (546-18～ 28。 546-30～ 35・ 547-1～ 6)、 体部上半が直立気味で、口縁の立ち

上がりも直立気味にわずかに開く小型のもの (546-29)、 扁球形に近い体部と上方につまみ出す

程度の口縁部からなる小型の無頸壷 (547-9)、 平底の小型壺 (547-10)、 扁球形の体部と外上方

に開く口縁部からなる中型のもの (547-11～ 16)、 一度短 く外上方へ立ち上がった後ごく短 く

直立し、その後再び外上方へ立ち上がる、いわゆる二重日縁を呈するもの (547-19)等がある。

第 547図 17～ 25・ 第 548図 1～ 9、 第 549図 6・ 8は古式土師器の甕である。低 く立ち上が

り短い口縁部で、日縁端部に面をなすもの (547-17・ 18。 20)、 日縁端部を内側につまみ出すこ

とにより、肥厚させるもの (547-21・ 25)、 日縁端部を外側につまみ出したもの (547-22・ 24)、

日縁部が外反しつつ立ち上がるもの (54作23・ 548-1～ 7)、 口縁の立ち上がりが、一度短く外

上方へ立ち上がった後ごく短 く直立 し、端部の上端に面をなすもの (548-8)、 口縁の立ち上が

-45-



第 3章 調査の成果

りが短 く直立するもの (548-9)、 口縁部がわずかに内弯 しつつ外上方に立ち上がり、端部を軽

く外側に摘み出す もの (549-6・ 8)な どがある。体部は球形をなす ものが大半を占めるが、

549-6・ 8はやや胴長の体部である。

第 549図 3・ 4は土師器で、庭である。いずれも須恵器の同器種を模倣 したものと考えられる。

第 549図 1・ 2・ 5は韓式系土器で、黒色研磨土器の高邪 (549-1・ 2)、 平底鉢の底部 (54併 5)

などがある。

第 549図 7は須恵器で甕の口縁部および体部上半の破片である。

第 549図 9は土師器の甕であるが、韓式系土器の特徴を示す調整を施 している。

第 3節 古墳時代 中期～後期の遺構 と遺物

第 1項 北東居住域の遺構 と遺物

北東居住域はB調査区の北半部からC調査区の全域、D調査区の東端部にまたがる居住域であ

る (第 39図 )。 他の居住域よリー段高い場所に方形に区画された状態で形成 されており、5箇所

認められた居住域のなかで、最も遺構密度が濃い状況を呈 していた。竪穴住居 12棟、掘立柱建

物 43棟、井戸 5基、周溝墓 2基を始めとする膨大な数の遺構が検出されており、集落の中心を

成す居住域と言える。

居住域全体の平面図は第 40図～ 44図に分割して図示 している。竪穴住居、掘立柱建物、井戸、

その他主要な土坑、溝等は個別に遺構平面図・断面図を作成 した。遺構の記述は作成した遺構図

面の挿図陥順に掲載 している。その他遺物が出土した遺構もできる限り、記述をおこなった。個

別に遺構図面を作成 していない遺構は、BoC調査区のそれぞれの調査区で北東の遺構から順に

掲載した。この掲載順は、出土土器実測図面の挿図番号順に対応している。特にC調査区は大量

の遺物が出土 しており、包含層出土の遺物も10mメ ッシュの区割に合わせて記述している。 D

調査区の遺構は土坑、溝、ピット、包含層の出土遺物、流路の順に記述している。

竪穴住居C1693(第 45図、図版 10)

北東居住域の北半中央部 A18d6、 A18e6区で検出した。5。2m× 5。2mの隅丸方形の平面形 を

呈し、建物の主軸はN-6° ―Wを指す。住居内に主柱穴と思われるピットを4箇所検出した。掘

方はいずれも直径 0.6m前後、検出深さは 0。5m前後を測る。柱痕は検出できなかった。床面の

検出レベルは T.P。 1.6mで ある。カマ ドは東辺中央に作られており、わずかに側壁の高まりを検

出したのみにすぎないが、側壁には直径 2cmほ どの細い杭が約 0。3mの間隔に打ち込まれている

のが認められた (第 46図、図版 10c)。 住居床面からは鍋の体部片などが出土しているが、年代

決定の決め手になる遺物は出土していない。しかし竪床住居C1693は 、I型式 3段階の須恵
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器が出上した竪宍住居C2484、 土坑C2405(第 47図)を切って掘 り込まれていること

から、それ以後の時期の構築と考えられる。また隣接の掘立柱建物Clと は建物間の距離が近い

ことから同時期ではないと考えられるので、竪床住居C1693の 時期は、須恵器編年 H型式

1段階に相当すると推定される。

竪穴住居C1693出 土遺物 (第 172図 34～ 38、 第 173図 1～ 4・ 7～ ■)

第 172図 34～ 38は疫土からの出上で、須恵器邦蓋 (34)、 須恵器高邪 (35)、 須恵器邦身 (36・

37)(38)は 甑口縁部である。他にガラス玉 (分析編第 3章図版 卜C16)が 出土している。第

173図 1・ 4は住居内カマ ド横からの出上で、(4)は土師器鍋の体部片である。円筒形土製品 (2、 3)、

須恵器邦蓋 (7)、 須恵器邦身 (8)土卸器高邦 (9)、 韓式系土器甕 (10)、 土師器鉢 (■ )は住

居より下層の遺物包含層からの出土であり、竪水住居C1693の 下限を示す遺物となる。土坑

C2405は 竪京住居 C1693の 住居に切られている (第 47図 )。 検出長 3m、 検出最大幅

2m、 深さ0.3mを測る。須恵器、土師器が出上した。

土坑C2405出 土遺物 (第 173図 12・ 13、 図版 157)

図化したのは 2点で、須恵器高邦 (12)、 韓式系土器 (13)が ある。

竪穴住居C2484(第 48図、図版 10)

北東居住域の北半中央部 A18d6、 A18d5区で検出した。北辺は調査区外になり、調査地内で、

6.6m× 6。 7m以上の長方形の平面形を呈す。主軸方位はN-10° 一Wを指す。住居内にピットは

多数検出したが、主柱穴は確定できなかった。床面の検出レベルは T,P,1.4mで ある。住居内北

側中央付近に灰が集中している箇所があり、カマ ドの一部と思われる (第 49図 )。 カマ ドの大

半は調査区外になる。灰の中から支脚に使用されたと思われる須恵器邪身が伏せた状態で出土 し

ており、この須恵器邦身の年代から竪水住居C2484は I型式 3段階に比定できる。

竪穴住居C2484出 土遺物 (第 173図 5・ 6・ 14～ 28、 第 626図 9、 図版 156)

15は支脚に転用されていた須恵器イ身である。土師器不 (5)、 土師器高邪 (6)、 須恵器邪蓋 (14)、

高邦 (16)、 須恵器高邦脚部 (17)、 韓式系土器 (18。 19)、 土師器甕 (20)、 製塩土器 (23・ 24)

は覆土からの出土である。21は住居内で検出したピットC2523か ら出上した須恵器邪蓋、

22は同じく住居内で検出したピットc2536か ら出土 した須恵器高邦、25、 26は同じくピッ

トC2480か ら出土 した須恵器邦身、27は ピットC2492か ら出上した須恵器邦蓋、28は

ピットC2534か ら出土 した須恵器邦身である。第 626図 9は土製紡錘車である。

竪穴住居C3333(第 50図、図版 llb)

北東居住域の西半部 A18h9、 A18h8区 で検出した。6.8m× 6,7mの方形の平面形を呈 し、主

軸方位はN― Sを指す。検出レベルは ToP.1.5mで床面の検出レベルは T.P.1.4mである。住居内

北辺、西辺、東辺北半分に住居検出面からの深さ約 0.2mの壁溝を検出した。住居内にピットを
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多数検出したが、主柱穴は確定できなかった。カマ ドも検出していない。住居の年代決定の決め

手になる遺物は出上していない。

竪穴住居C3217(第 51図、図版 llc)

北東居住域の南半中央部 A18h7、 A18h6区 で検出した。5,2m× 5,2mの 隅丸方形の平面形を

呈す。主軸方位はN-25° 一Wを指す。住居内北辺西半分に壁溝、主柱京と思われるピットを 4

箇所検出した。カマ ドは検出していない。床面の検出レベルは T.P.1.3m～ 1,4mで南側に緩や

かに傾斜 している。疫土内と住居内のピットから遺物が出土した。出土した須恵器は I型式 3段

階に相当するものである。

竪穴住居C3217出 土遺物 (第 172図 14～ 16)

14は覆土から出土した須恵器邦身、15は覆土から出土した製塩土器である。16は主柱文C3

255か ら出上 した土師器鉢である。

竪穴住居C3767(第 52図、図版 lla)

北東居住域の西半部 A18g10、 A18h10区で検出した。建物南西部を掘立柱建物C8と 竪貞住

居C3770に 切られている。8.5m× 6.7mの長方形の平面形を呈し、主軸方位は座標北を指す。

長辺×短辺は 57.8ポ あり、調査地内で最も規模の大きい竪床住居である。検出レベルは T.P。 1.6m、

床面の検出レベルは T.P,1.3mで ある。住居内の北辺、南東隅に壁溝、主柱穴と思われるピット

を 5箇所検出した。主柱床の掘方はいずれも直径 0。7m前後、検出深さ 0。6m前後を測る。カマ

ドは検出していないが、東辺中央に住居外まで伸びる溝状の土坑C3973を 検出しており、検

出場所、平面形をみると、竪丈住居廃絶後、崩壊 したカマ ドの痕跡とも推定できる。

覆土、住居内の土坑、柱床から遺物が出土 した。出土した須恵器の年代から竪文住居の時期は

I型式 3段階に相当する。

竪穴住居C3767出 土遺物 (第 172図 1～ 9)

覆土から出土 したのは 1～ 5で、1・ 2は須恵器邦蓋、3・ 4は須恵器郭身、5は土師器鉢である。

6は主柱点 3946か ら出土した土師器鉢、7も 同じく主柱穴 3962か ら出上 した須恵器郭蓋、

8は住居内土坑C3973か ら出上した須恵器邦蓋である。いずれもI型式 3段階に比定される。

その他にU字形板状土製品の破片 (第 606図 1、 図版 241・ 242)が 出土している。

竪穴住居C3888(第 53図、図版 1la)

北東居住域の西端、A18f10、 A19且 区で検出した。6.2m× 6.2mの 方形の平面形を呈 し、主

軸方位はN-41° 一Wを指す。北西の隅が一部調査区外になる。検出レベルは T,P,1.5m、 床面検

出レベルは T,P,1,4mで ある。住居内にピットを多数検出したが、主柱京は確定できなかった。

カマ ドは検出していない。
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住居内の遺構や覆土から遺物が出土した。年代の決め手になる遺物は出土していないが、建物

間の距離や主軸方位からみて竪京住居C3818と ほぼ同時期と思われる。

竪穴住居C3888出 土遺物 (第 170図 31、 図版 157)

31は戻土からの出土で、土師質の円筒形土製品である。

竪穴住居C4040(第 53図、図版 lla)

北東居住域の西端、A18f10、 A19fl区 で検出した。平面形の大部分が竪穴住居C3888に

切 られている。検出した長辺は 3,7m、 短辺は 2.Omを測る。検出レベルは T,P。 1.5m、 床面の検

出レベルは T.P。 1.4mを測る。カマ ドは検出していない。住居の年代を決定する決め手になる遺

物は出土していない。

竪穴住居C3770(第 54図、図版 1la)

北東居住域の西半部 A19hl、 A18h10、 A19gl、 A18g10区 で検出した。5。2m× 5mの隅丸方

形の平面形を呈し、主軸方位はN-40° 一Wを指す。検出レベルは T.P.1.6m、 床面の検出レベル

は T.P.1.3mで ある。南部は掘立柱建物 C8の柱水に切られている。住居内の北西隅、南東隅に

壁溝、主柱床と思われるピット4箇所を検出した。主柱穴は直径 0.4m～ 0.6m、 検出深さは 0。2m

～ 0.4mを測る。カマ ドは検出していない。

覆土から遺物が出土した。年代決定の決め手になる遺物は出土 していないが、竪京住居C32

17を切っていることなどから、竪穴住居C3217よ り後出、須恵器編年 I型式 4段階に構築

されたと推定できる。

竪穴住居C3770出 土遺物 (第 172図 10～ 13)

すべて覆土からの出上で、10は土師器高邦脚部、11・ 12は韓式系土器平底鉢、13は須恵器

器台である。

竪穴住居C3840(第 55図、図版 lla)

北東居住域の西半部 A18f10、 A18f9、 A18g10、 A18g9区で検出した。5.8m× 5,7mの方形の

平面形を呈 し、主軸方位はN-5° 一Wを 指す。検出レベルは T,P,1.6m、 床面の検出レベルは

ToP。1.4mである。南東部は竪文住居C3818に 切られている。住居内に主柱鬼と思われるピッ

トを4箇所検出した。直径 0.5m～ 0,7m、 検出深さは 0.6m～ 0.7mを 測る。カマ ドは検出してい

ないが、東辺中央に住居外まで伸びる溝状の土坑C3998と C3837を 検出しており、検出

場所、平面形をみると、竪寮住居廃絶後、崩壊 したカマ ドの痕跡とも推定できる。

覆土、住居内のピット、主柱寮、土坑から遺物が出土した。出土 した須恵器は I型式 3段階に

相当する。

竪穴住居C3840出 土遺物 (第 170図 1～ 6・ 8・ 9・ 13・ 17・ 18・ 19・ 21)
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1～ 3・ 6・ 8。 9,19は覆土からの出土遺物で、須恵器邦蓋 (1～ 3)、 須恵器鉢 (6)、 土師器

鉢 (8)、 土師器円筒形土製品 (9)、 須恵器壷口縁部 (19)が ある。4は主柱穴C3968か ら出

土した須恵器邦蓋、21は同じく主柱穴C3992か ら出土した須恵器壷である。13は住居内ピッ

トC3970か ら出上した土師器高邦、18は土坑C3998内 ピットC4780か ら出土 した

土師器甕である。5と 17は土坑 C3837か らの出土遺物である。5は百済系の陶質土器蓋、

17は土師器高郭である。土坑C3837の その他の出土遺物は、第 171図 1～ 25に掲載した。

土坑C3837出 土遺物 (第 171図 1～ 24)

1は須恵器郭蓋、I型式 3段階に相当する。2は須恵器高郷、6、 7は須恵器甕口縁部、13(図

版 168)イよ須恵質の円筒形土製品である。3～ 5は土師器高邦、8は布留系の大型甕の口頸部、9

は土師器壺、10は土師器小型丸底甕、11・ 12は土師器鉢である。22～ 24は小型製塩土器、3

点とも外面にタタキ痕はない。14～ 21は土坑内のピットからの出土遺物である。14・ 15は ピッ

トC4682か ら出土した須恵器邦、16は土師器高邦、18は同じくピットC4682か ら出土

した土師器甕である。19。 21は ピットc4681、 17・ 20は ピットc4683か ら出土した土

師器甕口縁部である。

竪穴住居C3818(第 56図、図版 lla)

北東居住域の西半部 A18f10、 A18f9、 A18g10、 A18g9区で検出した。6。 2m× 5,7mの 隅丸方

形の平面形を呈 し、主軸方位はN-22° 一Wを指す。検出レベルは T.P。 1.6m、 床面の検出レベル

は約 T,P,1,45mである。住居内からは検出深さ0.lm前後の壁溝、主柱穴と思われるピットを4

箇所検出した。主柱穴の掘り方は直径 0.3m～ 0,8m、 検出深さは 0.4m前後である。カマ ドは検

出していない。覆土、住居内のピット、主柱穴、住居下土坑から遺物が出土した。年代の決め手

になる遺物は出土していないが、竪穴住居C3840を 切っていることなどから、竪床住居C3

840よ り後出、須恵器編年 I型式 4段階前後に構築されたと推定できる。

竪穴住居C3818出 土遺物 (第 170図 7・ 12・ 15・ 16・ 20・ 22・ 24、 図版 156)

7・ 15。 16・ 20は覆土からの出土遺物で、須恵器高邦 (7・ 16)、 須恵器邦身 (15)、 須恵器

董口縁部 (20)が ある。12は住居内ピットC3936か ら出土した土師器口縁部、22は主柱京

C3993か ら出土した布留系の土師器甕口縁部、24は住居下土坑C3988か ら出土 した韓

式系土器口縁部である。

竪穴住居C3818と 竪穴住居C3840は 平面的に重複しており、前後関係を確認するため

切 り合い部分の精査を重ねた。その段階で出土 した遺物が、第 170図 10。 11・ 14・ 23・ 25～

30である。切り合い部分から出土 した遺物は、一括して紹介する。

竪穴住居C3818と 竪穴住居C3840の 切 り合い部分出土遺物 (第 170図 10・ 11・ 14・ 23・

25～ 30、 図版 157)

14は須恵器邦蓋、I型式 4段階に相当する。10は土師器高邦、11は須恵器系土器高邦、23は
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布留系の土師器奏口縁部、26～ 30は土師質の円筒形土製品である。土坑C3998か ら出土し

た須恵質の円筒形土製品を合わせると6点の円筒形土製品を確認しており、竪穴住居C3818

と竪水住居C3840の 周辺では特に多く出土 しているといえる。

竪穴住居C2440(第 57図、図版 lld)

北東居住域の中央部分、A18g6、 A18g5区 で検出した。6.3m× 5,7mの 方形の平面形を呈 し、

主軸方位はN-20° ―Wを指す。掘立柱建物C23と 掘立柱建物C35が廃絶したあと構築され、

南東隅は掘立柱建物C7の周囲溝C2487に 、北半部は掘立柱建物C6の柱穴列に、南半部は

掘立柱建物C7の柱水列に切られている。すなわち竪穴住居C2440周 辺の建物の構築の順番

は、掘立柱建物C23→掘立柱建物C35→竪文住居C2440→ 掘立柱建物C7→掘立柱建物

C6になり、竪水住居C2440内 は重なり合 う建物の柱束は多数検出されたが、竪水住居の主

柱京は確定できなかった。検出レベルは T,P。 1.6m、 床面の検出レベルは T,P,1.5mで ある。カマ

ドは検出していない。

住居内の遺構や覆土から遺物が出土した。第 58図 は住居内のピットC2573の 遺物出土状

況図、土層断面図である。出土した須恵器の年代から竪寮住居C2440の 時期は須恵器編年 I

型式 5段階に比定できる。

竪穴住居C2440出 土遺物 (第 172図 17～ 33、 図版 156・ 157)

17～ 23は覆土からの出土で、須恵器邪身 (17・ 18)、 須恵器高邦 (19)、 土師器口縁部 (20)、

土師器甕 (21～ 23)が ある。24は住居内のピットC2734か ら出土した土師器甕口縁部であ

る。25～ 28は住居内のピットC2560か らの出土で、須恵器邦蓋 (25)、 須恵器邦身 (26。

28)、 製塩土器 (27)が ある。29～ 33は住居内のピットC2573か らの出上で、須恵器高邦

蓋 (29)、 須恵器邦蓋 (30。 31)、 須恵器郭身 (32)、 土師器甕 (33)がある。

竪穴住居B2(第 59図、図版 37)

呵ヒ東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18,7、 A18,8、 B18a7、 B18a8の 4区で検出した。

4.6m× 4.4mの 隅丸方形状の平面形を呈し、建物の主軸はN-25° 一Wを指す。住居内に主柱水

と考えられるピットを4箇所検出した。住居内の北壁西端部付近に造り付けカマ ドを持つ。カマ

ドは後世の遺構により撹乱をうけており、床面がごく一部残存するのみで、その全容は不明である。

覆土内から、須恵器 。土師器・製塩土器などが出土した。出土した須恵器は I型式 5段階に相

当するものである。

竪穴住居B2出土遺物 (第 173図 29～ 33、 図版 156)

覆土内から須恵器・土師器・製塩土器などが出上した。図示し得たのは 5点で、須恵器邦蓋 (31・

32)、 須恵器邦身 (33)、 須恵器壷 (29)、 土師器甕 (30)な どがある。
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カマドB131300(第 60図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の A18,8区で、掘立柱建物B8の南西に隣接する位

置で検出した。遺存状況が悪く、床面と奥壁の基底部の一部を除いて削平されており、全体の形

状は把握できなかったが、ほぼ中央部には支脚の抜き取り痕と思われる小鬼が認められた。規模

は0.8m× 0,8mを測った。

炭層の上面に堆積した土層から、須恵器、土師器などが出土 した。出土 した須恵器はH型式

4段階に相当するものである。また、動物遺存体も出上している。

カマ ドB131300出 土遺物 (第 177図 12～ 16)

炭層の上面に堆積した土層から、須恵器、土師器などが出土した。図示 し得たのは 5点で、須

恵器邦蓋 (12・ 13)、 須恵器邦身 (14)、 土師器甕 (15)、 土師器壺 (16)な どがある。動物遺存

体には哺乳類の骨片がある。

カマ ドB131301(第 61図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の A18,8区の、カマ ドB131300の 北東に隣接

する位置で検出した。カマ ドB131300と 同様に遺存状況はよくないが、基底部は概ね残存

していた。0,8m× 1.2mの規模を測った。

炭層の上面に堆積した土層から、須恵器、土師器などが出土 した。出土 した須恵器はⅡ型式

2段階に相当するものである。

カマ ドC1559、 C1560、 C1557(第 62図、図版 25)

掘立柱建物 1と 2の間に北から南にC1559、 C1560、 C1557と ならんで 3基検出

した。第 10面で検出しており、検出レベルは T.P.1.8m前 後である。掘立柱建物 Cl、 C2を

含む古墳時代後期の集落の共同炊事場であったと思われる。覆屋の存在は不明である。3基 とも

煙出しを北、南側に炊き日、灰をかき出した跡が残っており、土師器高郭を支脚に転用している。

カマ ドC1560(図 版 25a)|ま最大幅 80cm、 長さは 1.5mを測る。わずかに高さ8cmほ どの

窯体が残存している。カマ ド内部には土師器鉢 (第 177図 18)と甕 (第 177図 17)を二重に重

ねたものと、倒置した土師器大型高邦 (第 177図 20、 図版 157)が並んで出上している。支脚

として用いられたものと思われる。カマ ド内からキジの焼骨、滑石製臼玉 2点が出土している。

カマ ドC1559(図 版 25c)は最大幅 0。 45m、 長さ 0。9mを 測る。倒置 した土師器高邦 (第

177図 21、 図版 157)が出土している。支脚として用いられたものと思われる。

カマ ドC1557(図 版 25e)は 最大幅 0.6m、 長さ 0。9mを 測る。倒置 した土師器高邦 (第

177図 19)が 出上している。支脚として用いられたものと思われる。

掘立柱建物Cl(第 63図、図版 12)
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掘立柱建物Clは A18e6、 A18e7区、第 10面で検出した梁間 3間 ×桁行 4間の平面プランを

有する建物である (以下は建物Clと呼称する)。 主柱京の掘方検出レベルは T,P,1.8m前後であ

る。梁間は 4.99m、 桁行は 6.97mで床面積は 34.72∬ を測る。建物 Clは南面に庇列も検出した。

主柱京の掘方は平面形が円形、直径は約 70cm前後、埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブ

ロックで混入している。庇列の柱水は平面形が円形、直径が 0.6m前後、埋土は主柱京と同じである。

建物 Clでは主柱床 14箇所の内 13箇所から柱材を検出した。これらの柱の中には遺構面か

ら0,3mほ ど上部に、柱水内では地中 0。7m深 く残存していたものもあり、取 り上げてみると残

存長が lmを超えるものがほとんどである。これらの柱は建物が廃絶 した後も抜き取られること

も無く放置されていた。柱材の樹種は全てヒノキである。庇列の柱水からも4本の柱がみつかっ

ている。また北側には建物に沿うように浅い土器溜まりを検出しており、ここからは多量の土器

が出土 した。出土した須恵器はH型式 3～ 4段階に相当し、建物 Clが廃絶 したのはH型式 4

段階前後と思われる。

建物 Clの柱の上部は第 10面上部を疫っている灰色粘土 (砂混じり)層上面から発見してい

たため、第 10面まで掘 り下げの早い段階で、掘立柱建物の平面プランが判明していたが、掘方

を検出するまで掘り下げる段階で内部構造や上部構造を復原できるような遺構、遺物は検出して

いない。土層断面を観察すると、建物内部の土層は柱床の掘方検出面より上部 0。 lmほ どは水平

に堆積しており、建物内部床面を平らに整地した痕跡の可能性もある。建物内外の埋土を洗浄し

たところ、土中から多量の滑石製臼玉を発見した。出土数は474点で、その他ガラス小玉 18点 (分

析編第 3章 図版 1～ 3)も 発見している。

掘立柱建物Cl北側土器溜まり (第 66図、図版 25d)

掘立柱建物Clの北側、A18e6区で検出した。検出レベルは T.P.1.9m前後で、掘立柱建物 C

lと 同じく第 10面で検出した。掘立柱建物 Clの主柱文の掘方のほうが、検出レベルが低いのは、

掘方の平面形の輪郭がはっきりする深さまで掘り下げたためである。掘立柱建物Clの本来の床

面は土器溜まりとほぼ同じレベルであったと思われる。

土器溜まりの平面形は不整形な溝状遺構で、検出長さ4m、 最大巾 2m、 深さ 0。3mを測る。断

面はU字形で、埋土は断面では 3層に分かれたが、遺物の取り上げは 1層 を上層、2・ 4層 を下

層として取り上げ、多量の須恵器、土師器、石製品、鉱滓が出土した。

掘立柱建物Cl出土遺物 (第 174図 1～ 23、 第 175図 1～ 7、 第 623図 7、 第 625図 6、 第 628

図 ■、第 630図 1・ 2、 第 637図 4、 第 638図 8、 第 649図 5、 図版 166、 図版 243、 図版 244、 図

版 246a、 図版 250、 図版 261a)

出土遺物実測図の一部が第 174図 1～ 23、 第 175図 1～ 7、 第 637図 4、 第 638図 8である。

第 174図 1・ 2・ 4は庇列の柱穴からの出土遺物で須恵器邦蓋 (1)、 製塩土器 (2)、 土師器郭 (4)

がある。3・ 5～ 22は建物掘り下げ時出土遺物である。掘立柱建物Clは柱が上部層にとび出し
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ていたため、掘削の早い段階で平面プランが判明した。そのため建物内部、外回り2m程 を区割

りして掘り下げたが、ほとんどの遺物が建物北側土器溜まり上層からの出土である。5～ 8は須恵

器邦蓋、9～ 14は須恵器郭身、15は須恵器壷、16は土師器長月同甕、17・ 18・ 19は土師器中型甕、

20は韓式系土器、還元炎焼成で斜格子タタキが施されている。21～ 23は土師器甑口縁部である。

石製品は第 623図 7の勾玉未製品、第 625図 6の石製紡錘車、第 628図 11の管玉、第 630

図 1・ 2の双孔円板、有孔円板 6点、臼玉が出土した。石製紡錘車は側縁、裏面に鋸歯文が刻ま

れている。管玉は緑色片岩製である。第 637図 4は砂岩、第 638図 8は流紋岩製の砥石である。

第 638図 8は不整形の人角形で、上下、側面すべての面に使用痕がある。他にガラス玉 (分析

編第 3章図版 1・ 2-Cl・ 4～ 9。 13・ 17～ 19・ 21～ 27)が出土している。

第 175図 1～ 7、 第 649図 5は土器溜まり下層からの出土で、第 175図 1は土師器甑、2は土

師器長胴甕か鍋の口縁部、3～ 5は土師器中小甕、6は須恵器郭身、7は土師器鉢である。第

649図 5は鹿角製品の未製品である。

掘立柱建物Cl柱材 (第 64・ 第 65図、図版 170)

掘立柱建物Clは主柱点から 13本、庇列から4本柱材を検出した。柱材の樹種はいずれもヒ

ノキである。主柱穴から出土した柱の直径は最も細いもので 12.5cm、 最も太いもので 18.9cmで、

残存長は lm前後である。庇列の柱材直径は lcm前後である。いずれも芯持ち、丸太材のまま柱

として使用されており、加工痕は底部のみで、手斧により周囲から細かく施された段差が残る状

態で使用されている。

掘立柱建物C2(第 67図、図版 13)

掘立柱建物C2は A18f9、 A18f8、 A18g9、 A18g8区、第 10面で検出した梁間 3間 ×桁行 4

間の平面プランを有する建物である (以下は建物C2と呼称する)。 主柱水の掘方検出レベルは

T,P。 1.8mか ら2m前後である。梁間は 4.6m、 桁行は 6.69mで 床面積は 30,75ポ を測る。主柱寮

の掘方は平面形が円形、直径は 0。 5m～ 0,8m前後で、埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土

がブロックで混入している。

建物C2では主柱穴 14箇所の内 9箇所から柱材を検出した。これらの柱の中には遺構面から

30cmほ ど上部に、柱穴内では地中 70cm深 く残存 していたものもあり、取り上げてみると残存長

が lmを超えるものもあった。柱材の直径は 15～ 19cmで、芯持ち、丸太材のまま使用されてい

る。これらの柱は建物が廃絶した後も抜き取られることも無く放置されていた。樹種は全てヒノ

キである。

建物 2の柱の上部は第 10面上部を覆っている灰色粘土 (砂混じり)層上面から発見していた

ため、第 10面まで掘下げの早い段階で、梁間 3間×桁行 4間の平面プランが判明していた。そ

のため建物内部、外回り2m程を区割りして掘り下げたが、建物床面まで掘り下げる段階で内部

構造や上部構造を復原できるような遺構、遺物は検出していない。しかし土層断面を観察すると
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掘立柱建物Clと 同様、建物内部の土層は柱文の掘方検出面より上部 0.lmほどは水平に堆積し

ており、建物内部床面を平らに整地 した痕跡の可能性もある。建物内外の埋土を洗浄したところ、

土中から多量の滑石製の自玉を発見 した。出土数は 359点で、その他紡錘車、双孔円板、砥石、

台石や鉱滓を発見している。出土遺物や掘立柱建物Clと 同様、柱材が抜き取られること無く残

存している状況から、建物が廃絶したのは掘立柱建物Cl同様H型式 4段階に相当すると思われる。

掘立柱建物C2出土遺物 (第 175図 8～ 13、 第 625図 ■、第 628図 ll、 第 630図 3～ 6・ 8～

10、 図版 243a、 図版 244、 図版 246a、 図版 248b)

出土土器実測図の一部が第 175図 8～ 13で、8・ 9・ 12・ 13は柱床掘方検出面までに出土 し

た遺物である。8・ 9は土師器鉢、12・ 13は土師器甑である。10。 11は ピットC1636か ら

の出土であるが、建物下層の遺構からの混入品と思われる。

石製品は第 625図 ■ が紡錘車、第 628図 Hは管玉、第 630図 3～ 6・ 8は双孔円板、第 630

図 9。 10は有孔円板である。紡錘車は裏面に鋸歯文が刻まれている。図版 248bは滑石製臼玉の

一部である。他にガラス玉 (分析編第 3章図版 1・ 2-C2・ 3～ 12・ 15。 20)が出土している。

掘立柱建物C3(第 68図、図版 13)

掘立柱建物C3は A18g7、 A18h7区で検出した梁間 3間 ×桁行 4間の平面プランを有する

建物である。第 10面で柱の上部を発見 したが、柱水は第 11面で検出した (以下は建物 C3と

呼称する)。 主柱束の掘方検出レベルはT,P,1.7m～ 1.8m前後である。梁間は 4.65m、 桁行は7.08m

で床面積は 32.92ポ を測る。柱寮掘方は平面形が円形、直径は 0.5m～ 0,7m前後で、埋土はおお

むね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。

建物南西のコーナー部は第 1次試掘調査の トレンチ内にかかり、このとき発見された柱根とあ

わせて 9本の柱が残存していることになる。今回の調査で出土 した 6本の柱の樹種鑑定結果に

よると、柱材の樹種は柱京C3480か ら出上した柱のみコウヤマキで、他はすべてヒノキの丸

太材である。第 105図はC3480出 土の柱材の実測図である。厚みが約 8cm、 残存長 63.2cmの

板状の芯去材で根元にくびれの加工があり、転用材と思われる。

建物 3の柱の上部は第 10面で発見していたため、第 ■ 面まで掘 り下げの早い段階で、梁間 3

間×桁行 4間の平面プランが判明していた。そのため建物内外を区割りして掘り下げ、須恵器、

土師器が出土した。出土遺物や、柱材が抜き取られること無く残存している状況から、建物が廃

絶 したのは掘立柱建物Cl同様 H型式 4段階に相当すると思われる。

掘立柱建物C3出土遺物 (第 175図 14～ 18)

出土土器実測図の一部が第 175図 14～ 17で ある。すべて柱京掘方検出面までに出土 した遺

物である。14～ 16は須恵器イ身、17は土師器鉢、18は須恵器甕である。

掘立柱建物C4南・ C4北 (第 69図・第 70図、第 73図、図版 14、 図版 171)
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掘立柱建物 C4は第 A18e5、 A18f5区で検出した 3問 ×3間の平面プランを有する建物である。

第 10面で建物の大部分の柱穴を検出していたが、第 ■ 面で検出した柱水とあわせてはじめて 3

間×3間の総柱建物が南から北に建替えられたことが判明した。第 69図・第 70図は建物 4南、

4北の平面図、断面図である。2棟合わせた平面プランをみると3間×6間になるが、柱京 Cl

570-C1572-C1573-C1777ラ インを境にして北側の柱穴は底にワラ材をむし

ろ状に敷きこんでいる例がみられるのに対し、南側柱文は礎板を敷きこんだ柱京を2か所検出し、

ワラ材は検出してとヽなモヽこと、 また建物柱穴 C1570-C1572-C1573-C1777

ラインを境にして、北側の建物のほうが桁行柱間の平均寸法が若千広くなっていることから、平

面プランは同じ建物が、南から北に建て替えが行われたと判断した。柱穴C1570-C157

2-C1573-C1777ラ インのそれぞれの柱床の平面形は南北に長い平面楕円形であった

が、これは建て替えに際し柱が抜き取られ、少し位置をずらして同じ柱穴を再度利用したためと

考えている。

掘立柱建物C4南の柱寮掘方検出レベルは T.P,1.6m～ 1.75m前後である。梁間は 4。 14m、 桁

行は 4.39mで床面積は 18,15だ を測る。柱宏掘方は平面形が円形、直径は 0,6m～ 0.8m前後で、

埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。建物南西の柱穴C2224、

C2068、 C2226、 C2067は 第 11面で検出した。柱水C1588と C1573か ら

は礎板が出土 した。柱穴C1588の 礎板は板状で、検出深さ0,7mの柱穴底部に東寄 りに据え

てあった。樹種はスギである。

柱宍C1573は 検出面の平面形は lm× o,78mの楕円形であるが、底部は直径 0。4m前後の

円形で、底から4枚の礎板が重なって出上した。第 73図は柱宍 C1573礎 板出土状況平面図

である。出土した礎板は整理作業の後、把手付き盤の一部 (約半分と思われる)を 4分割 して礎

板として利用していたことが判明した (図版 171)。 第 74図は把手付き盤の形に復元して実測 し

たものである。

この盤は底部と側面中央は非常に薄く作られており、一対の把手が残存している。

柱穴から出土 した須恵器、近接する掘立柱建物C6と の距離などから考えて、掘立柱建物C4

南の時期はⅢ型式 1段階に相当すると思われる。

掘立柱建物C4北の柱穴掘方検出レベルは、建て替えで再利用された柱穴C1570-C15

72-C1573-C1777ラ インを除きT,P,■8m前後である。梁間は 4。 18m、 桁行は 5。 17m

で床面積は 21.56∬ を測る。桁行寸法は南側建物のC4南より広くなっている。柱穴掘方は平面

形が円形、直径は 0。 7m～ 0,9m前後で、埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで

混入している。

柱文C1594、 C1563、 C1564、 C1567、 C1569、 C1570、 C157

2では底部、もしくは埋土中にワラ材を敷き込んでいるのが確認された。柱の沈下を防ぐととも

に、滑り止めのような役割もあったと思われる。
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柱穴から出上した須恵器、近接する竪穴住居C1693と の距離などから考えて、掘立柱建物

C4北の時期はH型式 2段階以降と思われる。

掘立柱建物C4北・南出土遺物 (第 175図 19～ 24)

19・ 20。 24は掘立柱建物C4南の柱穴からの出土遺物である。19は柱文C1573、 24は

柱京C1572か ら出上 した須恵器邪身、H型式 1段階に相当する。20は須恵器系土器高邦脚

部で、形状は須恵器風であるが、酸化炎焼成である。須恵器のような透かし孔がうがたれており、

裾部回転の甘い波状文が施されている。

21～ 23は掘立柱建物C4北の柱穴からの出土遺物である。21は柱穴C1594、 22は柱床

C1563、 23は柱京 C1567か らの出土遺物である。21、 22は土師器甕、23は須恵器蓋

である。なお柱貞 C1563か ら滑石製自玉 1点が出土 している。

掘立柱建物C5東 。C5西 (第 71図 。第 72図、図版 14)

掘立柱建物C5は A18f3、 A18f4、 A18g3、 A18g4区 で検出した。建物 C5も建物C4と 同様

第 10面でほとんどの柱京を検出していたが、第 11面で検出した柱床と合わせて初めて 2間 × 4

間の建物 (建物 C5東)が 3問 ×5間 (建物C5西)の建物に建替えられたことが判明した。

第 71図 は建物C5東、第 72図は建物C5西の平面図、断面図である。

建て替えの順番は南東コーナー部の柱穴C2182が C2183を 切っていることから、ほぼ

同じ面積ながら柱数を増やして 2間×4間の建物が 3問 ×5間に建て替わったことが判る。こ

の時柱京C1649、 C1655は 再び利用されている。建物C5は東 。西 2棟ともに柱床底に

ワラ材を敷きこんでいる例がみられた。

掘立柱建物C5束の柱水掘方検出レベルは ToP,1.5m～ 1.8m前後である。梁間は 4.13m、 桁行

は 8.18mで床面積は 33.74ポ を測る。柱穴掘方は平面形が円形、直径は 0.5m～ 0,8m前後で、埋

土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。柱穴C1658、 C1655
の 2箇所からワラ材を検出した。

掘立柱建物C5西の柱京掘方検出レベルは T,P。 1.6m～ 1.8m前後である。梁間は 4.07m、 桁行

は 8.15mで床面積は 33.13ゴ を測る。柱水掘方は平面形が円形、直径は 0。45m～ 0,75m前後で、

埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘上がブロックで混入している。柱寮C1654か らワラ材、

柱穴C2178か ら樹種がヒノキの柱材を検出した。

建物南側に沿って検出した溝C2276か らは、H型式 2段階に相当する須恵器郷蓋と共に

木製の下駄が出土 している。建物C5西の柱穴C1649、 C1654か ら出上した須恵器は小

片で図化したのは 2点のみである (第 176図 1・ 2)。 これらの遺物から建物C5東・西の時期は

H型式 2段階前後、6世紀前半から中頃に相当する。

掘立柱建物C5南縁溝 2276出 土木製品 (第 76図 )・ 出土土器 (第 201図 20～ 22)

溝C2276は 幅 0.6m、 長さ8m、 検出深さ0,2m前後を測 り、須恵器、土師器と共に、木製
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の下駄が出土 した。第 75図 は下駄の出土状況平面図である。溝底で裏返った状態で出土した。

第 76図は下駄の実測図である。下駄は歯が一本残存 しており、孔の位置から推定 して左足用、

長さ0.247m、 幅 0,lm、 高さ4.7cmを 測る。

第 201図 20。 21は須恵器蓋、22は土師器鉢である。21の須恵器邦蓋はH型式 2段階に相当

する。

掘立柱建物C6(第 77図、図版 14)

掘立柱建物C6は A18f5、 A18f6、 A18g5、 A18g6区 で検出した平面プランが 3間 ×4間の建

物である。建物南面の柱京ラインが竪穴住居C2440を 切っている。梁間 4.57m、 桁行 6.82m

で床面積は 31.14ポ を測る。全ての柱水を第 11面で検出しており、柱穴の検出レベルはT,P.1.5m

～ 1.6mで ある。主柱穴の掘方は平面形が円形、直径は約 0.4m～ 0.8m前後、埋土はおおむね暗

灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。柱材、ワラ材は出土していない。図上復元で

主柱穴の外回りに平面形の直径が 0.3m前後のやや規模の小さい柱穴が並んでいることがわかり、

検出深さも主柱穴より浅いことから、庇の柱列と思われる。建物の桁行のみならず梁間にも庇列

があるとすれば、屋根の構造は寄棟の可能性もある。庇ピットC1836か ら鉱滓が出土している。

柱穴から出上した須恵器は小片で、図化したのは 1点 (第 176図 3)のみである。出土した遺

物や建物の切り合い関係から、掘立柱建物C6の時期はH型式 3段階に相当すると思われる。

掘立柱建物C8(第 78図、図版 15)

掘立柱建物 C8は A18g10、 A19gと、A18h10、 A19hl区 で検出した平面プランが 3間 ×4問

の建物である。建物南西の柱京ラインは竪穴住居C3770を 、東辺の柱穴ラインは竪穴住居C

3767を 切っている。梁間 4.86m、 桁行 6.95mで床面積は 33.72∬ を測る。柱鬼 C1549と

C3774は 第 10面から、その他の柱京は第 ■ 面で検出した。柱穴の検出レベルは T,P,1。4m

～ 1,6m前後である。主柱鬼の掘方は平面形が円形、直径は約 0,5m～ 0,8m前後、埋土はおおむ

ね暗灰色粘土に緑灰色粘上がブロックで混入している。

第 10面から検出した柱束C1549、 C3774は 柱材が残存していた。第 106図 は出土し

た柱材の実測図である。2本の柱はどちらも断面が多角形になるように加工が施された芯去材で、

転用された部材と考えられる。残存長は2本 とも約 0,7mで ある。樹種は他の建物の柱がほとんど

ヒノキであるのに対し、コウヤマキが用いられている。柱穴C1549か ら鉱滓が出土 している。

柱京C3797か らは遺物が出土した (第 176図 8・ 9)。 出土した須恵器と建物の切り合い関

係から、掘立柱建物C8の時期はII型式 4段階前後、6世紀後半と思われる。

掘立柱建物C7(第 79図、図版 14)

掘立柱建物C7は A18h6、 A18g5、 A18g6区 で検出した平面プランが 3問 ×5間大型の掘立
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柱建物である。建物北束の柱水列が竪水住居C2440を 切っている。梁間 4.92m、 桁行 8.52m

で床面積は 41.88∬ を測る。全ての柱穴を第 H面で検出しており、柱穴の検出レベルは T,P,1.5m

前後である。柱穴の掘方は平面形が円形、直径は約 0.7m～ 0.8m前後、検出深さ0.6m前後を測り、

埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。柱束C2367、 C246

3、 C2364、 C2363、 C2359、 C2358、 C23571よ底にワラ材が敷きこまれ

ていた。

柱水からの出土遺物実測図の一部が第 176図 4～ 7で、柱床C2398、 C2356か らは

須恵器邪蓋 (4・ 5)、 柱穴 C2358、 C2357か らは須恵器邦身 (6・ 7)、 柱床 C2359

から双孔円板 (第 630図 14)が 出土 した。出土遺物と建物の切りあい関係から掘立柱建物C7

の時期はⅡ型式 2段階前後に相当する。

掘立柱建物 C7周囲溝C2422(第 80図・第 81図、図版 30)

掘立柱建物C7南半部を取りまくように位置する溝C2422を 検出した。建物南辺に沿った

部分で幅 1.4m、 検出最大深さ 0。 17mを測る。建物東辺に沿う部分はやや幅広 くなっており溝 C

2487と して検出したが溝C2422と 一連のものである。この部分は幅 2.3m、 検出最大深

さ0.15mを 測る。須恵器、土師器、滑石製臼玉 1点、敲石等多量の遺物が出土 した。建物東辺

に沿ったところでは席状のものが広がっているのが認められた。建物の壁や屋根に使用 した植物

繊維状の草壁、藁葺屋根の一部の可能性もある。

掘立柱建物C7周囲薄C2422出 土遺物 (第 193～ 195図、第 630・ 637図、図版 166、 図版 251)

第 193～ 195図は掘立柱建物 C7周囲溝C2422出 土遺物実測図の一部である。第 193図

1～ 8。 14は須恵器邪身、14のイ身内面は漆状のものが付着している。9～ 13は須恵器邦蓋、15は

須恵器高邦蓋、16は須恵器郭蓋、17は須恵器高添脚部、20は須恵器壷、21・ 22・ 24～ 26、 第 194

図 6は須恵器甕である。出土した須恵器は須恵器編年 H型式 2段階前後に相当する。第 193図 18'

19。 23は須恵器系土器で、18。 19は壺、23は高邦である。壷は回転の甘い波状文が施されている。

第 194図 3・ 4は土師器甑、2は土師器甕、1、 5、 7は土師器長胴甕である。第 195図 1～ 4

は口径が 8cm前後の土師器鉢、5・ 6・ 8は器高が 5cm前後の浅形の鉢、■・19・ 20は器壁が厚く、

甕の体部下半をそのまま利用したような形状の鉢、23は把手つき鉢と多様な鉢が出土 している。

13～ 17・ 21・ 22は土師器甕、24・ 25は土師器鍋である。10は土師器の蓋で、天丼部に円筒状

の孔が貫通 している。なお、第 193図 6・ 11・ 14、 第 195図 12・ 21・ 22・ 25は溝 C2487、

第 193図 3・ 13・ 26、 第 195図 2・ 19。 20は溝C3509か ら出土したものである。

第 630図 ■ は石製品で双孔円板、第 637図 1は砂質頁岩製の砥石である。長さ 15。 25cmを測る。

掘立柱建物C10(第 82図、図版 22)

掘立柱建物C10は A18d9、 A18d10、 A18e9、 A18e10区で検出した平面プランが 3問 ×4間
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の建物である。梁間 4.61m、 桁行 6.74mで床面積は 31.05ピ を測る。すべての柱穴を第 11面で

検出した。柱文の検出レベルは T,P,1.5m前 後、柱水の平面形は円形で直径が 0。 85m～ 0.4m、 埋

土は暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。

柱床C4349か らは柱の樹皮のみ検出した。柱穴C4343か らは礎板を検出したが、この

礎板は丸太材を半裁して平らな面を伏せて使用しており、柱の下に敷き込んだのではなく柱の根

固めのために用いられたものと思われる。

建物C10の柱水からの出土遺物は小片で図化できたものはなかったが、建物北面に沿って検

出した溝C4354か らはH型式 2段階に相当する須恵器が出土している。これらの遺物から

建物C10の 時期はH型式 2段階前後、6世紀前半から中頃に相当する。

掘立柱建物C10北縁溝C4354出 土遺物 (第 196図 1～ 21)

溝C4354は 幅 0.8m～ 1.5m、 長さ 9.5m、 検出深さ0,2m前後を測 り、須恵器、土師器、製

塩土器が出土した。第 196図 1～ 21は掘立柱建物C10北縁溝C4354出 土遺物実測図の一

部である。1は土師器長胴甕、12は土師器甑、13。 14・ 16は土師器中小甕、4は土師器台付小

型鉢、17は土師器鉢で、口縁部が外方に屈曲している。18～ 20は製塩土器で、椀形である。2

は須恵器壷の蓋、5～ 7は須恵器邦蓋、3・ 8。 9は須恵器郭身、3は口径が 6cm未満のミニチュ

ア品である。10は須恵器醒、Hは須恵器高郭である。須恵器蓋郭はH型式 2段階に相当する。

15・ 21は製塩土器で、21(図版 172)イよ口縁部外面にタタキ痕が残る大型ボウルタイプである。

掘立柱建物Cll(第 83図、図版 15)

掘立柱建物Cllは A18h9、 A18h10区 で検出した平面プラン3間×5間の建物である。梁間

4.73m、 桁行 8.46mで、床面積 40.02ピ を測る。すべての柱束を第 11面で検出した。柱床の検出

面は T.P.1.4m～ ToP,1.65mで 、柱点の平面形は円形で直径が 0,8m～ 0.5m、 埋土は暗灰色粘土

に緑灰色粘土がブロックで混入している。

柱寮C3674か らは柱材 (樹種はヒノキ)、 柱朱C3683、 C4002、 C4001か ら

は礎板を検出した。柱穴C4001の 礎板は2枚が上下に交差した状態 (第 88図)で出土したが、

下に敷きこまれていた板材は柄を欠損した櫂である。

柱床からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物の距離等から掘立柱建物C

llの時期はH型式 2段階前後、6世紀中葉と思われる。

掘立柱建物Cll柱穴C4001出 土礎板 (第 89図 )

第 88図 は柱水C4001の 礎板出土状況平面図である。下の礎板が柄を欠損した櫂である。

第 89図は出土した礎板の実測図で、幅 13cm、 厚み 3cm、 残存全長 46cm、 柄は 3cm四方の棒状で

本体先端から一体で削り出して作られている。柄の先端は欠損している。

掘立柱建物C13(第 84図、図版 22)
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掘立柱建物C13は A18e9、 e10区で検出した平面プラン3間×4間の建物である。梁間 5,03m、

桁行 7.40mで床面積は 37.20∬ を測る。一部の柱材を第 10面で検出していたがすべての柱文を検

出し、平面プランが確定したのは第 ■ 面である。建物C13は建物C17と主軸を違えて重複し

ている。柱穴の検出レベルはT,P.1,7～ 1.5m、 平面形は円形で、直径はlm～ o.5m前後、埋土は

暗灰色粘土に緑灰色粘上がブロックで混入している。北東隅から須恵器 (第 176図 10)が 出土 した。

第 10面で検出した柱京C1677、 C1672か らは遺構面より上部に残存する柱材を検出

している。柱材の樹種はヒノキである。柱穴C4309か ら須恵器郭蓋 (第 176図 11)、 柱京 C

4295か ら須恵器郭身 (第 176図 12)が出土 した。建物の切 り合い関係、周辺の建物の距離

等から掘立柱建物C13の 時期はH型式 3段階、4段階前後、 6世紀後半と思われる。

掘立柱建物C20(第 85図、図版 22、 図版 171)

掘立柱建物C20は A19el、 A18e10区で検出した平面プランが 3問 ×5間の建物である。西

側の一部柱文が未検出であるものの図上の復原により3間 ×5間の建物になることが判明した。

梁間 5,38m、 桁行 9。 25m、 復元した床面積 49.77ポ を測 り、検出した建物の中で最も広い。すべ

ての柱床は第 11面で検出した。柱穴の検出レベルは T.P,1.45m前後、柱穴の平面形は円形で、

直径は 0。9m～ 0.6mで ある。埋土はおおむね暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。

柱穴C4384か らは弥生式上器 (第 176図 16)が出土したが、ベース上の混入品と思われる。

他に建物の時期の決め手になる遺物は出土していないが、建物のプラン、周辺の建物との距離等

から掘立柱建物C20の 時期はH型式 2段階前後、6世紀前半と思われる。

柱丈C4392、 C4384、 C4403、 C4372か ら礎板が出上した。 これら建物C2

0の柱床と建物外のピットC4517の 5箇所から出土した礎板は、一つの加工痕のある板材を

分割して礎板に転用したものである。

第 92～ 96図は上記の 5箇所の柱水の礎板出土状況図である。出土した礎板を合体 して実測

したものが第 97図である。合体復元された板材は幅 44cm、 長さ 88cm、 厚み 4cmを測 り、片面は

未調整、片面は手斧痕が鮮明に残る。断面の形状から、盤のような容器に加工中であったと思わ

れるが、途中で放棄され、乱雑に 6枚の板に分割され、礎板に転用されている。

掘立柱建物C17(第 86図、図版 22)

掘立柱建物 C17は A18e9、 A19f9区 で検出した平面プランが調査区唯―の 4間 ×5間の建

物である。平面図を検討した結果屋内に 2箇所棟持柱があったと思われる。梁間 5。 64m、 桁行

7.70m、 床面積 43。 43∬ を波Iる 。一部の柱穴を第 10面で検出していたがすべての柱貞を検出し、

平面プランが確定したのは第 11面である。建物C17は 建物C13と主軸を違えて重複 してい

る。柱文の検出レベルは T.P。 1,6m前後、平面形は円形で、直径はlm～ o.5m前後、埋土は暗灰

色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。
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柱床C3858か ら柱が、また柱穴C3848、 C1673、 C4307か ら礎板が出土した

が、そのうち柱穴C3848の 礎板は田下駄を転用したものである。

柱穴からは図化できるような遺物は出土していないが、建物の切り合い関係、周辺の建物との

距離等から掘立柱建物C17の 時期はⅡ型式 1段階前後、6世紀初頭と思われる。

第 90図 は柱穴C3848の 礎板出土状況平面図である。第 91図は田下駄を転用した礎板実

測図である。幅 10cm、 長さ 27cm、 厚み 2cmで孔の位置から右足用と推定できる。なお第 638図

2は泥岩製の砥石で柱穴C1674か ら出土した。

掘立柱建物C18(第 87図、図版 15)

掘立柱建物C18は A18g8、 A18g9、 A18h8、 A18h9区で検出した平面プラン3間 ×4間の建

物である。梁間 5。 17m、 桁行 6.76m、 床面積 34.95Nを 測る。すべての柱京を第 11面で検出した。

柱文の検出レベルは T.P。 1.6m前後、柱穴の平面形は円形と方形があり、埋土はおおむね暗灰色

粘土に緑灰色粘土がブロックで混入している。柱穴C4406か ら柱材が出土した。樹種はムク

ノキである。

柱穴C3606か ら須恵器邦身 (第 176図 15)、 柱床 C3477か ら須恵器高郷 (第 176図

14)が 出土 しているが、他に建物の時期の決め手になる遺物は出土 していない。周辺の建物の

距離等から掘立柱建物C18の 時期はII型式 3段階前後、6世紀中頃と思われる。

掘立柱建物C9(第 98図、図版 16)

掘立柱建物C9は A18h9、 A18i9、 A18i10区で検出した平面プランが 3問 ×3間の総柱建物

である。梁間 4.58m、 桁行 5,41mで床面積は 24.78ポ を測る。すべての柱穴を第 H面で検出した。

柱穴の検出レベルは T.P.1.25m～ 1.5mで ある。柱文の掘方は平面形が円形、直径が 0,7m～ 0.5m

で、埋土はおおむね灰色粘土に緑灰色粘上がブロックで混入している。

全ての柱京から礎板が出土 し、柱丈C4118か らは礎板と柱がセットで出土した。礎板は長

方形の板材を使用し、礎板の長辺をおおむね東西方向にそろえて整然と据えられている。柱材の

樹種はヒノキである。

柱穴からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物の距離等から掘立柱建物C

9の時期はH型式 2段階前後、6世紀中葉と思われる。

掘立柱建物C14(第 99図、図版 18)

掘立柱建物C14は A18i7、 A18i8、 A18,7、 A18j8区で検出した平面プラン3間 ×3間の総

柱建物である。梁間 4.61m、 桁行 5。 41m、 床面積は 24.89mを 測る。南西隅の 3箇所の柱穴はC

調査区とB調査区の境上に位置 しており、B調査区で検出した。その他の柱鬼はC調査区第 11

面で検出した。柱穴の検出レベルは ToP。 1.2～ 1,35m、 平面形は円形で、直径は 0。7m～ 0.4m、
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埋土は暗灰色～黒灰色粘土に緑灰色粘質シル トがブロックで混入する。検出した柱水はいずれも

断面がバケツ型、検出深さが 0.8m前後を測 り、全ての柱穴に非常に厚みのある礎板が敷き込ま

れていた。これらの礎板は船材を裁断して転用したと思われ、樹種はスギ材である。

柱床C2906か らは須恵器邪蓋 (第 176図 13)が 出土 しているが、他に建物の時期の決め

手になる遺物は出土していない。建物の規模、周辺の建物の距離等から掘立柱建物C14の時期

はH型式 2段階前後、 6世紀前半と思われる。

掘立柱建物C12と 掘立柱建物C19(第 100図 。第 101図、図版 17・ 20)

掘立柱建物C12と掘立柱建物C19は A18i10、 A19il区 から重複 して検出した、共に平面

プランが 2間 ×4間の総柱建物である。掘立柱建物C12は 梁間 4.41m、 桁行 5,06mで床面積

22.29だ を測る。掘立柱建物C19は 梁間 3.37m、 桁行 4.81mで床面積 16.19ポ を測る。すべての

柱穴を第 11面で検出しており、柱床の切り合い関係からみて建物C12か ら建物C19に東に

位置をずらして建替えられたと考えられる。建物C12の柱文の検出レベルはT.P.1.35m～ 1.5m、

柱京の平面形は円形で、直径は 0,85m～ 0。 4m、 埋土は暗灰色粘土に緑灰色シル トがブロックで

混入する。建物C19の柱貞の検出レベルは T.P。 1.35m～ 1.5m、 柱水の平面形は円形で、直径

は 0・ 6m～ 0.4m、 埋土は暗灰色粘土に緑灰色シル トがブロックで混入する。

建物 C12は 10箇所、建物 C19も 10箇所の柱床から礎板を検出したが、これらの礎板は

分厚く柱穴の底一面に敷き込まれているものがほとんどである。建物C19で は小さい板材を積

み重ねて複数枚の礎板を使用している例もあり、これは柱の高さを調節、もしくは柱の根固めを

おこなったと考えられる。

柱穴からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物の距離等から掘立柱建物 C

12、 C19の時期は I型式 4段階前後、 5世紀後半と思われる。

掘立柱建物C21(第 102図、図版 21)

掘立柱建物C21は A18h4、 A18h5、 A18i4、 A18i5区で検出した平面プラン2間 ×3間の総

柱建物である。梁間 3.51m、 桁行 4.12m、 床面積 14。 44ポ を測る。すべての柱穴を第 11面で検出

した。柱穴の検出レベルは ToP。 1.lm～ 1.4mで、柱穴の埋土は灰色粘土～暗黒色粘土である。

柱材が残存していた柱穴の平面形は長方形で、それに対して柱が抜き取られている柱穴の平面形

は不整形である。すなわち本来の柱床の平面形は長方形であったと推定できる。

柱京C2502、 C2486は 土坑C2415を 切り込んでおり、この 2箇所の柱穴からの出

土遺物 (第 176図 17～ 22)は土坑C2415か らの混入品である可能性が高い。建物のプラン、

建物間の距離、切り合い関係から掘立柱建物C21の 時期は I型式 4段階前後、5世紀後半に相

当すると思われる。

柱寮C2486、 C2513、 C2516、 C2517の 4ヶ 所の柱穴から柱材が出土したが
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その全ての柱はヒノキの芯去材が用いられていた。第 107図は柱材が出上 した柱貞の平面図、

断面図である。平面図をみると柱は柱水内の中央に立てるのではなく、側面に寄せて立てている

のがわかる。また他の建物と比べると建物の面積に対して用いられている柱材直径が大きい建物

である。なお柱穴C2502か ら砥石 1点が出土 している。

第 108図は出土 した柱材の実測図である。いずれも腐食が激しいが、ヒノキの芯去材で、底

部は平らに加工されている。

掘立柱建物C25(第 103図、図版 24)

掘立柱建物C25は A18e4、 A18e5、 A18f4、 A18f5区 で検出した平面プラン3間 ×4間の総

柱建物である。梁間 5.51m、 桁行 7.00m、 床面積 38.54だ を測る大型建物である。大半の柱穴は

第 11面で検出したが、建物東辺ラインは溝状土坑C1922に 1箇所 (第 104図 )、 同じく溝

状土坑C1755の 中に 2箇所の礎板を検出し、礎板の間隔から建物C25の平面プランが復元

できた。柱穴の検出レベルは T,P。 1.5～ 1,7m、 柱穴の平面形はおおむね円形、直径は0.8m～ 0.5m、

埋土は灰色～暗灰色粘土に緑灰色シル トがブロックで混入する。

建物の外回りの柱穴のみ厚みのある板材が敷き込まれており、東柱には礎板は設置されていな

い。総柱建物であるが、倉庫ではなく住居建物の可能性がある。溝状土坑C1922内 で検出し

た建物C25の礎板直上からの須恵器不身 (第 176図 33)が 出土 していること、近接する建物

との距離等から掘立柱建物C25の時期は I型式 4段階、5世紀後半に相当すると思われる。

掘立柱建物C15(第 109図、図版 19)

掘立柱建物C15は A18h7、 A18h8、 A18i7、 A19i8区 で検出した平面プラン2間 ×3間の総

柱建物である。梁間 4m、 桁行 6.28m、 床面積 25。 10ポ を測る。すべての柱水を第 H面で検出した。

柱穴の検出レベルは T,P,1.2m～ 1.4mで、平面形は円形と隅丸方形がある。建物C15の 柱穴

埋土はほとんど遺物もブロック土も混じらない灰色粘上であり、ベース土との区別が非常に困難

であった。すべての柱穴から礎板が出土しているが、幅や厚みが不ぞろいの板材で向きを揃えず

に設置されている。

柱文からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物の距離等から掘立柱建物 C

15の時期は I型式 4段階前後、5世紀後半と思われる。

掘立柱建物C30(第 110図、図版 15)

掘立柱建物C30は A18h8、 A18g8区で検出した平面プランが 2間×4間の総柱建物である。

西半分は竪穴住居C3333を 切っている。梁間 4.60m、 桁行 6.46m、 床面積 29.69ポ を測る。

すべての柱穴を第 11面で検出した。柱穴の検出レベルは T.P.1.4m～ 1.6m、 平面形はおおむね

円形で、直径は 0.35m～ 0.65mで ある。
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3か所の柱水から礎板を、1箇所から柱材を検出しているが、束柱にあたるC3312、 C3

452では礎板が検出され、建物外回りの柱水C2996は 礎板を用いず直接柱を立てているこ

となど検出した他の総柱建物とは様相が異なる。柱材の樹種はヒノキである。柱床からは図化で

きるような遺物は出上 していないが、建物の切り合い関係、周辺の建物の距離等から掘立柱建物

C30の時期は I型式 5段階前後、6世紀初頭と思われる。

掘立柱建物C22北 (第 lll図、図版 21)

掘立柱建物C22北 は A18h4、 A18g4区 で検出した平面プラン3問 ×3間の建物である。梁

間 4。 20m、 桁行 4.55m、 床面積 19,09∬ を測る。H面を覆っている包含層掘り下げの早い段階から、

大半の柱文の輪郭は見え始めていたが、すべての柱床が検出され平面プランが確定したのは第

11面である。柱穴の検出レベルはT,P.1.05～ 1.4m、 平面形は円形、直径は 0.8m～ 0.4m、 埋土

は褐灰色～暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入する。第 11面 まで掘り下げると、h4区・

g4区の遺構面はすぐ東側の谷状の窪地に向かってなだらかに下がっていき、周辺の包含層は非

常に多くの遺物を含んでいた。建物C22の柱穴からも多数の遺物が出土した。遺物の出土状況

は、建物C22が前代の遺構を整地して構築された状況をしめしている。

第 176図 23～ 30は柱穴からの出土遺物の一部である。23は柱水C2238か ら出土 した須

恵器邦蓋、24は柱京 C2239か ら出土した須恵器邦身、25～ 27は柱京C2240か ら出土

した須恵器高邦、28は同じく柱穴C2240か ら出土した須恵器壺口縁部、29は柱穴C224

7か ら出土した須恵器系土器邦身、30は 同じく柱宍 C2247か ら出上した須恵器甕である。

また柱文C2660か らは製塩土器が出土 した (第 203図 8)。 出土遺物、周辺の建物との距離

から掘立柱建物C22】ヒの時期はⅡ型式 2段階前後、6世紀中頃と思われる。

掘立柱建物C22南 (第 112図、図版 21)

掘立柱建物C22南 は A18h4区 で検出した平面プラン2問 ×3間の建物である。図上で検討

した結果、建物C22南 は屋外棟持柱がつくことが判明した。梁間 3.35m、 桁行 4.73m、 床面積

15.82ポ を測る。すべての柱穴を第 ■ 面で検出した。柱穴の検出レベルは T,P,0。95～ 1.38m、

平面形は円形で、直径は 0.8～ 0,4m、 埋土は暗灰色～褐灰色粘土である。

柱床C2260、 C2266、 C2580、 C2552の 4箇所の柱水から礎板が出土したが、

そのうち柱床C2260、 C2266に は焼けた角材が用いられていた。柱穴C2580か らは

須恵器邦蓋 (第 176図 31)、 移動式カマ ドが出土した。出土遺物、周辺の建物との距離から掘立

柱建物C22の時期は I型式 5段階前後、6世紀初頭と思われる。

掘立柱建物C28(第 l13図 )

掘立柱建物C28は A18e7、 A18e8、 A18f7区で検出した平面プラン3間×5間の建物である。
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梁間 5.58m、 桁行 8.12m、 床面積 45,28ポ を測る。すべての柱京を第 11面で検出した。柱丈の検

出レベルは T.P。 1,4～ 1.6m、 平面形は不整形なものが多く、規模もばらつきがある。柱穴の形

状をみると上面から撹乱された状況を示している。

柱穴からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物との距離から掘立柱建物 C

28の時期はH型式 1段階前後、6世紀前葉と思われる。

掘立柱建物 C23、 C35(第 ■5図 。第 116図、図版 23)

掘立柱建物C23と 掘立柱建物C35は g6区で重複 して検出した、ともに平面プラン2問

×4間の総柱建物である。掘立柱建物C23は梁間 4.00m、 桁行 6。 28m、 床面積 25.10ど を測る。

掘立柱建物C35は 梁間 4,09m、 桁行 6.23m、 床面積 25,48ビ を測る。すべての柱穴を第 11面で

検出した。建物全体が竪穴住居C2440に 、北側は掘立柱建物C6の柱穴列に、南半分は掘立

柱建物C7の柱床列と合計 4棟の建物に切られている。建物C23と C35は平面プランが同じ

で、面積もほとんど変わらないので、位置をずらして建て替えられたと思われるが、2棟の建物

の柱穴間の切り合い関係がないので、新旧関係はわからない。

建物C23の 柱穴の検出レベルは T.P。 1。3～ 1.5m、 柱点の平面形は不整形、埋土は暗灰色～

灰色粘土に緑灰色土がブロックで混入する。建物C35の 柱穴の検出レベルは T,P.1.4m前後、

柱穴の平面形は不整形、埋土は暗灰色～灰色粘土に緑灰色土がブロックで混入する。

建物C23は 9箇所、建物C35は 7箇所の柱穴から礎板を検出したが、形や大きさがさま

ざまな板材をlヶ 所に数枚積み重ねたり、向きを揃えずばらばらに敷き込んだり、礎板の使用に

規則性がない。建物C35の柱穴C2564か らは須恵器高邦、台石が出上している (第 176図

36)。 建物 23の柱京C2758か ら土師器甕 (第 176図 32)が 出土している。出土遺物と建物

の切り合い関係から、掘立柱建物C23、 C35の時期は I型式 3段階前後に相当すると思われる。

掘立柱建物C31・ C32(第 117図・第 ■8図 )

掘立柱建物 C31・ C32は ともに平面プラン2間 ×2間 の総柱建物で、建物 C31は

A18f4、 A18f5区、建物C32は A18f4区で検出した。

建物C31は 梁間 2.51m、 桁行 3.26m、 床面積は 8。 17ポ を測る。建物C32は梁間 3.01m、 桁

行 3,47m、 床面積は 10。 43だ を測る。すべての柱床を第 ■ 面で検出した。柱穴の検出レベルは

T.P,1.5～ 1.55m、 平面形はおおむね円形で、直径は 0。 3m～ 0.6m、 埋土は暗灰色～灰色粘土に

緑灰色粘土をブロックで混入する。

建物C31の 5箇所の柱京から礎板が、建物C32の 4箇所の柱穴で礎板、1箇所で柱材を検

出した。柱材の樹種はヒノキで直径は 0。 155m、 建物の規模に比して柱の直径が小さいことはない。

礎板は大きさや形が不揃いの板材を用い、方向をそろえることも無く置かれ、積み重ねて使用 さ

れている柱穴もあり、使用状況に規則性がない。近接する建物間の距離等から考えて掘立柱建物
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C31、 C32は 5世紀代の建物と思われる。

掘立柱建物C16(第 119図、図版 21)

掘立柱建物C16は A19hl、 A19hl区で検出した大型の掘立柱建物である。建物の大半は調

査区外になるが、長辺は6間以上になる可能性がある。すべての柱寮を第 11面で検出した。柱

穴の検出レベルはT,P,1,4～ 1.55m、 柱点の平面形は円形で、直径は 0,9m～ 0.5m、 埋土は灰色

粘土に緑灰色粘土がブロックで混入する。

建物C16で は柱水C4736を 除く全ての柱床から礎板が出土 した。また柱穴C4705、

C3751、 C4643、 C4715か らは礎板の上に柱材が残存していた。用いられていた礎

板はいずれも厚さが 8cm前後を測り、柱材の直径は平均 20cmを超え、これは検出した建物の中

で最も規模が大きいものである。柱は礎板の中心に据えられており、柱材の樹種はC4715が

コウヤマキで他はすべてヒノキである。第 120図 1は柱鬼C4643出 土の柱材である。直径 22

cm、 残存長 52cm、 底部は水平に加工されており、手斧痕は残っていない。第 120図 2は柱文C3

751出上の礎板である。幅 35cm、 長さ 46cm、 厚み 10cmを測り、上面中央に柱痕跡が残っている。

柱穴からは図化できるような遺物は出土していないが、周辺の建物の距離等から掘立柱建物C

16の時期は I型式 4段階前後、5世紀後半と思われる。

掘立柱建物C34(第 121図 )

掘立柱建物C34は平面プラン2間 ×3間の建物で A18h8、 A18h9、 A18i8、 A18i9区で検出

した。建物北東隅の柱床は竪穴住居C3333を 切っている。梁間 4,07m、 桁行 4.82m、 床面積

19.59ピ を測る。すべての柱穴を第 ■ 面で検出した。柱水の検出レベルは T.P.1。 4m前後、平面形

は円形、直径は 0.6m前後、理土は暗灰色～灰色粘土に緑灰色シル トがブロックで混入する。礎板、

柱は出上していない。建物の切り合い関係、近接する建物の距離から考えて掘立柱建物C34は 6

世紀代の建物と思われる。柱穴C2961か らU字形板状土製品 (第 606図 4)が出土している。

掘立柱建物C29(第 ■4図 )

掘立柱建物C29は A18d6区で検出した平面プラン3間 ×2間以上の総柱建物である。東側

半分は竪京住居C2484を 、西半分はd6区製塩土器集中部分を切って建てられている。すべ

ての柱京を第 11面で検出した。柱床の検出レベルは T,P,1.5m前 後、柱穴の平面形は円形で、

埋土は暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入する。礎板や柱は検出していない。柱水からは

須恵器、土師器等が出土した。第 176図 34・ 35。 37～ 43はその一部である。37は柱穴C17

01か ら出土した須恵器邪蓋、38は C1705か ら出土した須恵器邦蓋、34・ 35。 39～ 42は

柱文C1703か らの出土で、韓式系土器 (34)、 土師器鉢 (35)、 土師器甕 (42)、 須恵器郷蓋 (39・

40)、 須恵器邦身 (41)がある。43は C1704か ら出土した須恵器郷身である。出土遺物は下

層遺構からの混入が多いが、43須恵器邪身を上限の遺物とし、近接する建物との距離を考える
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と掘立柱建物C29の 時期はH型式 3段階以降、6世紀後半に相当すると思われる。

柱穴C1695か らはウマの自歯片、柱穴 1703か らは大型哺乳類の長骨片が出土している。

掘立柱建物B2(第 122図、図版 37)

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18b9、 B18b10の 2区で検出した。梁問 2間 ×

桁行間 3間の東西に長い掘立総柱建物である。北東コーナー部分の柱穴は、井戸 131000に

切られて欠損していた。梁間 4.Om、 桁行 4.75mで、柱間は梁間が 1.70m～ 2.12m、 桁行間が 1.51m

～ ■81mと異なる。

柱穴は 9箇所の棟持柱と2箇所の東柱の計 11箇所認められ、掘方の平面形は径 0.5m～ 0。7m

の不整円形ないしは不整楕円形で、深度は 0.3m～ 0.5mを 測った。柱およびその痕跡、礎板な

どは認められなかった。

建物B2を構成する各柱丈の掘方内から、須恵器、土師器などが出土した。図化できるものは

なかったが、出土須恵器は I型式 4段階に相当するものである。

掘立柱建物B3(第 123図、図版 38)

北東居住域に属するB調査区の北西端部の、A18,9、 A18,10、 B18a9、 B18a10の 4区 で検出

した。梁間 2問 ×桁行間 3間の南東・】L西に長い掘立総柱建物である。梁間 3.6m、 桁行 4.4mで、

柱間は梁間が 1.81m～ 2.12m、 桁行が 1.21m～ 1.81mと 異なる。

柱床は 10箇所の棟持柱と2箇所の束柱の計 12箇所認められ、掘方の平面形は径 0.5m～ 0。7m

の不整円形ないしは不整楕円形で、深度は 0.5m～ 0。 7mを測った。柱根やその痕跡は認められ

なかったが、南東側の両コーナーにあたる2箇所の柱穴から礎板が検出された。

建物B3を構成する柱穴の埋土から、須恵器、土師器、製塩土器 (第 177図 1～ 3)、 砥石な

どが出上した。出土した須恵器はH型式 4段階に相当するものである。

掘立柱建物B4(第 124図、図版 38)

北東居住域に属するB調査区の北西端部の B18a10区で、掘立柱建物跡B3の南西側に隣接す

る位置で検出した。梁間 2間 ×桁行 3間の北東・南西に長い掘立総柱建物である。梁間 3.7m、

桁行 4.lmで、柱間は梁間が 1.63m～ 1.81m、 桁行が 1.21m～ 1.70mと 異なる。

柱穴は 10箇所の棟持柱と2箇所の束柱の計 12箇所認められ、掘方の平面形は径 0.5m～ 1.Om

の不整円形ないしは不整楕円形で、深度は 0,4m～ 0.6mを 測った。柱根やその痕跡、礎板など

は認められなかった。

建物B4を構成する柱丈の埋土から、須恵器、土師器、製塩土器 (第 177図 4・ 6)な どが出

土した。出土 した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。
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掘立柱建物B5(第 125図、図版 39)

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a9、 B18a10の 2区で検出した。梁間 2間×

桁行間 2間の東西に長い掘立柱建物である。建物の主軸はE― Wを指す。梁間 4.Om、 桁行 4.7mで、

柱間は梁間が 1.81m～ 2.12m、 桁行が 2.24m～ 2.42mと 異なる。柱文は 8箇所の棟持柱が認め

られ、掘方の平面形は径 0.5m～ 0。 9mの不整円形ないしは不整楕円形で、深度はいずれも約 0.5m

を測った。全 8箇所中の 6箇所の柱文に礎板および柱材が、1箇所に礎板が残存していた。柱材

の樹種はいずれもヒノキで、礎板の樹種はモミ、スギ、ヒノキ、スダジイなどである。

建物 B5を構成する柱床の埋土から、須恵器・土師器などが出土 した。出土 した須恵器はⅢ

型 4段階に相当するものである。

掘立柱建物B7(第 126図 )

北東居住域に属するB調査区の北西端部の、A18,10、 A19,1の 2区に跨る地点で検出した。

梁間 3間×桁行 4間の南東・北西に長い掘立柱建物である。梁間 3,7m、 桁行 5.5mで、柱間は梁

間が 0.79m～ 2.00m、 桁行が 1.21m～ 1.51mと 異なる。

柱京は 14箇所認められ、掘方の平面形は 0.2m～ 0.6mの不整円形で、深度は 0.2m～ 0.6mを

測った。柱根やその痕跡は認められなかった。

建物B7を構成する柱文の埋土から、須恵器、土師器 (第 177図 5)な どが出上した。出土 し

た須恵器はH型式 1段階に相当するものである。

掘立柱建物B8(第 127図、図版 40)

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18,7、 A18,8の 2区で検出した。梁間 2間 ×桁

行 3間の南東・北西に長い掘立柱建物である。梁問 3.9m、 桁行 6.2mで、柱間は梁間が 1.81m～

2.12m、 桁行が 2.12m～ 2.30mと異なる。

柱友は 10箇所認められ、掘方の平面形は 0,5m～ 0。 9mの不整円形ないしは不整楕円形で、深

さは0.4m～ 0,7mを 測った。10箇所の柱穴のうち7箇所に柱材が残存していた。柱材の樹種はシャ

シャンボ、ネジキ、リョウブなどである。

建物B8を構成する柱穴の埋土から、須恵器、土師器、製塩土器 (第 177図 7～ 11)な どが

出土した。出土した須恵器はH型式 4段階に相当するものである。

掘立柱建物D12(第 129図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の東端、A19d～ e3区で検出した。梁間 3間 (6.Om)× 桁行 3間以上 (5.3m以 上)

で、東側は調査区外に伸びる。平均柱間は梁間が 2.01m、 桁行が 1,74m。 柱水D504・ 510。

512・ 519・ 802・ 846'856・ 869で 構成 される。主軸はN-57.5° 一Wで、検

出面の標高はT.P.1.46mo ttD 5 1 8、 ピットD789に 切られる。
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柱掘方径は平均 0.41m。 柱文D504・ 510。 512・ 519・ 856に柱材が残存してい

た。柱穴 D504の 柱材 (ヒ ノキで、辺材、削出丸木)は径 11.5cm、 残存長 43,9cm。 柱穴D5

10の柱材 (シ ャシャンボ、芯持丸木)は径 12.4cm、 残存長 39,7cm。 柱床D512の 柱材 (ヒ

ノキ、削出丸木)は径 12,3cm、 残存長 24.2cm。 柱京D519の 柱材 (ヒ ノキ、削出丸木)は径 6

cm、 残存長 17.5cm。 柱床D856の 柱材 (ヒ ノキ、削出丸木)は径 14cm、 残存長 20.lcmを測る。

各柱穴から出土した土器は、いずれも細片で図化することが出来ない。このため所属時期につ

いては明確に判定できないが、5～ 6世紀と考えられる。

掘立柱建物D13(第 128図、図版 46b。 47b)

D-2調査区の東端、井戸D474の すぐ北東、A19d～ e3区で検出した。梁間 2間 (3.71m)

×桁行 3問 (4.74m)の 総柱建物で、主軸はN-56.5° 一W 。検出面の標高は T.P.1.45mを測る。

床面積は 17.54ポ 。平均柱間は梁間が 1.85m、 桁行が 1.58m。 柱京D502・ 507・ 508・

509 ・ 5 1 4 ・ 76 1 ・ 764 ・ 790 ' 8 1 7 ・ 828 ・ 83 1 ・ 837で群歎虎さ″とる。

柱掘方径は平均 0.55m。 柱穴D507・ 508に柱材が残存していた。柱穴D761で は底に

柱材の沈下を防ぐための蒲 (長 さ42cm、 幅 27cm)が敷かれていた。柱痕跡は柱鬼D509・ 5

14・ 828・ 831で確認され、それそれの径は 13cm。 20cm。 13cm。 13cmを 測る。なお、柱

穴 D508・ 831では柱痕跡が柱穴底面に沈み込む様子が観察された。

柱穴D507の 柱材 (ア カガシ亜属、芯持丸木)は径 16.5cm、 残存長 15,3cm。 柱床D508

の柱材 (ネ ジキ、残存不良)は径 5。 3cm以上で、残存長 12.8cmを 測る。

掘立柱建物D13出土遺物 (第 230図 1～ 3・ 5)

柱穴D509か ら土師器甑 (1)、 移動式カマ ド (5)、 柱穴D828か ら土師器甕の口縁部片 (2)、

柱丈D502か ら須恵器高邦脚部片 (3)が出土 している。所属時期は須恵器高郭脚部片 (3)

から5世紀後半の範疇で考えることができるが、移動式カマ ド (5)|ま 6世紀に下る資料である

ため、建物の廃絶時期は 6世紀頃と推定される。

掘立柱建物D14(第 130図、図版 46b。 47b)

D-2調査区の北東隅、A19d3区で検出した。梁間 2間以上 (3.7m

以上)で、西・北側は調査区外に伸びる。主軸はN-37.5° 一Eで、

平均柱間は梁間が 1。 71m、 桁行が 2.25m。 柱穴 D760(778)・

845で構成される。柱床D825は 土坑D826を 切る。

柱掘方径は平均 0。6m程度の円形もしくは不整円形を呈している。

20・ 825で確認され、その径は平均 13cmを 測る。

以上)× 桁行 2問以上 (3.5m

検出面の標高は T,P.1.6m。

813・ 820。 825・

柱痕跡は柱穴 D760。 8

柱床D760・ 825では柱痕跡が柱穴底面に沈み込む様子が観察された。柱穴D845か ら

は礎板が検出され、4個の部材 (30 X ll。 1× 4.8cm、 31.4× 10,9× 3.8cm、 20,4× 8× 3.5cm、
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31,7× 11.9× 5.5cm)で構成されていた。

掘立柱建物D14出 土遺物 (第 230図 4)

柱水D845か ら土師器甕口縁部片 (4)が 出土 しているが、所属時期については 5～ 6世紀

と幅をもたせて考えている。

井戸C2549(第 131図、図版 28・ 29)

井戸枠を設置 した井戸で、A18i5区の南東谷の縁辺で検出した。井戸枠上部の検出レベルは

T,P.0.9m前後で、井戸枠底部のレベルは T,P,-0.5mで ある。掘方の平面形はややいびつな楕円

形で、長径が 1.6m、 短径が 1.4mで ある。井戸枠 (第 132図)は船材を転用して使用 しており、

2枚の舷側版と3枚の船底材を平面扇形に組み合わせて作られている。部材 2は舷側板で、船底

部と結合 させる為の寮が 4ヶ所残存している。

第 131図 3は井戸C2549の 立面図、南側の部材 1と 3を はずした状態の立面図である。

内部には部材 1と 部材 4の間に先端を尖らした角材でつっばりがしてあり、つっぱりの先端が部

材 4の外部に飛び出していた。井戸枠内の埋土はおおむね 2層に分かれ、上層は暗灰色粘土に

緑灰色粘土がブロックで混入する、下層は暗灰色粘土に緑灰色粘上、木質を多く含む層である。

筒状に組み合わされた井戸枠は、0,7m四方の正方形土坑に F井』の字の形に板材を並べ敷き

こんだ上に載せられた状態で、北側は井戸枠を安定させるために板材がもう一枚敷き込まれている。

敷き込まれていた板材は、長さ0.68m前後、幅 0.15m～ 0。2m前後、厚みは 5cm～ 8cm前後を測る。

この板材の下層に直径 0.5m程度のいびつな束があり、土師器甕を中心とする多量の遺物がほぼ完

形のまま埋置された状態で出土した。埋土は暗灰色粘土に緑灰色粘土がブロックで混入する。

第 131図 4は板材を取り上げた後の遺物出土状況平面図である。遺物は板材に覆われるよう

に出土していることから、井戸掘削時、底板がおかれる前に儀礼的に埋め込まれたと考えられる。

出土遺物から丼戸C2549は 5世紀後半に廃絶 したと推定される。

井戸C2549出 土遣物 (第 179図 1～ 20、 第 180図 1～ 6、 第 618図、第 646図 2、 第 686図 2、

図版 154・ 155・ 240。 258。 307)

井戸C2549か らは須恵器、土師器、移動式カマ ド、U字形板状土製品、滑石製臼玉 5点、

鉱滓 (第 646図 2、 図版 258)、 哺乳類、魚類の骨が出土した。第 179図 1～ 20、 第 180図 1～

6は井戸C2549の 出土遺物実測図で、第 179図 1・ 6・ 7は掘方からの出土、第 179図 2・ 3・

9は井戸枠内、他は井戸底部から出土している。井戸枠内からヒョウタン (図版 262b)、 木錘 (第

686図 2、 図版 307)、 U字形板状土製品 (第 618図、図版 240)も 出上している。

掘方から出土した須恵器邦身 (1)イよ瓦質焼成、I型式 3段階に相当する。6、 7は移動式かまど

の把手、庇である。井戸枠内から出土した 2は須恵器郭身、3は土師器高郭、9は須恵器甕である。

井戸底の床から出土した須恵器臨 (4)、 壺 (5)で、2点 とも口縁部は打ち欠かれているように

欠けていた。残 りの上記 2点以外の遺物はすべて土師器の中小型の丸底甕で、図化できたのは第

-71-



第 3章 調査の成果

179図 10～ 20、 第 180図 1～ 6の 14個体である。中小丸底甕は特に目立った打ち欠きはなかった。

井戸底から出土した骨はマダイ、イノシシ、キジ科、イタチ科等の骨である。

井戸C2476(第 133図、図版 26・ 27)

井戸枠を設置した井戸で A18g4、 A18g5区 で検出した。南束の谷が入り江状に入り込んだ奥

に位置する。検出レベルは T.P。 1.4mである。掘方の平面形は径約 3,3mの 円形、断面は逆台形、

井戸枠の先端から丼戸底までの深さは約 3mである。掘方内の埋土はおおむね暗灰色粘上で、井

戸底からは現在も湧水があった。

井戸枠は上下に分かれる。上部の井戸枠は断面弧形の部材を2つ抱き合わせていたが、北側の

部材の幅がやや小さくそれを補 うように別の板材 (第 135図 1)を東側に足 して合わせていた。

上部井戸枠の平面形は長径 lm、 短径 0。55mの楕円形である。井戸枠内は棒状の角材でつっぱり

がしてあった。

井戸枠部材 1(南側)(第 135図 3)|ま復元径 0,75mの木材を円筒状に到 り抜いたもので、残

存厚 0。 lm、 残存高 1,5m、 残存幅 1.lmである。部材 2(北側)(第 135図 2)|ま復元径 0。 7mの

木材を円筒状に到 り抜いたもので、残存厚 0。 lm、 残存高 1,45m、 残存幅 0,96mで ある。部材 3

は厚 さ 0。 lm前後の板材で、幅 0,3m、 残存高 1.3mで、上部に 0.15m四 方の方形の穴があけられ

ている。部材 1、 部材 2と もに、片側の側縁に段が残存し、もう片側の側縁は井戸転用時に切断

された際の手斧痕が鮮明に残っていた。

下部の井戸枠は板材の両端から約 0。lmの部分を上下に欠いて、それを井桁状に組み積み上げ

たもので、T,P,-0,25m～ -1.25mの あいだで検出した。南北の一番底辺の部材は板材の上部のみ

を切り欠いている。検出したのは 5段であるが、残存する最上段の部材も両端を上下に欠いてい

ることから、さらに上部に積み上げられていた可能性がある。上部の井筒状の井戸枠と下部の井

桁の間に丼桁の部材が押しつぶしたように倒れてはさまっていることなどから、本来は井桁のみ

で上部まで構成された井戸だったが、上部が崩れたため掘方をひろげて掘りなおし、井筒状の枠

を載せて作りなおしたと思われる。下部の井桁組井戸枠の内法は長辺0.8m× 短辺 0,7mの方形で、

井戸枠内には暗灰色粘土が堆積していた。井桁の部材 (第 134図)は、ほとんどが板目の板材で、

短辺に使用された板材は長さ0.85m前後、幅 0,15m～ 0.2m、 厚みが 3.5cm前後、長辺に使用さ

れた板材は長さ1.05m前後、幅 0。 15m～ 0.2m、 厚みが 3.5cm前後を測る。板材はいずれも片面

を手斧で成形した痕跡が鮮明に残っている。

井戸C2476出 土遺物 (第 178図 1～ 19、 第 630図 12、 図版 153)

井戸C2476か らは須恵器、土師器、石製品、敲石等が出土した。第 178図 1～ 19は井戸

C2476か らの出土遺物実測図である。5。 6は井桁枠内埋土出上で井戸枠最下段の層位近く

から出土した土師器甕である。1～ 4・ 7は井桁枠内埋土からの出土で井戸枠最下段よりさらに

下層からの出土で 1は須恵器邪蓋、2は土師器直口壷、3・ 4・ 7は土師器甕である。8～ 10。 20
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は上部井戸粋内埋土、11～ 19は堀方埋土からの出土である。8は須恵器邦身、9は須恵器醒、

10は土師器鉢である。1の須恵器邦蓋はH型式 2段階、8の須恵器郭身はH型式 3段階前後に

位置づけられる。第 630図 12は双孔円板 (図版 246a)で ある。出土遺物から丼戸の使用された

時期は 6世紀中頃で、6世紀後半に廃絶したと推定される。

井戸B131000(第 136図、図版 41)

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a9、 B18b9の 2区で検出した。木枠を持つ

井戸で、掘立柱建物跡B2の北東コーナーの柱水を切った状態で掘方が検出された。掘方は上端

が長軸 1.95m、 短軸 1.7mの楕円形状を呈 し、そこから 0。9mの深度で径 lmの円形にすぼまり、

その後は垂直に近い形で 1.7m掘 り込まれた、いわゆるラッパ状の断面形を呈する。井戸底まで

の深度 2.6mを測った。掘方内には、到り船を切断して転用 した井戸枠が据えられていた。井戸

枠の平面形は長軸 0.8m、 短軸 0.5mの楕円形状を呈し、長軸を東西方向にして、掘方中段の北壁

側に寄せて据え付けたうえで、掘方を埋め戻している。

井戸枠として使用されたのは今Jり 船を転用したもので、スギの巨木を今Jり 抜いて作られている。

南側の井戸枠に使用された部材 (第 137図 1)イよ現存長 2.635mで、上端部幅 0.9m、 下端部幅

0.55m、 厚みは上端部が最小で 3cm、 最大値は下端部付近にあり6.5cmを測った。上端から下端に

かけて、左右対称に緩やかに内弯する形状と、下端部には内側の到り抜きがみられないことなど

からみて、到り船の舶部分の部材と考えられ、さらに丼戸枠として転用された際に、下端付近の

内側の上面が削られていたため明確ではないが、左舷側に 4箇所、右舷側に 3箇所舷側板を設

置するための柄孔が穿たれており、準構造船の今Jり 船部分の、舶付近の部材と考えられる。また、

船底にも左右 2個一対の柄孔がみられるが、この位置に柄孔を穿つとは考えられず、これらは井

戸枠に転用した際に穿たれたものといえる。

北側の井戸枠に使用された部材 (第 137図 2)イま現存長 2.495mで、上端部幅 0.8m、 下端部幅

0.55m(復元)、 厚みは上端部が最小で 2cm、 最大値は下端部付近にあり7.5cmを 測った。上端か

ら下端にかけて、ほぼ同幅でのび、下端部でいったんすぼまったあと再び平行に伸び終わる形状

と、下端部には内側の今Jり 抜きがみられないことなどからみて、今Jり 船のalq部分の部材と考えら

れ、さらに丼戸枠として転用された際に、下端付近の内側の上面が削られていたため明確ではな

いが、わずかにほぞ穴の痕跡がみられるため、こちらは準構造船の参Jり 船部分の鱚付近の部材と

考えられる。また、船底には左右 2個一対のほぞ鬼が 2箇所みられるが、1と 同様にこれらも井

戸枠に転用した際に穿たれたものといえる。

井戸B131000の 井戸枠内および掘方内から、須恵器、土師器、滑石製臼玉 19点、砥石、

敲石、動物遺存体、ヒョウタン、桃などの種子が出上した。出土した須恵器は I型式 5段階に相

当するものである。

井戸B131000出 土遺物 (第 180図 7～ 15、 図版 156)
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井戸枠内および掘方内から、須恵器、土師器などが出土した。図示し得たのは 9点で、須恵器

邦蓋 (7)、 須恵器邦身 (8)、 須恵器高邦 (9)、 須恵器壺 (10)、 土師器甕 (H～ 15)な どがある。

動物遺存体は トリ、哺乳類などがある。

井戸C2756(第 138図 )

調査区東半部 A18h5区で検出した、素掘りの井戸である。平面形は 1.35m× 1.6mのいびつな

円形で、検出レベルは T.P.1.5m、 検出深さは 1.4mを測る。断面漏斗形で底部は狭くなっている。

埋土は 5層に分かれ、1、 2層から須恵器が出土 した。底部から遺物は出土 していない。出土

した須恵器の年代から丼戸C2756は 5世紀後半に廃絶したと思われる。

井戸C2756出 土遺物 (第 180図 16～ 20)

C2756か らは須恵器が出土 したが、すべて 1、 2層からの出土である。第 180図 16～ 20

が出土遺物実測図である。16は須恵器郷身、I型式 3段階に相当する。17は須恵器高邦、18は

韓式系土器甕か壷の口縁部、19。 20は須恵器甕口頸部である。

井戸D474(第 139図～第 143図、図版 48・ 49・ 50a)

D-2調査区の東端やや南寄り、A19e3区で検出した。径 4.60m× 5.80mを 測る大型の井戸で、

深さ 1.8mを測る。井戸底の標高は T.P.-0。3mで、湧水点となる砂層まで掘削されている。断面

形態は鉢形を呈し、2段に掘り込まれていた。

埋土は大きく上層 (1～ 3層 )、 下層 (4～ 6層 )、 最下層 (7～ 12層)に分かれる (第 139図 )。

各層から遺物が出土しているが、遺物の大半は下層で、土師器、須恵器、土製品、ガラス玉、貝、

桃核、ヒョウタンなどとともに大量の木製品が出土している (第 140～ 143図、図版 48・ 49)。

4層及び 5層の調査ついては部分的に上位・下位に分けて遺物の取り上げを行っている。

井戸D474出 土遺物 (第 231図～第 233図、第 679図～第 684図、図版 166・ 301～ 306)

下層の 4～ 6層 を中心に須恵器、土師器、土製品、ガラス玉、貝、〃【核、ヒョウタンなどと

ともに大量の木製品が出土している。

須恵器 (第 231図 1～ 28)

4層  (上 )か ら (11・ 13)、 4層  (下 )か ら (22)、  5層から (2・ 6・ 16。 17・ 23・ 27・ 28)、

5層 (下)か ら (1・ 20。 26)、 6層から (3。 4・ 7～ 9。 14・ 24)、 下層から (15・ 18・ 16。 25)

が出土した。なお、(12)は 4層 と5層のものが、(5)は 5層 と6層のものが接合 した資料である。

(10。 19。 21)については層位不明のものである。

(1～ 10)は邦蓋で、 (5)の 口縁部の立ち上がりは低い。(3～ 6・ 8・ 9)イよ内面に一定方向の

ナデ調整。 (4)は体部と口縁部の間の稜線がわずかに認められ、Ⅱ型式 2段階から3段階への

過渡期の特徴。 (2)は郷身 (20)と セットの可能性。(11～ 22)イよ郷身で、 (11・ 12・ 14)は 口

縁部の立ち上がりがやや低いタイプ。 (10)|ま口縁部に刻み目を施 している。 (21)|よ 口縁端部
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内側に沈線がめぐり、器壁が薄い。 (13)イよ内面に一定方向のナデ調整。 (23)|ま 口縁部のみの

遺存で、横瓶の可能性。 (24)|よ邦で、無蓋高イの邪部に近似し、底部外面の調整は手持ちヘラ

ケズリ。 (25)イよ高邦脚部片で、三方に円形の透かし孔をあけている。 (26～ 28)イよ臨で、 (28)

は頸部と同様に口縁部の外面にも櫛描波状文を巡らしている。なお、 (2・ 12・ 14。 21)は内面

に同心円文の当て具痕が残る。

以上、 (22)は I型式 5段階、 (3・ 5～ 9)は H型式 2段階、 (1・ 2・ 4・ 11・ 13～ 20)は Ⅱ

型式 3段階、 (12)イよH型式 4段階に比定される。なお、郭身 (■ ・13。 14)は Ⅲ型式 3段階

の中でもやや新しいタイプと思われる。 (22)イよ混入品であろう。

土師器 (第 232図 1～ 20、 第 233図 1～ 3)

4層  (■ )か ら (232-1・ 9)、  5層 か ら (232-10。 11、  232-3)、 5層  (~下 )か ら (232-13・

14)、 6層から (232-2・ 4・ 6・ 7・ 15'17、 233-1。 3)、 上層から (232-19)が出土した。なお、

(232-18。 20、 233-2)に ついては 5層 と6層 ものが接合 した資料である。 (23外8)イこついては

層位不明のものである。

(232-1)は ミニュチュア鉢。 (232-2～ 4、 15)は鉢。(232-6～ 12)は小型甕で、 (6。 8～

10)の下半部のハケは粗い。(232-13)|ま小型長頸壷で、表面と口頸部内面に赤色の化粧上を塗

布 している。器壁は厚く、成形時の指おさえによる凹凸が明瞭に残る一方で、胎土は精良でる。

北西居住域の土坑D679か らも同タイプのもの (第 422図 14・ 15)が出土 している。 (232-14・

16。 19)は甕。 (232-17。 18)は 甑で、 (18)の下半部は粗いハケ。 (232-20、 233-1)は 鍋。

(233-2)は把手付き鉢。 (233-2)イよ移動式カマ ドで、蔀屋北遺跡では 5世紀後半に通有に見ら

れるタイプで、口縁部上面、外面上縁にヘラケズリ、外面下半に平行タタキメ調整を施している。

須恵器郷身 (22)と 同様に混入したものと思われる。

韓式系土器・須恵器系土器 (第 231図 29～ 32)

上層 (1～ 3層)か ら韓式系土器 (軟質)斜格子タタキメ (29。 30)、 5層 (下)か ら須恵器

系土器高邦 (31)、 6層から韓式系土器 (軟質)甑の把手 (32)が出上している。 (31)イよ脚柱部

片で、内外面回転ナデ調整。

その他に、上層 (1～ 3層)か ら碗形の製塩土器 (第 232図 5)が出土 している。

本製品 (第 679図～第 684図、図版 301～ 306)

木製品では農具、容器、下駄、建築部材、祭祀具などの豊富な資料が出土 している。

1層から曲物底板 (682-1)。 4層から曲物側板 (682-3・ 5)、 斎串 (683-1・ 2・ 13・ 19。 21)、

加工材。4層 (上)か ら大足 (680-1・ 3～ 9)、 下駄 (680-10)、 木錘 (681-2・ 3)、 斎串 (683-6。

9・ 14・ 23・ 24・ 26)、 不明木製品 (684-7)、 板材 (684-9)、 加工木、小枝、用途不明木製品、

自然木。4層 (下)か ら大足 (680-2)、 木錘未成品 (68卜7)、 斎串 (683-11・ 12)、 曲物側板、

加工材、用途不明木製品、薄板材、木片。5層から目盛板 (681-8)、 曲物側板 (682-4)、 槽

(682-7)、 斎串 (683-3・ 4・ 7。 10・ 15。 16。 22,28)、 杭 (684-3)、 一木鋤 (684-4)、 ヒョウ
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タン、棒状木製品、杭状木製品、木片、用途不明木製品、加工材、薄い板、木皮、樹皮、自然木。

5層 (下)か ら木錘 (68卜 1・ 4・ 5)、 曲物側板 (682-6)、 斎串 (683-5・ 8・ 17・ 18。 20。 25)、

梯子 (684-1)、 建築部材 (684-2)、 板材 (684-5)、 木片、小枝、自然木。6層 から曲物側板

(682-2)、 斎串 (683-27)、 板材 (684-6)、 曲物側板 (684-8)、 木錘 (68卜 6)、 用途不明木製品、

ヒョウタン、木。

以上、多くの木製品が出土 しているが、中でも「斎串」は 30点以上出土している。6世紀中

頃～後半の遺構から斎串がこれだけまとまって出土する例は珍 しく、いっしょに見つかった他の

木製品との関わりをも含めて今後、遺構の性格を考慮していく上でも、重要な資料といえる。

その他の遺物として、桃核。また、5層からガラス玉 (分析編第 3章図版 卜D4)が出土した。

周溝墓B131250(第 146図、図版 43e)

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18,8、 A8,9、 B18a8、 B18a9区で検出した。長

軸 7,7m、 短軸 5。8mの長方形状の区画の周囲を幅 0.5m～ lm、 深さ0.4m内外の溝で区画した遺

構である。主軸方位はN-67° 一Eを示す。西側コーナー付近の一角は複数の遺構に切られてい

る状況を呈しており、溝の存在は確認できなかった。区画の内部も他の遺構による削平を受けて

おり、墓羨などが認められなかった。

周溝内から須恵器、土師器、韓式系土器、砥石、動物遺存体などが出土した。出上した須恵器

は I型式 2段階に相当するものである。

周溝墓B131250出 土遺物 (第 181図 14～ 17、 第 182図 1～ 10、 図版 159)

周溝内から須恵器、土師器、韓式系土器、砥石などが出土 した。図示 し得たのは 15点で、須

恵器邦身 (182-1)、 須恵器高邦 (182-2)、 土師器甕 (18卜 17、 182-8・ 9)、 土師器高邦 (182-3

～ 7)、 韓式系土器甑 (18卜 14)、 韓式系土器甕 (18卜 15。 16)、 製塩土器 (182-10)な どがある。

動物遺存体には貝がある。

周溝墓B131101(第 144図、図版 42a)

北東居住域に属するB調査区の北西端部の、A18i10、 A18,10、 A19,1、 B18a10、 B19al区で

検出した。一辺約 7.5mの 正方形状の区画の周囲に幅 1.2m～ 2m、 深 さ0.5m内外の周溝を巡 ら

せた遺構である。主軸方位はN-65° 一Eを示 し、区画内の中央南西寄りに埋葬主体部と考えら

れる土羨が認められており、B131101は 周溝墓と思われる。しかし、墳丘は後世に削平を

受けて基底部の一部が確認できるのみであった。

主体部は木棺直葬で、墓羨は隅丸の台形状を呈 し、長軸 3m、 短軸 1.7mを測る。後世の削平

を受けているため残存深度は 0,3mに すぎない。主軸方位はN-65° ―Eを示す。墓羨内には木棺

の痕跡が2,2m× lmの範囲に長方形状に残存していた (第 47図、図版 42b)。 主体部と周溝の

位置関係から見て、複数埋葬 (2体)の可能性がある。
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周溝墓B131101か らは韓式上器、須恵器、土師器などが出土 した。出土した須恵器は I

型式 1段階～ 2段階に相当するものである。

周溝墓B131101出 土遺物 (第 182図 11～ 16・ 18～ 23・ 25・ 26・ 28～ 30、 第 183図 1～ 5、

図版 158)

周溝内から須恵器、土師器、韓式系土器、土製品などが出土 した。図示 し得たのは 21点で、

須恵器蓋 (182-13)、 須恵器把手付鉢 (182-14)、 土師器高イ (182-11・ 12、 18。 19)、 製塩土

器 (18外15'16)、 土師器甕 (182-20・ 21)、 土師器壷 (18外22・ 29)、 韓式系土器平底鉢 (182-

23・ 26・ 28、 183-1)、 韓式系土器甕 (183-2・ 4・ 5)、 土師質土錘 (182-25)な どがある。

溝C2331(第 147図、図版 31a)

A18e3、 A18e2、 A18f2、 A18f3区で検出した。南西部は掘立柱建物C5東、C5西の柱穴に、

中央部は土坑C2205に 上部から切 り込まれている。平面形は円弧状を呈 し、検出幅 1.5m、

長さ約 13m、 検出最大深さ 0。2mを測る。検出レベルは T,P。 1.7m、 埋土はおおむね 2層に分かれ、

上層の暗灰色粘質シル トから土師器、韓式系土器、滑石製臼玉が出土 した。

溝C2331出 土遣物 (第 181図 1～ 13、 図版 163)

出土土器実測図の一部が第 181図 1～ 13である。 1は土師器高邦、2は黒色研磨土器高添、3

は土師器甕、4は韓式系土器平底鉢、6。 7・ 10は土師器甕、9は土師器直口壷である。5は弥生

土器甕で、実測図を掲載していないが、他にも弥生土器甕が出土 している。■ は外面斜格子タ

タキで仕上げられた把手付き壺、12・ 13は外面斜格子タタキで仕上げられた甑、12は口縁部が

外方に屈曲、13は直口する。須恵器は出土 しなかったが、韓式系土器、特に外面に斜格子タタ

キを残す土器が集中して出土し、C調査区の中で最も古い様相を示す土器群である。

土坑C4083(第 148図、図版 33a)

A18i9、 A18i10、 A18i9、 A18,10区で検出した。平面形は方形で西端は周溝墓B131101

(C4087)に つながる。長辺 7,7m、 短辺 3,8m、 断面の形状は 2段掘 りで、検出最大深さは0.6m

である。埋土は 2層に分かれ、須恵器、土師器等が出土した。

土坑C4083出 土遺物 (第 183図 8～ 19t図版 163・ 164)

出土土器実測図の一部が第 183図 8～ 19で ある。8・ 9は須恵器邦身、10は須恵器隧、15は

須恵器甕、16は須恵器甕、17は須恵器器台である。11は コップ形製塩土器、12・ 13は土師器

高邦、14は須恵器系高郭である。18は緻密な胎土を持ち、外面ヘラ磨きで丁寧に仕上げられて

いる直口壷、19は内面削りで成形 された土師器甕である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 2段

階に相当する。なお、C4087か ら韓式系土器甑 (第 182図 27、 183図 6。 7、 図版 158)、 土

師器高不 (第 182図 17)が 出土 している。
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土坑C3485。 C3486(第 150図、図版 32b)

A18e6、 A18e7、 A18f6、 A18f7区 で検出した。掘立柱建物 1の庇列のピットに上部から切 り

込まれている。平面形は共にややいびつな隅丸長方形で南北に近接 して検出した。共に長辺約

3.7m、 短辺約 2m、 検出最大深さは 0.lmである。埋土はおおむね 2層に分けられ、特に上層に

ススや灰を大量に含んでいる部分があった。須恵器、須恵器系土器、土師器、移動式カマ ド (資

料 NO.16)、 U字形板状土製品 (資料 No.36。 44)の他、特にC3485か ら多量の炭化物と共

に製塩土器が出土した。大量の灰・ススと小型製塩土器の破片が出土したことから、土坑C34

85,C3486は 製塩の最終工程である焼き塩をおこなったあとの廃棄土坑と推定できる。

土坑C3485。 C3486出 土遺物 (第 184図 1～ 38、 第 185図 1～ 13、 図版 160。 172)

出土土器実浪I図の一部が第 184図 1～ 38、 第 185図 1～ 13である。1～ 3は須恵器邦蓋、4・

5は須恵器邪身、6。 7は須恵器高邦、13～ 15は須恵器甕である。8～ 12は須恵器の製作技法

を取り入れた須恵器系土器高郭で、回転ナデや、回転ヘラケズリが施されている。

17・ 18は小型製塩土器で、小型バケツ型を呈する。外面はナデ調整である。19～ 38は コッ

プ型の製塩土器で、19～ 23・ 29。 30は外面タタキがあり、他はナデ調整である。

第 185図 1～ 4は土師器中小の甕、5～ 10。 13は土師器長胴甕である。11は韓式系土器羽釜、

12は韓式系土器甑で、甑外面はタタキの上からナデを施 している。出土 した須恵器は須恵器編

年 I型式 4段階に相当する。

土坑C2415(第 149図、図版 32c)

A18h5、 A18h4区 で検出した。北から南にゆるやかに下がっていく斜面上に長さ6m、 最大幅

4mの落ち込み上の窪みがあり、その南東部で検出した。上部から掘立柱建物C21の柱列に切

り込まれている。2m× 2m、 検出深さ0.2mの 隅丸方形の平面形を呈 し、上部の落ち込みの埋土

は暗灰色粘土、土坑C2415は 黒灰色粘土に大量のススや、灰を含んでおり、須恵器、土師器、

移動式カマ ド、U字形板状土製品 (資料 No。 23・ 31)、 輔の羽回の小片の他、特に製塩土器が多

量に出土した。大量の灰・ススと小型製塩土器の破片が出土 したことから、土坑C2415は 製

塩の最終工程である焼き塩をおこなったあとの廃棄土坑と推定できる。

土坑C2415出 土遺物 (第 189図 1～ 20、 図版 172)

1は須恵器イ蓋、2・ 7は須恵器高邦、3は須恵器邦身、19は須恵器甕口縁、6は須恵器系土器

高邦である。4・ 5は土師器甕、17は土師器長胴甕、18は韓式系土器口縁部である。8～ Hは

小型製塩土器、鉢形で非常に器壁が薄い、内外面ナデ調整で精巧な作りである。12～ 16はコッ

プ型製塩土器、12～ 14は外面タタキなし、15・ 16は外面タタキがある。20は移動式カマ ドの

底体部である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 4段階前後に相当する。

土坑C2198(第 151図、図版 31c)
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A18e2区 で検出した。東端は調査区外になる。平面形はほぼ円形で、検出直径は約 2.7mで、

検出最大深さ0.lmを 測る。埋土は暗灰色粘土に緑灰色粘土が少々混入している。須恵器、土師器、

製塩土器、U字形板状土製品 (資料 NO.25・ 117)等の遺物が出土した。

土坑C2198出 土遺物 (第 190図 1～ 9、 図版 172)

出土遺物実測図の一部が第 190図 1～ 9である。1・ 2・ 10は須恵器郷蓋、5・ 6は須恵器高邦

脚部、3(図版 172)イよ製塩土器、外面は粘土の接合痕が残り、未調整に近い、内面は丁寧にナ

デである。7～ 9は土師器長胴甕である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 5段階に相当する。

土坑C2205(第 152図、図版 31d)

A18e3、 A18f3区で検出した。溝C2331を 上面から切り込んでいる。平面形は直径約2.5m

の円形を呈 し、検出最大深さは 0.15mである。埋土は暗灰色粘土で須恵器、土師器、 U字形板

状土製品 (資料 NO.37・ 138)、 滑石製臼玉 1点、鉱滓等が出土した。

土坑C2205出 土遺物 (第 190図 10～ 14、 図版 164)

出土土器実測図の一部が第 190図 10～ 14で ある。10は須恵器郭蓋、11は須恵器口縁部、12

は須恵器高邦、13・ 14は土師器甕である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 4段階に相当する。

土坑C4159(第 153図、図版 32a)

A18e8区 で検出した。A18e9、 A18e8、 A18f9、 A18f8に は東西 6m、 南北 8m四方の落ち込

みがあり、5世紀中ごろ～ 6世紀までの遺物が出土した。土坑C4159は この落ち込みの北東

部分にあり、5世紀後半から末のまとまった遺物が出土 した。平面形はいびつな台形を呈 し、長

辺約 4m、 短辺約 3.8m、 検出最大深さは 0,25m、 検出レベルは T.P.1.5mで ある。埋土は緑灰色

シル トがブロック状に混じる暗灰色粘土で、須恵器、土師器、製塩土器、瓦質土器・U字形板状

土製品 (資料 No.35)等大量の遺物が出土 した。

土坑C4159出 土遺物 (第 186図 1～ 26、 第 187図 1～ 6、 第 188図 1～ 34、 図版 161・ 162)

出土土器実測図の一部が第 186図 1～ 26、 第 187図 1～ 6、 第 188図 1～ 34である。第 186

図 1～ 5は須恵器邦蓋、6～ 10は須恵器邦身、11・ 12は須恵器高邦蓋、13～ 17は須恵器高邦、

22は須恵器醒である。18・ 19は須恵器の技法を取 り入れ製作された須恵器系土器高邦である。

18は脚部との接合箇所に刻み目を入れている。25は須恵器壷、26は須恵器甕で底部外面に焼成

時に付着したと思われる窯体底の敷き砂が付いている。出土した須恵器は須恵器編年 I型式 5段

階に相当する。21は瓦質土器の短頸壷、23は韓式系土器口縁部、24の韓式系土器甑は落ち込み

下層遺物の混入品である可能性が高い。

第 187図 1・ 2は土師器甑、2は落ち込み上層からの混入品である。3は韓式系土器長胴甕、

体部外面は平行タタキをすり消 している。4は布留系の口縁部を持つ土師器甕、6は土師器鍋、

把手は付いていない。5は土師器長胴甕である。
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第 188図 1・ 2は土師器鉢、6は土師器高邦、3～ 5。 7～ 10は土師器甕である。11～ 34は

製塩土器で、外面は粘土の接合痕が残り、未調整に近いが内面は丁寧にナデが施されている浅い

碗形のもの (11～ 16)、 小型のバケツ型で外面タタキが無いもの (17・ 18)、 小型のバケツ型で

外面タタキ痕が残るもの (19)、 やや厚手の鉢形で口縁部が外方に屈曲するもの (20～ 23)、 コッ

プ型で外面タタキが無いもの (24・ 25)、 コップ型で外面タタキがあるもの (26～ 34)と 多種

多様な種類が出土 した。

土坑C3342(第 154図、図版 33c)

A18i8、 A18,8区で検出した。南西隅は調査区外になる。検出レベルは T,P,1.15m前 後で、平

面形は方形で長辺約 3m、 短辺約 2.6m、 検出最大深さは 0.3mで ある。埋土は 3層で、上層の緑

灰色シル トがブロック状に混じる暗灰色粘土で、須恵器、土師器、U字形板状土製品の破片 (第

606図 1、 図版 241・ 242、 資料 NO.51)、 移動式カマ ド等が出土した。

土坑C3342出 土遺物 (第 191図 3～ 16、 図版 164)

出土土器実測図の一部が第 191図 3～ 16で ある。第 191図 7・ 8は須恵器邦蓋、9。 10は須

恵器邦身、11は壷の蓋、12は壺口縁部、13は須恵器系土器高邦、14は須恵器高邦、15。 16は

須恵器甕口縁部である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 5段階に相当する。3は土師器鉢、4は

土師器小型手づくねの壷、5は土師器甕、6は移動式カマ ドである。

溝状土坑C2927(第 155図、図版 33b)

A18i8区で検出した。検出レベルは T.P。 1.35m、 長 さ 3.5m、 幅 1,3m前後、検出深 さ約 0。 lm

を測る。土坑埋土は暗灰色粘上で須恵器、土師器、移動式カマ ド、製塩土器が出土した。

溝状土坑C2927出 土遺物 (第 191図 17～ 26、 第 595図 1)

出土土器実測図の一部が第 191図 17～ 26で ある。20は須恵器郭蓋、21。 22は須恵器邦身、

18は須恵器高邦、23は須恵器甕口縁部である。17は製塩土器、器壁が薄く、内面は丁寧になで

てある。19は土師器大型高邦、25は土師器鉢、26の移動式カマ ドは掛け口上部に平坦面があり、

付け庇である (595-1)。 出土須恵器は須恵器編年 I型式 4・ 5段階に相当する。

土坑C4773(落 ち込みC2914内 )(第 156図、図版 34b)

A18h7区で検出した。A18h7区 ～ A18i7区 にかけて広がる不整形の落ち込みC2914の 中

央部に位置する。長さlm× 幅 0.5m～ 0。6mで、平面形はいびつな楕円形を呈す。検出レベルは

1.3m、 検出深さは約 7cmである。

落ち込みC2914と 共に、須恵器、土師器、韓式系土器、移動式カマ ド等が出上した。

落ち込みC2914出 土遺物 (第 192図 1～ 9)

出土土器実測図の一部が第 192図 1～ 9である。1(図版 167)イよ須恵器、平底把手付の鉢で
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ある。外面体部中央にやや乱れた波状文が 4条施されており、体部下半はヘラケズリ調整である。

2は須恵器邦身、3は須恵器小型短頸壷、4は須恵器高郭、8は須恵器器台である。出土須恵器

は須恵器編年 I型式 3・ 4段階に相当する。5。 9は土師器甕、6・ 7は土師器鉢である。

土坑C4773出 土遺物 (第 192図 10～ 13・ 15)

出土土器実測図の一部が第 192図 10～ 15で ある。10は土師器鉢、13は土師器高邦、15は

土師器長胴甕である。11は須恵器イ身、須恵器編年 I型式 4段階に相当する。12は韓式系土器鍋、

外面平行タタキ痕をナデやオサエで消している。ほかに滑石製臼玉 1点が出土している。

土坑C3016(第 158図、図版 34a)

A18h7区 で検出した。居住域内を北西から南東方向に区画する小溝 3017を 切り込んでいる。

1.6m× 1.2mの平面形は不整形な台形を呈し、検出レベルは T.P,1.35m～ 1.4mで土坑一面が須

恵器大甕の破片で埋め尽くされていた。破片を接合してみるとほぼ 1個体に復元できることから、

この大甕はほぼこの位置に設置されていたと推定される。

土坑C3016出 土遺物 (第 212図 2)

土坑C3016か ら出土 したのは第 212図 2の須恵器大甕で口径 0.434m、 器高推定 0.9mを

測る。日縁部外面は櫛描文が施されており、6世紀の須恵器大甕では最大級の規模のものである。

居住域の水甕として使用されていた可能性が高い。

ELttC 2 0 6 3 (第 157図 )

A18f5区で検出した。直径 0,45mの平面形が円形を呈し、検出レベルは T.P,1.65m、 検出深さ

は約 5cmで ある。埋土は暗灰色粘土に青灰色粘土、炭化物を多く含んでおり、須恵器、土師器が

出上した。

土坑C2063出 土遺物 (第 203図 4～ 6)

4は土師器高郭、内外面ハケ調整が施されている。中実の脚頂部が邦部に接合 されている。5

は須恵器邦蓋、6は須恵器不身で共に須恵器編年 H型式 3段階に相当する。

溝C2401上 部土器群 (第 159図、図版 35d)

A18h2、 A18h3区で検出した。溝C2401は C調査区の東端で南東谷部の輪郭に沿って検出

したが、溝上部の土器群はそれより先に、土器が盛り上がり、散乱した状態で検出している。土

器を取り上げ、精査した後、溝C2401の 平面上の輪郭がはっきりした。

溝C2401上 部土器群出土遺物 (第 197図 1～ 13、 第 198図 1～ 5、 第 199図 1・ 2、 図版 165)

溝C2401上 部土器群は取 り上げた状態では非常に細かい破片に分散していたが、接合作業

の結果、長胴甕が 6個体 (第 197図 11～ 13、 第 198図 1・ 2・ 5)、 甑が 2個体 (第 199図 1・ 2)、

大小の鉢あわせて 4個体 (第 197図 5～ 7、 第 198図 3)、 中小甕 3個体 (第 197図 8～ 10)以
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上に復元することができた。ほかに滑石製臼玉 2点が出上 している。第 197図 2～ 4は須恵器邦身、

郭蓋で須恵器編年 H型式 3・ 4段階に相当し、溝C2401は 集落が廃絶する直前の上器群となる。

土坑C2203(第 40図、図版 31b)

A18e2、 A18f2区で検出した。東端は調査区外になる。平面形が隅丸長方形を呈し、検出幅約

3m、 長さ3.5m、 検出最大深さ 0。2mを測る。埋土はおおむね 2層に分けられ、下層の黒灰色粘質

シル トから須恵器、土師器、製塩土器、U字形板状土製品 (資料 No.45。 52)等の遺物が出土 した。

土坑C2203出 土遺物 (第 190図 15～ 30、 第 191図 1・ 2、 第 630図、図版 164)

出土土器実測図の一部が第 190図 15～ 30である。15は須恵器高邦蓋、16は須恵器邦蓋、17

は須恵器鉢、18は須恵器郭身、21～ 24は須恵器邦蓋、25～ 27は須恵器高不、19・ 20は製塩

土器、外面は粘土の接合痕が残 り、未調整に近い、内面は丁寧にナデである。28は土師器甕、

29・ 30は土師器長胴甕である。出土須恵器は須恵器編年 I型式 4・ 5段階に相当する。ほかに滑

石製双孔円板 (第 630図 16)、 滑石製臼玉 2点が出土している。

A18d6区製塩土器溜まり (第 41図 )

A18d6区 西半部、竪水住居C2484検 出箇所より西側はコップ形製塩土器の破片が地面 を

埋め尽くし盛り上がっている箇所があった。出土した遺物は大半がコップ形製塩土器の破片であ

るが、須恵器、土師器、韓式系土器も出土 した。第 189図 21～ 23は出土 した須恵器高邦蓋、

邦身である。I型式 3段階に相当する。24・ 25は出土 したコップ形製塩土器の一部である。外

面タタキが残る。26・ 27は土師器甕である。28は韓式系土器甑、外面タテハケで底部との境に

横方向ヘラケズリが施されている。

土坑C3873(第 41図 )

A18f10区 で検出した長径 1.5m、 短径 0.9m、 検出深 さ 0。 2mの平面形が楕円形の土坑である。

すぐ南に竪穴住居C3840が 検出されたが、遺物の年代からみると土坑C3873が 後出の遺

構である。土坑内には須恵器とともに小椀形の製塩土器、コップ形製塩土器がぎっしり詰まって

いた。第 171図 25は土師器甕、26・ 27は須恵器郷蓋、28は須恵器鉢である。I型式 5段階前

後に相当する。29～ 31は小椀形製塩土器、32は甕形製塩土器、22～ 24・ 33～ 37は コップ形

製塩土器、35。 36は外面タタキ痕が残る。

土坑C3471(第 41図 )

A18g8区 で検出した幅 3.5m、 長さ7m、 検出深さ0.lm～ 0。 15mの不整形な長方形を呈する土

坑である。掘立柱建物C18の柱穴列に中央を切 られ、東端は土坑C3472に 切られている。

検出レベルは T,P,1.6m前後である。
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土坑C3471出 土遺物 (第 192図 14。 16～ 20)

第 192図 14は土師質筒状土製品である。16は須恵器邦蓋、17は須恵器邦身、18は土師器高邦、

20は土師器甕である。邪蓋は I型式 5段階、邪身は I型式 3段階に相当する。19は韓式系土器 (硬

質)で焼成は還元炎焼成であるが、色調は赤灰色を呈する甕である。

土坑C3294(第 42図 )

A18hS、 A18h9、 A18i8、 A18i9区で検出した 3.5m× 4.5mの平面形は方形の土坑である。検

出レベルは T,P.1.35m前後、検出深さは 0。2mで ある。掘立柱建物C34の柱文に切られている。

土坑C3294出 土遣物 (第 192図 21～ 23、 第 638図 6、 図版 159)

第 192図 21・ 22は須恵器邦蓋、23は須恵器高邦である。23の高邦脚部はヘラ先で 4箇所小 さ

い穿孔が施されている。21。 23は I型式 2段階に相当する。第 638図 6は流紋岩製の砥石である。

居住域内区画溝C4263-C4264-C4243-C4247-C4248-C3540-C

3541-C3473-C2879-C2626(第 41・ 42図 )

A18d8区 からA18j6区 までで検出した北西から南東方向の溝群で、北東居住域内を東西に区

画 している。検出面は第 11面で、最大幅 1.7m、 おおむね 0。7m前後、検出深さ 0。2m～ 0.3mを

測る。溝群は 2列から多いところでは4列ほど平行、もしくは切り合い関係をもっている。上

記に記した遺構配は遺物が出土した溝である。溝群北西端の様相は調査区外により不明であるが、

溝群南束端が居住域の外周に到達する箇所では外周の区画溝が途切れており、この箇所が居住域

の南東の出入リロとなっていたと思われる。調査区中央部に溝群をきって 6世紀代の遺構掘立柱

建物C3を検出していること、また出土遺物からこれらの溝群は 6世紀にはほとんど埋没してい

たと思われる。

居住域内区画溝出土遺物 (第 222図 1～ 23、 第 223図 1～ H、 第 630図 19)

北側の溝から順に、溝群から出土した遺物を記述する。第 222図 1～ 15は溝C4263、 溝

C4264か ら出土した遺物である。1,2は小椀形製塩土器、5は土師器鉢、4は土師器長胴甕、

6は土師器小型の甕である。15は韓式系土器甕で外面平行タタキの上からナデが施されている。

須恵器は I型式 4段階に相当するものを含む。ttC 4 2 4 3、 4264か らは掛け口が 2つの移

動式カマド (第 584図、図版 169)も 出土している。

第 222図 16は溝C4264の 溝肩から出土した土師器甕である。体部下半は欠損しているが、

残存している甕の中にコップ形の製塩土器が詰まった状態で出土した。甕内部から出土したコッ

プ形製塩土器は外面にタタキがあるもの、ナデで仕上げられているものの両方があり、少なくと

も7個体以上は存在する。

第 222図 17・ 18は溝 C4243か ら出土 した。17の邦蓋はII型式 2段階に相当する。第

222図 19・ 21～ 23、 第 223図 1～ 3は溝C4247、 第 222図 20は溝C4248か ら出土した。
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19。 20は土師器鉢、23は土師器長胴甕である。21は須恵器高邦、脚部のスカシ孔は円形。22は

韓式系土器鍋、外面平行タタキの上からナデ、オサエが施されている。第 223図 1は韓式系土器

の鉢、外面部分的に平行タタキが残る。2は韓式系土器平底鉢、3は須恵器大型甕の口縁部である。

第 223図 4は溝C3541か ら出土した須恵器郷蓋、第 223図 5・ 6は溝C3540か ら出土

した須恵器邦蓋、須恵器甕である。4は H型式 3段階、5は Ⅱ型式 2段階に相当する。第 223

図 7は溝C3473か ら出土した須恵器系土器高邦脚部である。

第 223図 8は溝C2626か ら出上した須恵器邪蓋、第 223図 10は溝C2879か ら出土 し

た韓式系土器で、焼成は硬質、色調は紫灰色である。第 223図 9・ 11は溝南東端の落ち込み (C

2426)か ら出土した須恵器甕である。C2426か ら滑石製双孔円板 (第 630図 19)、 滑石

製臼玉も出土している。

滞C2550(第 42図 )

A18h4、 A18i5、 A18i4区で検出した南東谷と居住域の境に位置する溝である。幅 1.2m、 検出

長さ22m、 検出深さ 0。2m前後を測る。溝中央部溝底に直径 0.5mの ピットを9箇所検出している。

これらのピットのうちピットC2595、 C2598か らは直径 0。 lmほ どの杭が出土 しており、

溝内に杭を打ち柵を構築していたと推定できる。

第 223図 12～ 17は溝C2550か らの出土遺物である。13は韓式系土器平底鉢、他はすべ

て須恵器である。蓋邦は I型式 5段階に相当する。溝C2550か らはこの他移動式カマ ド (資

料 NO.6)、 U字形板状土製品 (資料 No.31)、 滑石製臼玉 5点 も出土している。

柵 Cl、 C2(第 42図 )

A18i7、 A18i8、 A18i9区で北東から南東方向に並ぶピット列を検出した。北東端は居住域内

区画溝に達 しており、全長 26mを測る。ピットの直径は 0.3m～ 0.8m、 間隔はほとんどない部

分や 2mほ ど空いている個所もある。i9区では土坑C2927の 長辺と平行している。部分的に

2列検出している箇所もあり、柵列であったと考えられる。土坑C2927の 長辺がこのピット

列の方向に沿っていることから、ピット列の時期は土坑C2927と ほぼ同時期、I型式 4段階

以降と考えられるであろう。

北東谷 (第 40図、図版 35)

調査区北東隅、A18d2、 A18d3、 A18d4区で幅 4m、 長さ20m、 平面形は弧状の谷を検出した。

検出レベルは T,P,1.6mで 、最も深いところで T.P.0。 7mを測る。検出面は第 ■ 面で古墳時代後

期は埋没 していた。埋土は暗灰色粘質シル ト～暗褐色粘土である。谷の北側に一辺が約 3mの落

ち込みがあり、そこから舟形木製品が出上した (第 686図 1、 図版 307)。

北東谷部出土遺物 (第 200図 1～ 40、 第 201図 1～ 6、 第 686図 1、 図版 172・ 307)
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北東谷部からは須恵器、土師器、韓式系土器、製塩土器、 U字形板状土製品 (資料 No.25・

47・ 95～ 97)、 木製品 (第 686図 1、 図版 307)、 有孔円板、砥石、敲石、台石、鉱滓等大量の

遺物が出土 した。第 200図 1～ 40、 第 201図 1～ 6はその一部である。第 200図 1～ 20は須

恵器、I型式 2段階からⅢ型式 3段階に相当する。21～ 24は須恵器系土器で、器種は高邦 (21・

23・ 24)壷 (22)が ある。25～ 28は韓式系土器で、平底鉢 (25・ 26)甕の口縁 (27・ 28)が

ある。29～ 34は製塩土器、29。 31(図版 172)。 32は小椀形、33の コップ形は須恵質焼成で

ある。35～ 39、 第 201図 1～ 6は土師器である。

土坑C2200(第 40図、図版 31)

A18e2区で検出した平面形が直径 0。8mの円形の上坑である。内部は固く締った炭化物で疲わ

れていた。炭化物の厚みは中心部分で 5cmを測る。遺物は出土 しなかった。

ピットC2131(第 40図 )

A18e3、 A18e4区 で検出した円形のピットである。長径 0。 8m、 短径 0,6m、 検出深さ0.4mで

ある。第 201図 8の韓式系土器平底鉢が出土した。

土坑C2151(第 40図 )

A18e3、 A18e4区 で検出した小土坑である。幅 0。 9m、 長 さ 2m、 検出深さ5cmである。北西端

をピットC2150に 切られている。第 201図 7の須恵器鉢が出土した。

土坑C2155(第 40図 )

A18e3区で検出した小土坑である。幅 1.lm、 長さ2,2m、 検出深さ8cm前後である。溝状遺構

C2331の 北端を切っている。土坑内は繊維状の木質が堆積 していた。第 201図 14の上師器

脚部が出土した。

土坑C2475(第 40図 )

A18f3、 A18g3、 A18f4、 A18g4区 で検出した土坑である。掘立柱建物C5のピット列に切ら

れている。幅 2.2m、 長 さ 3,2m、 検出深さ0,lmの平面形は楕円で、北東端は溝状に伸びる。第

201図 12・ 13の土師器高邦が出土した。

土坑C2646(第 40図 )

A18g2区で検出した土坑である。東部は調査区外で、幅 2,3m、 検出長さ 1.7m、 検出深さ0.lm

である。第 201図 17の韓式系土器平底鉢、18の上師器甕、19の土師器高イが出土した。
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溝C2401(第 40図 )

A18h2、 A18h3区で検出した。C調査区の東端で南東谷部の輪郭に沿って位置している。幅 1.3

～ 1.8m、 検出長さ 13m、 検出深さ0.3mである。第 201図 23の上師器鉢、24の須恵器口縁部が

出土 した。

南東谷 (第 40図、図版 35)

C調査区南東部、A18h2、 A18h3、 A18i2、 A18i3、 A18i4区 で検 出 した。A18g4、 A18g3、

A18h3区 に入り江状に入り込み、南東すみに向かいなだらかに下っていく。入り江状になった

部分は幅 7～ 5m、 長さ14mである。埋土は暗灰色粘土、下層は粗砂を含む。谷の検出面は第

11面で、検出レベルは T.P。 1.4m、 C調査区内での最深レベルは T.P,0.45mで、古墳時代後期に

は大半が埋没していた。しかし古墳時代以降調査地一帯が耕作地になった後どの時期においても

南東隅はC調査区で最もレベルが低 くなる。

南東谷出土遺物 (第 201図 25～ 33、 第 202図 1～ 20、 第 604図 1、 第 630図 33)

南東谷部からは須恵器、土師器、韓式系土器、製塩土器、U字形板状土製品 (資料 No.23・

29。 31。 33。 48・ 62～ 65。 67・ 118)、 移動式カマ ド (604-1)、 滑石製双孔円板 (第 630図

33)、 臼玉 2点、台石等大量の遺物が出土した。第 201図 25～ 33、 第 202図 1～ 20は その一

部である。第 201図 25～ 27は土師器高邦、28～ 30・ 32～ 33は土師器鉢である。土師器鉢は底

部が丸底で口縁部が内湾するもの、底部が平底で口縁部が内湾しつつ上外方に伸びるものがある。

31は椀形の製塩土器である。第 202図 1～ 14は須恵器、蓋邦は I型式 2～ 5段階に比定される

ものを含む。18・ 19は土師器甕、15～ 17・ 20は韓式系土器である。15は色調が灰白色、還元炎

焼成硬質の縄庸文タタキの甕、16・ 17・ 20は酸化炎焼成軟質である。16は外面平行タタキの甕、

17(図版 168)イよ外面平行タタキの羽釜である。20は外面平行タタキ、内面同心円当て具痕が残

る甕である。第 615・ 616図 (資料 No.23)、 第 613・ 614図 (資料 No.31)は U字形板状土製品。

土坑C2591(第 40図 )

A18h4区 で検出した小土坑である。幅 0,6m、 検出長 l。3m、 検出深さ 0。 15mを測る。掘立柱建

物 C22北 のピット列に東西端を切 られている。第 203図 1の韓式系土器平底鉢が出土 した。

平底鉢の外面はヘラケズリで仕上げられている。

ピットC2503(第 40図 )

A18h4区で検出したピットである。長径 1.Om、 短径 0.5m、 検出深さ0.15mの 楕円形のピットで、

掘立柱建物C21の ピットC2543を 切っている。第 203図 2の須恵器郭身が出土した。

土坑 C2210(第 40図、図版 30)
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A18e4区 で検出した、幅 2.5m～ 4.5m、 長 さ 5。 4m、 検出深さ 0。 15mの平面形が台形の大型土

坑である。埋土は暗灰色粘上で土坑のほぼ一面に繊維状の木質が堆積していた。第 203図 21・

22の須恵器不身、23の土師器甕が出上 した。須恵器の年代はII型式 3段階に比定できる。

土坑C2213(第 40図 )

A18e4区で検出した。土坑C2210の 南側に位置する。幅 1.5m、 長さ 2.2m、 検出深さ0,15m

を測る。第 203図 24の須恵器邦蓋、25の上師器大型の蓋が出上した。須恵器の年代はH型式

3段階に比定できる。

ピットC2325(第 40図 )

A18e4区 で検出した長径 1,lm、 短径 0。 8m、 検出深さ 0。3mの楕円形のピットである。第 203

図 26・ 27の土師器甕が出土した。

土坑C1723(第 40図 )

A18e5、 A18d5区 で検出した。幅 4.5m、 最大長さ8m、 検出深さ 0。 lm前後の不整形の土坑で

ある。北東に向かって緩やかに傾斜 している。第 204図 4の韓式系土器平底鉢、5の上師器高邦、

6の須恵器邦身が出土 した。7～ 9は土坑内のピットからの出土で、7・ 8は須恵器高邦の脚部、

9は小椀形の製塩土器である。8・ 9は ピットC1822、 7はピットC1817よ り出上した。

ピットC1788(第 40図 )

A18e5区 で検出した直径 0.5m、 検出深 さ0.3mの 円形のピットである。第 204図 13の小椀形

の製塩土器が出上した。

土坑C1792(第 40図 )

A18e5、 A18e4区 で検出した幅 1.5m、 検出長 さ3m、 検出深 さ0,lmの 不整形の土坑である。

第 204図 18の須恵器邦蓋が出上した。

ピットC1761(第 40図 )

A18e5区 で検出した直径 0,8m、 検出深 さ0.5mの ピットである。第 204図 19。 20の須恵器邪

身を検出した。2点ともII型式 3段階に相当する。

ピットC2782(第 40図 )

A18e5区 で検出した長径 0.8m、 短径 0.6m、 検出深さ0.5mの楕円形のピットである。第 204

図 14の須恵器邦蓋が出土した。H型式 4段階に相当する。
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土坑C1694(第 40図 )

A18e5区で検出した長辺 3.8m、 短辺 3.5m、 検出深 さ 0。 15mの 方形の土坑である。第 204図

■ の須恵器高郭蓋、第 204図 12の韓式系土器平底鉢が出土した。土坑内南東隅のピットC17

34か ら第 204図 15の須恵器郷蓋、16の上師器甕、ピットC1801か ら17の須恵器高邦、ピッ

トC1811か ら第 204図 21の土師器甑口縁部が出上した。

溝状土坑C1922(第 104図 )

A18e5、 A18f5区で検出した。掘立柱建物C25の南辺の柱列を切 り込んでいる。最深部では

掘立柱建物C25の 西辺の柱京が 2箇所認められ、そのうちの 1箇所からは礎板を検出した。

南側上層は長さ2m、 幅 lm、 検出深さ0.5mの楕円形の土坑が掘 り込まれており、掘立柱建物 C

25の ピットC2779を 切っている。ここから第 205図 5～ 12の遺物が出土 した。5～ 7は

須恵器郭蓋、8。 9は須恵器邦身でⅢ型式 2・ 3段階に相当するものである。11は土師器甕、

10。 12は土師器長胴甕である。他に砥石 1点が出上している。

土坑C2070(第 40図 )

A18f4、 A18f5区 で検出した幅 lm、 長さ 2m、 深さ5cmの不整形の土坑である。第 205図 1の

須恵器邦蓋が出土した。H型式 3段階に相当する。

落ち込みC2681(第 40図 )

A18e5、 A18f5区で検出した深さ5cm前後の浅い落ち込みである。掘立柱建物 C4に切られて

いる。第 205図 2の須恵器邪身が出上した。H型式 3段階に相当する。

ピットC2227(第 40図 )

A18e5区で検出した直径 0。9m前後、検出深さ0.4mの ピットである。第 205図 4の須恵器高

郭脚部が出上した。

ピットC2072(第 40図 )

A18e5区で検出した直径 0.5m前後、検出深さ0.3mの ピットである。第 205図 3の須恵器郷

身が出土した。

ピットC2720(第 40図 )

A18g5区で検出した長辺が 0.9mの 隅丸方形のピットである。第 205図 20の須恵器邦身、21

の須恵器壷が出土した。I型式 5段階に相当する。
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ピットC2691(第 40図 )

A18g5区 で検出した長辺が 0.7m、 短辺が 0.5m、 深さ 0。3mの楕円形のピットである。第 205

図 18の須恵器邦身が出土した。

ピットC2771(第 40図 )

A18g5区で検出した長辺が 0。 9m、 短辺が 0,6mの楕円形のピットである。第 205図 15の須恵

器邦蓋が出上した。H型式 4段階に相当する。

溝C2490(第 40図 )

A18g5区 で検出した幅 0。 6m、 検出長 さ 6m、 検出深 さ 0。 lmの平面形が弧状の溝である。第

205図 16の須恵器邦身が出土した。H型式 3段階に相当する。

小溝C2775、 C2764(第 40図 )

A18g5区 で検出した幅 0.2m～ 0,3m、 深 さ8cm前後の小溝である。第 205図 19の I型式 4段

階に相当する須恵器邪身、17の須恵器鉢が出土した。

落ち込みC2701(第 40図 )

A18g5、 A18h5区で検出した幅 2,3m、 長さ 5m、 深さ5cm前後の浅い落ち込みである。須恵器、

土師器、移動式カマ ド (資料 No.8。 20)、 韓式系土器、U字形板状土製品 (資料 No.29。 49)、

台石等大量の遺物が出上した。第 205図 25～ 28、 第 206図 12・ 17はその一部である。第 205

図 25は須恵器邦蓋で I型式 4段階に相当する。26は土師器高邦、27は土師器鉢、28は韓式系

土器羽釜である。第 206図 12は須恵器系土器壷、17は土師器把手付鍋である。第 593図 2は

移動式カマ ドである。

落ち込みC2279(第 40図 )

A18g5区で検出した幅 lm、 長さ 5m、 深さ5cm前後の浅い落ち込みである。西端は掘立柱建物

C7周囲溝C2422に 切られている。須恵器、土師器、滑石製臼玉 1点出土した。

第 206図 1～ 10の須恵器、13～ 16の土師器はその一部である。1～ 5の須恵器蓋邦は I型

式 3段階に相当する。

落ち込みC2702(第 40図 )

A18g5、 A18h5区で検出した幅 lm、 長さ4m、 検出深さ5cm前後の浅い落ち込みである。須恵器、

土師器、U字形板状土製品 (資料 No.29。 31・ 39)が 出土した。第 206図 11の須恵器醒は内部
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に外面から穿孔した時の粘土が落ち込んで張り付いている。

落ち込みC2740(第 40図 )

A18g5区で検出した幅 1～ 2m、 検出長さ 5m、 深さ5cm前後の浅い落ち込みである。第 206図

18の須恵器邦蓋、19・ 20の須恵器高邦、21の土師器甕が出上した。

ピットC2353(第 40図 )

A18h5区で検出した 0.5m四方の方形のピットである。第 206図 22～ 24の須恵器が出上した。

溝C2729(第 41図 )

A18h5、 A18h6区 で検出した幅 0.6m、 検出長 3.7m、 深 さ0,lmの溝である。東端は井戸C2

756に切られている。溝中央部でピットC2753に 切 られている。第 206図 25～ 30の遺

物が出土した。25～ 27は須恵器蓋邦で I型式 3段階に相当する。

ピットC2753(第 41図 )

A18h5、 A18h6区で検出した長辺 0.8m、 短辺 0.5m、 検出深さ 0。45mの楕円形のピットである。

溝C2729を 切っている。第 206図 31の須恵器系土器高邦が出土した。

ピットC2546(第 42図 )

A18i5区で検出した直径 0,7m、 検出深さ0.2mの ピットである。礎板が出上 している。第 207

図 1・ 2の須恵器蓋邪、3の土師器甕が出土した。須恵器は I型式 3・ 4段階に相当する。

土坑C2423(第 42図 )

A18i～ h6区で検出した幅 4.3m、 長さ7m、 検出深さ 0。 lm～ 0.3mの ほぼ方形の大型土坑であ

る。第 207図 4・ 6の土師器、5の コップ形の製塩土器の他にU字形板状土製品 (資料 No。23)

が出土している。

土坑C2412(第 42図 )

A18h6区で検出した幅 2m、 長さ 2.5m、 検出深さ0.2mの平面形が菱形の土坑である。埋土は

炭化物や焼土を含んでいた。第 207図 12の須恵器甕、13の甕形の製塩土器が出上した。

土坑C2700(第 41図 )

A18f6区で検出した長径 1.4m、 短径 0,6m、 検出深さ 0。 3mの ピットである。第 208図 3～ 5の

上師器が出土した。3は口径と器高がほぼ等しい鍋で、把手はつかない。4と 5は口径が器高を凌
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駕する甑である。2点 とも外面はハケ調整、舌状の把手をもち、蒸気孔は 4が 4孔、5は 3孔である。

土坑C3192(第 41図 )

A18f7区で検出した長径 1.5m、 短径 0.5cm、 検出深さ 0。 2m前後の小土坑である。第 208図 6

の口径が 35cmを 超える土師器大型の鉢が出土 した。この鉢は外面ハケで仕上げられ、一対の舌

状の把手と体部 3/4位に注口をもつ (図版 167)。

溝C1706(第 41図 )

A18d6区 で検出した幅 0.5m、 長さ 6.5m、 検出深 さ 0。 lm～ 0。 15mを測る溝である。総柱建物

C29の 柱列の間に位置する。第 209図 1～ 3の須恵器が出上した。H型式 3段階以降の須恵

器を含み、掘立柱建物C29と ほぼ同時期の遺構と考えられる。

A18d6区 ピット出土遺物 (第 209図 4～ 8・ H～ 15)

d6区は製塩土器の破片が集中して出土 した区である。盛り上がった破片を取 り除いた後に、

小ピットを多数検出した。第 209図 4・ 5はコップ形製塩土器でピットC2797出 土である。6・

7は土師器鉢、8は土師器甕でピットC2823か らの出上である。■ は須恵器壷の口縁部、12

は須恵器邦身、13は土師器鉢でピットC2815か らの出土である。14・ 15は須恵器甕でピッ

トC2846か らの出上である。

溝C3547(第 41図 )

A18d7、 A18e7区で検出した幅 3m、 検出深さ0.lm～ 0。 2m、 平面形は直角に曲がる溝である。

第 209図 20の須恵器甕、22～ 24の須恵器不蓋、21の土師器甑が出土 している。須恵器はH

型式 2段階に相当する。

溝C3582(第 41図 )

A18d8、 A18d7区 で検出した幅 2m前後、検出長 さ8m、 検出深さ0.lm～ 0。2mの溝である。

第 209図 26～ 35、 第 210図 1～ 4の遺物が出上した。

29,30は コップ形製塩土器、37は韓式系土器甕か壷の口縁部、26～ 28。 31～ 36はすべて

須恵器である。須恵器蓋邦は I型式 4段階～ H型式 2段階に相当するものを含んでいる。第

210図 1は土師器鉢、2は土師器深鉢、3。 4は土師器甕である。

ピットC4260(第 41図 )

A18d7区 で検出した直径 0.8m、 検出深さ0,35mの ピットである。第 209図 16。 17の須恵器

蓋郭が出土した。H型式 3段階に相当する。
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ピットC4253(第 41図 )

A18d7区 で検出した直径 0。 6m、 検出深さ0.35mの ピットである。第 209図 18・ 19の須恵器

蓋郭が出土した。I型式 5段階に相当する。

ピットC3577(第 41図 )

A18d7区で検出した直径 0.8m、 検出深さ0.5mの ピットである。第 209図 25の須恵器邦身が

出土した。I型式 5段階に相当する。

土坑C3583(第 41図 )

A18d7、 A18d8、 A18e7、 A18e8区で検出した幅 2.5m、 検出長さ 4.5m、 深さ 0。 lm前後の落ち

込み状の土坑である。第 210図 5～ 15の遺物が出土 した。6は製塩土器、 7は土師器鉢、12・

13は土師器甕、9。 14は韓式系土器壷か甕の口縁部、15は土師質円筒形土製品、他は須恵器で

ある。須恵器蓋邦は I型式 4段階に相当するものとII型式 4段階に相当するものを含む。

土坑C4218(第 411珂 )

A18e7区で検出した長径 1.8m、 短径 1.5m、 検出深さ6cm前後の楕円形の土坑である。引ヒ西部

は土坑C3583に 切られている。第 210図 22の土師器甕が出土した。

土坑C4195(第 41図 )

A18e7、 A18e8区 で検出した直径 1.8m、 検出深さ 0。 2mの円形の土坑である。掘立柱建物 C2

8の下層遺構である。土坑内にピットC4573が あり、礎板を検出している。東側は土坑C4

196につながる。第 210図 25の須恵器高邦、26の須恵器邦身が出土した。

土坑C4193(第 41図 )

A18e7区で検出した長径 2,2m、 短径 1.8m、 検出深 さ 0。 lmの楕円形の上坑である。掘立柱建

物C28の 下層遺構である。第 210図 18の須恵器器台、19・ 20の須恵器邦蓋、21の高邦脚部

が出土した。蓋邦は I型式 2段階に比定できる。また土坑内ピットC4480か らも同時期の高

邦脚部 (第 210図 23)が出土している。

土坑C3107(第 41図 )

A18e7区で検出した長径 1.5m、 短径 0,9m、 検出深さ0.15mの楕円形の上坑である。第 210図

27の上師器甑、28の土師器高邦が出土した。
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ピットC3116(第 41図 )

A18e7区で検出した直径 0.6m、 検出深さ0.3mの ピットである。第 210図 29の小椀形製塩土

器が出土した。

ピットC3182(第 41図 )

A18f7区で検出した直径 0.3m前後、検出深さ0,lmの ピットである。第 210図 36の須恵器邦

身が出土した。

ピットC4613(第 41図 )

A18f7区で検出した直径 0.5m前後、検出深さ0,45mの ピットである。第 211図 1の須恵器邪

蓋が出土した。H型式 3段階に相当する。

ビットC4587(第 41図 )

A18f7区 で検出した長径 0,7m、 短径 0。 5m、 検出深さ0.45mの楕円形のピットである。第 211

図 3の須恵器すり鉢、6の庭体部が出上した。

ピットC2887(第 41図 )

A18h7区 で検出した直径 0.3m、 検出深さ0.14mの ピットである。第 211図 18の須恵器高邦

蓋が出上した。

土坑C3024(第 41図 )

A18h7区で検出した土坑C4720、 C4721等 に切られており、本来の形状は不明である。

第 211図 19～ 29、 砥石が出土 した。須恵器蓋邦はH型式 3段階前後に相当する時期のものを

含んでいる。

落ち込みC2895(第 42図 )

A18i7区南半部は全体に浅い窪地状になっており、須恵器、土師器、U字形板状土製品 (資料

NO,35。 40'41・ 54～ 56)等遺物が出土 した。検出深 さは 0.05m～ 0。 lmで ある。第 213図 1

～ 6はその一部である。須恵器蓋不は I型式 3段階前後とⅡ型式 3段階に相当するものを含む。

4は韓式系土器甑、外面平行タタキが残る。

落ち込みC2860(第 42図 )

A18i7区で検出した長径 1.7m、 短径 1.2m、 検出深さ 0。 15mの楕円形の浅い落ち込みである。

第 213図 7の須恵器邪身が出土した。
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ピットC3289(第 42図 )

A18i8区で検出した直径 0。 4m、 検出深さ0.35mの円形のピットである。第 213図 14の土師器

ミニチュア鉢が出土した。

ピットC3348(第 42図 )

A18i8区で検出した直径 0.5m、 検出深さ 0。 12mの円形のピットである。第 213図 15の土師器

中型甕が出土した。

ピットC3351(第 42図 )

A18i8、 A18,8区 で検出した直径 0.6m前後、検出深さ0,35mの 円形のピットである。第 213

図 17の土師器鉢、16の須恵器邦蓋が出土した。I型式 5段階に相当する。

ピットC2988(第 41図 )

A18h8区 で検出した直径 0,7m、 検出深 さ0.4mの円形のピットである。第 214図 1の須恵器

郭蓋が出土した。I型式 3段階に相当する。

土坑C3472、 ピットC4485(第 41図 )

A18g8区 で検出した幅 3m、 長さ5.5m、 検出深さ0,lm前後の方形の上坑である。第 214図 23

の上師器鉢、24の須恵器高邦蓋が出土した。土坑内ピットC4485か らは第 214図 15の須恵

器系土器高邦脚部が出土している。

土坑C3828(第 41図 )

A18f8、 A18g8区 で検出した幅 2m、 検出長さ 7m、 深さ 0。 15m前後の溝状土坑である。東端は

溝C3923に 切られている。中央部分は掘立柱建物C2の柱穴に切られている。第 214図 16

～ 22の遺物が出土した。16～ 19は須恵器で I型式 4段階に相当する。19の高郭脚部は円形の

透かしが穿たれている。20は土師器鉢、21・ 22は土師器甕である。

ピットC3925(第 41図 )

A18g8区 で検出した直径 0。6m前後、深さ0,3mの 円形のピットである。第 214図 14の須恵器

邦身が出土した。

土坑C4223(第 41図 )

A18e8、 A18e7区 で検出した長径 1.5m、 短径 lm、 検出深さ0.2mの楕円形の土坑である。第
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215図 23の須恵器郷蓋が出上した。I型式 4段階に相当する。

ピットC4233(第 41図 )

A18e8区で検出した直径 0,4m、 深さ0.25mの 円形のピットである。第 215図 24の須恵器邦

蓋が出土した。

ピットC4234(第 41図 )

A18e8区で検出した直径 0。 3m、 深さ 12cmの 円形のピットである。第 215図 22の須恵器高郷

脚部が出土した。

ピットC3899(第 41図 )

A18f8区で検出した直径 0.5m、 深さ0.4mの 円形のピットである。第 215図 5の土師器壷口頸

部が出上した。

ピットC4271(第 41図 )

A18f8区 で検出した直径 0.6m、 深さ0.3mの 円形のピットである。第 215図 6の上師器鉢が出

土した。

ピットC4680(第 41図 )

A18f9区土坑C3837内 で検出した直径 0.8m、 深さ0.5mの 円形のピットである。第 217図

9の コップ形製塩土器、10の土師器郷、13・ 20の須恵器邦蓋が出上 した。須恵器は I型式 3段

階に相当する。

ピットC3842(第 41図 )

A18f9区 で検出した直径 0.4m、 深さ 0。 3mの円形のピットである。第 217図 11の須恵器邦蓋

が出土した。

土坑C3870(第 41図 )

A18f9区 で検出した 1.5m四方、検出深さ 0。 lm前後の方形の土坑である。第 217図 17の須恵

器邦身が出土した。

ピットC4650(第 41図 )

A18f9区 で検出した直径 lm、 検出深さ 0。8mの円形のピットである。掘立柱建物C2の柱穴 C

1636に 切られている。第 217図 12の須恵器イ蓋が出土した。
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溝C3821・ 3829(第 41図 )

A18g9区 で検出した幅 0,6m～ 1.2m、 長 さ 6.3m、 検出深さ0.3m～ 0.4mの 溝である。北半部

をC3829、 南半部をC3821と して遺物を取り上げた。掘立柱建物C2の西辺に並行して

いる。第 177図 22:25～ 28は C3829か らの出土遺物である。22は土師器中型の甕、28は

土師器鉢、25は須恵器提瓶の口縁部である。第 218図 1～ 8は C3821か ら出土遺物である。

1・ 2は土師器甕、6。 7は須恵器系土器高邦、8は土師器高邦脚部、3～ 5は須恵器である。出

土した須恵器はH型式 3段階以降である。

溝C3923(第 41図 )

A18f8、 A18g8区で検出した幅 1.2m、 検出長さ 7m、 検出深さ0.lm～ 0。 2mの溝である。北半

は土坑 C3828を 切っている。第 177図 23・ 24の須恵器が出土 した。23の須恵器添身はH

型式 3段階に相当する。

溝状土坑 C3827(第 41図 )

A18g8区 で検出した幅 0,7m、 長さ 4.8m、 検出深さ0.15m～ 0。2mの溝状遺構で、掘立柱建物

C2内に位置する。第 177図 29(図版 172)の製塩土器、30の須恵器邦身が出土 した。

溝状土坑C3416(第 41図 )

A18h9、 A18g9区 で検出した幅 0。 9m、 長 さ 3.5m、 検出深 さ0.2mの溝状土坑である。第 218

図 22～ 25、 第 219図 1～ 3の遺物が出上 した。22は須恵質円筒形土製品で外面に平行タタキ

が残る。同様の個体が g9区包含層からも出土 している(第 218図 21、 図版 168)。 23は土師器甕、

24は輔の羽口 (第 646図 1、 図版 258a)、 25は須恵器邦身、II型式 3段階に相当する。第 219

図 1は土師器長胴甕、2は土師器甕、3は把手付鉢である。

土坑C3393(第 42図 )

A18h9区で検出した幅 70cm、 平面形は直角に曲がる全長 3.5m、 検出深さ5cm前後の溝状土坑

である。第 218図 26の須恵器邦身が出土した。H型式 2段階に相当する。

溝状土坑C3408(第 41図 )

A18h9、 A18g9区で検出した幅 lm、 長さ 5。 5m、 検出深さ0.2m～ 0.3mの溝状土坑である。第

219図 6の土師器甕、第 219図 7の土師器高郭、第 219図 9の韓式系土器平底鉢が出土した。9

の平底鉢は外面に格子タタキが残る。
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ピットC3325(第 42図 )

A18h9区で検出した直径 30cm、 深さ0.25mの ピットである。第 219図 4の土師器壷が出土した。

溝状土坑C3398(第 42図 )

A18h9、 A18h10、 A18i9、 A18110区 で検出した幅 1.2m、 検出長 4.3m、 深 さ0.15m前後の溝

状土坑である。東はしは土坑C3392に 切 られている。第 219図 5の韓式系土器平底鉢が出

土した。5は外面に格子タタキが残る平底鉢である。

土坑C3392(第 42図 )

A18h9区 で検出した長径 1.3m、 短径 1.lm、 検出深さ 0。lmの楕円形の土坑である。第 219図

8の上師器高邦が出土した。

落ち込みC3281(第 42図 )

A18,9、 A18j8、 A18i9、 A18i8区 で検出した幅 2.6m、 検出長 5。 5m、 検出深さ 0。 lm前後の不

整形の落ち込みである。第 219図 10の土師器鉢、13の上師器甕、■・12須恵器蓋邦が出土 した。

土坑C3283(第 42図 )

A18i9、 A18i8区で検出した直径 80cm、 検出深さ 0。4mの 円形の土坑である。第 219図 18(図

版 168)の韓式系土器羽釜が出土した。

溝状土坑C3372(第 42図 )

A18i9区で検出した幅 0。 8m、 検出長 5m、 検出深さ 0。 lmの溝状土坑である。第 219図 17の須

恵器甕口縁部が出土 した。

落ち込みC3833(第 42図 )

A18i9区 で検出した幅 2.2m、 長 さ2.5m、 検出深 さ0.2m前後の浅い落ち込みである。第 219

図 19の韓式系土器甑、20～ 22の須恵器蓋邦、23の須恵器鉢、24の上師器甕が出上した。19は

外面平行タタキが残り、24の甕は外面に施された格子タタキを上からナデやオサエで消している。

土坑C3692(第 42図 )

A19il区で検出した長径 0.9m、 短径 0.5m、 検出深さ 0。6m前後の楕円形の土坑である。第 220

図 18の韓式系土器口縁部、19の上師器壺、20の土師器高邦、21(図版 172)の甕形製塩土器

が出土した。
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ピットC4551(第 42図 )

A18h10区で検出した直径 0.5m、 検出深さ0.65mの 円形のピットである。第 220図 26・ 27の

上師器高郭が出上した。2点は器形、調整ともに同一である。

ピットC3782(第 41図 )

A19gl区 で検出した直径 0.3m、 検出深さ0,15mの 円形のピットである。第 221図 16の須恵

器郷身が出土した。

落ち込みC4555(第 42図 )

A18h10区で検出した幅 2m、 検出長さ5m、 深さ 0。 15m～ 0。2mの落ち込みである。第 221図 5。

6の土師器が出土した。

A18e2、 A18e3、 A18f3区包含層出土遺物 (第 201図 9～ H・ 15・ 16)

第 201図 9は韓式系土器甕口縁部、10は土師器鉢、■ は須恵器高邦、I型式 4段階に相当する。

15は製塩土器、16(図版 167)イま須恵器系土器高邦で土師器高邪を模 したような形状を呈 し、

脚部には円孔すかしが穿たれている。

A18g4、 A18f4、 A18e4区包含層出土遺物 (第 203図 9～ 20・ 28～ 30)

第 203図 9～ Hは小椀形の製塩土器、13は須恵器高邦、14は須恵器系土器高邦、15'16は

土師器甕、18は土師器口縁部、口縁部は外方にほぼ水平に屈曲する、体部は比較的器壁は厚い。

19、 20は土師器鉢である。12は須恵器邪身、17は須恵器甕で共に I型式 2段階以前のものであ

る。28は須恵器器台、29は須恵器邦身、30は須恵器高郷で、I型式 4段階前後に相当する。

A18d4、 A18d5、 A18e5区包含層出土遺物 (第 204図 1～ 3・ 22～ 27)

第 204図 1は須恵器甕、2は土師器高邦、3は台付鉢である。22・ 25。 27は韓式系土器、22

は外面平行タタキのあとヨコナデ、27は外面斜格子タタキの甕である。25は外面縄蒲文タタキ

の平底鉢である。23・ 24は小椀形製塩土器、26は土師器小型甕である。

A18f5、 A18g5区包含層出土遺物 (第 205図 13・ 14・ 22～ 24・ 29)

13は須恵器高邦、14は須恵器短頸壷、22は H型式 2段階に相当する須恵器邦蓋、23は須恵

器郭身が出土した。H型式 3段階に相当する。

g5区からはウマの基節骨が出土している。

A18i6、 A18h6、 A18g6、 A18d6、 A18e6、 A18f6区 包含層出土遺物 (第 207図 7～ ll、 14～
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27、 第 637図 5)

i6区から出土 した須恵器は 8～ 12で、I型式 4・ 5段階に相当する。h6区から出土した須恵

器郭蓋 (15)、 d～ e6区から出土 した須恵器郷身 (25)の ように I型式 2段階以前までさかのぼ

るものも出土している。14・ 19は土師器鉢、特に 19は口径 20cmを 測る丸底の大型の鉢である。

i6、 e6区からは韓式系土器羽釜も出土している。e6区から出土した 27の羽釜は鍔から下はタ

タキをナデ消 している。g6。 de6区からは小椀形製塩土器 (22・ 24)、 h6区からは甕形の製塩土

器 (18)が出土している。f6区からは第 637図 5(図版 250)の流紋岩製の大型砥石が出土した。

全長 21.75cmを測る。

d6区からはウマの右中足骨 (図版 268b-1)が出土している。

A18f6区包含層出土遣物 (第 208図 1・ 2)

1は土坑C3486上 部から出土 した土師器長胴甕である。2は韓式系土器甑で外面平行タタ

キをナデ消している。

A18d7、 A18e7区包含層出土遺物 (第 210図 16・ 17・ 24・ 30～ 35)

第 210図 17(図版 167)イよd7区から出上した土師器つまみ付き蓋である。外面ハケ調整で仕

上げられている。24は e7区から出土 した須恵器系土器高邦である。16・ 30～ 34は e7区から

出土 した遺物である。16は須恵器把手付鉢、30'35は須恵器高邪、30は脚部に円形透かしが

穿たれている、31は土師器甕、32は韓式系土器甕か壺の日縁部、外面は平行タタキが残る。

33・ 34は土師質の円筒形土製品である。

d7区からは表面を研磨した鹿角が出土 している。

A18f7、 A18g7区包含層、落ち込みC4167出 土遺物 (第 211図 2・ 4・ 5。 7～ 17、 第 607図 )

7は土師器鉢、10は土師器高邪、15は土師器移動式カマ ド、16は土師器深鉢、14は製塩土器、

17は須恵器系土器高邦である。須恵器蓋邦はH型式 3段階に比定できる。2・ 4・ 5・ 8、 第 607

図 3は落ち込みC4167か ら出土 した。2・ 5は須恵器邦蓋、4は須恵器甕、8は土師器甑、第

607図 3は U字形板状土製品 (図版 241・ 242)で ある。

A18i7、 A18i8区包含層出土遺物 (第 212図 1、 第 213図 8～ 13・ 18～ 30、 第 638図 9)

第 212図 1は i7区で出土 した破片を中心に、溝C2550、 C2422等 の遺構から出土し

た破片を合わせて復元した土師器複合口縁壺である。接合 した破片はおよそ 40m四方から集め

ている。口径 19cm、 器高 40cmを 沢Iり 、外面全体が粗いハケ調整で仕上げられている。肩部にへ

ラにより線刻が刻まれている。

第 213図 8。 9は韓式系土器平底鉢、27は韓式系土器の口縁部である。13は i7・ i8区で出土
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した破片を中心に土坑C3837や 掘立柱建物C2等から出土した破片も合わせて復元した韓式

系土器 (硬質)である。接合 した破片はおよそ40m四方から集めている。外面は肩部まで縄薦

文タタキがのこり、そのうえに間隔の粗い沈線が巡る。焼成は還元炎焼成であるが、色調は紫灰

色である。10～ 12・ 18～ 30は須恵器で、蓋邦は I型式 2段階～ H型式 3段階に相当するもの

まで含んでいる。21は樽型庭、30は横瓶の口縁部である。

i7区からは第 638図 9の砂岩製の砥石も出土している。また i7区からはウマの左距骨が出土

している。

A18h8、 A18g8区包含層出土遺物 (第 214図 2～ 13・ 25～ 29)

h8区からはH型式 2段階前後の須恵器が出土 している。第 214図 9は須恵器器台、10は須

恵器高邦脚部である。5・ 6は須恵器系土器高邪脚部、8は土師器甕、7は土師器高邦脚部である。

g8区でもH型式 2段階前後の須恵器が出土 している。25は須恵器器台、27は須恵器短脚高

不脚部、28は須恵器甕口縁部である。26は須恵器系土器高邦脚部である。

A18g8、 A18f8区包含層出土遣物 (第 215図 1～ 4・ 8～ 18)

g8区からは 1。 2・ 4の土師器甕、3の大型高不が出上 した。f8区周辺から出土の須恵器郭身

はH型式 3段階が中心である。8は須恵器器台脚部、11は高邦である。12・ 13(図版 167)|ま

須恵器系土器壺でともに外面底部は手持ちヘラケズリ、体部中央に回転の甘い波状文を施す。9は

土師器壺、10は須恵器の円筒形土製品で外面平行タタキが施されている。14は韓式系土器平底鉢

で外面平行タタキが残る。16～ 18は須恵器邦身、15は郭蓋で、7は土坑C1558か ら出土した。

A18e8区包含層出土遺物 (第 215図 19～ 21。 25～ 28、 第 216図 1～ 18)

第 215図 19～ 21は須恵器系土器高邦である。26・ 27は韓式系土器平底鉢、28は韓式系土器

甑、外面格子タタキが残る。25は韓式系土器 (硬質)甕で外面斜格子タタキが残る。第 216図

1は韓式系土器鍋で外面平行タタキがナデ消されている。2は土師器鉢、13は土師器高郷邪部、

14は土師器椀形の鉢、15は土師器壺、16は ミニチュアの鉢、17。 18は土師器甕である。c8区

の須恵器は I型式 4段階～ H型式 3段階に相当するものを含む。

A18d7、 A18d8、 A18d9区包含層出土遺物 (第 216図 19～ 25、 第 217図 2～ 4・ 6)

d8、 d9区出上の須恵器はⅢ型式に属するものが多く、19の短脚高邪、20の提瓶、22～ 24

の庭がある。25(図版 167)イよ陶質土器で、平底で胴が張り、頸部がすぼまる。体部外面はカキ

目調整が施されている。朝鮮半島栄山江流域に系譜をたどれるものである。第 217図 2～ 4・ 6

は須恵器系土器で、2～ 4(図版 167)|ま 高邦、6は壷である。
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A18e9、 A18f9区包含層出土遺物 (第 217図 1・ 5。 7・ 15。 16。 18・ 19・ 21～ 29、 第 637図 3)

e9区からはH型式 3・ 4段階の須恵器郷身が出土している。土師器は 5の甑、7の鉢があり、

1の須恵器系土器高邦がある。

f9区からは I型式 3段階の須恵器邦身、邦蓋が出土している。その他 22の庭、28の器台脚部、

29甕口縁部がある。土師器は 25～ 27が高邦、23・ 24は 円筒形土製品である。f9区からは第

637図 3の泥質砂岩製の砥石が出上している。

A18g9区包含層出土遺物 (第 218図 9～ 21)

g9区から出土 した須恵器は I型式 3段階～ H型式 3段階までを含む。蓋郭の他に 17・ 18の

壷の蓋、19の器台、12の鉢などがある。13は韓式系土器平底鉢、14は土師器高邦、15は土師

器甕である。

A18h9区包含層出土遺物 (第 219図 14～ 16)

14、 16は須恵器系土器高不である。15は須恵器系土器邪蓋、I型式 2段階以前に相当する。

A18i9、 A18i10、 A1911、 Al莉 10、 A19hl区 包含層出土遺物 (第 220図 1～ 13・ 17・ 22～ 24、

第 221図 1～ 4、 第 637図 2)

C調査区の南西隅にあたるこれらの区周辺では、H型式の須恵器蓋郭とI型式 2段階以前の須

恵器蓋 (10)、 樽型庭 (12)が出土 している。第 220図 1・ 2。 13は土師器高邦、4・ 9は土師器

鉢、14は土師器直口壷、15は土師器複合口縁壺、16は黒色研磨土器の体部片、22、 23は韓式

系土器平底鉢、24は韓式系土器甑、25(図版 172)|ま甕形の製塩土器である。第 221図 1は土

師器大型高邦、2・ 4は土師器奏である。3は須恵器鉢である。第 637図 2は砂岩製の砥石である。

A18h10、 A18g10、 A19gl、 A18f10、 A19fl、 A18d10区包含層出土遺物 (第 221図 7～ 15、 17

～ 25、 第 638図 1)

C調査区南東にあたるこれらの区では、I型式 4段階～ H型式 2段階までの須恵器が出土した。

7・ 8は韓式系土器平底鉢、12は韓式系土器口縁部、20は韓式系土器甑である。20の甑は外面

平行タタキをナデ消 している。15は土師器椀形の鉢、19は台付の小型壷である。17・ 18は須

恵器系土器、24・ 25(図版 168)イよ土師質円筒形土製品である。外面細かいタテハケ、内面は粘

上の継ぎ目が残る。A19gl区 では第 638図 1(図版 249)の流紋岩製の砥石が出土している。な

お第 221図 7～ 11は落ち込みC3772か ら出土した。

土坑B130357(第 160図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a7、 B18b7の 2区で検出した。平面形は不
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整楕円形で、長軸 4.25m、 短軸 3.2m、 深さ 0。 lmを測った。埋土は青灰色のブロックが混じる黒

灰色シル トで、部分的に炭や焼土を含む。埋土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。

出土した須恵器はⅡ型式 2段階に相当するものである。

土坑B131097(第 161図 )

】ヒ東居住域に属するB調査区の】ヒ西半部の、B18a9区で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 2.8m、 短軸 1.2m、 深 さ0.2mを 測った。埋土に焼土、炭などが多量に含まれ、これらを除去

すると焼壁らしき痕跡が確認された。したがって土坑B131097は カマ ド状の遺構と思われ

る。埋土内から韓式系土器、土師器、砥石などが出土した。

カマ ドB131097出 土遣物 (第 225図 30～ 34)

埋土内から韓式系土器、土師器、砥石、台石などが出土 した。図示し得たのは 5点で、韓式系

土器甕 (31)、 土師器高郭 (30。 33)、 土師器甕 (32)、 土師器甑 (34)な どがある。

土坑B131001(第 162図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a9区で検出した。平面形はやや歪な隅丸方

形で、長軸 2.51m、 短軸 2.41m、 深さ 0。25mを測った。掘立柱建物B5の柱文のひとつや、土坑

B131002を 切って掘られており、三者の内で最も後出の遺構といえる。埋土肉から須恵器、

土師器、製塩土器が出土 した。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B131001出 土遺物 (第 224図 1～ 30、 第 225図 1～ 8)

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、製塩土器などが出土した。図示 し得たのは 38点で、

須恵器邦蓋 (224-1～ 4)、 須恵器邦身 (224-5～ 9)、 須恵器有蓋高イ (224-10。 11)、 須恵器

無蓋高郭 (224-13。 14)。 須恵器高邦 (224-12・ 15～ 18)、 須恵器醒 (224-19)、 韓式系土器鍋

(224-22)、 土師器甕 (224-20・ 23～ 26。 28'30)、 土師器甑 (225-1)、 製塩土器 (225-2～ 8)

などがある。

土坑B131002(第 163図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a9、 B18a10の 2区に跨る地点の、土坑Bl

31001の 西側に接する位置で検出した。平面形は不整楕円形で、長軸の復元長 2.25m、 短軸

2.05m、 深さ0.lmを 測った。B131001に 切 られており、それより前出である。また、掘

立柱建物B5の柱床のひとつを切って掘られており、それより後出といえる。埋土内から須恵器、

土師器が出土した。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B131002出 土遺物 (第 225図 9～ ■)

埋土内から須恵器、土師器が出土 した。図示 し得たのは 3点で、須恵器邦身 (9)、 須恵器有

蓋高邦 (10)、 須恵器無蓋高邦 (■)な どがある。
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土坑B130764(第 164図 )

北東居住域に属するB調査区の中央部の、B18a7区で検出した。土坑 B130417掘 削後

にその床面で確認された。平面形は歪な楕円形で、長軸 1.5m、 短軸 0,9m、 残存部分の深さ0.6m

を測った。埋土内から須恵器、土師器、製塩土器、移動式カマ ド、曲柄又鍬、船材と思われる木

製品などが出土した。出土した須恵器は I型式 4段階に相当するものである。

土坑B130764出 土遺物 (第 226図 1～ 3、 5・ 6、 9、 第 595図 2、 第 685図 4、 図版 307)

埋土内から須恵器、土師器、製塩土器、移動式カマ ド (595-2)、 木製品などが出土 した。図

示し得たのは 8点で、須恵器邦身 (1・ 2)、 須恵器有蓋高邦 (3)、 須恵器高不 (5)、 土師器甕 (6・

9)、 曲柄又鍬 (685-4、 図版 307)な どがある。

土坑B131103(第 165図 )

調査区の北西端部の、A18,9、 A18,10の 2区に跨る地点の、墳墓B131101の 東側に隣

接する位置で検出した。平面形は不整長方形で、長軸現存長 2,75m、 短軸 1.52m、 深さ0.53mを測っ

た。墳墓B131101を 切って掘 られている。埋土内から須恵器、土師器が出土した。出土し

た須恵器は I型式 4段階～ 5段階に相当するものである。また、動物遺存体も出上した。

土坑B131103出 土遺物 (第 225図 12～ 29)

埋土内から須恵器、土師器などが出土した。須恵器邦蓋 (12)、 須恵器不身 (17)、 須恵器甕 (23・

25)な どがある。13・ 15。 18は周溝墓B131101、 29は ピットB131080、 14・ 16。

19。 22・ 24・ 27は包含層のものと接合。動物遺存体はウマかウシと思われるものが出土 している。

土坑B130965(第 166図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、B18a7区で、上半部をH型式 3段階の土坑Bl

30357に 切られた状態で検出した。平面形は不整楕円形で、残存部で長軸 1.9m、 短軸 0,85m、

深さ 0。2mを 測った。埋土に焼土や炭が多く混じっており、壁土と思われる硬く焼け締った土も

みられること、甑の破片が出土 していることなどから、カマ ドと思われる。埋土内から須恵器、

土師器、製塩土器などが出土した。出上 した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B130965出 土遺物 (第 227図 1～ 10)

埋土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出上した。図示し得たのは 10点で、須恵器郭蓋 (1)、

須恵器邦身 (2)、 須恵器高郭 (3)、 土師器甕 (4～ 6)、 土師器甑 (7～ 10)な どがある。

土坑 B130765(第 167図 )

北東居住域に属するB調査区の中央部の B18b8区で、土坑 B130764の 南西側に隣接す

る位置で検出した。土坑 B130417掘 削後にその床面で確認 された。平面形は不整円形で、
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長軸 0.8m、 短軸 0,7m、 残存部分の深さ0.3mを測った。埋土内から須恵器、土師器、製塩土器、

用途不明の木製品などが出上した。出上した須恵器は I型式 4段階に相当するものである。

土坑B130765出 土遣物 (第 226図 4・ 7・ 8)

埋土内から須恵器、土師器、製塩土器、木製品などが出上した。図示し得たのは 3点で、須恵

器有蓋高イ (4)、 土師器甑 (7)、 製塩土器 (8)な どがある。

土坑B130025(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北端部の、A18,5、 A18,6、 B18a5の 3区で検出した。平面形

は不定形で、北半部はC調査区にある。長軸 5,7m、 短軸 0.39m、 深さ 0。 39mを 測った。出上 し

た須恵器は I型式 5段階～ H型式 1段階に相当するものである。

土坑B130025出 土遺物 (第 228図 1～ 14、 第 615・ 616図、第 630図 18、 第 638図 7、 図

版 238a・ 239a)

埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製品、石製品、鉱滓、砥石 3点、敲石などが出上 し

た。図示 したのは須恵器邦蓋 (1・ 2)、 邦身 (3～ 5)、 無蓋高邦 (6)、 高邦 (7～ 9)、 臨 (10)、

董 (■ )、 甕 (12・ 13)、 器台 (14)、 U字形板状土製品 (第 615。 616図 )、 滑石製有孔円板

(630-18)、 滑石製臼玉 1点、栖石 3点 (638-7)、 敲石である。動物遺存体はウマが出土 している。

土坑B130961(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の中央部の、B18a7区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 1.3m、 短軸 0。 8m、 残存部分の深さ 0。 16mを測った。埋土内から須恵器、土師器などが出土した。

出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B130961出 土遺物 (第 228図 22・ 23)

埋土内から須恵器、土師器などが出土 した。図示 し得たのは 2点で、須恵器高邦蓋 (22)、 土

師器甕 (23)な どがある。

溝B131320(第 42図 )

】ヒ東居住域に属するB調査区の北西部の、A18,8区 で検出した。幅 0。 9m、 深さ0.lm内外を測っ

た。埋土内から須恵器、土師器などが出土した。出土した須恵器はI型式 5段階に相当するもの

である。

溝B131320出 土遺物 (第 228図 24)

埋土内から須恵器、土師器などが出土した。図示 し得たのは 1点で、須恵器邦身 (24)である。

出土 した須恵器はH型式 2段階に相当するものである。
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土坑B131200(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18j8区 で検出した。平面形は不整楕円形で、古

墳時代中期の遺構を切った状態で検出された。長軸 3.8m、 短軸 1.2m、 深さ 0。 lmを測った。埋

土内から須恵器、土師器、斧状石製品などが出土 した。出土 した須恵器はⅡ型式 2段階に相当

するものである。

土坑B131200出 土遺物 (第 228図 25～ 33)

埋土内から須恵器、韓式系土器、土師器、斧状石製品などが出上した。図示し得たのは 9点で、

須恵器邦身 (25)、 韓式系土器甕 (26・ 27・ 30)、 土師器鉢 (28)、 土師器甕 (29。 32,33)、 土

師器甑 (31)な どがある。

土坑B131310(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の中央部の、A18,7区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長軸

1.7m、 短軸 1,Om、 深さ0.44mを測った。埋土内から須恵器、土師器などが出上した。出土 した

須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B131310出 土遺物 (第 228図 15～ 21)

埋土内から須恵器、土師器などが出土した。図示 し得たのは 7点で、須恵器邦蓋 (15。 16)、

須恵器邦身 (18)、 須恵器高邦 (17)、 土師器製塩土器 (19。 20)、 土師器甕 (21)な どがある。

土坑B131238(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18,8、 B18,9、 B18a8、 B18a9の 4区で検出した。

平面形は不整円形で、長軸 3.lm、 短軸 2.7m、 深さ0,15mを 測った。

土坑B131238出 土遺物 (第 228図 34・ 35)

埋土内から韓式系土器が出土した。図示可能は 2点で、韓式系土器平底鉢 (34・ 35)で ある。

土坑B131082(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、A18,9区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長軸

2.7m、 短軸 0。 9m、 残存部分の深さ 0。2mを測った。埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製

品などが出土した。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B131082出 土遺物 (第 229図 1～ 3)

埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製品などが出土した。図示 し得たのは 4点で、須恵

器邦蓋 (1)、 須恵器邦身 (2)、 土師器製塩土器 (3)、 U字形板状土製品などがある。U字形板

状土製品はB130193、 B130200、 C調査区の複数の遺構および包含層などから出土

した破片と接合された。
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土坑B131083(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18,9区で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 1.5m、 短軸 1.3m、 深 さ 0。 lmを 測った。埋土は青灰色のブロックが混 じる黒灰色シル トで、

炭や焼上を含む。埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、滑石製有孔円板などが出土した。出

上した須恵器はⅡ型式 2段階に相当するものである。

土坑B131083出 土遣物 (第 229図 4～ 6、 第 630図 17)

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、石製品などが出土した。図示 し得たのは 3点で、土

師器甕 (4)、 須恵器郭蓋 (5)、 須恵器イ身 (6)、 滑石製有孔円板 (第 630図 17)な どがある。

土坑B131231(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、A18,9、 B18b7の 2区に跨る地点で検出した。平

面形は不整円形で、長軸 3.Om、 短軸 2.6m、 残存部分の深さ 0。 lmを測った。

土坑B131231出 土遺物 (第 229図 7～ 9)

埋土内から土師器、韓式系土器などが出土 した。図示 し得たのは 3点で、土師器甑 (7)、 土

師器高邦 (8)、 韓式系土器平底鉢 (9)な どがある。

土坑B131268(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18a9区で検出した。平面形は不整楕円形で、溝

B131084に 一部を切られている。長軸 1.6m、 短軸 1.Om、 残存部分の深さ0,lmを測った。

埋土内から土師器が出土した。

土坑B131268出 土遺物 (第 229図 10～ 13)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 4点で、土師器甕 (10。 12・ 13)、 土師器高邦

(11)、 などがある。

土坑B131093(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18a9区で検出した。平面形は不定形で、長軸 3.8m、

短軸 2.4m、 残存部分の深さ 0。 2mを測った。

土坑B131093出 土遺物 (第 229図 14～ 18)

埋土内から土師器、韓式系土器、須恵器などが出上した。図示し得たのは 5点で、土師器製塩

土器 (14・ 15)、 土師器郭 (16)、 韓式系土器甑 (17)、 須恵器高邦 (18)な どがある。出上した

須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑B131106(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、A18,9、 A18i10の 2区 に跨る地点で検出した。平
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面形は不整円形で、径 3.Om、 深さ0.2mを測った。出土した須恵器は I型式 4段階に相当するも

のである。

土坑B131106出 土遺物 (第 229図 24～ 26)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは3点で、須恵器高邦蓋 (24)、 須恵器有蓋高郷 (25)、

須恵器邪身 (26)な どがある。

土坑B131180(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、A18,9、 A18,10の 2区 に跨る地点で検出した。平

面形は不整楕円形で、長軸 1,4m、 短軸 1.Om、 残存部分の深さ 0。 3mを測った。

土坑B131180出 土遺物 (第 229図 28)

埋土内から土師器が出上した。図示し得たのは 1点で、土師器甑 (28)である。

ピットB131072(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18a9区で検出した。平面形は不整円形で、ピッ

トB131073に 一部を切られている。径 2.Om、 深さ0,55mを測った。出土 した須恵器はH

型式 1段階に相当するものである。

ピットB131072出 土遺物 (第 229図 19)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは 1点で、須恵器高邦 (19)である。

溝B130288(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西半部の、A18i7、 B18a7、 B18a8、 B18b8、 B18b9の 5区で

検出した。B調査区の北端部中央から南西方に走る溝で、幅 0。 16mか ら0.9m、 深さ0。 lm内外を測っ

た。埋土内から須恵器が少量出土した。出上した須恵器はⅢ型式 4段階に相当するものである。

溝B130107(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の中央部の、B18a6、 B18b6、 B18b7、 B18c8、 B18c9の 5区で検

出した。幅 1.Om～ 1.5m、 深さ0.2m内外を測った。埋土内からU字形板状土製品の破片が出土した。

ピットB130992(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18a8区で検出した。平面形は不整円形で、径 0,2m、

深さ 0。 6mを測った。出土した須恵器は I型式 2段階に相当するものである。

ピットB130992出 土遺物 (第 229図 20・ 21)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは 2点で、須恵器邦身 (20・ 21)である。
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ピットB131155(第 42図 )

北東居住城に属するB調査区の北西端部の、B18a8区で検出した。平面形は不整円形で、径

0.5m、 深さ0.5mを測った。

ピットB131155出 土遺物 (第 229図 22)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器鉢 (22)である。

ピットB130847(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西部の、B18b9区で検出した。平面形は不整円形で、径 0.4m、

深さ0.5mを測った。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

ピットB130847出 土遺物 (第 229図 23・ 27)

埋土内から須恵器、土師器などが出土 した。図示し得たのは 2点で、須恵器邦蓋 (23)、 土師

器甑 (27)な どがある。

ピットB131272(第 42図 )

北東居住域に属するB調査区の北西端部の、A18i10区で検出した。平面形は不整楕円形で、

長軸 0.5m、 短軸 0.45m、 残存部分の深さ0.6mを測った。

ピットB131272出 土遺物 (第 229図 29・ 30)

埋土内から須恵器、土師器などが出土 した。図示 し得たのは 2点で、須恵器邦蓋 (29)、 土師

器甑 (30)な どがある。出土した須恵器はH型式 1段階に相当するものである。

土坑B130417(第 42図 )

B調査区の中央部の、B18b8、 B18c8の 2区で検出した。幅 0,3m～ 1,Om、 深さ0.15m～ 0。 16m

を測った。B130417掘 削後の床面で、土坑B130764、 土坑B130765な どが検

出された。出土した須恵器は I型式 4段階に相当するものである。

土坑B130417出 土遣物 (第 496図 6～ 21、 第 606図 3、 図版 241・ 242)

埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製品などが出上した。図示し得たのは 17点で、須恵

器甕 (6・ 12)、 須恵器郷蓋 (7～ 9)、 須恵器邦身 (10・ 11)、 須恵器高邦 (14・ 15)、 須恵器庭 (17・

18)、 土師器郭 (16)、 土師器高邦 (21)、 U字形板状土製品 (606-3、 図版 241・ 242)な どがある。

ピットB130762(第 42図 )

B調査区の中央部の、B18b7区で検出した。平面形は不整円形で、長径 0。 5m、 深さ0,78mを測っ

た。

ピットB130762出 土遺物 (第 496図 29)

埋土内から須恵器が出上した。図示 し得たのは 1点で、須恵器邦蓋 (29)である。
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土坑D520(第 44図、図版 46a・ 47a)

D-2調 査区の東端、A19d～ e3。 4区で検出した。長軸約 7m、 短軸約 2mで、深 さ約 0。 15m

を測る。掘立柱建物 D13の ピットD509、 溝 D493・ 494、 ピットD497に切られる。埋土は N4/

灰色シル ト層に 10BG6.5/1明青灰色シル トが径 2～ 3cmの斑状に混入する。

土坑D520出 土遺物 (第 233図 4～ 19、 第 629図 4、 図版 194、 248e)

I型式 5段階の須恵器高邦の蓋 (4～ 7)・ 郭蓋 (8)、 I型式 4段階以前の甕 (9)、 土師器小型

甕 (14・ 15)。 長胴甕 (16～ 18)。 甑 (19)、 製塩土器 (10～ 13)が 出土している。須恵器高邦

蓋 (4)の天丼部の外面下位には一帯の櫛描波状文を巡らしている。邦蓋 (8)の 内面には同心

円文の当て具痕が残る。その他に土玉 (第 629図 4、 図版 248e)が―点出土している。

土坑D529(第 44図、図版 46a。 47a)

D-2調査区の東端、A19e3区で検出した。長軸約 6m、 短軸約 lmで、深さは約 0。2mを測る。

西側は調査区外に伸びる。埋土はN5/灰色シル ト層で、基本土層の第 13b層と同じ。

土坑D529出 土遺物 (第 230図 6～ 8)

H型式 3段階の須恵器邦蓋 (6)・ 郭身 (7)。 堪 (8)、 U字形板状土製品の突帯部分の破片、

鉱滓が出土している。遺構の時期は出土土器から6世紀後半と考えられる。

土坑D537(第 44図、第 44図、図版 46a・ 47a)

D-2調査区東側の南端、A19f4区で検出した不定形土坑である。南側部分は調査範囲外に広

がる。規模は長軸 4.7m、 短軸約 1.5mで、深さは削平を受けたためか 6cmと 浅い。埋土は N4/灰

色シル ト層である。

土坑D537出 土遺物 (第 230図 11)

層中より土師器、須恵器の小片が出土しているが、土師器甕 (■)以外は細片のため図化で

きない。

土坑D819(第 43図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の北東隅、A19d3区で検出した。平面プランは楕円形を呈し、径 1.35m× 1,00m、

深さ0.15mを 測る。埋土はN3/0暗灰色シル ト層である。

土坑D819出 土遺物 (第 230図 )

埋土より5世紀後半に比定される須恵器甕 (12)・ 高郷脚部 (13)、 土師器甑 (14)な どが出

土している。

土坑D838(第 44図、図版 46b・ 47b)
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D-2調査区の東端、A19d～ e3～ 4区で検出した。平面プランは楕円形を呈し、径 7m× 5.8m、

深さ 0。2mを測る。

土坑D838出 土遺物 (第 230図 9。 10)

須恵器郭身 (9)、 土師器甕 (10)が出土 している。 (9)は I型式 5段階に相当することから、

遺構の時期は 5世紀後半頃と考えられる。

溝D493(第 44図、図版 46a。 47a)

D-2調査区の】ヒ東隅、A19d3区 で検出した。幅 0。 57m、 深さ約 6cmを測る。土坑 D520を切っ

ている。なお、西側で溝D494と 重複するが、前後関係は明らかにすることが出来なかった。

埋土は 10BG6/1青灰色シル ト (焼土・炭化物混じり)である。

溝D493出 土遺物 (第 234図 1～ 4)

埋土中よりH型式 2段階の須恵器邦蓋 (1)、 土師器甕 (2)。 甑 (3・ 4)な どが出上している。

溝D494(第 44図、図版 46a・ 47a)

D-2調査区の北東隅、A19d3区で検出した。幅 0.55m、 深さ約 6cmを測る。土坑D520を 切っ

ている。なお、北側で溝D493と 重複するが前後関係は明らかにすることが出来なかった。

溝D494出 土遺物 (第 234図 5・ 6)

H型式 4段階の須恵器邦蓋 (6)、 H型式 3段階の須恵器邦蓋 (5)が出上している。 (5)は内

面に一定方向のナデ調整が施 している。

溝D495(第 43図、第 44図、第 169図、図版 46b。 47b・ 50c)

D-2調査区の北東隅、A19d3区 で検出した。北東 ―南西走する幅約 0.6m、 深さ約 0.3mの溝

である。溝D493・ 494、 ピットD749に 切られる。埋土は大きく2つに分けられ、上層

は 6世紀、下層は 5世紀と考えられる。

溝D495出 土遺物 (第 234図 7～ 18)

上層からH型式 1段階の須恵器高郭の蓋 (12)、 H型式 2段階の須恵器邦蓋 (7・ 8)。 邦身 (9

～ ■)・ 提瓶 (16)・ 脚台付き壷 (14)な どが出上している。 (7・ 8)の天丼部外面には赤色顔

料付着している。

下層からI型式 5段階の須恵器高郭の邦部 (13)、 土師器甑 (18)、 U字形板状土製品が出土

している。なお、須恵器甕 (15)、 製塩土器 (17)の出土層位は不明である。

溝D752(第 43図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の南東隅、A19f4区で検出した。幅 2.08m、 深さ0.36mを測る。西側はF調査区

の谷F2と 同一の遺構である「谷状遺構」と重複し、東側は自然流路D470に 切られる。

― ■0-



第 3節 古墳時代中期～後期の遺構と遺物

溝D752出 土遺物 (第 234図 19～ 22)

H型式 1段階の須恵器郷身 (19)、 H型式 2段階の須恵器邦身 (20)、 I型式 4段階の須恵器邦

身 (21)・ 器台 (22)が 出土している。邦身 (20)は 内面中央に同心円文の当て具痕が残る。 (20。

21)の外面に「―」のヘラ記号を刻む。

ピットD501(第 44図、第 168図、図版 46a)

D-2調 査区の東端、A19d～ e3区で検出した。径 1.05× 0,95m、 深さ0,34mで、掘立柱建

物D13の ピットD817を 切る。柱材の径は 44× 51cmで、残存長は 41cmを 測る。柱材の樹

種はニヨウマツ類 (芯持丸木)である。

ピットD501出 土遺物 (第 230図 15)

埋土中よりH型式 3段階の須恵器邦蓋 (15)が出土している。

ピットD511(第 43図、第 44図、第 168図、図版 47a)

D-2調査区の東端、A19e3区 で検出した。径 0,35m、 深さ 0。24mを測る。掘立柱建物D12

のピットD512に 切られる。柱材の径は 10cm、 残存長 21cm。 埋土中より古墳時代後期の須恵器、

土師器片が出上しているが、いずれも細片のため図化することができない。

ピットD749(第 43図、第 44図、第 168図、図版 50b)

D-2調 査区の北東隅、A19d3区 で検出した。径 0.55× 0.40cm、 深さ0.5mを測る。溝D4

95を切っている。柱材 (コ ウヤマキ、芯持丸木)は ピットの中心からややずれているが、良好

に遺存していた。柱材の径は 13.8cm、 残存長 65cmで、底部は削り込んで細くして、径 9.5× 11

cmと なっていた。埋土中より土器片が出土しているが、いずれも細片のため図化することができ

ない。ピットの所属時期は、遺構の重複関係から6世紀前半以降である。

ピットD753(第 43図、第 168図、図版 46b)

D-2調査区の東端やや南寄 り、A19f4区 で検出した。溝D752を 切っている。径 0.65m、

深さ 0。 28mを測る。底に藁状の繊維 (炭化物)を敷いていた。

ピットD753出 土遺物 (第 230図 16)

埋土中よりI型式 5段階の須恵器郭身 (16)が出土している。

ビットD758(第 44図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の北東隅、A19d3区 で検出した。径 0,95× 0,85m、 深さ0.3m以上を測る。埋土

は N3/0灰色シル ト～粘土に 10BG7/1明 青灰色シル トブロック若千混入する。

ピットD758出 土遺物 (第 230図 17・ 18)
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第 3章 調査の成果

埋土中よりH型式 2段階の須恵器郭蓋 (17)・ 邪身 (18)が 出土している。邦蓋 (17)の内面

には、広い範囲に同心円文の当て具痕が残る。

ピットD842(第 43図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の東端、A19e3区で検出した。径 0.15m、 深 さ8cmを測る。柱材は径 7.lcm以 上、

残存長 14cmで、樹種はシャシャンボ (削出丸木 ?)。 埋土は N3/0暗灰色シル ト層である。埋土

中より上器片が出上 しているが、いずれも細片のため図化することができない。このため時期等

については、明らかにできない。

ピットD847(第 43図、第 168図、図版 46b・ 47b)

D-2調 査区の北東隅、A19d3区 で検出した。掘立柱建物 C14の ピットD825を 切る。

径 0,7m× 0.45m、 深 さ0.25m、 柱痕跡は径 0,13mを測る。土器片はいずれも細片で、時期等に

ついては、明らかにできない。

ピットD851(第 43図、図版 46b・ 47b)

D-2調査区の北東隅、A19d3区で検出した。径 0.4m× 0.3m、 深さ0。28mを測る。柱材は径 8.9cm、

残存長0.237mで 、樹種はネジキ (芯持丸木)。 埋土は10Y3.5/1オ リーブ黒色ンル トに 10BG6.5/1明

青灰色シル トが径 1041m以下の小斑状に 7～ 10%混入する。出土土器はいずれも細片である。

流路C4353(第 41図 )

C調査区 A18d9、 A18d10、 A19dl区で検出自然流路である。C調査区では東北東から南南西

に走行し、D調査区の流路D470、 F調査区の流路F529へ と続く。幅 3m、 深さ0.8mを 測る。

左右の肩部に沿って直径 30cm前後のピット列を検出しており、柵のような護岸施設が設置 さ

れていた可能性がある。

流路C4353出 土遺物 (第 235図 9～ 22)

弥生式土器甕 (9・ 10)、 H型式 4段階の須恵器邦身 (12)な どの他に、U字形板状土製品、

円筒形土製品(17～ 22)が出土している。17～ 21は土師質で外面細かい縦ハケが施されている。

22は瓦質、内外面ナデ調整で仕上げられている。

流路D470(第 4図、図版 46a)

D-2調査区の南東隅、A19e・ f3区で検出した。幅 5.Om以上、深さ約 0.64mo C調査区の流

路C4353と 同一の遺構である。北東から南西方向に走行する自然流路で、F調査区の流路 F

529へ と続く。最下層の粗砂層から出上した須恵器邦蓋 。身から、6世紀後半には形成され、

その後、数度の氾濫を繰替えしながら古代には埋没していく。なお、北西の肩部から子持ち勾玉
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第 3節 古墳時代中期～後期の遺構と遺物

(第 624図 1、 図版 243c)が出土した。

流路D470出 土遺物 (第 235図 )

最下層から弥生土器甕 (1)、 H型式 4段階の須恵器邦蓋 (2)。 邪身 (3～ 6)、 短頸壼 (7)、

堤瓶 (8)、 鉱滓などが出土 している。

包含層出土遺物 (第 234図 23・ 24)

須恵器甕 (24)、 土師器鉢 (23)は第 13層から出土した。

包含層出土石製品 (観察表編 表 5、 表 6)

砥石は 1点で、D-2調 査区第 8層上面から微閃緑岩製の砥石 (個体番号 D13、 以下個体番

号省略)が 出土 している。敲石は 1点で、D-2調 査区第 13a層上面から砂岩製の敲石 (D5)

が出上している。いずれも掲載図化していない。

包含層出土玉類 (観察表編 表 4)

滑石製臼玉はD-2調 査区青灰色シル ト層から6点、第 12層から4点、第 13層から4点、

第 13a層から2点、第 13b層から1点、第 13c層から2点出上 している。

第 2頂 南東居住域の遺構 と遺物

南東居住域は、各調査区の南東側、水処理施設の南側に位置するA調査区の東側で検出した (第

39図 )。 北を東西方向の区画溝A429、 西を北西から南東方向に走る区画溝A428で 画され

た居住域である。このため、調査区で検出した居住域は項点を下にした三角形を呈し、東側の調

査区外に遺結集中区域を広げる。居住域全体の平面図は第 236図に示 している。竪穴住居、掘

立柱建物、井戸その他主要な土坑などは個別に遺構平面図・断面図を作成した。遺構の記述は作

成 した遺構図面の挿図番号順に掲載している。その他遺物が出土した遺構もできる限り記述をお

こなった。個別に遺構図面を作成 していない遺構は、居住域の北側から順に掲載した。

竪穴住居Al(第 237図、図版 53)

南東居住域に属するA調査区東端の B18g2、 B18g3、 B18h2、 B18h3区 で検出した。7.2m× 5,7m

の隅丸長方形の平面形を呈 し、建物の主軸はN-40° 一Wを指す。住居内から多数のピット等を

検出したが主柱穴は特定できなかった。検出面から床面までの深さ0.15mを浪Iる 。

覆土内から須恵器、土師器 (第 249図 1～ 3)、 砥石 (第 640図 1、 図版 250a)が 出土 した。

また住居内土坑A731か ら土師器甕 2点 (第 249図 5・ 6)、 柱穴A719か ら土師器邦 ?(第

249図 4)が出土した。

竪穴住居A2(第 238図、図版 54a)
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第3章 調査の成果

南東居住域に属するA調査区東側の B18g3、 B18g4、 B18h3、 B18h4区の、竪水住居Alの西

側で隣接して検出した。竪文住居A4及び竪穴住居A3と重複関係にあり、3基の遺構の中で最

も新しい。6,7× 5,4mの隅丸長方形の平面形を呈し、建物の主軸はN-44° ―Eを指す。住居内か

ら多数のピットを検出したが主柱文は特定できなかった。検出面から床面までの深さ0.lmを 測る。

覆土内から土師器甕 (第 249図 7)の他、土師器、須恵器の小片が出土したが図化できなかっ

た。また、住居内壁溝A869か ら土師器甕 (第 249図 8)が出土した。

竪穴住居A3(第 238図、図版 54a)

南東居住域に属するA調査区東側の B18h3区 で検出した。竪寮住居 Al、 竪穴住居A2、 竪

床住居A4と 重複関係にあり、竪穴住居A4よ り新しく、竪穴住居Alと竪穴住居A2に よって

破壊されていた。検出時で床面まで削平を受けており、壁溝の一部が残存していた。南東側壁溝

4.8m以 上、南西側壁溝 3.2m以上を測る隅丸方形の平面形を呈 し、建物の主軸はN-27° 一Eを

指す。壁溝の幅 0。 2m、 深さ 0。05mを測る。主柱穴は特定できなかった。

南西側壁溝に接する土坑A525か ら須恵器高邦の脚部が出上した (第 249図 10)。

竪穴住居A4(第 238図、図版 54)

南東居住域に属するA調査区東側の B18h3区 で検出した。竪床住居 A2、 竪寮住居A3と 重

複関係にあり、両竪穴住居によって破壊されていた。検出時で床面まで削平を受けており、壁溝

の一部が残存 していた。南東側壁溝 6.Om以上、南西側壁溝 2.2m以上を測る隅丸方形の平面形

を呈し、建物の主軸はN-25° 一Eを指す。

壁溝内から土師器の小片が出土したが、図化できなった。

南東居住域での竪水住居の築造順は、古い方からA4→A3→ A2・ Alと考えられる。

掘立柱建物Al(第 239図、図版 55a)

南東居住域に属するA調査区北東側の B18f3、 B18g2、 B18g3区で検出した。梁間 3間、桁行

3間の建物である。建物の主軸はN-51° 一Wを指す。梁間 3.87m、 桁行 4.33mで、柱間は梁間が

1.29m、 桁行が 1.44mと異なる。柱宍は 12箇所認められ、掘方の平面形は一辺 0.4m～ 0.6mの

長方形・略方形で、全 12個所中の 2箇所の柱寮に礎板が残存していた。

掘立柱建物 Alを構成する柱文の埋土から須恵器、土師器が出土 した (第 249図 11、 図版

174)。 ピットA443出 土土師器 (11)は、丹塗 り研磨の直口壷である。ピットA1667出

土礎板は円形に、ピットA1675出 土礎板は方形に加工されていた。

掘立柱建物A2(第 240図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18h3、 B18i3区 で検出した。梁間 3間、桁行 3間の総

柱建物である。建物の主軸はN-55° 一Wを指す。梁間 3.60m、 桁行 3.69mで、柱間は梁間、桁
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第 3節 古墳時代中期～後期の遺構と遺物

行ともに 1.2m前後を測る。柱京は 16箇所認められ、掘方の平面形は径或いは一辺 0.4m～ 0,7m

の不整円形・略方形を呈 し、柱材、礎板は出土しなかった。2箇所の掘方から径 0.25mの柱痕を

検出した。柱穴A694か ら須恵器邦蓋 (第 249図 9)が出土している。

井戸A494(第 241図、図版 55b～ よ 56a～ d)

南東居住域に属するA調査区東側の B18g4、 B18h4区で検出した。区画溝A428の 東側に

隣接し、南東居住域の西辺部に位置する。今J船の転用材を用いた木製の井戸枠を持つ井戸で、掘

方は長軸 1.6m、 短軸 1.4mの 楕円形の平面形を呈し、検出面から2,Omを ほぼ垂直に掘 り込み、

断面の形状は長方形を呈する。

掘方内に今J船 を切断したものを2枚、内面を合わせて立て井戸枠としている。井戸枠の平面形

は、長軸 1.Om、 短軸 0.55mの扁平な楕円形を呈する。井戸枠は掘方の北側に寄せて据え立て、

掘方を埋め戻す。

井戸枠設置後、さらに丼戸枠内を一回り小さくした形状で楕円形に深さ0,7mを垂直に掘 り込

む。検出面から丼戸底まで 2,7mを測る。

井戸枠に転用された到船は、杉の巨木を到 り抜いたものである。第 242図 1は西側に使用さ

れた井戸枠は、最大残存長 2.lm、 最大幅 1.25m、 厚さ6cm～ 9cmを 測る。浅いU字状の断面形を

呈 し、船底部は平坦で、内側の船底幅 0.5mを測る。舷側側への立ち上がりは外側で高さ 0。4m

を測るが、舷側上部は、井戸枠への転用時に上端面が削られていた。しかし、部分的にL字状

に参Jり 込まれた仕口加工が残存 しており、ほぞ床も2箇所認められた。

第 242図 2は東側に使用された井戸枠は、最大残存長 2.14m、 最大幅 1,20m、 厚さ7cm～ 10cm

を測る。浅いU字状の断面形を呈し、船底部は平坦で、内側の船底幅 0.6mを浪Iる 。舷側側への

立ち上がりは外側で高さ0.4mを 測るが、舷側は、井戸枠への転用時に左側舷側の立ち上がりが

船底近くから削られ欠損していたが、右側舷側の上端部は残存状況が良好で、舷側板を載せるた

めの仕口がL字状に参Jり 込まれている。仕回の水平部 5cm、 立ち上がり5cmを 測る。

井戸枠として使用された上部側は、腐食により切断時の原形を留めないが、底部側に使用され

た端面には、両船材ともに鉄製工具により切断された痕跡が明瞭に観察できる。

両船材は、残存する切断面では接合 しない。また船底部の幅、復元した舷側部の幅も一致しな

いが、各々の差異は中央部と舶あるいは鱚に寄った部位との計測値であり、本来同一船体だと考

えられる。舷側上部に残された井戸枠転用前の加工痕は、この上部にさらに舷側板を載せるため

の機能を果たすと考えられ、転用前は丸木船ではなく準構造船であったと考えられる。

井戸枠内の埋土からは少量の遺物が出土しただけで、図化できるものは無かった。井戸枠を据

えた底からさらに掘り込まれた土坑状の部分から30数点を数える土師器、須恵器が埋納された

状態で出上した (第 241図 )。 最下部から、土師器甕の口縁部と体部上半部を打ち欠き、椀状に

加工した土器が 12点検出され、その上位に土師器小型丸底壷。中型。大型の甕、須恵器の直口壷・
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庭等が多数出土 し、最上部から大型庭 (第 251図 6)が 出土 した。合わせて 37点以上の土器が

埋納されていた。第 251図 3の庭の注口部には木栓が外側から詰められていた。出土 した須恵

器は I型式 4段階に相当するものである。第 251図 3の醒と同層中から滑石製臼玉 56点 (図版

248c)が出土している。

また井戸の埋土から多数の骨片が出上 した。井戸枠内からカエル・ネズミ・イノシシの他、鋭

利な刃物による切断痕のあるイヌの頸椎、ウマの頭骨の一部が出土した。また最下層の上器群か

ら切痕のあるイヌの腰椎、ウマの中節骨が出土した (図版 267-2、 272e、 273e)。

井戸A542(第 243図、図版 56)

南東居住域に属するA調査区東側の B18h2区で検出した。長辺 1.5m、 短辺 1.3mの略方形の平

面形を呈する素掘り井戸である。断面の形状は深い逆台形で、検出面から丼戸底まで2.5mを 測る。

井戸最深部から土師器甕 (第 250図 1～ 5、 図版 175)、 滑石製勾玉 (第 623図 12、 図版

243b)、 滑石製臼玉 54点 (図版 248d)が 出土 した。また、井戸を埋め戻す際の埋土から多量の

焼け焦げた部材が投棄された状態で出土 し、これに混入して槽 (第 686図 3、 図版 308)が 出土

した。南東居住域検出の遺構から火災に道った建物等は検出しておらず、調査区外の東側に廃棄

する原因となった遺構が存在すると考えられる。

井戸A767(第 244図 )

南東居住域に属するA調査区南東側の B18,3区で検出した。径 0。85m～ 1。 lmの楕円形の平面

形を呈する素掘 り井戸である。断面の形状は逆台形で、検出面から丼戸底まで 0.45mを測る。

井戸底付近から土師器等が出土 した (第 250図 6・ 7)。 また埋土から大型哺乳類の骨片が 10

片出土した。

井戸A767は 、区画溝A428の 中央最深部で、南東居住域から離れた位置で検出した。溝

底に掘られた土坑の可能性もあるが、形状、深さ等から本来南東集落域の中にあった井戸と考え

れば、区画溝A428が 南東集落域を破壊 して掘削された可能性を指摘できる遺構である。

井戸A676(第 245図、図版 57c O d)

南東居住域に属するA調査区東側の B18f3区 で検出した。南東居住域の北辺に位置 し、井戸

A695の 北西に隣接する。径 1.3mの 円形の平面形を呈する素掘り井戸で 2段に掘 り込む。断

面の形状は深い逆台形で、検出面から丼戸底まで 1。25mを測る。

埋土から土師器甕、須恵器邦等が出土 した (第 250図 19～ 21、 図版 175)。 出土 した須恵器

は I型式 3段階に相当するものである。

井戸A676は 、井戸A695と 重複 して検出され、井戸A695の 掘方北西部を破壊して新

たに丼戸A676を 掘削している。

― ■6-



第3節 古墳時代中期～後期の遺構と遺物

井戸A590(第 246図、図版 57a・ b)

南東居住域に属するA調査区東側の B18i3区で検出した。長軸 1.4m、 短軸 1.lmの楕円形状の

平面形を呈する素掘り井戸である。断面の形状は逆台形で、深さ1,Omを 測る。井戸底の南西に

寄せてさらに径 0.35m、 深さ0。35mを上坑状に深く掘り込む。検出面から丼戸底まで1.35mを 測る。

井戸最深部から単独で須恵器隧が 1点出土 した (第 249図 14、 図版 175)。 庭体部の穴には中

空の竹製注ぎ口が挿入された状態で残存していた。また、井戸を埋め戻す際の埋土から土師器、

須恵器、陶質土器が出土した (第 249図 12・ 13・ 15～ 17、 図版 175)。 出土 した須恵器は I型

式 3段階に相当するものである。

井戸A695(第 247図、図版 57e・ 虫 58)

南東居住域に属するA調査区北東側の B18f3区 で検出した。区画溝A429の 東側に位置し、

南東居住域北辺部の遺構が希薄になる部分に当たる。木製の井戸枠を持つ井戸で、掘方は径 1.9m

～ 2.2mの 円形の平面形を呈し、2段に掘 り込み、断面の形状は深い逆台形を呈する。検出面か

ら丼戸底まで 1.4mを測る。

井戸枠は、掘方中央部からやや北側に寄せ、幅 0,3m～ 0。 35m、 長さ1.36m～ 1.4m、 厚さ2cm

の長方形の板材を4枚組み合わせて立て、周 りを埋め戻す。組み合わせた板材の内法は0.24m

～ 0.28mの方形で、井戸枠としてはかなりだヽ規模である。

井戸枠内最深部から、大小 2つのヒョウタン (図版 262b)が入れ子になった状態で出土し、ヒョ

ウタンの下側から丹塗り磨研土器の土師器 ミニチュア壷が出土した (第 250図 15、 図版 175)。

また中層以下から土師器甕、須恵器庭・邦等 (第 250図 8～ 18、 図版 174・ 175)が出土した。

出土した須恵器は I型式 2段階に相当するものである。

土坑A675(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区北東側のB18f3区の、井戸A676の 西側で検出した。長辺 1,9m、

短辺 1.4mの 隅丸長方形の平面形を呈する土坑で、深さ 0。 2mを測る。

土坑埋土内から須恵器壼、甕、邦蓋、高郭脚部、土師器甕等が出土した (第 249図 18～ 22)。

出土した須恵器は I型式 4～ 5段階に相当するものである。

土坑A1540(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区北東側のB18f3区の、井戸A695の 東側で検出した。長軸 1.8m、

短軸 1.Omの不整方形の平面形を呈する。深さ0.lmを測る。

土坑埋土から、土師器甕とともに製塩土器が多数出土した (第 253図 1～ 14)。
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土坑A435(第 248図、図版 58)

南東居住域に属するA調査区東側の B18g3区で検出した。竪穴住居Al及び他の遺構と重複

して検出され、いずれの遺構よりも新しい。長辺 3,7m、 短辺 3.Omの南北方向に長い長方形の平

面形を呈 し、深さ0.2mを測る。

土坑埋土から須恵器、土師器、滑石製臼玉等多数の遺物が出土 し (第 253図 15～ 29)、 最上

層から鉄製曲刃鎌が出上した (第 641図 3、 図版 252)。 土坑埋土には炭が混入する。出土した

須恵器は I型式 4～ 5段階に相当するものである。

土坑A536(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18h3区、竪穴住居Alの南側で検出した、長辺 4,7m、

短辺 2.5mの東西方向に長い略長方形の平面形を呈する。深さ0.3mを測る。

土坑埋土から土師器甕と椀形の製塩土器が出土した (第 254図 1・ 2)。

土坑A594(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東端の B18i2区で検出した。長辺 0,5m、 短辺 0。 35mの長方形の

平面形を呈し、深さ0.2mを測る。

土坑埋土から土師器甕、高邦が出土 した (第 254図 3・ 4)。

土坑A561(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18i3、 B18i4区で検出した。区画溝A428の 東側肩部

に並ぶ土坑群の 1基である。長軸 5.Om、 短軸 3,6mの不整方形の平面形を呈 し、深さ0.4mを測る。

土坑埋土から、土師器壷が出土した (第 254図 7)。

土坑A1552(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18i3区で検出した。土坑A561と 同様、区画溝A4

28の東側肩部に並ぶ土坑群の 1基である。長軸 4.4m、 短軸 2.Omの不整楕円形の平面形を呈し、

深さ 0。4mを測る。

土坑埋土から須恵器高邦、土師器甕、高邦が出土した (第 254図 9～ 12)。

土坑A1556(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東端の B18i2、 B18i3区で検出した。土坑A561と 同様、区画

溝A428の 東側肩部に並ぶ土坑群の 1基である。長軸 3.5m、 短軸 2.9mの略方形の平面形を呈

し、深さ0.3mを測る。

土坑埋土から須恵器邦蓋、土師器甕、高邦が出土した (第 254図 13～ 18)。 出土した須恵器
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は I型式 3段階に相当するものである。

土坑A1567(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東端の B18j2区で検出した。土坑A561と 同様、区画溝A4

28の東側肩部に並ぶ土坑群の 1基である。長軸 2.5m、 短軸 1.7mの長方形の平面形を呈し、深

さ0,3mを測る。

土坑埋土から土師器甕、韓式系土器平底鉢が出土した (第 254図 20。 21)。

溝A535(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18h3、 B18i3区で検出した。竪水住居Alか ら南側へ南

北方向に検出され、区画溝A428に 当たって方向を東へ変え、井戸A590に 至る。幅 0,7m

～ 2.3m、 深さ0,lm～ 0。45mを測る。

溝埋土から土師器高不、甕、台石が出土した (第 254図 5。 6)。

溝A877(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側 B18i4、 C18a2区で検出した。区画溝A428の 最深部で並

行して検出した。幅 1.Om～ 1,4m、 深さ 0。 lm～ 0.2mを測る。

溝埋土から韓式系土器把手付鉢、土師器甕等が出上した (第 254図 19。 22)。

ピットA1575(第 236図 )

南東居住域に属するA調査区東側の B18i3区で、土坑A1552と 重複 して検出した。径 0。 4m

の円形の平面形を呈し、深さ 0。2mを浪Iる 。

土坑埋土から土師器甕が出土した (第 254図 8)。

第 3項 南西居住域の遺構と遺物

南西居住域はE調査区の東半部からB調査区の南西端部、A調査区の西端部にまたがる居住域

である (第 39図 )。 北西居住域、西居住域と同様に集落の西を限定する大溝の東側に形成 され

た居住域で、竪水住居 13棟、掘立柱建物 13棟、井戸 6基、馬埋葬土羨 2基を始めとする膨大

な数の遺構が検出されている。

居住域全体の平面図は第 255～ 257図 に分割して図示 している。竪穴住居、掘立柱建物、井戸、

その他主要な土坑、溝等は個別に遺構平面図・断面図等を作成した。遺構の記述は作成した遺構

図面の挿図番号順に掲載している。その他遺物が出土した遺構もできる限り、記述をおこなった。

個別に遺構図面を作成していない遺構は、A調査区では東側の遺構から順に、E調査区は北側の
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遺構から順に掲載した。この掲載順は、出土土器実測図面の挿図番号順に対応している。

竪穴住居Bl(第 259図、図版 62a)

南西居住域に属するB調査区の南西端部の B18e10、 B19el区で検出した。カマ ドを持つ竪穴

住居である。5,7m× 5.4mの 隅丸方形状の平面形で、建物の主軸はN-8° 一Wを指す。四壁の内

側に沿うように、幅 0。 2m、 深さ0.lmの壁溝を巡らす。床面検出の際に、柱水と考えられるピッ

トが複数検出され、そのなかで住居の主柱京 4箇所を特定することができた。

住居内の北壁中央部付近に造り付けのカマ ドを持つ (第 260図、図版 62b)。 遺存状態が悪く、

支脚付近の床面が残存するのみであった。支脚は土師器甕の口縁部が転用されており、端部を下

に立てた状態で検出された。

覆土内から須恵器、土師器などが出土した。出土した須恵器は I型式 4段階に相当するもので

ある。

竪穴住居Bl出土遺物 (第 323図 1～ 3)

覆土内から須恵器、土師器などが出土 した。図示 し得たのは 3点で、土師器甕 (1・ 2)、 土師

器移動式カマ ド (3)な どがある。

竪穴住居A5(第 261図、図版 63a・ 63b)

南西居住域に属するA調査区の北東端部の B18且 0、 B18g10、 B19fl、 B19gl区で検出した。6,lm

×5,8mの 隅丸方形の平面形を呈し、建物の主軸はN-31° 一Wを指す。竪京住居A6と重複関係

にあり、南東壁の大部分を破壊 されている。住居内からピット、土坑、カマ ドを検出したが主柱

穴を特定できなかった。検出面から床面までの深さ0.2mを測る。司ヒ西壁中央部に造り付けのカ

マ ドを持つ。竪穴を掘る際に北西壁に接 して 0。 9m× 1,3mの基底部を掘 り残す。壁体はU字状

を呈するが、削平が著しく奥壁部分が残存するのみであった。奥壁から 0。 4mの位置で土師器甕

を転用し、口縁部を下に伏せた状態で支脚を検出した (第 262図 )。

疫土内から須恵器邦蓋、壷、カマ ドから土師器甕が出土した (第 323図 4～ 6)。 出土した須

恵器はH型式 3段階に相当するものである。

竪穴住居A6(第 261図、図版 63c)

南西居住域に属するA調査区 B18g10、 B19gl区で検出した。5.5m× 4,Omの東西方向に長い

隅丸長方形の平面形を呈し、建物の主軸はN-30° 一Wを指す。竪丈住居A5と重複関係にあり、

新しい。住居内から多数のピットを検出したが主柱水を特定できなかった。検出面から床面まで

の深さ0,lmを測る。

覆土内から須恵器郷身、須恵器系土器高郭、台石が出土した (第 323図 7・ 8)。 出土した須恵

器はШ型式 3段階に相当するものである。
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竪穴住居E080120(第 263図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部東端部付近の B19i4、 B19i5区で検出した。検出面は

第 8遺構面である。平面形は4.3m× 4.3mの隅丸方形で、建物の主軸はW-3° 一Sを指す。四壁

の内側に沿 うように、幅 0。2m深 さ 0。 24mの壁溝を巡らせている。主柱文と考えられるピットが

4箇所検出された。住居の西端部の中央やや南寄 りに造り付けのカマ ドを持つ (第 264図・第

265図 )。 覆土内から須恵器、土師器などが出土 した。

竪穴住居E080120出 土遺物 (第 323図 16)

覆土内から須恵器、土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器長胴甕 (16)である。

竪穴住居El(第 266図 )

南西居住城に属するE調査区の北東端部付近の B19d5区で検出した。平面プランの南西端部

付近を、掘立柱建物Elを構成するピットに切られている。平面形は4.4m× 3.8mの 隅丸方形で、

建物の主軸はE-7.5° 一Nを指す。壁溝は認められなかった。プラン内で主柱文と考えられるも

の 3箇所を含む 11箇所のピットが検出された。住居の南西端部付近に造り付けのカマ ドを持つ。

カマ ド (第 267図・第 268図)は器壁のごく一部の痕跡がかろうじて判別できる程度にまで削

平され、床面で支脚の設置痕と火床付近が確認できるのみであった。

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出上した。出土した須恵器は I型式 3段階に相当

するものである。

竪穴住居El出土遺物 (第 323図 9～ ■)

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。図示し得たのは3点で、須恵器邦身 (9)、

土師器鉢 (10)、 土師器甕 (11)な どがある。

竪穴住居E2(第 269図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の B19e5、 B19f5区で検出した。著しく削平を受けて

いたため床面が残存するのみで、壁溝の検出によってその存在が判明した。壁溝から推測した平

面形は一辺 6.5mの方形で、西側端部付近は南北方向に延びる溝に切られ欠損している。建物の

主軸はN-5° 一Wを指す。壁溝は幅 0.2m、 床面からの深度0,lmを測った。主柱水と考えられるピッ

トが4箇所検出された。カマ ドは検出されなかった。ピットや壁溝内から須恵器、土師器などが

少量出土 したが、図示 し得るものは認められなかった。出土 した須恵器はH型式 2段階に相当

するものである。

竪穴住居E3(第 270図、図版 70b)

南西居住域に属するE調査区北東半部の B19e4区の、竪京住居E2の東側に隣接する位置で
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検出した。平面形は 3.7m× 3.6mの方形で、建物の主軸はN-3° ―Eを指す。四壁の内側に沿 う

ように、幅 0.24m深 さ0.2mの 壁溝を巡らす。主柱穴と考えられるピットが 3箇所検出された。

検出できなかった北東側の 1箇所は、後出のピットが掘削された際に欠損したものと考えられる。

カマ ドは検出されなかった。

/TC土内から須恵器、土師器、製塩土器などがごく少量出土したが、時期決定の判断材料となり

得るものはなかった。

竪穴住居E3出土遺物 (第 323図 12～ 14)

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器などがごく少量出土 した。図示 し得たのは 2点で、土師

器高郭 (13)、 土師器甕 (12・ 14)な どがある。

竪穴住居E4(第 271図、図版 71a)

南西居住域に属するE調査区の中央部東端の B19f4、 B19f5区の、竪文住居E5、 E6、 E7

の 3棟 と重複 した位置で検出した。E5。 E6の 2棟の上側にほぼ完全に重なる状況で、E7

には南側の一部を切 られていた。平面形は 6.94m× 4.3mの隅丸長方形で、建物の主軸はE-2°

一Nを指す。壁溝は認められなかった。主柱穴と考えられるピットが北半部で 2箇所認められた

が、中央より南側では検出できなかった。住居の東端部の中央やや北寄りに造り付けのカマ ド(第

272図 。第 273図 )を持つ。器壁は遺存しておらず、床面で支脚の設置痕が検出され、その周辺

に炭、焼土塊が認められた。煙道にあたる部分は排水溝掘削によって欠損した。

覆土内から須恵器、瓦質系土器、土師器、滑石製有孔円板などが出土した。出土した須恵器は

H型式 2段階に相当するものである。

竪穴住居E4出土遺物 (第 323図 18・ 19・ 21～ 24)

覆土内から須恵器、瓦質系土器、土師器などが出土した。図示し得たのは 6点で、須恵器邦蓋

(18)、 須恵器邦身 (19)、 須恵器高不 (22)、 土師器高邦 (21)、 土師器甕 (23・ 24)、 滑石製有

孔円板 (第 631図 8)な どがある。

竪穴住居E5(第 274図、図版 71b)

南西居住域に属するE調査区の中央部東端の B19f4、 B19f5区の、竪穴住居E4・ E6。 E7

の 3棟と重複 した位置で検出した。E4の下、E6の上にほぼ完全に重なる状況で、E7には南

側の一部を切られていた。平面形は 6.Om× 4.82mの 隅丸長方形で、建物の主軸はE-6° ―Nを

指す。四壁の内側に沿 うように、幅 0。 25m深 さ0,24mの 壁溝を巡らせている。主柱穴 と考えら

れるピットは検出できなかった。住居の東端部の中央やや耳ヒ寄りに造り付けのカマ ド(第 275図、

図版 71c)を持つ。E4掘削の際に破壊を受けたため器壁は遺存しておらず、床面にその痕跡と

支脚の設置痕がわずかに残存していたのみであった。

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器、韓式系土器が出土 した。出上した須恵器は I型式 5段
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階に相当するものである。

竪穴住居E5出土遺物 (第 324図 1～ 5)

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器、韓式系土器などが出上 した。図示 し得たのは 5点で、

須恵器邦蓋 (1)、 須恵器邦身 (2)、 須恵器醒 (3)、 製塩土器 (4)、 土師器甕 (5)な どがある。

竪穴住居E6(第 276図、図版 72a)

南西居住域に属するE調査区中央部東端の B19f4、 B19f5区の、竪京住居E4・ E5。 E7の

3棟と重複した位置で検出した。E4・ E5の下にほぼ完全に重なっており、E7には南側の一

部を切られていた。平面形は 4.3m× 4.18mの 隅丸方形で、建物の主軸はN-2° 一Eを指す。四

壁の内側に沿うように、幅 0.18m深 さ0.2mの壁溝を巡らせている。主柱穴と考えられるピット

は検出できなかった。住居の北端部の中央に造り付けのカマ ド (第 277図・第 278図)を持つ。

E5掘削の際に破壊を受けていたため器壁は遺存しておらず、床面にその痕跡と支脚の設置痕が

わずかに残存しているのみであった。

疲土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土した。出土 した須恵器は I型式 4段階に相当

するものである。

竪穴住居E6出土遺物 (第 323図 25～ 28)

疫土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土した。図示し得たのは 4点で、須恵器郷蓋 (25

～ 27)、 製塩土器 (28)な どがある。

竪穴住居E7(第 279図、図版 72b)

南西居住域に属するE調査区の中央部東端の B19f4、 B19g4区 の、竪京住居E4・ E5。 E6

の 3棟、掘立柱建物E7と 重複 しており、3棟の南側で南端部を切り、掘立柱建物E7の東側で

柱文の一部を切っている。平面形は 4,78m× 4.3mの 隅丸方形で、建物の主軸はN-60° 一Wを指

す。四壁の内側に沿うように、幅 0.lm、 深さ0,09mの壁溝を巡らせている。住居内に複数のピッ

トが存在したが、主柱京と考えられるものはなかった。住居の北西端部の東寄りに造り付けのカ

マ ド (第 280図・281図 )を持つ。袖の器壁の基底部がわずかに残存しており、床面には焼土塊

と炭がみられた。疫土内から須恵器、土師器が出土した (第 323図 17・ 20)。 図示したのは 2点で、

須恵器邦蓋 (17)、 土師器移動式カマ ド (20)である。竪京住居E4との切り合い関係からE7は

H型式 2段階以降と考えられる。

竪穴住居E8(第 282図、図版 73a)

南西居住域に属するE調査区の南東半部東端部付近の B19h4区 で検出した。平面形は 5。 5m×

5.4mの 隅丸方形で、建物の主軸はN-15° 一Wを指す。四壁の内側に沿うように、幅 0,12m深 さ

0。 13mの壁溝を巡らせている。主柱穴と考えられるピットは検出できなかった。住居の北端部の
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中央に造り付けのカマ ド (第 284図・285図)を持つ。カマ ドは比較的遺存状態が良好で、袖の

器壁は基底部を検出できた。床面に土師器甕の上半部を倒立した支脚が残存しており、火床 も認

められた。

覆土内から須恵器、土銅器、製塩土器などが出土 した。出土した須恵器は I型式 4段階に相当

するものである。

竪穴住居E8出土遺物 (第 324図 6～ 20)

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。図示し得たのは 15点で、須恵器郷蓋 (11・

14。 15)、 須恵器邦身 (12・ 13・ 16・ 19)、 須恵器高邦 (17・ 18)、 土師器甕 (6・ 8)、 土師器高

邦 (7)、 土師器鉢 (7'9)、 韓式系土器甑 (20)、 製塩土器 (10)な どがある。

竪穴住居E9(第 283図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部東端部付近の B19i4区の、竪穴住居E8の南側に隣

接する位置で検出した。平面形は 6.58m× 6.12mの 隅丸方形で、建物の主軸はN-6° 一Wを指す。

四壁の内側に沿うように、幅 0。22m深 さ0,18mの壁溝を巡らせている。主柱点と考えられるピッ

トが 3箇所検出されたが、南東側のピット1箇所は、後出のピットが掘削された際に欠損 した

ものと思われる。カマ ドは認められなかった。

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器、砥石などが出土した。出土した須恵器は I型式 4段階

に相当するものである。

竪穴住居E9出土遺物 (第 324図 21～ 24、 第 639図 12、 図版 250a)

覆土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。図示し得たのは4点で、須恵器邦蓋 (21・

22)、 須恵器壺 (24)、 土師器鉢 (23)、 砥石 (第 639図 12)な どがある。

掘立柱建物Bl(第 286図 )

南西居住域に属するB調査区の南西半部の B18d10、 B18e10区で検出した。梁間 2間 ×桁行

4間の南東・北西に長い掘立柱建物である。梁間 3.5m、 桁行 4.6mで、柱間は梁間が 1.16m～ 1.81m、

桁行が 1.03m～ 1.21mと 異なる。

柱水は 12箇所認められ、掘方の平面形は 0,3m～ 0。 5mの不整円形ないしは不整楕円形で、深

さは 0。2m内外を測った。12箇所中 4箇所の柱穴に柱材が残存していた。

掘立柱建物Blを構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器などが出土した。出土した須恵器は

H型式 4段階に相当するものである。

掘立柱建物A3(第 287図 )

南西居住域に属するA調査区西側の B18g9区で検出した。梁間 2間、桁行 3間の建物である。

建物の主軸はN-30° 一Wを指す。梁間 3.76m、 桁行 4.96mで、柱間は梁間が 1.88m、 桁行が 1.65m
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と異なる。柱穴は 12箇所認められ、掘方の平面形は一辺 0.4m～ 0,7mの 略方形・円形で、柱材、

礎板は出上しなかった。柱京の埋土から図化できる遺物は出土しなかった。

掘立柱建物El(第 288図、図版 73b)

南西居住域に属するE調査区の南西半部の B19d4、 B19d5区 で検出した。建物の主軸はほぼ

東西方向を指す。梁間 3間 ×桁行 3間の掘立柱建物で、構成する柱穴の 1箇所が竪床住居El

の南西端部を切っている。梁間 4.3m、 桁行 4.56mで、柱間は梁間が 1.21m～ 1.51m、 桁行が 1.40m

～ 1.64mと 異なる。

柱穴は 12箇所と4箇所の束柱を持つ総柱の掘立柱建物である。

柱穴の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱穴内に柱根や礎板は認められなかった。

掘立柱建物Elを構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器などの破片が少量出土したが、時期

比定の決め手になるものはなかった。しかし、柱文の 1箇所が竪穴住居Elを切っていることか

ら、1型式 3段階よりは後出のものと考えられる。

掘立柱建物El出土遺物 (第 324図 25)

掘立柱建物Blを構成する柱水の埋土から須恵器、土師器などが出土 した。図示し得たのは 1

点で、須恵器高邦 (25)力 あゞる。

掘立柱建物E2(第 289図 )

南西居住域に属するE調査区の北東端部付近の B19d4区 の、掘立柱建物Elのすぐ東側に並

列する位置で検出した。建物の主軸はほぼ東西方向を指す。1間以上×3間の掘立柱建物である。

建物の東半部が調査区東壁外へ延びているため全体の形状は不明であるが、総柱の掘立柱建物に

なると思われる。東西延長 1.9m以上、南北延長 3.5mを測った。

柱文の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱床内に柱材が残存するものが 2箇所認められた。

掘立柱建物E2を構成する柱穴の埋土から土師器の破片、滑石製臼玉 1点 (柱束C090043)

が出土したが、時期比定の決め手になるものや、図示し得るものはなかった。しかし、建物の方

向や位置関係からみて、掘立柱建物E2は掘立柱建物Elと 同時期に並存していた可能性がある。

掘立柱建物E3(第 290図 )

南西居住域に属するE調査区北東端部付近の B19e4区 の、掘立柱建物Elお よび掘立柱建物

E2の南側で検出した。2間以上×3間の掘立柱建物で、建物の主軸は掘立柱建物 1、 掘立柱建

物 2と は異なり、N-5° ―Wを指す。建物の東半部が調査区東壁外へ延びているため全体の形状

は不明である。東西延長 4.Om以上、南北延長 5.3mを測った。

柱水の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱京内に柱材や礎板の類は認められなかった。掘

立柱建物E3を構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器、製塩土器などの破片が少量出土したが、
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時期比定の決め手になるものや、図示し得るものはなかった。

掘立柱建物E4(第 291図、図版 74a)

南西居住域に属するE調査区の東半部中央付近の B19g5、 B19h5区で検出した。2問 ×3間の

掘立柱建物で、建物の主軸はほぼ東西方向を指す。建物を構成する柱穴の 1箇所が井戸E090

553と 重複する状態で検出された。梁間 4.12m、 桁行 4.4mで、柱間は梁間が 2.00m～ 2.30m、

桁行が 1.33m～ 1.51mと 異なる。

10箇所の柱文と2箇所の束柱を持つ総柱の掘立柱建物である。

柱京の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱穴内には礎板が認められた。

掘立柱建物E4を構成する柱穴の埋土から土師器の破片が少量出土したが、時期比定の決め手

になるものや、図示し得るものはなかった。しかし、建物の方向や位置関係から掘立柱建物E4

は、後述する掘立柱建物E5および掘立柱建物E7に先行して構築された可能性が高 く、 5世紀

代にさかのぼるものといえる。

掘立柱建物E5(第 292図、図版 74b)

南西居住域に属するE調査区の東半部中央付近の B19g4、 B19h4の 2区に跨る地点の、掘立

柱建物E4のすぐ東側に並列する位置で検出した。1間 ×3間以上の掘立柱建物で、建物の主軸

はほぼ東西方向を指す。東西延長 4。 2m以上、南司ヒ延長 3.9mを測った。

建物の東半部が調査区東壁外へ延びているため、全体の形状は不明であるが、検出範囲で 9箇

所の柱穴に加えて 2箇所の束柱を持つ総柱の掘立柱建物である。

柱穴の平面形は不整円形ないしは楕円形状で、柱穴内には礎板が認められた。

建物E5を構成する柱水の埋土から須恵器、土師器などの破片が少量出土したが、時期比定の

決め手になるものや、図示し得るものはなかった。しかし、近接する掘立柱建物E4および後述

する掘立柱建物E7と建物のプラン、方向、位置関係を比較検討した結果、掘立柱建物 E5は 6

世紀初頭に構築されたものと推定できる。

掘立柱建物E6(第 293図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の B19e6、 B19f6区の、竪穴住居E2のすぐ西側の位

置で検出した。1間 × 1間の掘立柱建物で、建物の主軸はほぼ南北方向を指す。東西 2.5m、 南

北 2.7mを波1っ た。柱束は 4箇所認められ、柱穴の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱穴内

には礎板が認められた。掘立柱建物E6を構成する柱穴の埋土から土師器の破片が少量出土した

が、時期比定の決め手になるものや、図示 し得るものはなかった。

掘立柱建物E7(第 294図、図版 75a)
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南西居住域に属するE調査区の東半部中央付近の B19f5、 B19g5区の、掘立柱建物跡E4のすぐ

北側に並列する位置で検出した。梁間 3間×桁行 4間の掘立柱建物で、建物の主軸はほぼ南北方向

を指す。梁間 5,3m、 桁行 6.8mで、柱間は梁間が 1.51m～ 1.81m、 桁行が 1.51m～ 2,12mと 異なる。

柱穴は 14箇所認められ、柱水の平面形は不整円形ないしは楕円形状で、柱穴内には礎板が認

められた。

掘立柱建物E7を構成する柱水の埋土から須恵器、土師器などが出土した。出上した須恵器は

H型式 2段階に相当するものである。

掘立柱建物E7出土遣物 (第 324図 26～ 28)

掘立柱建物E7を構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器などが出土 した。図示し得たのは 3

点で、須恵器邦蓋 (27)、 須恵器郭身 (28)、 土師器甕 (26)な どがある。

掘立柱建物E8(第 295図、図版 75b)

南西居住域に属するE調査区の南東半部東端付近の B19h4、 B19h5区 の、竪床住居E8と 重

複する位置で検出した。梁間 2問×桁行 3間の掘立柱建物で、建物の主軸はほぼ南北方向を指す。

梁間 4.7m、 桁行 5,7mで、柱間は梁間が 2.12m～ 2.42m、 桁行が 1.81m～ 2。 12mと 異なる。

柱寮は 10箇所認められ、柱穴の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱文内に柱根や礎板は

認められなかった。

建物E8を構成する柱/~tの埋土から須恵器、土師器、製塩土器などが出土した。出土した須恵

器は I型式 5段階に相当するものである。

掘立柱建物E8出土遣物 (第 324図 29～ 31)

掘立柱建物E8を構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器、製塩土器などが出上した。図示 し

得たのは3点で、須恵器邦蓋 (30)、 土師器甕 (29)、 製塩土器 (31)な どがある。

掘立柱建物E9(第 296図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部東端付近の B19i4、 B19i4区の、竪床住居E9の南側

に一部が重複する位置で検出した。

梁問 1間 ×桁行 3間の掘立柱建物で、建物の主軸はほイゴ東西方向を指す。梁間 2.9m、 桁行 4。 lm

で、柱間は梁間が 1.19m～ 1.51m、 桁行が 1,21m～ 1.81mと 異なる。

柱穴は 10箇所の棟持柱が認められ、柱穴の平面形は不整円形ないしは楕円形状で、柱床内に

柱根や礎板は認められなかった。

掘立柱建物E9を構成する柱文の埋土から須恵器、土師器、製塩土器などが出土した。出土 し

た須恵器はH型式 1段階に相当するものである。

掘立柱建物E10(第 297図 )
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南西居住域に属するE調査区の中央部東端付近の B19f4、 B19f5区の、竪穴住居E4・ E5・

E6の 3棟 と重複 した位置で検出した。梁問 2間 ×桁行 2間の掘立柱建物で、建物の主軸は概

ねN-45° 一Wを指す。梁間 3.45m、 桁行 3.6mで、柱間は梁間が 1.51m～ 1.81m、 桁行が 1.51m

～ 1.81mと 異なる。

柱女は 8箇所と1箇所の束柱を持つ総柱の掘立柱建物である。柱穴の平面形は不整円形ない

しは楕円形で、柱穴内に柱根や礎板は認められなかった。

掘立柱建物E10を 構成する柱穴の埋土から須恵器、土師器、製塩土器 (第 324図 32)な ど

が出土したが、時期比定の決め手になるものや、図示し得るものはなかった。しかし柱穴が竪穴

住居E4・ E5・ E6の 3棟 をいずれも切っていることから、掘立柱建物E10は Ⅱ型式 2段

階よりは後出のものと考えられる。

掘立柱建物Ell(第 298図 )

南西居住域に属するE調査区の南東端部付近の B19i4区で検出した。2問× 1間以上の掘立柱

建物で、建物の主軸はほぼ東西方向を指す。プランのほとんどが調査区東壁外にあるため詳細は

不明であるが、南北延長 5m、 東西延長 2.lm以上を測った。

柱文は 5箇所認められ、柱床の平面形は不整円形ないしは楕円形で、柱穴内に柱根や礎板は認

められなかった。

掘立柱建物Ellを構成する柱床の埋土から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。出土

した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

井戸A1501(第 299図、図版 64b)

南西居住域に属するA調査区西側の B18h8区 で検出した。木製の井戸枠を持つ井戸で、掘方

は径 2.4m～ 2.7mの楕円形の平面形を呈し、2段に掘り込み、断面の形状は深い逆台形を呈する。

検出面から丼戸底まで 2.2mを測る。

掘方 1段 目のテラス部を利用して多種類の板材を組み合わせて井戸枠を作る。井戸枠は、上段

掘方テラス部に長さ 1.Om、 幅 0。 2m、 厚 さ0.07mの 板材を 0。8m離 して平行に並べ、その上位に

直交して長さ 1.2m、 幅 0,2m、 厚 さ0.08mの板材を 0.55m離 して平行に並べて井桁状に組み合わ

せる。短辺側の上部に弯曲した高さ0.8m、 幅 0.6m、 厚さ4cmの板材を立て、小口部とする。こ

の小口を挟むように長さ 0。 9m、 幅 0。25m～ 0,35m、 厚さ3cmの板材を3段に積み上げる。井戸

機能時には、小判形の平面形を呈する木製井戸枠である。

井戸枠の板材は杉である。到船を解体して転用したと考えられる厚 さ、形状のものが数多く見

られる。内 1点は舶部に近い反りを有する部材である。

井戸内埋土から多数の土器片、U字形板状土製品 (資料 NO.174・ 191)等が出土し、最深部付

近から須恵器邦身、重、土師器甕等が出土した (第 325図 13～ 21、 図版 178)。
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井戸A1613(第 300図、図版 65a～ 65c)

南西居住域に属するA調査区西側の B18h10で検出した。径 2.3～ 2.6mの 円形の平面形を呈す

る素掘り井戸で 2段に掘り込む。断面の形状は深い逆台形で、検出面から丼戸底まで 1.8mを測る。

埋土から須恵器高邪、壷、土師器高邦、壺、甕等 (第 325図 1～ 12、 図版 178)、 滑石製勾玉 (第

623図 2、 図版 243b)、 鉱滓が出上 した。出土した須恵器は I型式 2段階に相当するものである。

井戸E090451(第 301図、図版 76)

南西居住域に属するE調査区の南東半部中央付近のB19i6区 で検出した。平面形は長軸 1.55m、

短軸 1.16mの楕円形で、逆台形状の断面を呈する素掘り井戸である。検出面から丼戸底までの

深度 1.5mを測った。

埋土は 4層で、上から黄褐色微砂と灰青色シル トがブロック状に混じる暗灰青色粘質シル ト、

緑灰色シル トブロックと炭が混じる灰青色粘質シル ト、灰黒色粘質シル トと緑灰色シル トの互層、

黄褐色荒砂である。埋上の各層から須恵器、土師器などが出土 した。出土 した須恵器は I型式 2

段階に相当するものである。

井戸E090451出 土遺物 (第 324図 33～ 40、 図版 179)

埋土内から須恵器、土師器などが出土した。図示 し得たのは 8点で、須恵器臨 (33)、 土師器

高邦 (34。 35)、 土師器壷 (36～ 38)、 土師器甕 (39。 40)な どがある。

井戸E090553(第 302図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央付近の B19g5、 B19h5区で検出した。掘立柱建物E

4を構成する柱文のひとつと重複する位置で検出した。掘方の平面形は長軸 1。75m、 短軸 1.6mの

楕円形で、逆台形状の断面を呈する素掘り井戸である。検出面から丼戸底までの深度 lmを測った。

埋土は 3層で、上から暗灰青色粘質シル ト、緑灰色シル ト混じりの灰黒色粘土、灰黒色粘土と

緑灰色シル トの互層である。埋土から遺物は出土しなかったが、掘立柱建物E4と の切り合い関

係からH型式第 2段階より前出のものと考えられる。

井戸E090805(第 303図、図版 77・ 78a・ 78b)

南西居住域に属するE調査区の南東半部の中央付近やや南西寄りの B19i6区 で検出した。掘

方の】ヒ西端部が井戸E090806の 掘方の南東端部と重複する状態で検出されている。井戸枠

を持つ井戸で、掘方の平面形は上端が長軸 1.88m、 短軸 1,75mの楕円形で、検出面から約 1,15m

の深度でほぼ垂直に掘り込んだ後、さらに東寄りに径 lmの 円形に lm程垂直に掘削 している。

したがって、掘方は中位の西側に平坦面を持つ 2段掘りの形状を呈 し、検出面から丼戸底までの

深度 2.15mを測った。掘方内には参Jり 船を切断して転用した井戸粋が、下段掘方の北側に沿わ
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せて据えられていた。井戸枠は船材を2枚、内面通しを合わせた状態で立てかけて形成しており、

井戸枠の平面形は、長軸 lm、 短軸 0。35mの扁平な楕円形を呈する。

掘方の埋土は 5層で、井戸枠下に暗茶褐色シル ト (第 303図 d層)と 茶褐色粘土と灰色微砂

の互層 (第 303図 e層 )、 井戸枠外に上から灰黒色粘土ブロックの混じる暗灰青色粘質シル トと

緑灰色シル トの互層、灰黒色粘質シル トと緑灰色粘質シル トおよび茶褐色粘土の互層、黒灰色粘

土ブロックの混じる茶褐色粘土となっている。

井戸枠内の埋土は 3層で、緑灰色シル トのブロック混 じりの暗灰青色粘質シル ト (第 303図

a層 )、 緑灰色シル トと暗灰青色粘質シル トの互層 (第 303図 b層 )、 暗緑灰色粘質シル トと灰

黒色粘土の互層 (第 303図 c層)であった。最上層は井戸枠部分を含む掘方全体を覆う状態で、灰

黒色粘土と緑灰色シル トおよび黄褐色微砂のブロックの混じる暗灰青色粘質シル トが検出された。

井戸枠に転用された船材のうち、第 305図 1は最大残存長 1,9m、 最大幅 0,94mで、弧状の断

面形を呈するモミ属の板材である。船底側端部の厚み 0.12m、 側面側端部の厚み 6cmを 測った。

側面端部付近に概ね 0,4m間隔で貫通する長方形状のほぞ穴が認められ、ほぞ穴内に樹皮や楔が

残存するものも認められた。したがってこの船材は準構造船の船底材で、ほぞ穴は船底部と舷側

板を固定するために穿たれたものである。第 305図 2は最大残存長 2m、 最大幅 0。 96mで、弧状

の断面形を呈するモミ属の板材である。船底側端部の厚み 0。 12m、 側面側端部の厚み6cmを測った。

2と 同様に、側面端部付近に概ね 0.4m間 隔で貫通する長方形のほぞ水が認められ、こちらもほ

ぞ束内に樹皮や楔が残存するものが認められた。したがってこの船材も準構造船の船底材である。

井戸枠内の井戸底付近から須恵器、土師器などが出土した。これらの出土遺物から丼戸E09

0805が 廃棄され埋没した時期をI型式 3段階と考えることができる。

井戸E090805出 土遺物 (第 326図 1～ 10、 図版 179・ 180)

井戸枠内の井戸底付近から須恵器、土師器、石製品、動物骨などが出土した。図示 し得たのは

10点で、須恵器壷 (1～ 4)、 土師器甕 (5～ 10)、 滑石製臼玉 4点などがある。

井戸E090806(第 304図、図版 77a。 78b。 79)

南西居住域に属するE調査区の南東半部中央付近やや南西寄 りの B19i6区 で検出した。掘方の

南東端部が井戸E090805の 掘方の北西端部と重複する状態で検出されており、井戸E09

0805を 切っていることが判明した。井戸枠を持つ井戸で、掘方の平面形は上端が長軸 1,98m、

短軸 1.68mの楕円形で、検出面から約 0.4mの深度まで皿状に掘 り込んだ後、中央西寄りを径 1.6m

の円形に 1.8m程掘削している。そしてさらに西寄りに 0.6m× 0.8の楕円形に約 0.6m掘 り下げ、

土器を埋納したうえで 0,5m程埋め戻 している。したがって、掘方は上位の東西と中位の東側に

平坦面を持つ 3段掘 りの形状を呈 し、検出面から丼戸底までの深度 2,4mを測った。掘方内には

船材を切断して転用した井戸枠が、掘方の西側に沿うように据えられていた。井戸枠は船材を 4

枚組み合わせて立てかけて形成 しており、井戸枠の平面形は長軸 0,8m、 短軸 0.6mの楕円形を呈
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する。井戸枠下の土坑の埋土は緑灰色シル トブロック混 じりの灰黒色粘土 (第 304図 f層)で、

掘方の埋土は 5層に分層でき、上から暗灰青色粘質シル トと黄灰色微砂および緑灰色シル トの互

層、灰黒色粘土ブロック混じりの緑灰色シル トと暗灰青色粘土の互層、暗灰青色粘質シル トブロッ

クの混じる緑灰色シル ト、緑灰色シル トブロックの混じる暗灰青色粘質シル ト、灰黒色粘質シル

トと暗灰青色粘質シル トの互層となっている。井戸枠内の埋土は 5層で、暗灰青色粘質シル ト (第

304図 a層 )、 灰黒色粘土ブロック混 じりの暗灰青色粘質シル ト (第 304図 b層 )、 腐食土 (第

304図 c層 )、 暗灰青色粘土 (第 304図 d層 )、 暗灰青色粘質シル ト (第 304図 e層)であった。

井戸枠に転用された船材のうち第 306図 1は最大残存長 2.28m、 最大幅 0,74mで、弧状の断

面形を呈するスギの板材である。船底側端部の厚み 10cm、 側面側端部の厚み 6cmを 測った。側

面端部付近の内側に台形の貫通しないものと貫通する長方形の 2種のほぞ文が認められ、ほぞ水

内に樹皮や楔が残存するものも認められた。したがってこの船材は準構造船の船底材で、ほぞ束

は船底部と舷側板を固定するために穿ったものである。第 306図 2は最大残存長 2.2m、 最大幅

0.3mで、スギの板材である。船底側端厚み 7cmを 測った。残存する範囲にほぞ穴などは認めら

れなかったが、その形状からみて準構造船の舷側板と思われる。第 307図 3は最大残存長 2.2m、

最大幅 0.38mで、スギの板材である。一方の面の片側に概ね 0.8mか ら 0。9m間隔で貫通しない

台形のホゾ丈が認められる。準構造船の舷側板と思われ、船底材に穿った台形のホゾ穴と位置を

合わせて楔で固定したものと考えられる。第 307図 4は最大残存長 2.3m、 最大幅 0。 76mで、弧

状の断面形を呈するスギの板材である。船底側端部の厚み 8cm、 側面側端部の厚み 6cmを測った。

側面側端部付近の内側に台形の買通しないホゾ穴と、貫通する長方形のホゾ束が認められた。し

たがってこの船材は第 306図 1と 同様に準構造船の船底材である。

井戸枠下の上坑および井戸枠内から須恵器、瓦質土器、土師器、韓式系土器、U字形板状土製

品 (資料 NO.202)な どが出土 した。井戸枠下の土坑から出土 した遺物から、井戸E09080

6が掘削された時期をI型式第 4段階と考えることができる。

井戸E090806出 土遺物 (第 327図 1～ 18、 図版 180・ 181)

井戸枠下の土坑および井戸枠内から須恵器、瓦質土器、土師器、韓式系土器、U字形板状土製

品、石製品などが出土した。

図示 し得たのは 18点で、須恵器壷 (1～ 5)、 須恵器 (瓦質)醒 (6)、 土師器甕 (7～ 15)、

土師器 ミニチュア鉢 (16～ 18)、 滑石製臼玉 6点などがある。

馬埋葬土坑A940(第 308図、図版 66～ 67a)

A調査区の中央部、B18h7区 で検出した。土坑の平面形は、隅丸長方形を呈 し、長辺 2.03m、

短辺 1.52m、 深さ0.3mを測る。土坑内から馬の全身骨格が埋葬された当時の姿勢を良好に保っ

た状態で出土した。

馬は頭部を北側に置き、右側位を上にした横臥姿勢で出上した。鼻先を東に、前肢は進展、後
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肢は折り曲げていた。骨格は、右側位を上にして埋葬されていたため、より下位に位置する左側

位は、骨膜、海面質ともに比較的残存状況は良好で、なかでも肋骨は立体的な形状をよく保って

いた。一方、土坑検出面に近い右側位は、全体的に腐蝕が進行し、脆弱な状態で、大半は薄い膜

となり、かろうじて骨の形状が確認できる程度であった。

年齢は切歯の咬耗程度および臼歯高から5～ 6歳 と推定される。大きさについては、前脚を

進展した状態で検出できたことから、体高 (第 2胸椎の棘突起先端から末節骨までの距離)は約

127cmで、日本在来馬でいう御崎馬 (体高 124～ 130cm)程度の体格である。性別については頭

部の先端 (犬歯の有無不明)お よび骨盤の残りが悪いため不明である。

古墳時代中期の馬埋葬土坑はいくつか知られているが、骨格の一部分が残るのみで、土坑の大

きさや骨の位置関係から馬そのものを埋葬したことがわかる例が大半である。また、古墳時代中

期の馬の大きさは今まで一部分の骨の長さから推定されていたが、全身骨格が残っていたことで、

当時の馬の大きさを知る上で貴重な資料といえる。さらに、従来、古墳時代の馬埋葬土坑は、古

墳に伴うものがほとんどで、集落域から見つかった例は今回が初めてである。

土坑の埋土から須恵器、土師器 (第 386図 4・ 5)の小片が出土したが、遺構の時期を特定で

きるものはなかったが、第 12面 (古墳時代中期の遺構面)で検出したことから、5世紀中～後

半と考えられる。

土坑A655(第 309図、図版 65d～ 65e)

南西居住域に属するA調査区中央部南端の C18A6区で検出した。長辺 0.8m、 短辺 0.6mの

隅丸長方形の平面形を呈する土坑で、深さ 0。 15mを測る。土坑の主軸はN-38° 一Wを指す。

土坑内から馬の頭蓋骨 (図版 265)が検出された。骨の検出位置が北側に偏在することから、

頭部から首にかけての部分が埋納されていたと考えられる。

土坑埋土から図化できる遺物は出土しなかった。

馬埋葬土坑A1345(第 310図、図版 67b～ 67c)

南西居住域に属するA調査区中央部南端の C18A7区で検出した。長辺 1.7m、 短辺 1.Omの

長方形の平面形を呈する土坑で、深さ 0。25mを測る。土坑の主軸はN-22° 一Eを指す。

上坑の北側壁で馬の頭蓋骨、下顎骨 (図版 264)が検出された。その他に馬骨等は認められな

かったが、3層に分層された土坑埋上の上層と中層の全体からリン分が検出されていること、頭

蓋骨を土坑北側壁に持たせ掛けている状況から、馬埋葬土坑A940と 同様に、本来は馬 1頭が

埋葬されていたと考えられる。

土坑の埋土から須恵器、土師器の小片が出土したが、遺構の時期を特定できるものや図化でき

るものはなかった。
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土坑Al135(第 311図～第 312図、図版 68)

第 2次試掘調査 (平成 12年度)に よって検出した土坑
la1 1)で、本調査 (A調査区)によって

全体像が明らかとなった。A調査区の西端南寄り、B19,1区に位置する。平面プランは長楕円形

で長さ6.15m、 幅 2.55m、 深さ0.6mを測る。埋土は大きく4つ に分けられる。上層は機能消失

後の凹に堆積した土層で、古墳時代後期の土器が出上している。中層および下層は出土遺物に時

期差は認められなかった。最下層 (第 312図上の 12層、第 312図下の ■・12層)は土坑開削

時に、ベースである弥生時代自然河川の砂・シル トが崩れ再堆積したものである。

下層から多量の須恵器、土師器とともに鳥足文タタキメの認められる陶質土器や滑石製の双孔

円板 2点・臼玉 88点 (試掘時 61点 )、 砥石そして移動式カマ ド、U字形板状土製品などが出土

している。さらに、焼土・炭層・灰層に混じって彩しい数の製塩土器約 82kg(試掘時は 76kg)、

個体数にして推定 1641個体にのぼる資料が同時に出土した。

製塩土器は加熱などの使用によって表面の摩耗が激しいもの、摩耗の程度が弱いものもある。

また、破片となって出土しているが、完形に復元されるものも多い。このため割れて捨てられた

というよりも、割って捨てたという状況も考えられた。

土坑Al135出 土遺物 (第 329～ 335図、第 631図、図版 183～ 186、 189、 236・ 237、 246b)

埋土中より須恵器、土師器、陶質土器、韓式系土器、須恵器系土器、製塩土器 (第 333図 1・ 5、

第 334図～第 335図、図版 183～ 186)、 滑石製双孔円板 2点 (第 631図、図版 246b)、 砥石

3点、鉄製品、馬歯などが出上している。また、その他に土壌を洗浄した際に出上した細かい土塊、

炭化種子、炭などがある。

須恵器 (第 329図～第 332図、図版 183～ 185)

中層から (329-7・ 25)、 下層から (329-2・ 3・ 5'6・ 8～ 10・ 14・ 15。 18～ 24。 27、 330-1

～ 5、 331-1～ 3、 332-1)が出土した。 (329-1・ 4・ ■ ～ 13・ 17)は層位不明のものである。

(329-1。 2)は高邦蓋、 (329-3～ 5)は邦蓋、(329-6～ 12)は邦身、 (329-13・ 14)は有蓋

高邦、 (329-15)イよ無蓋高邦、 (329-23・ 24)イよ壷、 (329-20～ 22)は醒で、下層下位から横並

び した状態で出上 した。 (329-25、 33Cl l～ 5、 33卜 1～ 3、 332-1)|よ甕で、 (332-1)は 口径

51.4cm、 高さ 107.3cmを 測る大型品である。

中層及び下層から出土した須恵器は I型式 4・ 5段階に相当するものである。

土師器 (第 333図 2～ 4・ 6～ 24、 図版 186)

中層から (8。 14)、 下層から (7・ 9。 10。 13・ 15。 16・ 17・ 19～ 24)が 出上 した。 (6)は

中層と下層のものが接合 した資料。(2～ 4・ 11・ 12・ 18)は層位不明のものである。

(2～ 4・ 7・ 12)は鉢で、 (12)|ま ミニュチュア鉢。 (6)は邦 ?。 (8・ 9)|ま 甑。 (10。 ■・13

～ 21。 22・ 23)は甕で、 (23)イま長胴甕。 (24)|よ鍋。

移動式カマド (第 585図・586図、図版 186)

下層より出土した。平底の甑を倒立させたような形態を呈し、水平な天丼部をもつ。掛け回は
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径 21.9× 22cmの円形を呈する。天丼部幅 28.9× 29cm、 基部幅 43.3cm、 高さ32cmを測る。体部

上位に 1対の角状の把手が下向きに取り付けられている。掛け口は天丼部で屈曲して、幅約 3.6

cmの平坦面をつくり、端部はヘラケズリ調整を施 し、シャープな面をつくる。焚き口の庇部分は、

上部がやや上方に張り出す「付け庇」である。焚き口の上部からつづく庇は、基部に向かうほど

張り出しの度合いが弱くなる。庇高は先端部を一部欠損するが、掛け口高 (天丼部)を上回らな

いタイプ。庇の上面・左右側面には、製作～乾燥時の支えとして使用した植物茎の痕跡と考えら

れる竹管文状のスタンプ痕が認められた。その平面および断面の形状が一定していないことから、

先端がやわらかい (植物質 ?)棒状のものを使用 したものと考えられる。焚き回は、幅 36.4cm、

高さ25.2cmを はかり、立面形は肩のまるい台形をなす。焚き口の両側は端部を内外に肥厚させ、

幅広の面をもつ。なお、このタイプは今のところ蔀屋北遺跡、寝屋川市域のみで確認されている。

焚き口の背面には径 3.2× 3.4cmの 円形の「煙 り出し孔」を穿つ。焚き回の裾部両側には、支

脚状の低い小突起を付し、わずかに裾あきになる。背面については欠損のため、小突起の有無は

不明。体部外面には縦方向の平行タタキメ、内面はナデ調整を施している。胎土中には雲母・角

閃石が多量に含まれ、暗灰褐色を呈する、いわゆる「生駒西麓産」と呼ばれるものである。

体部上位には端の収束しない水平方向の浅い沈線を巡らし、その位置に左右一対の牛角状把手

を下向きに取 り付けている。把手の下面側には、庇の上面・左右側面に観察されたような、竹管

文状のスタンプ痕が各―ヶ所に認められた。煙 り出し孔 。内面の上部には、煤の付着が認められ

た。また、赤変した部分が天丼部内面と体部内面下半、焚き口周辺に認められた。掛け日の内外

面に施されたヘラケズリ調整は、倒立して成形した時に生じた、はみ出した粘土を整えるためで

あろう。おそらく、かまどの製作方法は、把手の付け方や庇部分の支え痕跡 (竹管文状のスタン

プ)か ら、平底の甑のような器を倒立させ、焚き口・掛け口を開けて製作されたと考えられる。

今回の資料と同様なタイプは寝屋川市長保寺遺跡
la1 2)で も見出されている。

U字形板状土製品 (第 611・ 612図、図版 236・ 237)

U字形板状土製品は造り付けの竃などの焚き回の前面に立て、それを保護・装飾するための上

製品で、形状から「U字形土製品」、用途から「竃焚口枠」、「造付け竃の付属具」、「竃枠装飾」、「焚

口縁飾」とも呼称されている 儀3)。 u字形を呈する厚さ1～ 2cmの板状の土製品。その片面の両

縁に沿って、幅 1～ 2cm、 高さ1～ 2cmの 断面台形の突帯を平行して貼り付けている。

今回の資料によって、全体の形がはじめて判明した。右側のコーナー部分が一部破損するが推

定幅約 85cm、 高さ40cmを はかり、左右の先端部は隅丸に仕上げられている。焚き口は、高さ

27.2cm。 突帯のある面および側縁部は、丁寧なナデ調整で、平滑に仕上げられている。裏面には

整形時に作業台に使用されていた板材の木目が圧痕として残る。胎土はいわゆる「生駒西麓産」。

成形・製作工程については、粘土塊を作業台の上で、平面U字形の板状に作り、内・外縁に突帯

を貼り付け、焼成の前 (生乾きの段階)に 中央で「相欠き」状に切り離して、焼成 したものであ

る。これは焼成の際の便宜と使用時の際の移動等を考慮してのことと考えられる。下層より出土
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した。この種の土製品は後述する「′島足文タタキメ」と同様に韓国内では西半部に分布している

ことが明らかにされている lH1 4)。

陶質土器 (第 329図 26、 図版 184)

26は肩部～体部にかけて一部破損しているが、口径 15.6cm、 器高 27cm(推定)を測る甕形土

器である。底部は平底で、体部外面に螺旋状沈線がめぐり、鳥足文タタキメで調整している。「鳥

足文タタキメ」は通常の平行タタキメに、直行する形で「′島の足」を形どった文様をタタキ板に

彫りこんだもので、韓国では「′島足垂直集線文」とも呼ばれている。この種のタタキメをもつ土

器は、朝鮮半島の南西部、すなわち百済中心地域や栄山江流域との係わりをもつ韓式系土器であ

ることが明らかにされている。なお、内面は下から上に向けて丁寧な指ナデ調整を施している。

下層より出上した。

韓式系土器 (第 329図 27、 図版 184)

(27)は口径 29.8cm、 高さ13.2cmを 測る大型の蓋型土器 (や や硬質の赤焼き系土器)で、摘み

は一部破損している。外面の調整は平行タタキメ後に回転カキメ、内面はハケ状工具によるナデ

調整を施した後に一部すり消している。下層より出上した。

須恵器系土器 (第 329図 16)

(16)は 口径 13,6cmを 測る高邦邦部片である。上層と中層より出土した。内外面回転ナデ調整

後に、邦部外面に軽いケズリ調整を施している。

動物遺存体 (分析編第 5章 表 19)

馬の下顎第 4小臼歯 ?、 下顎第 1大臼歯 ?が 出土 している。同一個体のものと思われる。年

齢は歯の咬耗度合いから3～ 4才と推定される。他に不明骨片が出上している。

土坑A1654(第 313図、図版 69a・ 69b、 図版 257-1)

南西居住域に属するA調査区西端の B19hl、 B19il区で検出した。長辺 2.8m以上、短辺 2.7m

の略方形の平面形を呈するが、西側は調査区外に伸びるため、全体の形状は不明である。深さ0。3m

を測る。平行する 2つの土坑が南北に並ぶように見えるが、埋土の堆積状況は同一で、最下層の

薄い粘土層の上位に厚さ4cmに炭層が土坑全面に堆積する。

埋土中で検出された炭層の直上から多量の須恵器邦、高邦、庭、壺、甕 (第 337図 1～ 21、

図版 187)、 土師器甕、鍋、移動式カマ ド、製塩土器 (第 338図 1～ 14、 339図 1～ 15、 図版

173・ 187)が 出上した。また椀形滓 (図版 257-1)や滑石製臼玉 4点 も出土 している。出上し

た須恵器は I型式 4～ 5段階に相当するものである。

土坑B130567(第 314図、図版 62c・ 62d)

南西居住域に属するB調査区の南西半部の B18d10、 B19dl区で検出した。平面形は長軸を東

西に持つ不整形で、長軸 3.8m、 短軸 1.2m、 深さ 0。2mを測った。検出時には確認できなかったが、
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大小 2基の不整円形状土坑が重複しているものと思われる。東側の土坑の埋土内から須恵器、土

師器などとともに大量の製塩土器が出土した (第 314図 )。 出土した須恵器は I型式 3段階に相

当するものである。

土坑B130567出 土遺物 (第 328図 1～ 43、 図版 173)

埋土内から須恵器、土師器、製塩土器が出土した。図示 し得たのは 45点で、須恵器邦蓋 (1

～ 8)、 須恵器高邦蓋 (■ ・12)、 須恵器高邦 (9。 10。 13)、 土師器高邦 (14)、 土師器甕 (15～

20)、 移動式カマ ド (21)、 製塩土器 (22～ 43)な どがある。

土坑A1357(第 315図、第 639図 10)

南西居住域に属するA調査区北西側の B18g10区で検出した。長辺 2.8m、 短辺 1.7mの東西に

長い長方形の平面形を呈する土坑で、深さ0.2mを測る。

埋土から須恵器郭、土師器甕、高郭、円筒形土器、椀形の製塩土器 (第 341図 1～ 18)、 砥石

(第 639図 10)が 出土した。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑A1632(第 316図、第 639図 8、 図版 67d)

南西居住域に属するA調査区西側の B18h10区で検出した。一辺 0,9mの略方形の平面形を呈

する土坑で、深さ0.4mを測る。

埋土は、人為的に埋め戻されたと考えられるブロック土が観察され、土坑底から 0。 lmの高さ

に揃って砥石 (第 639図 8)と 共に、製塩土器が破壊されない状態で出土した (第 339図 16～

27、 図版 189)。 また埋土から須恵器郷蓋、土師器甕 (第 339図 28～ 30)、 砥石 (第 639図 8、

図版 249a)が出土した。出土した須恵器は I型式 3段階に相当するものである。

土坑A1639(第 317図 )

南西居住域に属するA調査区西側の B18h10、 B18i10区で検出した。長軸 1.2m、 短軸 0.8mの

南北方向に長い楕円形の平面形を呈する土坑で、深さ0,3mを測る。

人為的に埋められたと考えられるブロック上を含む埋土の最上層から、須恵器高邦蓋、邦蓋、

土師器甕が出土した (第 339図 31を 34)。 出土した須恵器はI型式 3段階に相当するものである。

土坑A1393(第 318図 )

南西居住域に属するA調査区南西端の C18b10区で検出した。径 1,Omを 測る略円形の平面形

を呈する土坑で、深さ0.4mを測る。

埋土には炭が混入する。上師器甑、韓式系土器鉢が出土した (第 341図 24、 25)。

土坑Al165(第 319図 )
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南西居住域に属するA調査区南西側の B18i10区で検出した。長辺 0.8m、 短辺 0。4mの長方形

の平面形を呈する土坑で、深さ0.15mを測る。

埋土から土師器把手付鉢出土した (第 341図 23)。

土坑E090447(第 320図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面形は不整円形で、長軸

3.5m、 残存短軸 2.9m、 深さ0.28mを測った。埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、石製品

などが出土した。出土した須恵器は I型式 4段階に相当するものである。

土坑E090447出 土遣物 (第 348図 1～ 6・ 第 631図 5、 図版 246b)

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、石製品などが出土した。図示 し得たのは7点で、須

恵器邦蓋 (1・ 2)、 土師器鉢 (3)、 製塩土器 (4)、 土師器高邦 (5)、 韓式系土器鍋 (6)、 滑石製

双孔円板 (63卜 5、 図版 246b)な どがある。

溝E090446(第 320図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区で検出した。幅 0.3m～ 0,68m、 深さ0,37m

を測った。埋土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土 した。出土した須恵器はI型式 5段

階に相当するものである。

溝E090446出 土遺物 (第 348図 7～ 21)

埋土内から須恵器、土師器、製塩土器などが出土した。図示 し得たのは15点で、須恵器邦蓋 (17)、

須恵器無蓋高郭 (18～ 20)、 須恵器壺 (21)、 土師器甑 (13)、 土師器鉢 (14)、 土師器甕 (15。

16)な どがある。

土坑A1394(第 321図 )

南西居住域に属するA調査区南西側の B18i9区で検出した。長軸 1.5m、 短軸 1.Omの楕円形の

平面形を呈する土坑で、深さ 0。3mを測る。

埋土最上層から須恵器壷、土師器壺、韓式系土器等が出上した (第 386図 25～ 27、 図版 188)。

溝A1231(第 322図、図版 69e)

南西居住域に属するA調査区中央部南側の C18b7か らC18a8区で検出した。調査区中央部の

南端から北西方向にやや弧を描き、溝Al192と 並行する。幅 1.5m～ 1.8m、 深さ0.4mを測る。

断面の形状はU字状を呈 し、2段に掘削されている。

埋土は 3層に分かれ、上層から須恵器郷、高邦、壺、甕 (第 342図 )、 土師器壷、甕 (第 343

図 1～ 13)が 出上した。

出土 した須恵器は I型式 4段階に相当するものである。またウマ ?の上下臼歯列が出土した。
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ほかに滑石製臼玉 8点、台石が出土している。

土坑A818(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部南端の B18i6区で検出した。長辺 0.7m、 短辺 0,65mの 略

方形の平面形を呈する土坑で、深さ 0。25mを測る。

埋土から土師器甕、椀形の製塩土器が出土した (第 386図 1・ 2)。

土坑A630(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18i6区で検出した。長辺 3.2m、 短辺 1,Omの長方形の

平面形を呈する土坑で、深さ0.25mを 測る。

埋土から須恵器高邦蓋が出土した (第 336図 3)。 出土した須恵器は I型式 4段階に相当する

ものである。

土坑A1240(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18i7区で検出した。長軸 2.5m、 短軸 1.5mの楕円形の

平面形を呈する土坑で、深さ 0。25mを 測る

埋土から須恵器邦、土師器甕の胴部が出土 した (第 336図 6～ 9)。 出上 した須恵器は I型式

5段階に相当するものである。ほかに滑石製臼玉が 2点出土している。

土坑A958(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部北側の B18h7、 B18h8、 B18i8区で検出した。長軸 5.6m、

短軸 4.5mの不定形の平面形を呈する土坑で、深さ0,15mを測る。

埋土から須恵器高郭、郭、土師器鉢、甕が出土した (第 336図 10～ 21)。 出土した須恵器は

I型式 4段階に相当するものである。ほかに滑石製臼玉 1点が出土している。

土坑A964(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部北側の B18h8区で検出した。長辺 4.6m、 短辺 2.Omの 長

方形の平面形を呈する土坑で、深さ 0。 2mを測る。

埋土から土師器甕が出土した (第 336図 24)。

土坑A965(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部可ヒ側の B18h8、 B18h9区で検出した。長辺 5。 6m、 短辺 4.5m

の略三角形の平面形を呈する土坑で、深さ0.05mを測る。

埋土から須恵器邦蓋が出土した (第 386図 22)。 出土した須恵器は I型式 4～ 5段階に相当す
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るものである。

土坑A1367(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南西側の C18a9区で検出した。長軸 0.55m、 短軸 0,4mの楕円形

の平面形を呈する土坑で、深さ0,lmを測る。

埋土から須恵器邦身が出上した (第 336図 23)。 出土 した須恵器は I型式 5段階に相当するも

のである。

土坑A1800(第 255図、図版 69c・ 69d)

南西居住域に属するA調査区西端のB19il区で検出した。径4.Om以上の円形の平面形を呈するが、

調査区壁際で検出され、西側は調査区外に伸びるため全体の形状は不明である。深さ0,7mを測る。

埋土は炭層を間層に挟み、上下 2層に大別できる。埋土から須恵器不、高邦、土師器壷、甕、郭、

韓式系土器鍋、須恵器系土器高邦、製塩土器 (第 340図 1～ 25)、 滑石製臼玉 4点が出上した。

下層出土の上器は 7～ 9、 ■ ～ 14、 22である。出土した須恵器は I型式 4～ 5段階に相当する

ものである。またウマの切歯、臼歯、哺乳類の骨片が出土した。

土坑A1771(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南西端の C19al、 C19bl区で検出した。径 3.Om以上を測るが、

調査区壁際で検出され、ほとんどの部分が調査区外に伸びるため、平面形は不明である。深さ0,2m

を測る。

土坑底からやや浮いた状態で須恵器高邦、土師器壼、高界が出上した (第 340図 26～ 32、 図

版 188)。

土坑A1779(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区北西端の B19gl区 で検出した。長辺 0,7m、 短辺 0。 4mの長方形

の平面形を呈する土坑で、深さ0,3mを測る。

埋土から土師器壷、甕 (第 341図 19、 20)、 滑石製臼玉 5点が出土した。

溝A1359(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区西側の B18g10区で検出した。長軸 3.8m、 短軸 0。5mの楕円形の

平面形を呈する土坑で、深さ 0。3mを 測る。竪穴住居A6、 土坑A1357と 重複 し、両遺構を

破壊 して構築されていた。

埋土から須恵器郭蓋が出土した (第 341図 22)。 出土 した須恵器はH型式 4段階に相当する

ものである。
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土坑Al186(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南西端の C18a10、 C18b10、 C19al、 C19bl区で検出した。長辺

3.5m、 短辺 2.5mの方形の平面形を呈するが、南側は調査区外に伸びる。深さ0.lmを測る。

埋土から土師器鉢が出上した (第 341図 21)。

土坑A1407(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南西側の B18i10、 C18a10区で検出した。長軸 2.3m、 短軸 1.2m

の略楕円形の平面形を呈する土坑で、深さ0,2mを測る。

埋土から須恵器壺、器台脚部 (第 341図 26。 28)、 滑石製臼玉 7点が出土した。

土坑Al187(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南西端の C18a10、 C18b10区で検出した。長軸 8.Om、 短軸 2.Om

以上の東西方向に長い楕円形の平面形を呈する土坑で、深さ0,25mを 測る。

埋土から須恵器器台、土師器壺、高郭、韓式系土器平底鉢が出上した (第 341図 27・ 29～ 32)。

溝Al192(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部南側の C18b6か らB18j8区で検出した。調査区中央部の

南端から北西方向に溝A1231と 並行し、溝A951に 当たる。幅 0,8m～ 2.5m、 深さ0,3m

を測る。断面の形状は浅いU字状を呈し、埋土は 2層に分かれる。

埋土から土師器高邦、甕、韓式系土器平底鉢が出土した (第 343図 14～ 18)。

溝A1229(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部南側の C18a7区で検出した。調査区中央部の南側で溝A

l192と 溝A1231の 間で北西方向に並行する。幅 1,Om、 深さ0,2mを 測る。断面の形状は

浅いU字状を呈する。

埋土から土師器甕が出土した (第 344図 1)。

溝Al194(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南側の C18,7か らC18i10区で検出した。東側では、溝A121

6を挟んで溝A1231と つながり、北に一度折れた後、北西方向に再度方向を変える。溝Al

192と並行し、溝A951に 流れ込む。幅 0。7m～ 1.5m、 深さ0.25mを 測る。断面の形状はU

字状を呈する。埋土から土師器高郭、甕、韓式系土器鉢が出土した (第 344図 2～ 6)。
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溝Al189(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区 B18,9か らC18b9区で検出した。調査区西側の南端から南北方

向に、溝A1215と 並行するように検出され、南は調査区外へ、北は溝Al194に 当たる。

幅 1.5m～ 2.5m、 深さ 0。 2mを測る。断面の形状はU字状を呈し、埋土は 2層に分かれる。

埋土から須恵器壺、土師器高邦、甕が出土した (第 344図 15～ 18)。

溝A1244(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18i8か らB18h10区の、溝A951の 中央最深部で検

出した。幅 1.Om～ 2。 4m、 深さ0.2mを 測る。断面の形状は浅いU字状を呈する。

埋土から須恵器邦、壷、隧が出土 した (第 344図 7～ 14)。 出土した須恵器は I型式 5段階に

相当するものである。

溝A951(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部から西側の B18h7、 B18i7か らB19gl、 B19il区で東西方

向に検出した幅の広い溝である。幅 9.Om～ 15。 Om、 深さ0.2mを測る。

埋土から須恵器高邦、邦、醒、甕、土師器鉢、韓式系土器平底鉢、甑 (第 344図 19～ 28。

30)、 滑石製勾玉 (第 623図 1、 図版 243b)、 有孔円板、滑石製臼玉 17点、敲石が出土した。出

土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。また、ウマの自歯、哺乳類の骨片が出土した。

溝A957(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18h7か らB18,7区で南北方向に検出した。幅 0,8m、

深さ0.4mを測る。断面の形状はU字状を呈 し、埋土は 3層に分かれる。

埋土上層から土師器鉢、韓式系土器甕が出土した (第 345図 1・ 2、 図版 182)。

溝A1215(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南側の C18a8か らC18b8区で検出した。調査区西側の南端から

南北方向に溝Al189と 並行するように検出され、南は調査区外へ、北は溝A1231に 当た

る。幅 1.3m、 深さ0.lmを測る。断面の形状は浅いU字状を呈し、埋土は 2層に分かれるが、下

層は北から続く溝A1224の 埋土である。溝A1224か ら須恵器高邦 (第 344図 29)が出土。

埋土から須恵器台付壺、土師器甕 。鉢が出土した (第 345図 3～ 7)。

溝A1222(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18j8区で南北方向に検出した。幅 0.9m、 深さ0,15m

を測る。断面の形状はU字状を呈する。
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埋土から須恵器甕、土師器高添が出土した (第 345図 8・ 10)。

溝A1241(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区中央部の B18h7か らB18i8区で南北方向に検出した。幅 1.Om～

1,4m、 深さ0.2mを測る。断面の形状はU字状を呈する。

埋土から須恵器甕が出土 した (第 345図 9)。

溝A1216(第 255図 )

南西居住域に属するA調査区南側の B18j8か らC18a8区で南北方向に検出した。幅 1.Om～

1.5m、 深さ0,35mを測る。断面の形状はU字状を呈する。

埋土から須恵器郭、土師器鉢、甕が出土した (第 346図 1～ 9)。

溝A1399(第 255図 )

南西居住域に属する△調査区南側のB18j8区 で東西方向に検出した。幅 0.5m～ 2.5m、 深さ0。 lm

を測る。断面の形状は浅いU字状を呈する。

埋土から須恵器甕が出土した (第 346図 10)。

土坑E090153(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の B19e4、 B19e5区で検出した。平面形は不定形で、

長軸 4.9m、 短軸 1.8m、 深 さ0.2mを波1っ た。埋土内から韓式系土器、土師器、石製品などが出

上した。

土坑E090153出 土遺物 (第 347図 3～ 5)

埋土内から韓式系土器、土師器、石製品などが出土した。図示 し得たのは 3点で、韓式系土器

鉢 (3・ 4)、 土師器高邦 (5)、 滑石製臼玉 1点などがある。

土坑E090219(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央の B19f5区 で検出した。平面形は不整楕円形で、

長軸 2,2m、 短軸 1.6m、 深さ0,28mを測った。埋土内から土師器等が出土した。

土坑E090219出 土遺物 (第 347図 17)

埋土内から土師器が出土 した。図示し得たのは 1点で、韓式系土器平底鉢 (17)で ある。

ピットE090501(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の、B19e4区で検出した。平面形は円形で、径 0.5m、

深さ0.2mを測った。埋土内から土師器が出土した。
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ピットE090501出 土遺物 (第 347図 1)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器甕 (1)である。

ピットE090517(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の B19e5区で検出した。平面形は楕円形で、長軸

0,36m、 短軸 0.32m、 深さ8cmを測った。埋土内から土師器が出土した。

ピットE090517出 土遺物 (第 347図 2)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器甕 (2)である。

ピットE090129(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや北寄りの B19f5区 で検出した。平面形は不整

円形で、長軸 0.42m、 短軸 0。 36m、 深さ0.lmを測った。埋土内から土師器が出土した。

ピットE090129出 土遺物 (第 347図 6)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器高邦 (6)である。

ピットE090143(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部の、B19e5区で検出した。平面形は楕円形で、長軸

0.65m、 短軸 0.6m、 深さ7cmを測った。埋土内から土師器が出上した。

ピットE090143出 土遣物 (第 347図 7)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器甕 (7)である。

ピットE091138(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の北東半部東半中央やや北寄 りの B19f5区で検出した。平面形

は不整楕円形で、長軸 0.56m、 短軸 0.35m、 深さ8cmを測った。埋土内から土師器が出土した。

ピットE091138出 土遺物 (第 347図 8)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、土師器甕 (8)である。

溝E090524(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央の B19e4区で検出した。平面形は楕円形で、長軸

0.4m、 短軸 0。 34m、 深さ9cnを測った。埋土内から土師器、須恵器などが出土 した。

溝E090524出 土遺物 (第 347図 9～ 12、 第 646図 4、 図版 258)

埋土内から韓式系土器、土師器、須恵器などが出土した。図示 し得たのは5点で、韓式系土器

甑 (9)、 土師器高郭 (10。 ■)、 須恵器鉢 (12)、 輔の羽口 (646-4)カミ出土している。

-143-



第3章 調査の成果

ピットE090525(第 257図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央の B19e5区で検出した。平面形は円形で、径 0.65m、

深さ0.08mを 測った。埋土内から須恵器が出土した。

ピットE090525出 土遺物 (第 323図 15)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器甕 (15)である。

ピットE090944(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区で検出した。平面形は楕円形で、長軸 0.5m、

短軸 0.2m、 深 さ 0。 2mを浪1っ た。埋土内から須恵器が出土 した。出土した須恵器は I型式 4段階

に相当するものである。

ピットE090944出 土遺物 (第 349図 11)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器庭 (■)である。

土坑E090258(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g5区で検出した。平面形は不定

形で、長軸 2.25m、 短軸 1.Om、 深さ0.15mを 測った。埋土内から須恵器が出土 した。出土 した

須恵器はⅢ型式 2段階に相当するものである。

土坑E090258出 土遺物 (第 347図 19)

埋土内から須恵器が出上した。図示し得たのは 1点で、須恵器イ蓋 (19)である。

土坑E090871(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g5区で検出した。平面形は不整

円形で、長軸 0.56m、 短軸 0.46m、 深さ0,3mを測った。埋土内から土師器が出上した。

土坑E090871出 土遺物 (第 347図 21)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器甕 (21)である。

ピットE090878(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g5区で検出した。平面形は不整

円形で、長軸 0.56m、 短軸 0.44m、 深さ 0。26mを測った。埋土内から須恵器が出土した。

ピットE090878出 土遣物 (第 347図 20)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは 1点で、須恵器甕 (20)である。

ピットE090284(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g4区で検出した。平面形は不楕
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円形で、溝E090283に 切られている。長軸 0,5m、 短軸 0。 15m、 深さ0.05mを測った。埋

土内から土師器が出土した。

ピットE090284出 土遺物 (第 347図 22)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器甕 (22)で ある。

ピットE090290(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g4区で検出した。平面形は不楕

円形で、径 0.6m、 深さ0.lmを測った。埋土内から須恵器、土師器などが出土した。出土した須

恵器は I型式 5段階に相当するものである。

ピットE090290出 土遺物 (第 347図 23～ 25)

埋土内から須恵器、土師器などが出土した。図示 し得たのは 3点で、須恵器郭蓋 (23)、 須恵

器不身 (24)、 土師器壷 (25)な どがある。

土坑E090832(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の東半部中央やや南寄 りの B19g4区で検出した。平面形は隅丸

方形で、溝E090283に 切られている。長軸 0。 475m、 残存短軸 0,22m、 深さ0,04mを測った。

埋土内から韓式系土器が出土した。

土坑E090832出 土遺物 (第 347図 26・ 27)

埋土内から韓式系土器が出土 した。図示 し得たのは 2点で、韓式系土器平底鉢 (26・ 27)で

ある。

ピットE091120(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面形は不整円形で、竪束

住居E8に切られている。残存長軸 4.38m、 残存短軸 0。 7m、 深さ0,lmを 測った。埋土内から須

恵器が出土した。出土した須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

ピットE091120出 土遺物 (第 347図 28)

埋土内から須恵器が出上した。図示し得たのは 1点で、須恵器高邦 (28)である。

溝E090746(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部のB19h4区で検出した。平面形は楕円形で、長軸 6.Om、

残存短軸 2.7m、 深さ0,15mを測った。埋土内から土師器が出土した。

溝E090746出 土遺物 (第 347図 29)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器甕 (29)で ある。
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ピットE090752(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面形は楕円形で、残存長

軸 0.5m、 残存短軸 0,4m、 深さ 0。26mを測った。埋土内から土師器が出上した。

ピットE090752出 土遺物 (第 347図 30・ 31)

埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 2点で、土師器郷 (30)、 土師器高邦 (31)で

ある。

ピットE090875(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面のほとんどを南接する

掘立柱建物E8に切られており、詳細は不明である。埋土内から須恵器が出土した。出土した須

恵器はH型式 1段階に相当するものである。

ピットE090875出 土遺物 (第 347図 32)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器邦蓋 (32)で ある。

溝E090749(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面のほとんどを隣接する

複数の遺構に切られており、詳細は不明だが、わずかな残存部の幅 0,35m、 深さ 0。 lmを測った。

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器などが出上した。出土した須恵器は I型式 3段階に相当

するものである。

溝E090749出 土遺物 (第 348図 22～ 29)

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器などが出土した。図示し得たのは 8点で、須恵器邦蓋

(23・ 24)、 須恵器高郭 (25)、 韓式系土器壷 (26)、 土師器甕 (27・ 28)、 土師器移動式カマ ド (29)

などがある。

土坑E090750(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h4区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 1.4m、 残存短軸 0,9m、 深さ0.25mを測った。埋土内から須恵器、土師器が出土した。出土 し

た須恵器は I型式 5段階に相当するものである。

土坑E090750出 土遺物 (第 349図 1～ 6)

埋土内から須恵器、土師器が出土した。図示 し得たのは 6点で、須恵器邦蓋 (1)、 須恵器郭

身 (2)、 須恵器無蓋高郭 (3・ 4)、 韓式系土器甕 (5)、 土師器甕 (6)な どがある。

土坑E090439(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i5区で検出した。平面形は不整楕円形で、長

-146-



第 3節 古墳時代中期～後期の遺構と遺物

軸 0.8m、 残存短軸 0。 7m、 深さ0,05mを測った。埋土内から須恵器が出土した。

土坑E090439出 土遺物 (第 349図 8)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは 1点で、須恵器甕 (8)である。

ピットE090332(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部のB19h5区で検出した。平面形は楕円形で、長軸 0。 7m、

残存短軸 0.58m、 深さ 0。 12mを測った。埋土内から土師器が出土した。

ピットE090332出 土遺物 (第 349図 9)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、製塩土器 (9)である。

土坑E090844(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19h5区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 1.5m、 残存短軸 1.2m、 深さ0.4mを測った。埋土内から土師器が出上した。

土坑E090844出 土遺物 (第 349図 10)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器甕 (10)である。

ピットE090947(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区 で検出した。平面形は楕円形で、長軸

0。 34m、 残存短軸 0,3m、 深さ 0。 lmを測った。埋土内から須恵器が出土した。出土した須恵器は

I型式 5段階に相当するものである。

ピットE090947出 土遺物 (第 349図 12)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器邦蓋 (12)である。

ピットE090755(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区で検出した。平面形は楕円形で、長軸 0。 7m、

残存短軸 0.6m、 深さ0,08mを測った。埋土内から須恵器が出土 した。出上した須恵器は I型式

4段階に相当するものである。

ピットE090755出 土遺物 (第 349図 13)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器無蓋高郭 (13)で ある。

ピットE090941(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部のB19h4区で検出した。平面形は楕円形で、長軸 0,5m、

短軸 0.45m、 深さ0,3mを測った。埋土内から土師器が出上した。

ピットE090941出 土遺物 (第 349図 14)
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埋土内から土師器が出土した。図示 し得たのは 1点で、製塩土器 (14)で ある。

土坑E090933(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 1.Om、 短軸 0,7m、 深さ0.14mを測った。埋土内から土師器が出土した。

土坑E090933出 土遺物 (第 349図 15)

埋土内から土師器が出上した。図示 し得たのは 1点で、製塩土器 (15)で ある。

土坑E090936(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区 で検出した。平面形は不定形で、長軸 0.9m、

短軸 0.85m、 深さ0.29mを測った。埋土内から須恵器、土師器が出土 した。出土 した須恵器は I

型式 4段階に相当するものである。

土坑E090936出 土遺物 (第 349図 16・ 17)

埋土内から須恵器、土師器が出土した。図示 し得たのは 2点で、須恵器添蓋 (17)、 土師器甕 (16)

などがある。

ピットE090925(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部のB19i5区 で検出した。平面形は楕円形で、長軸 0.6m、

短軸 0.5m、 深さ0,07mを浪よった。埋土内から須恵器が出土した。出土した須恵器はH型式 1段

階に相当するものである。

ピットE090925出 土遺物 (第 349図 18)

埋土内から須恵器が出土した。図示 し得たのは 1点で、須恵器邦身 (18)で ある。

土坑E090900(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i4区 で検出した。平面形は不定形で、長軸 5.Om、

残存短軸 1.4m、 深さ0.07mを測った。埋土内から土師器が出土した。

土坑E090900出 土遺物 (第 349図 19)

埋土内から土師器が出上した。図示 し得たのは 1点で、土師器甕 (19)で ある。

土坑E090948(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19i5、 B19i5区で検出した。平面形は不整円形で、

長軸 2.35m、 短軸 2.25m、 深さ0.2mを測った。埋土内から土師器が出土した。

土坑E090948出 土遺物 (第 349図 20)

埋土内から土師器が出上した。図示 し得たのは 1点で、土師器高邦 (20)で ある。
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ピットE090950(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東半部の B19,5区で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 0.9m、 短軸 0,75m、 深さ0.2mを測った。埋土内から須恵器が出土した。

ピットE090950出 土遺物 (第 349図 21・ 22)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 2点で、須恵器郭蓋 (21)、 須恵器無蓋高イ (22)

などがある。

土坑E091000(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南端部中央付近のB19,6区 で検出した。平面形は不整楕円形で、

長軸 5,8m、 短軸 3.Om、 深さ0.48mを測った。埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製品な

どが出土した。

土坑E091000出 土遣物 (第 349図 23)

埋土内から須恵器、土師器、U字形板状土製品 (資料 No.205)な どが出土した。図示 し得た

のは 1点で、須恵器提瓶 (23)である。

ピットE091048(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東端部の B19,4区 で検出した。平面形は楕円形で、長軸

0.58m、 短軸 0.52m、 深さ0.2mを測った。埋土内から土師器が出土した。

ピットE091048出 土遣物 (第 349図 24)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器甕 (24)である。

ピットE091007(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南東端部の B19,4区 で検出した。平面形は不整楕円形で、長

軸 0.7m、 短軸 0.6m、 深さ0,15mを測った。埋土内から土師器が出土した

ピットE091007出 土遺物 (第 349図 25)

埋土内から土師器が出土した。図示し得たのは 1点で、土師器不 (25)である。

ピットE091032(第 258図 )

南西居住域に属するE調査区の南端部中央やや東寄 りの B19i6区で検出した。平面形は不整

楕円形で、長軸 0.56m、 短軸 0.5m、 深さ0.09mを 測った。埋土内から須恵器が出土 した。出土

した須恵器は I型式 3段階に相当するものである。

ピットE091032出 土遺物 (第 349図 26)

埋土内から須恵器が出土した。図示し得たのは 1点で、須恵器邦身 (26)である。
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溝B130236(図 版 121a～ 121d)

南西居住域の北東部の居住域外にあたるB調査区の南西半部の B18d9、 B18d8、 B18e8、

B18e7区で検出した。区画溝B130240の 東側を北西から南束方向に直線的に走る溝で、北

端部は上段と中段の境 日あたりで終 り、南端部はA調査区の北端部で終わる。幅 0.5m～ lm、

深さ 0。 2m～ 0,3mを測った。

溝B130236出 土遺物 (第 494図 1～ 8、 図版 168)

埋土内から須恵器、土師器、韓式系土器、滑石製臼玉 1点などが出土した。図示し得たのは 8

点で、須恵器高郭蓋 (1)、 須恵器無蓋高郭 (2)、 土師器甕 (3～ 7)、 韓式系土器羽釜 (8、 図版

168)な どがある。出土した須恵器は I型式 3段階に相当するものである。

第 4項 北西居住域の遺構 と遺物

北西居住域はD-1調 査区の全域とD-2調 査区の西半部が相当する (第 39図 )。 竪穴住居

25棟、掘立柱建物 16棟、井戸 3基などが検出されている。北西居住域の全体図は第 350図 に

示す。竪穴住居、掘立柱建物、井戸、その他の主要な土坑、ピット等は個別に遺構平面図・断面

図を作成 した。遺構の記述は竪文住居、掘立柱建物、井戸、土坑、ピットの順に掲載している。

竪穴住居

北西居住域で検出した竪水住居は 25棟で、5世紀のもの 13棟、6世紀のもの H棟、時期不

明 1棟である。5世紀中頃以前のものは竪床住居D5・ 8。 21・ 22、 最も新しいものは 6世

紀後半から末の竪文住居D20で ある。

竪穴住居Dl(第 351図 。第 352図、図版 80・ 84)

D-1調査区の南西、A20el区 で検出した。東側の大部分は、竪穴住居D2に切られている。

検出面の標高は T,P,1.53m、 床面の標高は 1.43～ 1,45mで、床面までの最大深は 10cmを 測る。

北辺の中央にカマ ドD1645を 設けている。

平面形は隅丸正方形を呈 し、規模は主軸方向 4.lm、 直交方向 4.lmで、主軸方位はN-17.5°

―Wである。床面で確認しているピットD1428・ 1429。 1430・ 1431の 内、ピッ

トD1428。 1430は 主柱ズと考えられ、柱間寸法は 2.16m。 柱掘方の平面はほぼ円形を呈

し、径は 0.45m、 深さは 0。 15～ 0,33mで、平均 0.24m。

カマ ドD1645は 、上部が削平され、焚回は竪水住居D2に よって削平されている。カマ ド

部分の北壁は内側に幅 0,7m、 長さ0.5mほ ど入り込んでいる。土師器の高邦 2点 (第 415図 1・ 3)

を倒立させて支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P,1.45m。
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竪穴住居Dl出土遺物 (第 415図 1～ 3、 図版 190)

カマ ドD1645か ら高邦郷部片 2点 (1・ 3)。 いずれも支脚として転用されていた。 (1)は

口径 13.4cmを 測る椀形高邦で、下位より出土した。 (3)は口径 22.8cmを浪Iる大型の高郷である。

郷部内面はヘラミガキ後に、上位にヨコハケ調整、外面はヨコナデで、下端には一部ハケメが認

められる。 (2)は床面で出土した土師器高邦 (邦部のみ)である。時期は竪穴住居D2に切られ

ていることから、5世紀中頃以前と考えられる。

竪穴住居D2(第 353図・354図、図版 80・ 84)

D-1調査区の南西、A20el区～ A19e10区 に跨って検出した竪京住居で、壁溝D1316を

もつ。土坑D990・ 1317・ 1321、 ピットD1295・ 1318に 切られ、竪穴住居D

lを切っている。検出面の標高は T.P.1.56m、 床面の標高は 1.3～ 1,4mで、床面までの深さ20

cmを測る。西北辺の中央にカマ ドD1435を 設けている。

平面形は隅丸方形を呈し、規模は主軸方向 5.75m、 直交方向 5,6mで、主軸方位はN-26° ―W

である。ピットD1294・ 1336。 1339。 1377は 主柱文で、平均柱間は主軸方向が

2,75m、 直交方向が 2.62mで、主軸方向の柱間がやや長い。柱掘方の平面は円形、隅丸方形を呈し、

径は 0。45～ 0,89m、 平均 0.68m、 深さは0.59～ 0.69mで、平均 0。 64m。

カマ ドD1435は 長さ約 1。 2m、 幅約 0,75mを 測る。土師器の甕形土器 (第 415図 18)を倒

立させて支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P,1,35m。

竪穴住居D2出土遺物 (第 415図 4～ 18、 第 626図、図版 190)

竪穴住居覆土内から須恵器郷身 (5・ 6)、 邪蓋 (4)、 土師器小型鉢 (13)、 壁溝D1316の

上面から須恵器壺 (9)、 壁溝内から須恵器邦蓋・郭身 (7・ 8)、 ピットD1377か ら土師器小

型壺 (14)、 床面下からI型式 3段階の須恵器邦身 (11)、 土師器浅鉢 (10)、 土製紡錘車 (第

626図 3)、 床面直上から土師器直口壷 (12)が 出上している。カマ ドD1435か らは土師器

高邦 (15)。 甕 (16。 18)・ 甑 (17)が 出上 している。甕 (18)は カマ ドの支脚で、口径 13cm、

器高 16.8cmを 測る。土師器高邦 (15)は (18)の上に重なり、甕 (16)・ 甑 (17)はカマ ド内部

の西側から出土した。

須恵器邦身 (6)|よ底部・口縁部が破損しているため全体のプロポーションは明らかでないが、

日縁部の立ち上がりが弱いことから当初、H型式 3段階の須恵器邦身と考え、竪文住居の時期

を6世紀後半としていた 磁5)。 しかし、これ以外に6世紀にくだる土器が出土していないこと、

そして外面のヘラミガキ調整の範囲が広く、丁寧な点と胎土がやや甘い点などから、通有の須恵

器でない可能性も考えられ、竪床住居の時期を判断する材料から除外 した。したがって、竪水住

居廃絶の時期は、覆土内より出土した (4～ 6)か ら5世紀後半頃と推定される。

竪穴住居D3(第 355図、第 356図、図版 83b・ 85)
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D-1調査区の南半部、A19e10区で検出した竪床住居で、壁溝D1406を もつ。竪文住居

D2の約 1.5m東側に位置する。掘立柱建物D5の ピットD1069。 1068・ 1067・ 1

411、 竪穴住居D4に切 られ、竪穴住居 D5・ 21・ 22を切っている。検出面の標高は

T,P.1.46m、 床面の標高は 1.2～ 1.28mで、床面までの深 さ0.2～ 0。 26mを浪Iる 。北西辺の中央

にカマ ドD1646を 設けているが、遺存状況は悪い。

平面形は隅丸方形を呈 し、規模は主軸方向 5,85m、 直交方向 5,8mで、主軸方位はE-28° 一N

であるD-1409。 1612・ 1615。 1658は 主柱穴で、平均柱間は主軸方向が 3.00m、

直交方向が 3.03m。 柱痕跡は柱穴D1612・ 1658で 確認 され、径約 20cm。 柱掘方の平面

はほぼ円形を呈し、径は0.5～ 0。 93m、 平均 0.643m、 深さは0.59～ 0.86mで、平均 0。 73m。

カマ ドD1646は 長さ約 1.Om、 幅約 0,7m測るものの、遺存状況は悪く、D-1調査区のほ

とんどのカマ ドで検出された支脚 (甕形土器)は検出されなかった。カマ ド床面 (炭層下面)の

標高は T.P。 1.15m。

竪穴住居D3出土遺物 (第 415図 19～ 23、 第 626図 12、 図版 190)

埋土中から、須恵器郷蓋 (21)・ 郷身 (22)、 縦方向の平行タタキメを施す韓式系土器甑 (23)、

韓式系土器鍋 (19)、 土製紡錘車 (第 626図 12)、 砥石 (第 639図 6)、 壁溝D1406か ら須恵

器無蓋高郭郭部片 (20)が 出土している。

なお、須恵器邦蓋 (21)の一部はカマ ド内から出土したものと接合 した。砥石 (第 639図 6)

の材質は流紋岩。遺構の時期は (22)が I型式 5段階に相当することから、5世紀後半頃と推定

される。

竪穴住居D4(第 357図、第 358図、図版 86)

D-1調査区の南半中央、A19e～ 且0区で検出した。掘立柱建物 D17、 ピットD1077・

1078・ 1234・ 1602。 1910、 溝D902に 切られ、竪床住居D3・ 8を切ってい

る。検出面の標高は T.P.1.38m、 床面の標高は1.25～ 1,30mで 、床面までの深さ8～ 13cmを測る。

北西辺の中央より南東寄りにカマ ドD1469を 設けている。

平面形は方形を呈 し、規模は主軸方向 5,05m、 直交方向 4.85mで、主軸方位はN-33.5° 一E

である。主柱穴は検出できなかった。

カマ ドD1469は 長さ約 1.2m、 幅約 0。7m測る。土師器の甕形土器 (第 415図 26)を 倒立

させて支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T.P.1.22m。

竪穴住居D4出土遺物 (第 415図 24～ 29、 第 416図 1～ 4、 第 640図 3・ 6、 図版 190。 250a)

床面直下の整地層中から土師器移動式カマ ド (29)、 須恵器隧 (3)、 土師器浅鉢 (2)、 砂岩製

の砥石 (第 640図 6)、 カマ ドD1469か ら土師器移動式カマ ド (28)、 土師器浅鉢 (24)、 タ

タキメのない製塩土器、カマ ド西側の床面から流紋岩製の砥石 (第 640図 3、 図版 250)、 カマ ド

南東側の床面から土師器甕 (25)、 埋土中からは製塩土器 (27)、 土師器浅鉢 (1・ 4)が出土 して
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いる。 (1・ 4)は二次的に火を受ける。移動式カマ ド (28。 29)はいずれも生駒西麓製の胎上で、

外面は平行タタキメ、内面はナデで、 (29)の天丼部外面の上端はヘラケズリ調整を施している。

土師器甕 (第 415図 26)|ま カマ ドの支脚で、口径 11.5cm、 器高 12.9cmを 測る。遺構の時期は

出土遺物から、5世紀後半と考えられる。

竪穴住居D5(第 359図、第 360図、図版 87b)

D-1調 査区の南半部中央、A19e9～ 10区で検出した。竪水住居 D3・ 8に切られている。

検出面の標高は T.P。 1.38m、 床面の標高は 1.2～ 1,26mで、床面までの深さ12～ 18cmを 測る。

北西辺にカマ ドD1647を 設けているが、遺存状況は悪い。

平面形は隅丸方形 ?を呈 し、規模は主軸方向 5.Om以上、直交方向 3.Om以上で、主軸方位は

N-9° 一Eである。主柱床は検出できなかった。

カマ ドD1647は 長さ約 1.Om、 幅約 0.8m測る。カマ ド内からは支脚等は検出できなかった。

カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T.P,1.26m。

竪穴住居D5出土遺物 (第 416図 5・ 6、 図版 190)

埋土中から須恵器邦蓋 (5)、 カマ ドの西側から土師器浅鉢 (6)、 カマ ド周辺から須恵器器台、

土師器甕形土器片が出土している。土師器甕形土器片は二次的に火を受け赤色化している。遺構

の時期は切り合い関係から、5世紀中頃以前と考えられる。

竪穴住居D8(第 360図、第 361図、図版 87)

D-1調査区、A19e～ f9区で検出した竪穴住居で、壁溝D1369を もつ。竪文住居 D4、

掘立柱建物 D6、 溝D902に 切られ、竪穴住居D5を切っている。検出面の標高は ToP。 1.38m、

床面の標高は 1.2～ 1.25m。 床面までの深さ 0。 14～ 0。 2m。 北東辺の中央南東寄りにカマ ドDl

573を設けている。

平面形は隅丸方形を呈 し、規模は主軸方向 5.78m、 直交方向 5,42mで、主軸方位はE-38° ―

Nである。D1577・ 1669。 1967・ 1970は 主柱床で、平均柱間は主軸方向が 3.10m、

直交方向が 3.25mで、直交方向の柱間がやや長い。柱掘方の平面はほぼ円形を呈 し、径は 0,54

～ 0。 86m、 平均 0.668m、 深さは 0。 53～ 0,76mで、平均 0.618m。

カマ ドD1573は 長さ約 1,Om、 幅約 0.9mを測る。土師器の甕形土器 (第 416図 12)を倒

立させて支脚としている。支脚周辺からカマ ドの南東床面にかけて韓式系土器甑 (第 416図 13)

が出上した。また、カマ ドのすぐ北西床面からI型式 3段階の須恵器郷蓋 (第 416図 10)、 カマ

ドのすぐ南東床面から滑石製紡錘車 (第 625図 5、 図版 244)力 S出土 している。なお、カマ ド床

面 (炭層下面)の標高は ToP。 1。 18m。

竪穴住居D8出土遣物 (第 416図 7～ 13、 第 625図 5、 図版 191)

埋土中から、土師器甕 (7)・ 複合口縁甕 (9)、 床面からI型式 3段階の須恵器郷蓋 (10)、 高
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郭蓋 (8)、 土師器甕 (■ )、 滑石製紡錘車 (第 625図 5)、 カマ ドD1573内 部から床面にかけ

て韓式系土器甑 (13)が 出土している。 (13)イよ底部の大半が破損しているが、日径 26。 6cm、 器

高 31.3cm、 底径 13cmを 測る軟質の赤焼き系土器。体部中位に水平方向の浅い沈線を巡らし、そ

の位置に左右一対の牛角状把手を上向きに取り付けている。把手の上面には切り込みを入れ、下

面側には、製作～乾燥時の支えとして使用した植物茎の痕跡と考えられる竹管文状のスタンプ痕

が認められた。蒸気孔は中央に 1個と周囲に 5個 (推定 8個)以上の円孔を巡らすタイプ。体

部外面には縦方向の平行タタキメ後に回転ヨコナデ、内面はナデ調整を施 している。日縁部は内

外面ともに回転 ヨコナデ、底部下端の外面はヘラケズリ調整を施す。土師器甕 (12)は カマ ド

の支脚で、日径 12.2cm、 器高 12.8cmを 測り、口縁部～肩部にかけての外面は赤変している。出

土遺物から遺構の時期は 5世紀中頃と考えられる。

竪穴住居D9(第 362図 )

D-1調 査区の北西、A20dl区 で検出した。掘立柱建物 D16、 ピットD940。 944～

946。 948、 溝D921に 切られている。検出面の標高は T.P,1.49mで 、床面までの深 さ

約 10cm。 主柱穴、カマ ドなどは未検出である。

平面形は方形で、長軸 3.6m、 短軸 3.15mで 、方位はN-26° 一Wである。埋土から土師器のだヽ

片が出土しているが、遺構の時期を特定できるものや図化できるものはなかった。

竪穴住居D10(第 363図、図版 83a)

D-1調査区の北端中央、A19c9～ 10区で検出した。北側は調査範囲外に伸びる。竪鬼住居

Dll・ 25と重複 し、これらを切っている。なお、竪穴住居D10の東側部分は、竪穴住居D

24と して調査 していたが後に、同一の遺構であることが明らかとなる。検出面の標高は T.

P,1,3m、 床面の標高は 1.15mで、床面までの深さ0.15mを 測る。カマ ドは未検出である。

平面形は方形を呈 し、長軸 4.9m以 上、短軸 3.Om以 上で、方位はN-65.5° 一Eで ある。ピッ

トD1413・ 1952は 主柱友で、柱間寸法は 2.6mを 測る。柱掘方の平面は楕円形を呈 し、

径は0.44～ 0.5m、 平均 0,47m、 深さは 0。3～ 0.37mで 、平均 0。 335m。

竪穴住居D10出 土遺物 (第 416図 14～ 16、 図版 191)

床面直下からH型式 3段階 (6世紀後半)の須恵器邦身 (14)、 土師器鉢 (15・ 16)、 埋土中

から滑石製臼玉 1点が出土している。なお、土師器鉢 (16)は竪穴住居跡Dllか ら出土 した

土器片と接合 している。

竪穴住居Dll(第 363図、図版 83a)

D-1調査区の北端中央、A19c10区で検出した。北側は調査範囲外に伸びる。西側は竪穴住

居D10に切られ、竪穴住居D12・ 25を切っている。検出面の標高はT.P.1.38mで 、深さ0,16m
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を測る。主柱京、カマ ドなどは未検出である。

平面形は方形を呈し、長軸 2.9m以上、短軸 1.4m以上で、方位は N-64.5° 一Eである。

竪穴住居Dll出土遺物 (第 416図 17・ 18)

床面下からH型式 1段階の須恵器邦身 (18)、 埋土中からH型式 3段階の須恵器イ身 (17)、

滑石製臼玉 1点が出土している。出土遺物から遺構の時期は 6世紀後半頃と考えられる。

竪穴住居D12(第 364図、図版 83a)

D-1調査区の北端中央、A19c10区で検出した竪穴住居で、壁溝D1586を もつ。北側は

調査範囲外に伸びる。掘立柱建物Dlの柱京D1810、 竪宏住居Dllに 切られる。検出面の

標高は T,P,1.38m、 床面の標高は 1.26mで、床面までの深さ10cmを測る。カマ ドは未検出である。

平面形は方形 (台形 ?)を呈 し、長軸 5。 3m、 短軸 3.4m以上で、方位は N-23° 一Eである。ピッ

トD1327・ D1811・ D1988は 主柱穴と考えられ、柱間寸法は 2.45m。 柱掘方の径は

0,4～ 0.58m、 平均 0.48m、 深さは 0。 34～ 0.49mで、平均 0.42m。

竪穴住居D12出土遺物 (第 416図 19～ 24、 図版 257-4)

埋土内からH型式 1段階の須恵器郷蓋 (19)、 郭身 (20。 21)、 壷 (22)、 土師器甕 (23・

24)、 鉱滓 (図版 257-4)が 出土している。出土遺物から遺構の時期は 6世紀前半頃と考えられる。

竪穴住居D13(第 364図、第 365図、図版 92a・ b)

D-1調査区の北端中央やや西寄 り、A19c,d10区 で検出した。竪文住居D12に 切られる。

また、掘立柱建物Dlと重複するが、前後関係は不明。検出面の標高は ToP。 1.48m、 床面の標高

は 1.31～ 1,38mで、床面までの深さ0,H～ 0。 16mを測る。西辺のほぼ中央にカマ ドD935を

設けている。主柱穴は未検出である。

平面形は方形と考えられ、規模は主軸方向 4.6m、 直交方向 3.5m以上で、主軸方位はW-5° 一

Sで ある。カマ ドD935は 長さ0.8m以上、幅 0.5m以上を測る。土師器鉢 (第 419図 19)を

倒立させて支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T.P。 1.38～ 1.4m。

竪穴住居D13出土遺物 (第 416図 28、 第 419図 19、 図版 192)

床面からH型式 1段階の須恵器郷蓋 (28)、 土師器把手付き鍋、甕の小片が出土している。土

師器鉢 (19)はカマ ドの支脚で、日径 13cm、 残存高 7.6cmを測る。頸部があまりくびれないタイ

プの鉢形土器で、全体に赤変している。口縁部は横ナデ、内面は斜めのハケメ調整の後、下半部

にケズリを加え、外面は縦方向の細かいハケメ調整を施している。 (28)の外面ヘラケズリ調整

の範囲は丁寧で、広い。出土遺物から、遺構の時期は 6世紀前半と考えられる。

竪穴住居D14(第 366図、図版 82b・ 97a)

D-1調査区の北半やや西寄り、A19d10区で検出した。掘立柱建物 Dlに切られる。カマ ド
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D1569と 重複するが、前後関係は不明である。検出面の標高は T,P.1.43m、 床面の標高は 1.3

～ 1,34mで、床面までの深さ9～ 13cmを測る。カマ ドは未検出である。

平面形は方形を呈し、規模は東西 3.45m、 南ゴヒ3.5m以上で、方位はN-11.5° 一Wである。ピッ

トD1664・ 1665。 1673。 1806は 主柱文で、平均柱間は東西方向が 2.05m、 南

北方向が 1.85mで 、東西方向の柱間がやや長い。

柱掘方の平面はほぼ円形を呈 し、径は0.48～ 0.56m、 平均 0.51m、 深 さは 0.41～ 0.52mで、

平均 0.457m。 柱痕跡は柱水D1665。 1806で 確認され、径 0.13～ 0。 16mを測る。柱只 D

1664か ら韓式系土器平底鉢 (第 416図 25)が横位の状態で出土した (図版 97a)。

竪穴住居D14出 土遺物 (第 416図 25～ 27、 図版 192・ 194)

床面から土師器甕 (26。 27)、 埋土中より須恵器直口董の口縁部片、製塩土器、土師器の小片、

柱穴D1664か らの韓式系軟質土器平底鉢 (25)が出土している。 (25)は口径 10.2cm、 器高 9。 35

cmを測る。日縁部はヨコナデ、体部外面は平行タタキメで、下半部をナデ消し、下端はヘラケズ

リ、内面はナデ調整。底部外面にロクロのゲタ痕が見られる。出上した須恵器は小片で、遺構の

時期を特定できるものはなかったが、韓式系軟質土器平底鉢 (25)か ら5世紀後半以前と考え

られる。

竪穴住居D15(第 369図、第 370図、図版 88)

D-1調査区の北半やや東寄り、A19d9～ 10区で検出した竪穴住居で、壁溝D1525を もつ。

竪穴住居D14の 約 2.Om東側に位置する。6世紀後半～末頃の溝D1097に 切られ、竪寮住

居D17・ 25を切っている。検出面の標高は T,P,1.41m、 床面の標高は 1.19～ 1。 29mで東に

傾斜 し、床面までの深さ0.12～ 0。21mを測る。西辺の中央からやや南寄りにカマ ドD1434

を設けている。

平面形は方形を呈し、規模は主軸方向 4。 9m、 直交方向 4.9mで、主軸方位はW-4.5° 一Sである。

ピットD1090。 1309。 1310。 1414は 主柱穴で、平均柱間は主軸方向が 2.475m、

直交方向が 2.59mで、直交方向の柱間がやや長い。

柱掘方の平面は円形、隅丸方形を呈し、径は0.34～ 0.58m、 平均 0.46m、 深さは0,4～ 0。67mで、

平均 0.523m。 柱痕跡は柱京D1090。 1309・ 1414で 確認され、径 12～ 16cmを測る。

柱穴D1310か ら6世紀後半頃の須恵器郭身 (第 417図 10。 11)が 出上した。

カマ ドD1434は 長さ 1.3m、 幅 0.75mを 測る。土師器甕 (第 417図 3)を倒立 させて支脚

としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P.1.28m。

竪穴住居D15出土遺物 (第 417図 1～ ■、図版 192)

柱穴D1310か らII型式 3段階の須恵器不身 (10。 ■)、 床面下からH型式 2段階の須恵

器邦身 (9)、 H型式 2段階の須恵器邪蓋 (7。 8)、 土師器甕 (5・ 6)。 カマ ドD1434内 から

H型式 2段階の須恵器邦身 (1・ 2)、 土師器甑 (4)、 滑石製臼玉 1点。埋土中から須恵器・土師
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器の小片とともに滑石製臼玉 3点が出土している。土師器甕 (3)|よカマ ドの支脚で、日径 10.3cm、

器高 13,9cmを 測る。出土した須恵器から遺構の時期は 6世紀中～後半頃と考えられる。

竪穴住居D16(第 371図、第 372図、図版 90)

D-1調査区の中央、A19d9～ 10区で検出した。竪寮住居D19、 掘立柱建物D2に切られ

ている。検出面の標高はT,P,1.4～ 1.21m、 床面の標高は 1.29～ 1,40mで、東に傾斜 し、床面

までの深さ4cmを 測る。東辺の中央から南寄りにカマ ドD1051を 設けている。主柱穴は未検

出で、当初より設けていなかった可能性が強い。

平面形は南辺が短い方形を呈し、規模は主軸方向 3.7m、 直交方向 3.5mで、主軸方位はE-10
°一Nである。なお、北辺の中央部は幅 1.15m、 長さ 0。 2mほ ど北側へ張り出している。

カマ ドD1051は 、南側が竪穴住居跡D19に よって削平されているが、長さ 0.8m、 幅 0.43m

以上を測る。土師器甕 (第 417図 12)を倒立させて支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)

の標高は ToP。 1.3m。

竪穴住居D16出 土遺物 (第 417図 12、 図版 192)

土卸器甕 (12)は カマ ドの支脚で、口径 10.6cm、 器高 12.5cmを測る。やや肩が張っている。

支脚の周りから土師器甑 。甕片、埋土中より5世紀後半の須恵器邦身片、土師器の小片が出土し

ている。

竪穴住居D17(第 350図 )

D-1調査区、A19d9区 で検出した。輪郭は明らかでなく、規模は東西軸方向 4.6m以上、直

交方向 1.2m以上で、主軸方位はE-10° 一Nである。竪文住居D15に切られる。埋土より須恵

器の甕片、滑石製臼玉 2点が出上している。

竪穴住居D18(第 373図、第 374図、図版 89b)

D-1調査区の東半部ほぼ中央、A19d～ e9区で検出した竪穴住居で、壁溝D1962を もつ。

竪穴住居D19。 20、 掘立柱建物 D2、 土坑 D1617に 切 られている。検出面の標高は

T.P,1.24m、 床面の標高は 1,14mで、東にやや傾斜 し、床面までの深さ約 0。 lmを測る。北辺の

中央やや東寄りにカマ ドD1534を 設けている。

平面形は方形を呈し、規模は主軸方向 4.9m、 直交方向 4.2m以上で、主軸方位はN-8° 一Eで

ある。柱掘フすピットD1862・ 1961・ 1963・ 20021ま主柱サ六と考えら″と、 平均柱間

は主軸方向が 2.15m、 直交方向が2.18mで、直交方向の柱間がやや長い。柱掘方の径は 0。 3～ 0,6m、

平均 0.48m、 深 さは 0。27～ 0.51mで、平均 0.418m。 柱痕跡は柱床D1862・ 1961で 確認

され、径 0.15～ 0.24m。

カマ ドD1534は 煙道部を含めて長さ 1.2m、 幅 0,75mを測る。上師器甕 (第 417図 13)を
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倒立させ、支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P,0,93m。

竪穴住居D18出 土遺物 (第 417図 13～ 18、 図版 191)

床面直上からI型式 5段階の須恵器邦身 (17)、 土師器長胴甕 (16)、 須恵器高邦蓋 。身の小

片が出土 している (図版 89b)。 埋土中から土師器甕 (18)、 カマ ド内から小型土師器甕 (14)、

土師器甕 (15)、 土師器長胴甕、須恵器大型甕形土器の底部片などが出土している。土師器甕 (13)

はカマ ドの支脚で、口径 12.6cm、 器高 15.7cmを 測る。

なお、土師器長胴甕 (16)は カマ ドの西側の床面直上から半裁されたような状況で出土 して

いた。その底部はカマ ドD1534内 から出土していることから、遺構廃絶直後の資料といえる。

遺構の時期は床面直上から出土した須恵器郭身 (17)か ら、5世紀後半頃と考えられる。

竪穴住居D19(第 375図、第 376図、図版 89a・ 90a o b)

D-1調 査区の東半部ほぼ中央、A19d～ e9区で検出した竪穴住居で、壁溝をもつ。竪丈住

居跡D20、 掘立柱建物D2に切られ、竪床住居D16。 18を切っている。検出面の標高は

T,P.1.29m、 床面の標高は 1.21mで、北側へやや傾斜 し、床面までの深さ8cmを 測る。北辺のほ

ぼ中央にカマ ドDl103を 設けている。壁溝上面もしくは床面直上から6世紀後半の須恵器邦

身 (第 418図 2)が出土している。

平面形は方形を呈し、規模は主軸方向 4.45m、 直交方向 4,43mで、主軸方位はN-18.5° 一Wで

ある。柱掘方ピットD1511・ 1637・ 1668。 1960は 主柱床と考えられ、平均柱問

は主軸方向が2.28m、 直交方向が2.67mで、直交方向の柱間がやや長い。柱掘方の径は0.46～ 0.55m、

平均 0。 5m、 深さは 0,17～ 0,3mで、平均 0。 243m。 柱痕跡は柱文D1960で 確認され、径 0。 12m。

カマ ドD1103は 長さ約 1,Om、 幅約 0.8mを測る。土師器甕 (第 418図 4)を倒立させ、支

脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P,1.17m。

竪穴住居D19出土遺物 (第 418図 1～ 5、 図版 192)

埋土中より上師器甕 (1)、 土師器長胴甕 もしくは甑片、須恵器の小片、砥石 (第 639図 5)、

カマ ドDl103内 から土師器鉢 (5)、 甕 (3)、 製塩土器、壁溝上面もしくは床面直上からH

型式 3段階の須恵器邦身 (2)が出土 している。土師器甕 (4)|よ カマ ドの支脚で、口径 11.2cm、

器高 11.3cmを 測る。遺構の時期は床面直上から出土した須恵器邦身 (2)か ら、6世紀後半頃と

考えられる。

竪穴住居D20(第 377図、第 378図、図版 89a・ 90a・ 90d・ 96g)

D-1調査区の東半部ほぼ中央、A19d～ e9区で検出した。基本土層の第 13層 中に掘り方が

あるが、南半部は削平されいるため南側の平面プランをおさえることができなかった。A19d9区

とA19e9区の間に設けた土層断面の検討によって、竪水住居D18。 19、 土坑D1617と の

前後関係は明らかで、それらを切っている。また、柱穴の切り合い関係より竪穴住居D23、 掘
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立柱建物 D2・ 8に後出する。検出面の標高はT.P,1.21～ 1.27m、 床面の標高は 1.18～ 1.23mで、

北にやや傾斜し、床面までの深さ4cnを測る。北辺のほぼ中央にカマドDll14を 設けている。

平面形は方形を呈 し、規模は主軸方向約 4.7m、 直交方向約 5。4mで、主軸方位はN-12° 一W

である。柱掘方ピットD1220。 1422・ 1423・ 1538は 主柱穴で、平均柱間は主軸

方向が 2.13m、 直交方向が 2.38mで 、直交方向の柱間がやや長い。柱掘方の径は 0.45～ 0.6m、

平均 0.55m、 深さは0.6～ 0,7mで、平均 0,645m。

カマ ドDll14は 煙道部を含めた長さ0.82m、 幅 0,78mを 測る。土師器甕 (第 418図 9)を

倒立させ、支脚としている。なお、支脚として甕を据え置く際に、径 0。 21× 0.26m、 深さ7cmの

水を掘り込んでいる。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は ToP。 1.15m。

柱穴D1538か らH型式 4段階の須恵器邪蓋 (第 418図 7)、 床面よりⅡ型式 3段階の須恵

器邦蓋 (第 418図 8)が出土している (図版 96g)。

竪穴住居D20出 土遺物 (第 418図 6～ 9、 図版 192)

柱穴D1538か ら土師器片、須恵器邦身の小片とともにH型式 4段階の須恵器邦蓋 (7)、

床面直上よりH型式 3段階の須恵器郷蓋 (8)、 カマ ドDll14内 から土師器甕 (6)、 滑石製

臼玉 1点が出土している。 (8)は天丼部の一部に赤色顔料が認められる。土師器甕 (9)イよカマ

ドの支脚で、口径 10。 2cm、 器高 11.9cmを測る。底部はやや平底気味である。遺構の時期は、須

恵器邦蓋から6世紀後半～末頃と考えられる。

竪穴住居D21(第 381図、図版 83b)

D-1調 査区の中央やや南寄り、A19e9～ 10区で検出した。竪京住居D3・ 5に切られ、平

面プランをおさえることができなかった。検出面の標高は T.P.1.5mで 、D1421は 竪穴住居

D21の カマ ドと思われる。内部から土師器甕 (第 418図 10)、 滑石製臼玉 7点が出土 している。

カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T.P.1.45mを 測る。遺構の時期は遺構の切り合い関係から、5

世紀中頃以前と考えられる。

竪穴住居D22(第 350図、図版 83b)

D-1調 査区の中央やや南寄り、A19e9～ 10区で検出した。竪穴住居D3・ 5に切られ、平

面プランをおさえることができなかった。竪穴住居D21と重複するが、前後関係は不明である。

遺構の時期は遺構の切り合い関係から、5世紀中頃以前と考えられる。

竪穴住居D23(第 379図、第 380図、図版 92c・ 83a)

D-1調 査区の東端、A19e8～ 9区で検出した。竪水住居D20に切られ、土坑D1617、

掘立柱建物D8の柱掘方ピットD1901を 切っている。検出面の標高は T.P.1.16m、 床面の標

高は 1,02mで、床面までの深さ約 14cmを測る。】ヒ辺のほぼ中央にカマ ドD1484を 設けている。
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A19e8区 とA19d8区 の間に設けた土層断面上に煙道部の一部が遺存 している。床面からの須恵

器はH型式 3段階の須恵器郭身の小片が出土している。

平面形は隅丸方形を呈 し、規模は主軸方向 4.9m、 直交方向 4.6mで、主軸方位はN-14° 一W

である。柱掘方ピットD1224。 1583・ 1887・ 1989は 主柱穴で、平均柱間は主軸

方向が 2.06m、 直交方向が 2.20mで、直交方向の柱間がやや長い。柱掘方の径は0.46～ 0,64m、

平均 0.528m、 深さは0.45～ 0,75mで、平均 0.598m。

カマ ドD1484は 煙道部を含めた長さ 1.2m、 幅 0,7m以上を測る。土師器甕 (第 418図 12)

を倒立させ、支脚としている。カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T.P,0。 97m。 煙出しの標高 1.18m。

竪穴住居D23出 土遺物 (第 418図 11～ 14、 図版 191)

埋土中より須恵器無蓋高邦 (14)、 土aV器甕 (11)、 柱床D1583か らI型式 5段階の須恵

器邦身 (13)、 移動式カマ ド片、カマ ドD1484内 より土師器長胴甕もしくは甑が出土している。

土師器甕 (12)は カマ ドの支脚で、口径 11.4cm、 器高 12.lcmを 測る。遺構の時期は、床面直上

から出土した H型式 3段階の須恵器不身片から、6世紀後半頃と考えられる。

竪穴住居D25(第 383図、第 384図、図版 91)

D-1調査区の北半部やや東寄 り、A19c～ d9～ 10区で検出した竪穴住居で、壁溝D163

3を もつ。竪穴住居D10。 11・ 15、 清D1097に 切られる。検出面の標高は T,P。 1.38

～ 1,20m、 床面の標高は 1.1～ 1.2mで、東にやや傾斜 し、床面までの深 さは残 りの良いところ

で約 15cmを測る。北辺の中央にカマ ドD1598を 設けている。

平面形は方形を呈し、規模は主軸方向 5,25m、 直交方向 4.8m以上で、主軸方位はE-14° 一N

である。柱掘方ピットD1524・ 1955。 1993・ 1994は 主柱穴と考えられ、平均柱

間は主軸方向が 2.4m、 直交方向が 2.35mである。柱掘方の径は0.35～ 0。48m、 平均 0,398m、 深

さは 34～ 51cmで、平均 44.3cm。 柱痕跡は柱京D1955で 確認され、径 10cm。

カマ ドD1598は 長さ 1.3m、 幅 0。8mを波Iる 。土師器甕 (第 418図 21)を倒立させ、支脚

としている。なお、支脚として甕を据え置く際に、径 25× 28cm、 深さ9cmの水を掘り込んでいる。

カマ ド床面 (炭層下面)の標高は T,P.+1,05m。

竪穴住居D25出土遺物 (第 418図 15～ 21、 図版 191)

床面直上から須恵器邦身 (17)、 土師器甕 (15)、 床面直下から須恵器臨 (18)、 埋土中から5

世紀後半の須恵器邦蓋 (16)、 器台脚部片 (20)、 滑石製臼玉 2点、柱水 D1994か ら土師器

甑の底部片。カマ ドD1598内 から土師器長胴甕 (19)、 滑石製臼玉 2点が出土している。土

師器甕 (21)は カマ ドの支脚で、口径 13.2cm、 器高 16.3cmを 測る。出土 した須恵器は I型式 3

～ 4段階に相当することから、遺構の時期は 5世紀中～後半頃と考えられる。

竪穴住居D27(第 385図、図版 93a)
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D-2調 査区の西端中央、A19d～ e8区で検出した。竪穴住居D28に 切られ、土坑D74

0を切っている。検出面の標高は T.P,1.25m、 床面の標高は 1.17mで、床面までの深 さは残りの

良いところで約 8cmを測る。カマ ドは未検出である。

平面形は方形を呈し、規模は南北軸方向 6.5m、 直交方向 4m以上で、主軸方位はN-19° 一Eで

ある。柱掘方ピットD714・ 716は主柱穴と考えられ、柱間は南北軸方向が 3.Omである。柱

掘方の平面はほぼ円形を呈し、径は0.59～ 0.62m、 平均 0.605m、 深さは0,44～ 0.56mで 、平均 0.5m。

竪穴住居D27出 土遣物 (第 418図 22、 第 631図 20)

埋土中より、Ⅲ型式 2段階の須恵器邦身 (22)、 有孔円板 (第 631図 20)、 鉱滓、滑石製臼玉

1点が出上している。遺構の時期は、須恵器の型式から6世紀中頃と考えられる。

竪穴住居D28(第 385図、図版 93a)

D-2調 査区の西端中央、A19e8区で検出した。竪床住居D27・ 29を切っている。検出

面の標高は T.P.1.2m、 床面の標高は 1.08mで、床面までの深さは残りの良いところで約 0。 12m

を測る。カマ ド、主柱文は未検出である。

平面形は方形を呈し、規模は南北軸方向 6.Om、 直交方向 4m以上で、主軸方位は N… 26° 一E

である。埋土中より、須恵器、土師器の細片が出土したが、遺構の時期を特定できるものや図

化できるものはなかった。遺構の時期は遺構の切り合い関係から、6世紀中頃以後と考えられる。

竪穴住居D29(第 385図、図版 93a)

D-2調 査区の西端中央、A19e8区で検出した。竪水住居D28に 切 られ、上部は削平され

ている。検出面の標高は T.P。 1.lm、 床面の標高は 0,97mで、床面までの深さは残 りの良いとこ

ろで約 13cmを浪Iる 。カマ ド、主柱穴は未検出である。

平面形は方形を呈し、規模は南北軸方向約 5.Om、 直交方向 3,Om以上で、主軸方位はN-35° 一

Eである。埋土中より、須恵器、土師器の細片、馬の右上顎臼歯が出土しているが、遺構の時期

を特定できるものや図化できるものはなかった。遺構の時期は遺構の切り合い関係から、6世紀

中頃以前と考えられる。

カマ ド

カマ ドDl140(第 382図、図版 92f。 94b)

D-1調 査区の北東、A19d9区で検出した。竪水住居D15の約 4m東側に位置する。規模は

長軸1.Om以上×短軸0,7m以上で、主軸方位はW-3° ―Nである。床面 (炭層下面)の標高はT.P,1,15

mを預Iる 。支脚の有無については不明で、周辺から土師器長胴甕 (第 419図 18)、 滑石製臼玉 1

点が出土している。
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カマドD1427(第 367図、図版 93b)

D-1調査区、A19d10区 で検出した。竪穴住居D14の 約 0.lm南東側に位置する。規模は

長軸0.6m以上×短軸 0.3m以上で、主軸方位はN-3° 一Wである。床面 (炭層下面)の標高はT,P,1.38

～ 1,4mを測る。カマ ド内壁幅は約 0.27mと 小振り。甕 (第 419図 20)|よ 口径 15.8cmで、支脚

として使用されたものと考えられる。

カマドD1569(第 368図、図版 92d)

D-1調査区、A19d10区 で検出した。竪穴住居D14に 重複 しているが、前後関係は不明で

ある。柱床 D1344に 切 られる。規模は長軸 0.8m以上 ×短軸 0.65m以上で、主軸方位は

E-10° 一Nである。床面 (炭層下面)の標高は T.P.1.32mを測る。土師器の細片が出上したが、

遺構の時期を特定できるものや図化できるものはなかった。

掘立柱建物

北西居住域で検出した竪穴住居は 16棟で、5世紀のもの 5棟、6世紀のもの 6棟、時期不明 5

棟である。D-1調査区では掘立柱建物は 12棟、D-2調 査区では4棟検出している。

掘立柱建物Dl(第 386図、図版 93b・ 96b)

D-1調査区の A19c・ d10区。梁間 3間 (5,■ m)×桁行 3間 (6.19m)で、主軸はN-1.5° ―

W。 床面積は 31.60だ。検出面の標高は T.P。1.48mを測る。竪穴住居D12・ 14、 溝D132

5を切っている。柱穴D931・ 937・ 941・ 942・ 1001・ 1004・ 1006・ 1

018・ 1023・ 1289・ 1328。 1329。 1692・ 1810で 構成される。

桁行の柱間は西側柱列で北から2,7m。 1.6m・ 1.89m、 東側柱列は北から2.66m。 1,7m。 1.93m

である。梁間の柱問寸法は平均 1,70mで ある。なお、桁行の北側 1問分の寸法は広いため途中

に束柱 (D1289・ 1810)と 考えられる浅い柱水が設けられている。この柱穴を考慮する

と桁行は3.5間 となる。

柱掘方の平面形は円形、隅丸方形を呈 し、東柱を除くと、一辺 0.44～ 0.6mで、平均 0.52m、

深 さは0,37～ 0,74mで、平均 0.498mを 測る。柱痕跡は柱穴D931・ 937・ 942・ 10

06。 1018。 1329・ 1692で 確認され、径 0。 12～ 0.18mで 、平均約 0,15m。

掘立柱建物Dl出土遺物 (第 419図 1・ 2)

柱文D931か ら土師器甕 (1)、 Ⅲ型式 3段階の須恵器邪蓋 (2)・ 郭身片が出土している (図

版 96b)。 柱穴D1006か ら須恵器、製塩土器の小片が出土 している。これらの土器から、建

物廃絶の時期は 6世紀後半頃と考えられる。

掘立柱建物D2(第 387図、図版 94a)

D-1調査区の中央やや東寄り、A19e～ d9区で検出した。梁間 3間 (4.6m)× 桁行 4間 (6.41m)
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で、床面積は 29,43だ。主軸方位はN-85° 一Eで、検出面の標高は T.P.1.32m。 平均柱間は梁問

が 1.53m、 桁行で ■60mを 浪Jる 。柱穴D1049。 1056。 1062・ 1101・ 1106・

1107・ 1109。 1165・ 1349。 1699・ 1800。 1830。 1835・ 183

7で構成される。竪京住居D20に 切られ、竪京住居D16・ 19・ 18を切っている。

柱掘方の径は0.5～ 0,85mで、平均 0,69m、 深さは0,44～ 0.73mで、平均 0。 61m。 柱痕跡は柱

穴Dl101・ 1165・ 1349。 1699で 確認され、径は0,15～ 0,22mを測る。柱水Dl

062・ 1106・ 1349で は底に木片が確認され、柱材もしくは礎板の痕跡と考えられる。

また、柱穴Dl106,1349で は柱痕跡が柱穴底面に沈み込む様子が観察された。

掘立柱建物D2出土遺物 (第 419図 3～ 6)

柱穴Dl109か ら須恵器邦蓋 (4)。 イ身 (6)、 柱床Dl107か ら土師器甕片 (3)・ 韓式

系土器平底鉢 (5)が出土している。掘立柱建物D2の廃絶の時期はⅢ型式 3段階の須恵器邦蓋

(4)か ら6世紀後半頃と推定される。

掘立柱建物D3(第 388図、図版 94b)

D-1調査区の北東隅、A19c～ d8・ 9区で検出した。梁間 2間 (3.5m)× 桁行 2間 (3.65m)

の総柱建物で、主軸はN-0。 5° ―W。 検出面の標高は T.P,1。 10mを測る。床面積は 12,78ポ 。平

均柱間は梁間が 1.74m、 桁行が 1.81m。 柱穴Dl123・ 1126。 1129。 1132・ 11

36・ 1138・ 1155・ 1159・ 1371で 構成 される。掘立柱建物D4と重複するが、

前後関係は不明。

柱掘方の径は 35～ 73cm、 平均 60cm、 深さは 36～ 63cmで、平均 49cm。 柱痕跡は柱水Dll

2 3 。 1 1 2 6 。 1 1 2 9 。 1 1 3 2 ・ 1 1 3 6 ・ 1 1 3 8 ' 1 1 5 9 。 1 3 7 1で 稿驚言忍さ″と、

径は約 20cm。 また、柱水Dl123・ 1129・ 1132・ 1136。 1138。 1159・

1731で は柱痕跡が柱床底面に沈み込む様子が観察された。

掘立柱建物D3出土遺物 (第 419図 7～ 9)

柱床Dl155か らH型式 2段階の須恵器邦蓋 (7)、 柱穴Dl129の 掘方から5世紀後半

の須恵器郭身 (8)、 柱丈Dl132の 掘方からロクロ使用の須恵器系土器高邦 (赤焼き系土器)

のイ身片 (9)が出土 している。 (8)は混入と考えられ、建物廃絶の時期は邦蓋 (7)か ら6世

紀中頃と推定される。

掘立柱建物D4(第 389図、図版 94b)

D-1調 査区の北東隅、A19c～ d8～ 9区で検出した。掘立柱建物D3と重複するが、前後

関係は不明である。梁間 2間 (2.68m)×桁行 2間以上 (3.8m以上)の総柱建物で、東側は調査

区外に伸びる可能性。主軸方位はN-89° 一W。 検出面の標高は T.P.1.08mを 測る。床面積は

10。 18ポ以上。平均柱間は梁間が 1,34m、 桁行が 1,90m。 柱京Dl125。 1128・ 1131・
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l134・ 1419。 1496・ 1499・ 1596。 1956で 構成される。

柱掘方の径は 0。 25～ 0.53m、 平均 0.41cm、 深 さは 0。 29～ 0.59mで、平均 0,389m。 柱痕跡は

柱文D1596で 確認され、径 0.lm。 各柱穴から出土 した土器は、いずれも細片で図化するこ

とが出来ない。このため所属時期については明確に判定できないが、5～ 6世紀と考えられる。

掘立柱建物D5(第 390図、図版 83b)

D-1調査区の中央、A19d～ e10区で検出した。梁問 3間 (4.06m)×桁行 3問 (4.95m)で、

床面積は20.07∬。主軸方位はN-90° 一Wで、検出面の標高はT,P,1.48m。 平均柱間は梁間が 1.35m、

桁行で ■65mを 測る。柱文D995,1040。 1045。 1053・ 1067・ 1068・

1069。 1071・ 1335。 1343・ 1411・ 1514で 構成される。柱床D995に

柱材が残る。柱材の樹種はヒノキ (芯持ち材)で、径 15.4cm、 残存長は 43.4cmである。

柱掘方の径は 0。4～ 0,7m、 平均 0.57m、 深さは0.24～ 0,67mで、平均 0.434m。 南東隅の柱水

D1067は 竪床住居D3の主柱寮ピットD1658を 切っている。

掘立柱建物D5出土遺物 (第 419図 10)

柱穴D1514か ら出土 した土師器甕の口縁部片 (10)以外は、細片のため図化できない。

このため所属時期については明確に判定できないが、5～ 6世紀と考えられる。

掘立柱建物D6(第 391図 )

D-1調査区の南束隅、A19e～ f9区で検出した。掘立柱建物D7・ 8、 竪穴住居D8を切っ

ている。梁間 3間 (4。 61m)× 桁行 3間 (5.31m)で、床面積は 24.48∬。主軸方位はN-5.5° 一

Eで、検出面の標高は T,P,1.25mを測る。平均柱問は梁間が 1.54m、 桁行で 1.77mを測る。柱鬼

Dl185。 1186。 1199。 1205。 1554・ 1555。 1557。 1578。 18

98・ 1915・ 1917。 1927で 構成される。

柱掘方の径は0.39～ 0,7m、 平均 0.57m、 深さは 0。 29～ 0.59mで、平均 0,41m。 柱痕跡は柱京

D1927で 確認され、径 0.16m。 柱穴D1205・ 1557。 1578で 柱材が残存していた。

柱穴D1205の 柱材 (ヒ ノキで、二方正状)は径 13cm、 残存長 33.lcm。 柱穴D1557の 柱

材は残存不良。柱穴D1578の 柱材は径 10cm、 残存長 35cm。 なお、柱穴Dl199か らは礎

板 (ヒ ノキ、板日、みかん割 。削出)を検出している。

掘立柱建物D6出土遺物 (第 419図 ll)

柱穴D1917か ら出土 した土師器高郭脚部片 (11)以外は、細片のため図化できない。こ

のため所属時期については明確に判定できないが、5～ 6世紀と考えられる。

掘立柱建物D7(第 392図 )

D-1調査区の南東隅、A19e～ f8～ 9区で検出した。掘立柱建物D6に切られている。梁間

-164-



第3節 古壊時代中期～後期の遺構と遺物

2間 (3.39m)× 桁行 2問 (3.50m)の 総柱建物で、東側は調査区外に伸びる可能性もある。主軸

方位はN-13° 一Wで、検出面の標高は T,P.1,24mを 測る。床面積は 11.87∬ 。柱文Dl192・

1194・ 1204・ 1207・ 1253・ 1550。 1848・ 1849・ 1875で 構成 さ

れる。

柱掘方の径は 0。 24～ 0.58m、 平均 0.39m、 深 さは0.3～ 0.61mで、平均 0.415m。 柱痕跡は柱

宍Dl192・ 1253で 確認されている。

掘立柱建物D7出土遺物 (第 419図 14)

柱穴Dl194か ら出土 した 5世紀後半と考えられる須恵器高邦の脚部片 (14)以外は細片

のため図化できない。

掘立柱建物D8(第 393図、図版 97d)

D-1調査区の西端、掘立柱建物D7の約 lm北側、A19e8～ 9区で検出した。柱束D188

0は掘立柱建物D6の柱掘方柱穴D1205、 柱床D1832は 竪穴住居D20の主柱床柱文 D

1538、 柱穴D1901・ 18941ま竪穴(主居D23のこと柱穴D1887・ 1224に 切られる。

梁間 3間 (4.78m)× 桁行 3間 (6.30m)で、床面積は 30.Hポ 。主軸方位はN-74° ―Eで、

検出面の標高は T,P.1.21m。 平均柱間は梁間が 1.59m、 桁行で 2.10mを測る。柱京D1212・

1216・ 1446・ 1542・ 1545。 1832・ 1880。 1885。 1891・ 189

4・ 1900・ 1901・ 1974で 構成される。

柱掘方の径は0,33～ 0。 83m、 平均 0.549m、 深さは0,34～ 0,59mで 、平均 0。 44m。 柱痕跡はD

1894で 確認されている。2つの柱水で礎板が検出された。柱穴D1891で は3個の板材 (図

版 97d)、 柱文D1901で は 2個の板材を礎板として利用していた。

なお、柱床D1542・ 1216に ついは束柱もしくは間仕切りとしての機能を考えている。

あるいは、西側に一間分拡張する以前の西側梁間部分に相当する可能性も考えられる。

掘立柱建物D8出土遺物 (第 419図 12・ 13)

柱穴D1891か ら土師器鉢 (12)、 柱穴D1545か ら製塩土器 (13)以外は細片のため図

化できない。時期は5世紀後半頃と考えられる。

掘立柱建物D9(第 394図、図版 95a)

D-2調査区の北西、A19d～ e7～ 8区で検出した。梁間 2問 (3.03m)× 桁行 2間 (4.03m)

で、床面積は 12.19∬ 。主軸方位はN-42° 一Wで、検出面の標高は T,P,1.23m。 平均柱間は梁間

が 1.51m、 桁イ子で 2.02mを 測る。柱宍D549・ 552・ 568・ 583・ 585。 654・ 6

55。 657で構成 される。

柱掘方の平面はほぼ円形を呈 し、一辺 0.3～ 0.65m、 平均 0.42m、 深 さは 0.2～ 0.43mで、平

均 0,31m。 柱穴の切り合い関係から、掘立柱建物D9は掘立柱建物D10よ り後出する。
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