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招提中町遺跡の所在する枚方市は、大阪府東北部に位置する中核都市で、淀川

の水運を利用して、古くから京阪間の要衝として発展してきました。

招提中町遺跡は、交野ヶ原と呼ばれた枚方台地の中央を流れる穂谷川下流の右

岸に位置しています。このたびの府営枚方牧野東住宅建て替え工事に伴い、初めて

本格的な発掘調査が実施されることとなりました。

今回の発掘調査では、弥生時代から中世にかかる遺構、遺物が数多く見つかりま

した。なかでも弥生時代の成果としては、前期から中期にかけての人 の々住居の跡が

見つかっただけでなく、中期前半の方形周溝墓が30基も見つかり、ここに暮らした有

力者達の墓地が営まれていたことがわかりました。これまで知られていなかった弥生

時代のムラの跡が姿を現してきました。北河内の弥生時代を復元する上で重要な資

料を提供することとなりました。

最後に、調査に際してご協力、ご指導いただきました関係各位に深く感謝するととも

に、今後とも文化財保護行政に関して一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

大阪府教育委員会

文化財保護課長 河ヽ林 栄

平成14年 3月



例 言

1.本書は、府営枚方牧野東住宅建て替え工事に伴い実施した、枚方市東牧野町に所在する招提中町

遺跡の発掘調査報告書である。

2.本調査は、大阪府建築都市部住宅整備課から依頼を受け、大阪府教育委員会が実施した。平成10,

11年度は、文化財保護課調査第二係技師山上弘を担当者として現地調査を実施し、資料係技師井西

貴子を担当者として遺物整理を調査と併行して実施した。平成12・ 13年度は、調査第一グループ技

師山上及び調査管理グループ技師小浜成を担当者として本報告書刊行までの整理作業を行なった。

3.本調査の写真測量は、平成10年度国際航業株式会社、平成11年度株式会社パスコに委託した。

なお撮影フイルムについては各社において保管している。

4.本調査で出上した石器、石材および玉片の非破壊分析を遺物分析研究所、赤色顔料の分析を川崎

地質株式会社に委託した。

5。 本書に掲載した石器実測図の一部を株式会社アルカに委託した。

6。 本書に掲載した遺物写真の撮影を有限会社阿南写真工房に委託した。

7.調査に際しては、大阪府建築都市部、枚方市教育委員会、(財)枚方市文化財研究調査会、地元

自治会をはじめ、下記の諸氏にご指導、ご助言をいただいた。ここに厚く感謝する次第である。

平川清式 大竹弘之 西田敏秀 濱田延充 宇治原靖泰 大庭重信 森岡秀人 喜谷美宣

奥田 尚 〔順不同、敬称略〕

8,本書に用いた標高はすべてT.P。 (東京湾標準潮位)に よる。また座標は国土座標を使用し、挿図中に

示す方位は座標北である。

9.調査・遺物整理・報告書作成に要した経費は、全額を大阪府建築都市部が負担した。

10。 本書の執筆・編集は山上が行ない、古墳時代前期の遺物については調査管理グループ技師山田隆

―が執筆した。
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調査に至る経緯

府営枚方牧野東住宅が所在する枚方市東牧野町は、招提中町遺跡の東南に一角を占めている。

本府建築都市部住宅整備課では、老朽化した府営住宅を耐火構造の建物に建て替えを推進してい

るところであり、府営枚方牧野東住宅においても木造住宅及び簡易耐火住宅の建て替え工事が実

施されることとなった。

当該地は、招提中町遺跡として周知されているため、平成 7年度から本府教育委員会事務局文

化財保護課は、建築部住宅建設課 (当 時)と 建て替え工事に先立つ発掘調査の実施について協議

を行なってきた。招提中町遺跡は、既往の調査例が少ないため、府営住宅建て替え予定地の遺構・

遺物の有無、及び調査深度の確認を目的として、建築部長から依頼を受け、試掘調査を実施する

こととなった。

試掘調査は、文化財保護課調査第二係主査松村隆文 (当 時・故人)を担当として平成 8年 3月

に行なった。牧野東住宅の敷地は、約88,000♂ の範囲に及ぶため、数期にわたる建て替え工事の

工程が計画されている。その計画の第 1期建替え工事予定地は住宅用地の南東部の約18,000♂が

対象である。調査は一辺 2mの試掘坑を6ケ 所設定し、 4ケ所の試掘坑から遺物包含層が、また

包含層が認められなかった2ヶ所の試掘坑から遺構を検出した。包含層 。遺構は、弥生時代中期、

奈良時代、鎌倉 。室町時代の各時代にわたるものであると判明した。この調査成果を踏まえ、工

事の実施にあたっては、発掘調査について文化財保護課と事前に協議することを建築部長あてに

回容した。

住宅建設課は、仮設道路整備、予定地の仮囲い、住宅の撤去工事を平成 8年度に行なう予定で

あったが、地元調整の遅れから、平成 9年度中に着手し平成10年 4月 に完了予定となった。これ

に基づき、平成10年 4月 に建築都市部長から教育委員会教育長あて埋蔵文化財調査の実施につい

て依頼があった。

現地調査は、平成10年 8月 7日 に着手し平成12年 3月 24日 に終了した。

出土遺物の整理は、建築都市部長の依頼により平成12・ 13年度招提中町遺跡出土遺物整理事業

として文化財調査事務所において行なった。

調査の方法

調査の範囲は、府営住宅第 1期建て替え工事予定地約15,000♂ を全面発掘することとなった。

2年度にまたがる期間と掘削土を場外へ搬出しないこと、道路 。ガス・水道・下水道切り替え工



図1 府営枚方牧野束住宅と調査地の位置



事等の理由により、全体を8地区の調査区に分割して調査を行なった。

掘削は、府営住宅建設時に持ち込まれた盛土及び旧耕土を重機により除去し、それ以下を人力

で行なった。包含層掘削及び遺構検出後、航空写真測量で遺構面の図化を行ない、調査終了後掘

削土を流用して重機で埋め戻した。

調査区の設定については、年度ごとに調査番号と調査区名を与えた。調査番号は、本府教育委

員会文化財保護課が行なう発掘調査すべてに年度を通じて与えられる。府営住宅建て替えに伴う

招提中町遺跡の発掘調査は、平成10年度-98027・ 平成H年度-99001で あり、本調査

及び整理作業すべてに用いている。調査区は年度内の着手の早いものから順に98-1調 査区・

98-2調 査区と与えた。平成10年度は3ケ 所の調査区で98-l調 査区～98-3調 査区、平

成H年度は5ケ所の調査区で99-1調 査区～99-5調 査区とした。

各調査区内では、本府教育委員会で共通した地区割りを用いて地区名を表示しており、遺構の

所在、遺物の取り上げ等に用い、本報告の記述でも使用している。地区割りの基準は以下のとお

りである。

地区割りの基準線は国土座標軸 (第 Ⅳ座標系)を使用し、大から小へ 6段階に区分することが

可能である。今回の調査では、第 I区画から第Ⅳ区画までを用いて表示した。

第 I区画は、大阪府が独自に設定した 1万分の 1地形図の地区割 りを用い、区画の最南端を起

点とし、南北軸をA～ O、 東西軸を0～ 8で表示する。

第Ⅱ区画は、第 I区画を縦横各 4分割の16分割にし、2,500分の 1地形図 1枚の大きさとなる。

区画の表示は南西端を 1と し東へ進み北東端が16と なる。

第Ⅲ区画は、第Ⅱ区画内をloom単位で区画する。南北15、 東西20の区画になる。表示方法は

この区画からラインについて与えられ、北東端を基点に、南北をA～ O、 東西を 1～ 20と し、区

画名はラインの北東交点名 (ex,Al)を 使う。

第Ⅳ区画は、第Ⅲ区画内をlom単位で区画する。南北、東西各10区画となる。表示方法は第Ⅲ

区画と同様である。北東端を基点に南北をa～ j、 東西を1～ loで表す。

遺構番号は、遺構個々に対 して 1か ら順に番号を付した。複数のピットで構成される建物、土

坑・溝・ピット等で構成される竪穴住居跡には個々に遺構番号を与えた上で、○○号掘立柱建物

跡、○○号竪穴住居跡と名称を与えている。また、方形周溝墓については、複数の遺構で構成さ

れたり、他の方形周溝墓と溝を共有したりすることがあるため、本来墳丘が築かれたと推定でき

るものについて○○号方形周溝墓と名称を与えた。

例えば、遺構番号2015は 、平成11年度 (99001)99-1調 査区のK7-6-D13-h9

で検出した遺構である。このように第Ⅳ区画まで表示しておけば、10m四方の区画内で遺構を認

識することができる。
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周辺の環境

1.地理的環境

招提中町 (し よだいなかまち)遺跡は、大阪府枚方市東牧野町・招

提中町・招提平野町に所在する弥生時代から中世にかけての複合遺跡

である。

枚方市は、大阪府東北部に位置する北河内地域の中核都市で、北は

淀川を境に高槻市・三島郡島本町と、東は京都府八幡市・京田辺市と、

南は交野市・奈良県生駒市と、西は寝屋川市と接している。市内を流

れる河川は、北から船橋川・穂谷川・天野川が主たる川で、いずれも

北流して淀川に合流する。河川の長さは短く急傾斜で、日頃は渇れ川

の様相を示しているが、大雨時には、一度に多量の水を押し流し、洪

水を引き起こすこともある。

地形的には、山地・丘陵・台地・低地の 4つ に大きく区分される。

山地地形は、南の東大阪市に主峰を置 く生駒山地の北縁が枚方市に達する。

この山地によって隆起 した大阪層群を主体とする丘陵地形があり、穂谷川以北を男山丘陵、天

野川下流西方を枚方丘陵と呼称する。

この両丘陵の間に台地があり、高位 。中位・低位の段丘面から構成されている。高位段丘は長

尾面と呼ばれ、風化が進み赤土化を強 く受けている。標高30m～70mを測る。中位段丘は枚方面

と呼ばれ穂谷川と天野川 。津田川に挟まれた台地面で、標高30m前後である。土壌の風化は弱 く、

褐色化 している程度である。招提中町遺跡は穂谷川右岸の中位段丘上に立地する。低位段丘はほ

とんど見られない。

低地は、天野川以北で淀川左岸及び淀川の支流である船橋川・穂谷川・天野川の両岸に並行 し

て小規模に見られる。一方天野川以南では、寝屋川市・門真市 。守国市 。四條畷市 。大東市にか

けての広範囲に広が り、淀川の堆積作用によって形成された沖積地である。

2.歴史的環境

旧石器時代 枚方市域では、山地の山麓部と丘陵・台地の縁辺部から石器が出土することが多

い。しかし旧石器時代の堆積層である洪積層からの石器の出土は、市内では楠葉東遺跡と藤阪宮

山遺跡の 2例 に限られる。楠葉東遺跡からはナイフ型石器、翼状剥片、石核等800点 の資料が出

上し、藤阪宮山遺跡では100点以上の資料が2ヶ 所に集中して見つかり、付近では楕円形の焼土

が検出されている。後の時代の包含層や採取品を含めるとloヶ 所以上の地点から旧石器時代の資

図4 枚方市の位置
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2歴 史的環境

料が見つか り、今後の調査による資料の検出例が増加することが待たれる。招提中町遺跡におい

てもナイフ形石器等 5点の旧石器が出土 している。

縄紋時代 縄紋時代の遺跡の検出例は、枚方市内では穂谷川流域に限られる。穂谷遺跡は、交

野市の神宮寺遺跡と同じ早期の押型文土器が出土 し、前期の爪形文土器も出土 している。前期の

遺跡と称される津田三ツ池遺跡は石器が採取されたのみで詳細は不明である。交北城ノ山遺跡で

は晩期の埋甕等遺構に伴う資料が多数出土 し、石鏃・石棒や黒曜石も出土する後・晩期の遺跡で

ある。招提中町遺跡でも縄紋時代と推測させる土器片が 2点出土 している。

弥生時代 枚方市域における弥生時代集落の始まりは、招提中町遺跡からである。前期後半の

土器が遺構に伴い出土 し、包含層に含まれた同時期の資料数も多いことから前期後半にはこの地

で生活を始めていたことがわかる。これ以外の前期資料は、淀川河床の磯島先遺跡から土器片が

採取されているのみである。中期前半には、招提中町遺跡の南約600mの穂谷川対岸に交北城ノ

山遺跡が成立する。穂谷川を挟んで大きな弥生集落が対峙することとなる。招提中町遺跡では竪

穴住居跡 2棟、方形周溝墓30基、交北城ノ山遺跡では竪穴住居跡 9棟、方形周溝墓42基が見つか

っているが、両遣跡ともに中期中頃をもって断絶 し、中期後半には続かない。両遺跡から穂谷川

を上流に 2 km遡 った丘陵上で、中期後半に田口山遺跡が成立する。隣接する長尾谷町遺跡も同じ

集落跡と考えられ、後期まで存続する。周辺の丘陵には後期後半に成立する長尾西遺跡、藤阪東

遺跡、出屋敷遺跡、ごんぼう山遺跡等がある。

穂谷川流域以外では、楠葉野田西遺跡で中期の方形周溝墓 6基、星丘西遺跡でも方形周溝墓群

が検出されている。集落としては、中期中頃に始まる星丘西遺跡や藤田山遺跡で、多数の竪穴住

居跡と伴にV字溝が検出された。村野西遺跡においても多数の竪穴住居跡が検出された。また後

期に始まる遺跡として、鷹琢山遺跡、山之上天堂遺跡、渚遺跡等がある。鷹塚山遺跡では、分銅形

土製品、異形土器 (皮袋形土製品)、 傍製重圏文鏡が出土 し、山之上天堂遺跡では、六角形の竪

穴住居跡が検出されている。多角形住居跡は、藤阪東遺跡、星丘西遺跡でも検出例がある。

古墳時代 市内の古墳は、前期に万年寺山古墳、藤田山古墳が天野川流域に築造され、いずれ

の古墳の内部主体は粘土彬【である。万年寺山古墳は、淀川を望む枚方丘陵の突端部に立地 し、 8

面の鏡が出土 した。内 6面は三角縁神獣鏡、 1面 は三角縁竜虎鏡であり、他の 1面 は平縁の獣帯

鏡である。藤田山古墳から粘土帯【が 3基見つか り、その内 1つの粘土移卜からに画文帯神獣鏡 1面、

銅鏃、鉄藝、鉄斧、鏃形石製品が出土 した。中期には、天野川右岸に禁野車塚古墳が前方部を西

に向け築造されている。全長HOmを 測る。穂谷川左岸に全長107.5mを 測る牧野車塚古墳が前方

部を東に向け築造されている。周辺の調査では二重にめぐる空濠が検出され、出土 した円筒埴輪

64牧野車塚古墳群

ク1中 寺遺跡

78枚 方I‐ 跡

85禁屋本町i色 跡

92倉 治遺跡

99藤 旧山遺跡

106藤 H町 遺跡

n3ごんぼう山遺跡

65渚 遺跡

72人塚西遺 Fll

フ941東遺跡

86中宮尼寺 FI,こ 跡

98神 宮寺遺跡

100藤 田土井子と,選 跡

107滞 円西遺跡

W4藤 阪束遺跡

66御 殿山追跡

73人塚造跡

80枚 方 に之‖」遺跡

S7中宮 池の宮古墳辞

94右 池選跡

IOl ttJL廃 寺

1081・ IIエ ンサキ遺跡

H6招提北代遺跡

67渚 束遺跡

94淀 川河床遺跡 (その3)

Sl・t宮遺跡

88星 丘遺跡

95焼 垣内遺跡

102中 族ドウネンボウ遺跡

109津 日に ツ池遣跡
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から5世紀前半の前方後円墳 と考えられる。横穴式石室を主体部 とする後期古墳は数が少なく、

すでに消滅した 6世紀前半の白雉塚古墳等をあげるにとどまる。招提中町遺跡近 くの宇山 1号墳は、

6世紀後半の横穴式木室を主体とする後期古墳で、須恵器、土師器の他に銀象嵌鍔付太刀、鐙、

鉄鏃、刀子が出土 した。

古墳時代の集落は、前期から始まる招提中町遺跡、津田 トッパナ遺跡、藤阪南遺跡、田口中島

遺跡、藤田土井山遺跡等がある。藤田土井山遺跡では、前期の竪穴住居跡が 8棟見つか り、住居

内から皮袋形土器が出土 している。藤阪南遺跡は、穂谷川の旧河道右岸の自然堤防と氾濫原に営

まれ、前期の集落が洪水で廃絶 した後、後期に再び集落が営まれている。また弥生時代後期に始

まる茄子作遺跡は古墳時代中期まで続 き、多数の韓式系土器が出土 したことで注目される。後期

には、九頭神遺跡、星丘遺跡、藤田町遺跡等から掘立柱建物が検出されている。

歴史時代 律令制下の枚方市域は、河内国交野郡、茨田郡に編成された。倭名類衆抄によれば、

交野郡には三宅 。田宮・園田・岡本・山田・葛葉の 6郷、茨田君卜には、幡多 。佐太・三井・池田・

友田 。伊香 。大窪・高瀬の 8郷が知られる。招提中町遺跡が所在する東牧野町は交野郡に当るが

郷名は判明していない。平城京を基点にした古代官道は、山陽道と南海道が木津川を北進し、人幡、

楠葉周辺で南転 して山陽道は楠葉周辺で淀川を渡る。これに対 して南海道は、生駒山西麓を北河

内から南河内へと南下する。

生産遺跡として、飛鳥時代の瓦を焼いた楠葉・平野山瓦窯跡がある。素弁八葉蓮華紋軒丸瓦は

四天王寺に供給されたことが判明している。楠葉瓦窯跡では西山廃寺の軒九・軒平瓦が、粟倉瓦

窯跡では鎌倉時代の瓦が焼かれている。須恵器生産は、楠葉・平野山瓦窯跡で、瓦と兼業で焼成

されたのに始まる。山田池や藤阪地区で窯跡が検出され、 7世紀前半に枚方窯跡群として成立した。

淀川対岸の千里古窯跡群の終息に呼応 して枚方窯跡群が成立 したと考えることができる。

飛鳥時代創建にかかる古代寺院は知られていないが、白鳳期に西山廃寺 。九頭神廃寺、奈良時

代に中山観音寺跡、百済寺跡が創建された。百済寺跡は特別史跡に指定され、奈良時代後半から

平安時代初期に活躍 した百済王氏の氏寺で、 2塔 1金堂の伽藍配置が半J明 している。

集落跡 としては、飛鳥時代の竪穴住居跡が楠葉野田西遺跡 。九頭神遺跡・招提中町遺跡・藤阪

遺跡で検出されている。奈良時代では、楠葉野田西遺跡・船橋遺跡・アゼクラ遺跡・禁野本町遺

跡等があり、船橋遺跡で南北に整然と配置された建物群や石帯・墨書土器が検出され、官衛に関

連する遺跡と考えられる。平安時代は、枚方市と交野市の大部分は交野ケ原と呼ばれる貴族の猟

遊地として禁野にされた。招提中町遺跡・交北城ノ山遺跡・禁野本町遺跡等で掘立柱建物跡が検

出され、施釉陶器類も出土 している。また楠葉東遺跡は黒色土器・瓦器を生産 し、楠葉野田遺跡

での瓦器生産に継続する。中世集落は交北城ノ山遺跡や津田 トッパナ遺跡で居館跡、藤田町遺跡

で建物群が検出され、市内各所に遺跡分布が広がる。

近世、大阪京都間の京街道に、枚方宿が設置され、調査により江戸時代の宿場町の様子が復元

されつつある。
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調査の成果

Ｎ

２‐２ｍ
一

1.基本層序

府営住宅建設以前の当該地の様子は、昭和20年代の航空写真から見れば、水田として利用され

ていたことが看取される(PLl)。 調査着手直前までは、木造住宅、簡易耐火住宅が建ち並び、

その間を道路が縫つていた。調査地は、北端の標高約21m、 南端の標高約20mを 示す。200mあ

まり離れたこの 2点の比高は lmを測 り、北から南に向かって僅かに傾斜する平坦な土地である。

調査区の南側100mに穂谷川が西北流し、天丼川を形成している。

調査にあたり、堆積層の観察は各調査区の断面で行なった。南北方向では、98-1・ 99-

4。 1,2調査区西側の壁面で、東西方向では、98-1・ 2調査区南側の壁面で断面図を作成

した。いずれの断面図も長大になるため、堆積層の変化が読み取れる部位を柱状図にして南北方

向に並べ下図に示した。

調査区全簿を通じて、府営住宅建設時に運び込まれた盛土 (整地土)が認められるが、部分的

には建物解体時に削平を受け旧地表面が現れている部分もある。現地表の標高は前述したとおり

北から南に向かって緩やかに傾斜し低 くなる。以下、基本的な層序について詳述する。

202m

99i4(中 央)

I盛土

2旧耕土(秦 IF,
3灰黄褐色砂質土(第 Ⅱ層)(10YR6/2)
4暗灰黄色砂賓土(第 ■庸)(25V572〉

sにぷい黄●糧質土(第 1層 )(2う Y6/41

6黄褐色土(第 狙層)(IOn/8)
7明費褐色粘質土(第 エー瑶)(25Y6/61

;宕翻 毛饂 ・
1→ ―

10にぶい黄褐色粘質主(第 Ⅳ層)(10H/4)
11オリー7tS色粘質土(25Y4/4)

図6 基本層序



第 I層 (図 6-2)調 査区全体で、盛上下に観察され、部分的には地表面に現れている。府営

住宅建設以前の耕作土と考えられ、層厚20cm前後を測る。

第 Ⅱ層 (図 6-3。 4・ 5)98-1調 査区では灰黄褐色砂質上、 99-4・ 1調査区では暗灰黄

色砂質土、 99-2調 査区ではにぶい黄色粘質土と、調査区によって変化するが、耕作土に伴 う

床土と考えられる。近世以前の遺物をわずかに包含する。

第Ⅲ層 (図 6-6,7・ 8)第 Ⅱ層同様調査区のほぼ全体で検出される。 98-1調 査区では地

山直上で検出され、 99-4・ 2調査区では第Ⅳ層の上位に堆積 して検出される。中世以前の遺

物を包含する。

第Ⅳ層 (図 6-9。 10)99-4・ 1調査区および99-2調 査区で検出される褐色粘質土で、

平安時代以前の遺物を包含する。

調査地の堆積を知る上での基本層は上述のとおり、地山である洪積層の上に、古代・中世の包

含層が堆積 し、その上位に旧水田が作 られていたことがわかる。北から南に標高を低減させる地

形であるが、調査地中央部に南西から北東に開析された浅い谷が存在する。開析谷には古代の包

含層が残存 している。また、 99-1調 査区の南側に設定 した 99-2調 査区では、北側 と比べ

て地山が1,lm低 く検出され、両調査区の間に穂谷川が形成 した段丘崖が存在する。

2.検出遺構の概要

招提中町遺跡では、これまで枚方市教育委員会・枚方市文化財調査研究会の手によって50次余

りの発掘調査が実施されてきた。今回の調査地の100m東側に位置する平野小学校の建設にかか

る調査では、弥生時代末から古墳時代初頭の竪穴住居跡 5棟、奈良時代の墨書土器、線刻土器、

平安時代の掘立柱建物跡、鋳造関連遺構・遺物が出上している。また、99-3調 査区の東に隣

接する民間マンション用地では、建設に先立ち発掘調査が96年度に実施され、弥生時代の方形周

溝墓 1基、土器棺、飛鳥時代の竪穴住居跡 2棟、奈良～平安時代の掘立柱建物跡 4棟が検出され、

飛′島時代の竪穴住居跡からは円面硯の破片が出土している。

今回の調査で検出した遺構の時期は、弥生時代から近世までの各時代にわたる。弥生時代前期

後半に始まる集落域は、調査地の中央部 (99-1区 )で検出し、調査区外の西側に拡がる。ま

た中期前半に始まる方形周溝墓を30基検出した。調査地の北東部では列状を成し、南部では単独

で存在するものが多い。集落、墓域ともに中期中葉以降に継続しない。

古墳時代初頭から前半にかけての竪穴住居跡を13基検出した。調査区全域で検出し、北東部で

数基が集中する以外は散在 している。また、この時期に至っても弥生時代中期の方形周溝墓の周

溝には完全に埋没していないものが多数残 り、住居から廃棄されたと考えられる土器が、住居跡

に近い周溝の上層や中層から多数出上した。

古墳時代中期は、僅かにピットを数基検出しただけで、遺物の出土量も極めて少なかった。こ
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の時期から古墳時代後期にかけては、本遺跡では空白に近い時期である。

歴史時代以降については、 7世紀中葉の竪穴住居跡を4基検出したことから、飛鳥時代から再

度集落が形成されはじめたことがわかる。竪穴住居跡は調査地中央部以南に散在 し、土器等が多

量に出土する遺構は99-1・ 3調査区の南端に集中する。

奈良時代の遺構・遺物はほとんど出上 しなかった。平安時代に入ると、掘立柱建物跡、区画溝

等が検出され、調査区の東に位置する平野小学校で検出された同時期の掘立柱建物跡群と併せて

この時代の遺構が広範囲に拡がつているものと考えられる。

中世の遺構は、これまでの周辺の調査では検出されていなかった。今回の調査地では、掘立柱

建物跡、土坑墓等を検出し、集落域の一端であったことが判明した。

中世以降の遺構はほとんど検出できず、少数の溝が調査地を縦横断していたのみであり、耕地

化 していったものと考えられる。

検出された遺構は、弥生時代以降のものであり、出土遺物についても、後述の調査成果のなか

で順次報告する。弥生時代以前の遺物 として、 5点の旧石器が、包含層および後世の各時期の遺

構から出土 した (図 8)。

1は SK4011か ら出土 したナイフ型石器である。横長剥片を素材 とし、長さ27.4mm・ 幅

12.4mm・ 厚さ4.5mmを 測る。 2は 99-4調

査区第Ⅳ層 (包含層)か ら出土 した瀬戸内技

法のナイフ型石器である。長さ42.Omm。 幅

18.lmm。 厚さ6.6mmを 測る。 3は 18号方形周

溝墓から出土 した縦長剥片素材のナイフ型石

器である。長 さ30,9mm。 幅 14,9mm・ 厚 さ

5。 7mmを測る。 4は SK3017か ら出土 し

た縦長剥片素材のナイフ型石器である。長さ

35,8mm・ 幅16.7mm・ 厚さ8.lmmを 沢1る 。 5は

20号方形周溝墓から出土 した横長剥片素材の

削器である。長さ66.lmm。 幅39,7mm・ 厚 さ

9,9mmを 測る。石器の素材はすべてサヌカイ

トである。

ハ

熱

0                                        10cm

図8 包含層等出土遺物 ]
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3.弥生時代の遺構と遺物

今回の調査地で、検出した弥生時代の遺構は、前期後半から始まり、中期前半に盛期を迎えた

後、中期中葉にはほとんど消滅し、中期後半以降には継続せず途絶する。前期にかかる遺構は、

ピット、土坑、溝であり、集落の一端を構成するものと考えられる。 I期末の壷 `鉢 。甕、流紋

岩製の石庖丁・太型蛤刃石斧未製品 。石鏃等が出土し、この時期からの安定した定住を知ること

ができる。

中期前半には2棟以上の竪穴住居跡、多数のピット、土坑等集落域の遺構と30基の方形周溝墓

が検出され、前期末に定着した集落の大規模な発展を墓域からうかがい知ることができる。ピッ

と糟席暴兵写!:揆格む景寒:写争二残

'酷

曇冦尋懲桑1淋

/

かかる。中期の遺物は、多数の上器 。石器とともに、太

型蛤刃石斧・石鏃の未製品、素材、剥片等も出土し、石

器製作を行なっていたことを示す資料が含まれている。

Ⅱ期の土器がほとんどを占め、皿期の土器は激減し、そ

れ以降の上器は出上しておらず、集落は移住等の理由に

より途絶えたと考えられる状況である。

■弥生時代前期 この時期の遺構は、南北方向でX=―

129。 300km～ -129.400kmの 間約100m、 東西方向ではY=―

29.230に mか ら西側の範囲で検出される (図 H)。 前期の

土器が単独で出上した遺構を赤色で示している。

S K3159(図 9。 H・ PL7) 99-1調 査区、K7-6-

D13-e6で検出した土坑である。平面形は長楕円形である

が西側が撹乱で破壊され、全体の形状は不明である。短

軸約0.8mを 測るが西偵1で少 し拡が り1.Omを 測る。長

O                               ZUCm

図10 SK3519,3526出 土遺物

0                                 1m

図9 SK3519遺物出土状況・断面図

1灰黄褐色土 (10YR4/2)

20cm
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3弥と時代の遺構と遺物

軸は現状で最大約 1.5m、 深さ約0.2mを 測 り、断面の形状はU字状を呈する。検出面の標高は

20.45mで ある。遺構の埋土は、灰黄褐色上の単層である。土坑の東側から土器が 2点出上 した。

壼底部の下に甕の口縁部が入 り込み、甕に載せられた壷が倒れ、土圧で破砕 した状況を示すかの

ようである。

出土遺物 (図 10-6・ 7) 壷 6は、顕部以上の口縁を欠損 している。平底の底部から、体部

は球形に立ち上が り、胴部最大径のやや上位に 5条のヘラ描沈線紋を施す。器面の剥離が著 しく

内外面とも調整は不明。甕 7は 、倒鐘形の体部に短 く外反する口縁を持つ。口縁端部はやや立ち

上が り、面を持たない。口縁部・外部ともに紋様を施さない。体部外面には下から上へのハケ調

整。内面は不明。

S K3526(図 11) SK3519の 南東1.5m

で検出した長方形の上坑である。長辺 1,6m、 短

辺0.85m、 深さ0,lmを 測 り、SK3519と 主軸

を揃える。埋土は黒褐色上で、図10-8。 9の土

器と図22-54の 凹基式石鏃が出土 した。甕 8は、

倒鐘形の体部に短 く外反する国縁部を持つ。国縁 ~

端部は面を持ち、刻目を入れる。頸部下に条のへ

ラ描沈線紋を密に施す。剥離のため調整は不明。

壺 9は体部の破片で、 7条以上のヘラ描沈線紋を

施 し、調整は横方向のヘラミガキ。

S K3019(図 H。 12・ PL7)99-1調 査

Ｎ
Ｉ

区、K7-6-D13-d8で 検崩した土坑である。平面形は

略長方形で、長軸約 1.9m、 短軸約 1.lm、 深さ約

o.lmを 測 り、検出面の標高20.2mである。断面は

浅いU字状を呈 し、埋土は褐色上である。土坑の

中央部で壷・甕が 4個体以上集中して出土 し、ま

たサヌカイト片も出土 した。

1得諭) ♀            lP
図12 SK3019遺物出土状況・断面図

＼＼

＼                                m

◇

図13 SK3019出 土遺物
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出土遺物 (図 13)甕 10は倒鐘形の体部に、短く外反する口縁を持つ。口縁端部は丸く仕上げ、

刻目を施すが、体部には紋様を施さない。内外面ともに斜め方向のハケ調整。甕Hは下から上ヘ

のハケ調整を施す底部である。10の 甕口縁部と同一個体の可能性が高い。壷12は伸張した形態の

口頸部を持ち、11条のヘラ描沈線紋を密に施す。調整は不明。壷底部13は内外面とも剥離により

調整は不明。壷底部14の外面は下から上へ縦方向のハケ調整、内面はナデ調整。

S K2255(図 11・ 14・

＼

A'

A'ml
205m

1褐灰色土 (10YR6/1)

2褐灰色土 (7 5YRS/1)

3明褐色粘質土 (7 5YR576)

0                                      1コ n

図14 SK2255遺物出土状況・断面図
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図15 SK2255出 土遺物 ]
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面形は隅丸の長方形で、長辺約2.4m、 短辺約 1.7m、 深さ約0,2mを測 り、検出面の標高は20.2m

である。壁面は垂直に掘 り込んでいるが、南側壁は狭 り込んで掘 られている。底はほぼ平坦であ

る。埋土は上下 2層 に大別でき、上層から壺の底部 とほぼ完形に復元できる甕 1個体、砂岩が出

土した。また下層からも砥石、太型蛤刃石斧の未製品が土器とともに出土 した。

出土遺物は図15の 上器と図16の 石器である。甕15は倒鐘形の体部に短 く外反する口縁部を持つ。

口縁端部は面を持ち、刻目を施す。顕部下に 6条のヘラ枯沈線紋を施す。体部外面は縦方向のハ

ケ調整。甕16は倒鐘形の体部に、短 く外反する国縁部を持ち、端部は丸 く仕上げる。口縁部・体部

ともに装飾を施さない。剥離により調整は不明であるが、外面に僅かにハケ調整の痕跡が残る。

壺17は断面三角形の突帯を 2条以上貼 り付け、刻目を施す口顎部の破片である。外面にハケ調整、

内面にヘラミガキが僅かに見られる。壺18は 3条以上のヘラ描沈線紋を施す体部片である。壷19

は底部である。剥離のため内外面 とも調整は不明。20～ 22は壺の口頸部の破片で、刻目のある

nl

0                  1m

0                    2m

l灰黄掲色土 (10YR5/2)

2灰黄褐色土 (10YR4/9)

3明黄褐色粘質土 (25Y6/6)

＼
州

Ｎ
ｔ

③ >

Ｎ
Ｉ
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図17 SD2925平画図・断面図・遺物出土状況



貼付突帯紋を複数条施す。壷23は 体部の破片で、刻目のある貼付突帯紋を2条以上施す。甕24は

短く外反する口縁部の破片で、端部に刻目を施す。体部には施紋されない。鉢25は瘤状把手を持

つ体部の破片である。

26は 大型蛤刃石斧の未製品である。表面を敲打整形し、磨き上げる直前に折損等で廃棄された

ものと考えられる。転用された後の二次的な使用痕は認められない。厚さ4.lcmを 測る。ホルンフ

ェルス。27は 叩石である。端面に使用痕が認められる。断面径約6.7cm。 28は砥石である。図示し

た表面側だけが使用され、平滑である。厚さ5.6cmを 測る。29は 凹基式石鏃で、長さ2.13cm、 幅

1.72cm、 厚さ0.49cmを 測る。

S D2925〔 A・ B区〕 (図 H・ 17)99-1調査区、K7-6-D13-c6で検出した溝である。調査時

点では18号方形周溝墓の周溝として遺構番号を付したが、整理作業において方形周溝墓とは時期

の違う溝であると判明したため、SD2925の A・ B区 として報告する。溝の延長約 7m、 幅約

1～ 1.5m、 深さ約0,2mを 測り、南西側の肩は不定形に乱れる。また北東側はSD3424に 切

られる。検出面の標高は20,45mで ある。溝延長方向の中央部から鉢33が底で押し潰された状況で

出上した。溝の埋土である灰黄褐色土から出上した土器はすべて I期である。また、サヌカイト

片も多数出土した。

出土遺物 (図 18) 壷30は球形の体部に伸張した口顎部を持ち、口縁端部は九 く仕上げる。装

飾は施さない。各部の破片は直接接合しないが同一個体である。鉢 ?31は台状に厚 く仕上げた底

部である。甕32は底部外面から焼成後に穿孔を施そうとしているが貫通していない。剥離により

内外面とも調整不明。鉢33は 口縁部が直立し、上端部に面を持つ中型品である。内面はナデ調整、

口縁部はヨコナデ調整、外面は剥離により調整不明。紋様は施さない。鉢34は大型品で、外反す

る国縁部を持つ。口縁端部は明瞭な面を持つ。舌状に突出する瘤状把手を貼 り付ける。口縁部内

外面はヨコナデ調整。35～ 38は刻目のある貼付突帯紋を有する壷の体部片である。内面はナデ調

整。壷39は 胴部最大径下にヘラ描沈線紋を複数入れ、その下にヘラによる刺突紋を並べる。内面

ナデ調整。剥離によリタト面不明。

｀
｀
超 2

図18 SD2925出土遺物
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図19は、 99-1調 査区の北西部を拡大 したものである。この地区からは比較的多 くの弥生時

代前期の上器が出土 した。この中から前期の遺物だけを出上 した遺構を赤色で示 した。

SK2538 K7-6-D13-e8で 検出した不定形土坑である。南側を中期前半の19号方形周溝墓で切ら

れている。検出面の標高20.4m。 埋土は上下 2層 に分かれ、上層は黒褐色土、下層は地山の混 じ

った灰責褐色土で、両層から前期の遺物が出土 した。

出土遺物 (図20-40～44)壷 40は 断面三角形の貼付突帯紋を3条残す伸張 した口顎部である。

突帯の間隔は広 く刻目の間隔は粗い。剥離により内外面とも調整は不明。41'42・ 44は、壺の底

部である。41は底部径 13.6cmを 測る大型品である。44は外面に縦方向の丁寧なヘラミガキ調整を

施す。壷43は球形の体部を持ち、腹部と口顎部の 2箇所に 9条のヘラ描沈線紋を密に施す。内面

はユビオサエの後ハケメ調整を施す。

SK3124 K7-6-D13-d・ e8・ 9で検出した土坑である。長さ約13m、 幅約2.Om、 深さ0.2mを 測る

長方形の上坑に、いくつかの上坑が重なっているものと考えられる平面形である。埋土は暗褐色

上で、他の時期の遺物を含まない。検出面の標高は20.2m。

出土遺物 (図 20-45～ 48、 図21)壼 45は 発達 した口縁部を持つ広口壺である。口縁端部に

面を持ち、 1条のヘラ描沈線を入れた後、刻目を施す。国縁内側に突帯を貼付け刻目を施す。46

は底部で内タト面 とも調整不明。壼47は広口壼で、口縁端部をやや肥厚させ強いヨコナデ後、口縁

端部下半に刻目を施す。壺48は伸張した口頸部で間隔を開け 3条の突帯を貼付ける。刻日は施さ

L l~/4 ＼

暫 42

ノゝ ぉ
器        づ

47

墓 ‖娼

ヽ

団

o                              20cm

図20 弥生時代前期遺構出土遺物 ]
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ない。砥石53は 37.6× 17.6cmの 自然石を利用 し、図示 した面を使用 している。断面の形状は方形

で厚さ13.8cmを 測る。

SK2625 K7-6-D13-f10で 検出した隅丸方形の土坑である。幅約 3mを測 り、調査区外に拡が

る。埋土は灰黄褐色土である。鉢49(図 20)は外反する口縁を持つ大型品である。

P276フ K7-6-D13-c8で 検出した径0.3mの ピットである。甕50(図 20)が出上 した。口縁部を

短 く外反させ、国縁端部に面を持たせ、刻目を入れる。顎部下には 4条以上のヘラ描沈線紋を施

す。

S K2851 K7-6-D13-e9で 検出した長方形の土坑である。長さ約4.lm、 幅約1.Omを 測 り、埋土

は黒褐色土である。刻目を入れない 4条の貼付突帯紋を体部に施 した壷51、 壺底部52(図 20)と

石鏃56(図22)が出上 した。

P295フ  K7-6-D13-c8で 検出した方形のピットである。中央部に円形の柱痕が認められる。壷底

部66(図23)が出土 した。

また図19の遺構図に示す前期の遺構から出上 した遺物を図22・ 23に示す。

SK4044 K7-6-D13-14で 検出した隅丸方形の土坑である。重57(図23)が正置 した状態で埋め

られていた。球形の体部を持つ壺であるが、表面剥離が著 しく施紋、調整は不明である。

SK3288 K7-6-D13-h・ i7で検出したが、そのほとんどが撹乱を受けてお り、形状等は不明であ

る。埋土は黒褐色土。倒鐘形の体部に短 く外反する国縁部を持つ甕58(図 23)が出土 した。

P2182 K7-6-D13-h7で 検出した径0.2mの ピットである。埋土は黒褐色土。図23の 59・ 60が出

上 した。鉢59は椀状の体部に国縁端部は上に面を作る。口縁部上端に 1列、間隔を開けて 2列、合

計 3列の列点紋が施され、器壁外面は条痕、内面はナデ調整である。壺60は体部の破片で、横方

向に廻る突帯が 1条 とそれに直交 して取 りつ く縦の突帯が 2条が貼 り付けられている。胎土は褐

灰色である。

SK3634 K7-6-D13-c6で検出した楕円形の上坑である。長軸約 1.3m、 短軸約0。9mを 測 り、 S

K3526・ 3519と 軸を揃えて並ぶかのようである。出土遺物の壺61は体部の破片で、上下

2条の紋様帯を施紋する。上位はヘラ描沈線紋を4条以上施 し、下位はヘラ描沈線を4条以上入

告存3きま拝岳1狙.III:4穣吾忌毛召写ち,こ坑であ 涯熟ざ 〆
54

る。長さ2.6m、 幅1.4mを測 り、埋土は黒褐色土である。出  <心

土遺物である甕62・ 63は倒鐘形の体部に短 く外反する国縁

部を持つ。口縁端部に面を作る。

S K5051 K7-6-D13… a6で検出した長方形の土坑である。

長さ1,3m、 幅0.8m、 埋土は黒褐色上である。出土遺物の

壷64は体部から短 く外反する国縁部持つ広口壺である。口

縁端部に面を作る。外面は縦方向のハケ調整、内面にはユ 図22 3ホ生時代前期遺構出土遺物3

―
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ビオサエが見られる。

SD4450 K7-6-D13も 4で検出した溝である。弥生時代前期の上器とともに石鏃55(図22)が出

土した。

前期の遺構から出上 した遺物は、前述の通 りであるが、時期の違う遺構あるいは上層の包含層

からも多数の前期の土器が出上しており、図24に示す。

鉢67は椀状の体部に口縁端部は上に面を作る。口縁部上端 と体部中央 。下端に 3列列点紋が施

される。器壁外面は条痕、内面はナデ調整である。胎土は 2 Hlm角 の石英粒を多量に含む。図23-

59の鉢と酷似するが出土地点は20m以上離れた18号方形周溝墓の周溝である。壼68は広口の口縁

端部に粘土紐を貼 り付け端面を広 くし、 2条 にヘラ描沈線紋の間に縦長の刻目を入れる。壷69は

広回の口縁端部を肥厚させずに面を作る。端部中央に 1条のヘラ描沈線紋を入れ、刻目を施す。

口縁部内面に竹管紋を2列並べる。

70～ 80は ヘラ描沈線紋を施す壺の体部から口顎部の破片である。壷79は 密に施された沈線の間

に径 1.5almの棒状工具で刺突紋を並べる。壺80は 3条以上ヘラ枯沈線紋の下に竹管紋を並べる。胎

土は明赤褐色を示す。壺71以外はヘラ描沈線紋の多条化が著 しく進み密に施す。

81～ 88は貼付突帯紋を有する壷の体部片である。壺81は下から刻目のある貼付突帝紋、ヘラ

一ヽミ錫 くヽ＼一ヽ¨

0                              20cm
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描沈線紋、列点紋を3段に並べる。列点紋は径 4 nlmの棒状工具を使用 している。赤色顔料がわず

かに残る。壺87は刻目のある貼付突帯紋とヘラ描沈線紋の組合せ。壷82～ 85は刻目のある貼付突

帯紋。壼86は低い断面三角形の突帯を貼付ける。壺88は 断面形状が台形の高さのある突帯を8条

以上貼付ける。頸部が細顎化 した壺である。

89～ 92は 顎部下にヘラ描沈線紋を入れる甕である。甕89～ 901よ倒鐘形の体部に短 く外反する口

縁部を持ち、口縁端部に刻目を施す。89は密に 6条のヘラ描沈線紋を、9oは疎 らに4条のヘラ描

沈線紋を施す。

鉢93は短 く外反する口縁部と頸部下に3条のヘラ描沈線紋を施す。94～ 99は 舌状に突出する瘤

状把手を貼 り付ける鉢である。
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■弥生時代中期 この時期の遺構は、98-1調 査区の北西部にやや空白域が見られるが、調査

区の全域で検出された。主な遺構として、方形周溝墓・竪穴住居跡がある。

方形周溝墓 (図25)総 数30基 を数える方形周溝墓を検出した。検出した順に 1号 。2号…と

名称を与えたため、番号順に並んでいない。方形周溝墓の平面図は100分の1で統一した。

方形周溝墓は、調査区を北東から南西に横切る方向で検出された。調査区北東側の 1～ 17・

21・ 27・ 29号方形周溝墓の一群は、周溝を共有しない単独墓 (4号方形周溝墓)を 中心に

置き、その南北に、 2～ 4基で周溝を共有するグループが列を形成して並ぶ。一方、調査区中央

部から南側で検出した 18～ 20・ 22～ 26・ 28号方形周溝墓の一群は、単独で造られてい

るものが多 く見受けられる。規模については、15.5× H.Omを測る20号方形周溝墓が群中で最

も大きく、4,0× 3.5mを 測る29号方形周溝墓まで平面規模に格差がある。

また、方形周溝墓の検出状況は、周溝は検出できるものの、墳丘部の盛土は後世の開発によっ

てすべて削平を受けており、一切検出できなかった。主体部も同様検出していない。周溝の堆積

は、最下層に地山と酷似した土層が堆積し弥生土器が少量出土する。中位から上位にかけては有

機物を多 く含む褐色上が堆積し、庄内期の遺物を包含する場合と、平安期の遺物を包含する場合

との二者がある。庄内期の遺物が出土する場合その上位に平安期の遺物を包含する土層が堆積す

ることが多い。いずれの場合にも、多くの方形周溝墓の周溝が平安時代まで完全に埋没しないで

浅く窪んでいたことが推察される。

方形周滞墓の築造時期を考える遺物は、20号方形周溝墓を除いて極端に少なく、 1基の方形

周溝墓の周溝から数十片の土器が出土する程度である。

11号方形周溝墓 (図 26・ P L10)98-3調 査区、K7-6-C12-c7で 検出した方形周溝墓である。

検出面の標高は20.8mで ある。周溝の南東側 コーナーを

1ケ 所検出しただけで、平面形・規模等は不明である。主

軸が他の方形周溝墓と同じ「東北―南西軸」であると推定

すると、主軸はN-73°―Eである。

墳丘規模は2,Om以上×4.5m以上を測る。周溝の幅はほ

ぼ一定で幅約0.8m、 深さ約0.25cmを 測る。埋土は上下 2層

に分かれ、下層から中期の弥生土器が出上した。

出土遺物 (図27) 高杯 100は 中実の脚柱部のみ残存す

A'

Ｎ
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5m
1褐色粘質土 (10YR4/4)

2黄褐色粘質土 (10YR5/6)
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イ

＼

　

　

　

／

図26 11号方形周溝墓平面図・断面図

100

図27 11号方形周溝墓出土遺物
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る。小さく開く脚都と、深い杯部を持つようである。外面は縦方向のヘラケズリの後、ナデ調整。

杯部内面にユビオサエが見られる.。 lolは壷あるいは甕の底部である。

1号方形周溝墓 (図 28・ 29・ P Llo)98-2,3調 査区、K7-6-C12-d8で 検出した方形周溝墓。

検出面の標高は20.8mを 測る。ll号方形周溝墓と同様南東コーナー部 1ケ 所を検出しただけで、

平面形・規模等は不明|である。主軸はN-37°―Eである。周濤の共有から見れば、 1号 。12号・ 1

3号 ,14号の4基の方形周溝墓で 1-群 を形成する。

墳丘規模は7.0×4.5m以上を測る。周溝の幅は、南東側が深く狭く、南西側が浅く広い。南東

周溝の幅約210m、 深さはB断面のあたりで最も深く0.9mを測り、両側に向かつて浅くなる。南

西周溝の幅約3.Om、 深さ0.3mを測る。南東コーナー部北側で急1激に深くなる部分があり、周溝

内埋葬も考えられたが、B断面の観察の結果、最―下層に堆積するにぶい黄橙色土は、地山とよく

似ており、地山・墳丘の崩壊上が流入したと考えられる。
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出土遺物 (図35-H3) 1号 方形周溝墓の周溝は、上下 2層 に大別 し、遺物を取 り上げた。

上層からは平安時代の瓦・須恵器 。土師器等が出土 し、下層からは弥生時代中期の土器片ととも

に打製石剣113が出土 した。刃部は折損 し、柄部のみの残存である。柄中央部には左右対称に快

りが付けられている。基部には自然面を残す。幅4.42cm、 厚さ1.42cmを 測る。

12号方形周溝墓 (図28～ 30。 P L10) 98-3調 査区、K7-6-C12-d7で 検出した長方形の方形

周溝墓である。検出面の標高は20.8mを 測る。コ字形にめぐらす周溝と 1号方形周溝墓の南東周溝

を利用 して方形に区画する。l号方形周溝墓との間に2ヶ 所の陸橋部を掘 り残す。南東周構は 13

号方形周溝墓と、南西周溝は 14号方形周溝墓と周溝を共有する。主軸はN-34°―Eである。

墳丘規模は9.0× 7.5mを 測る。周溝は南西周溝が広 く、幅約2.Om、 深さ約0.5m、 北東 。南東周

溝は幅約 1,5m、 深さ約0.4mを 測る。

北東周溝先端部付近で長方形に落ち込む土坑を検出した。1.3× 0.8m、 深さ約0.25mを 測る。埋

土は周溝最下層と同じ土層で、周溝内埋葬の可能性がある。遺物は出土 しなかった。

13号方形周溝墓 (図 28～ 30・ P L10) 98-3調 査区、K7-6-C12-d8で 検出した正方形の方形

周溝墓である。東コーナー部を含む約 3分の 1が調査区外に拡がる。検出面の標高は20。 8mを 測

る。北東周溝は12号方形周溝墓と共有する。主軸はN-54°―Eである。

墳丘規模は5。 5× 5.5mを 測る。周溝は西コーナー部を狭 く掘る。南西周溝の幅0.7～ 1.5m、 深さ

0.5mを 測る。

出土遺物 (図31-103～ 107) 12・ 13号方形周溝墓間の周溝から106。 107の遺物が出土 した。

地山、墳丘の崩壊上が堆積 した後に投棄された状況で埋没 していたものである (図 30)。 壼 103

げ

ｐ
】
も
ヨ

図30 12・ 13号方形周溝墓遺物出土状況・立面図
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は南西周溝から出土した広口長顎壷の口頸部である。日縁端部は面を持つが肥厚させない。表面

剥離が著しく紋様・調整は不明。104・ 105は 南西周溝から出上した底部である。105の 内外面に

ハケ調整が見られる。106は北西周溝から出上した底部である。甕lo7は北西周溝から出土した体

部である。外面には斜め方向のハケ調整が見られる。底部は薄く作 り、胴部は丸みを持って口径

と同程度に膨らむ。

14号方形周溝墓 (図 28。 29・ P L10) 98-3調 査区、K7-6-C12-d8で 検出した長方形の方形

周溝墓である。検出面の標高は20.8mで ある。北東周溝は 12号方形周溝墓と共有する。主軸は

N-34°―Eである。

墳丘規模は6× 5m。 周溝は東コーナー部が狭 く幅0.6m、 南西周溝が広 く2.5m、 平均的には

約1.7mを 測る。深さは、東側が深く0。4～ 0.6m、 西側が浅く0.2mを 測り、完周する。

出土遺物 (図 31-102・ 図35-■ 6) 周溝全体からは極少量の弥生土器の出上をみた。壺lo2

は、口顎部が短く外反する広口壷で、底部を欠損する。紋様・調整とも不明。北東周溝下層出土。

116は北東周溝上層から出上した凸基式石鏃である。長さ2.75cm、 幅1.52cm、 厚さ0.45cm。

また、図29の 14号方形周溝墓南東周溝に印したドットの位置からベンガラが出土した。ベン

ガラは、周溝底に径 10cm、 深さ10cm程度の円形のピットを掘 り、納められていた。 14号方形周

溝墓築造と同時に埋納されたと考えられる。

2号方形周溝墓 (図 32・ 34・ P Lll) 98-2調 査区、K7-6-C12-e9で 検出した長方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20。7mである。南西周溝を3号方形周溝墓と共有する。主軸はN-35°

―Eである。周溝の共有関係から見れば、 2号 。3号方形周溝墓の 2基の方形周溝墓で 1群を形成

する。

墳丘規模は8.0× 7.5m。 周溝は、東南周溝南側を陸橋部とするかのように浅く掘るが、途切れ

ることなく完周する。南西周溝の一部を除いて1.5～ 2.5mの 幅でめぐらせ、南コーナー部が最も

浅くて0.05m、 順次左まわりに深 くなり西コーナー部で0。4mを 測る。南西周溝は3号方形周溝墓

と共有 し、一部南西に向かって大きく幅を広げる。幅5,Om、 深さ0,6mを 測る。基本的な周溝

o                              20cm
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図31 12・ 13・ 14号方形周溝墓出土遺物
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図33 2,3号方形周溝墓出土遺物

埋土はB断面で表わされ、7にぶい褐色砂質上が上層、8灰黄色上が中層、9にぶい黄橙色土が

下層に堆積し、上層|か らは平安時代の瓦・土師器等、中層からは土1師器等、下層からは少量の弥
―

■土器、石器等が出土した。

出土遺物 (図33-108～ ■0'図35-112) 壺lo8は 口頸部が漏斗状に開く広口壷の口縁部であ

る。口縁下端を指で摘んで刻目紋とし、端
1面に櫛で波状紋を施す。南西周溝下層出土。壷109は

口頚部が漏斗状に開く広口壺の口縁部で、口縁下端を指で補んで刻目紋を施す。北西周溝下唇出

土。1101よ外面ハケ調整、内面ナデ調1整を施した底部である。北西周溝下層出±9■ 21ま 北西周―溝

下層から出上した太型蛤刃石斧である。頭部側を折損しており、折損後台石として2次利用され

たことがうかがえる使用痕が認められる。刃部は正面右側が片減―りしている。厚さ5.6clllを 測る。
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3号方形周溝墓 (図 32・ 34・ P Lll) 98-2調 査区、K7‐6-C12-f9で検出した長方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20.65mで ある。北東周溝を3号方形周溝墓と共有する。主軸はN―

35°―Eである。

墳丘規模は6.0× 5.Omを 測る。周溝は完周し、浅く掘 り残す部分を作らない。幅1.5～ 2.5m、 深

さ0.3～ 0.6mを測る。埋土は2号方形周溝墓と共通し北東 。北西周溝では上中下の 3層 、南東・

南西周溝では上下 2層 で、いずれも上層からは平安時代の遺物が出土し、下層は弥生時代の単純

包含層である。

出土遺物 (図3a-111)壷 111は 、口頸部が漏斗状に開く広口壺の口縁部で、口縁端部を垂下

させる方向に肥厚させ、端部下端を指で摘んで細かく刻目紋を施す。剥離により調整不明。北西

周溝下層出土。

4号方形周溝墓 (図 36・ 37・ P Lll) 98-2・ 3調査区、K7-6-C12七 8で検出した長方形の方

形周溝墓である。検出面の標高は20,7mで ある。周辺の18基の方形周溝墓が周溝を共有して、 2

～4基のグループを形成するのに対 して、4号方形周溝墓は他の方形周溝墓と周溝を共有せず、単

独で造られている。主軸の方向はN-40°―Eである。

墳丘規模は11.0× 8,Omを 測る。周溝は完周し、A断面付近で周溝底がやや浅くなる。周溝の規

模は、南西周溝が幅約2.Om、 深さ0.2m、 北西周溝が約2.5m、 深さ0.5m、 北東周溝が約3.Om、 深

さ0,3m、 南東周溝が約3.5m、 深さ0.5mを測る。断面形状は浅いU字状を呈するが、墳丘側に急

斜面をなし、外側は緩やかである。

周溝埋土は、基本的に上下 2層 に分かれ、上層からは平安時代以前の遺物が出上し、下層から

は櫛描紋の見られる弥生土器の小片や石鏃・サヌカイト片、扮岩等が出土する。上下層ともに

A A'         B
21 klm

B'
210m

11=ぶい黄褐色土 (llJYR5μ )

2明黄褐色土 (10YR6/6)

3灰黄褐色土 (lllYR5/4)

4にがい黄掲色砂質■ (10YR5/3)

うにぶい黄橙色粘質土 (10YR6/4)

6灰自色砂 (10Y7/1)

7にぶい黄褐色土 (lllYR5/3)

8灰黄掲色土 (10YR62)
9黄褐色粘質土 (25Y5/3)

10灰掲色土 (7 5YR4/2)

11にぶい黄褐色粘質土 (10YRSy3)

12にぶい褐色粘質土 (7 5YR573)

13灰黄褐色粘質土 (10YR5/2)

14にぶい黄栓色粘質土 (loYR6/3)

15灰黄褐色粘質土 (10Y6/2)

o                   2m

C ご
獅一
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図36 4号方形周溝墓断面図



弥生中期の上器が少量出土 したが、図化 しえる大きさの上器は出土 しなかった。

出土遺物 (図35-H8) 118は北東周溝上層から出上 した柳葉形の石鏃である。長さ3.85cm、

幅1.25cm、 厚さ0。42cmを 沢↓る。

5号方形周溝墓 (図 38・ 39。 P L12) 98-2・ 99-5調 査区、K7-6-C12-g10で検出した長

方形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.55mで ある。南西周溝を 7号方形周溝墓 と共有す

∨ ◎
ｄ

Q◎
図37 4号方形周溝墓平画図
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る。主軸の方向はN-47°―Eである。周溝の共有から見れば 5。 7～ 10。 21・ 27・ 29号方形

周溝墓の8基の方形周溝墓で 1群 を形成する。

墳丘規模は7.0× 6.Omを 測る。周溝は完周せず、南東コーナー部を掘 り残 して陸橋部としてい

る。周溝の幅はほぼ一定で2m前後、深さ0!2～ 0。5mを 測る。A断面で観察されるように、南東周

溝では平安時代の掘 り直しが認められ、B断面においても上下 2層 に分けられる。上層からは平

安時代以前の遺物が、下層からは数片の弥生土器が出上した。

出土遺物 (図40-119) H9イよ南東周溝下層から出上した弥生土器の底部である。底部下面は

上げ底気味に作 り、外面はヘラケズリ調整を施す。

フ号方形周溝墓 (図 38。 39・ P L12) 98-1調 査区、K7-6-C13-glで 検出した正方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20.6mで ある。北東周溝を7号方形周溝墓と、南東周溝を29号方

形周溝墓と共有する。主軸の方向はN-66°―Eである。

墳丘規模は5.5× 5,5mを測る。東コーナー部が撹乱で削平を受けているが、周溝は完周するも

のと考えられる。周溝の幅は、西コーナー部が最も広 く2.5mを 測 り、離れるにつれて幅を減じて

1.5mに なる。深さは約0。 31n。 7号方形周溝墓と9号方形周溝墓の間にD断面を設定した。弥生

時代の周溝堆積層の上位を平安時代包含層が被る。周溝および周溝間が浅く窪んでいたと考えら

れる。下層からは中期の弥生土器の破片が少量出土したが図化しえるものはなかった。

29号方形周溝墓 (図 38・ 39。 P L12) 98-1・ 99-5調 査区、K7‐6-C13-hlで検出した長

方形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.55mである。北東周溝を7号方形周溝墓と、南西周

溝を8号方形周溝墓と共有する。主軸の方向はN-52°―Eである。

墳丘規模は、撹乱でほとんどが削平されているため不明確であるが、約4.0× 3.5mを測る。周

溝は完周せず、西コーナー部を掘 り残して 1ケ所の陸橋部を作る。周溝の幅約1.5～ 2.5m、 深さ

約0.3mを 測る。周溝埋土は、基本的に上下 2層 に分かれ、上層から平安時代以前の遺物、下層
A A'

208n
C'
208m

1にぶい黄褐色砂質土(10YR5/4)      12に ぶい褐色砂質土(7 5VR5/3)

2灰黄褐色土(10YR4/2)         13に ぶい橙色粘質土(25YR6/3)
3灰黄褐色土(lllYR5/2)          14灰 黄褐色粘質土(10YR6/2)

4にぶい黄橙色粘質土(loYR6/4)      15に ぶい黄褐色土 (10YR5/4)

5にぶい黄褐色粘質上(loYR5/3)      16に ぶい褐色砂質土 (7 5YR5/3)

6明黄褐色粘質土(10YR6/6)        17灰 黄褐色粘質土 (10YR6/2)

7灰黄褐色粘質土(10YR5/2)       18に ぶい橙色粘質主(2 5YR6/3)

8栓色粘質土(5YR6/6)

ぽ 鞠 揺 謝 牲_____習
5。 フ・29号方形周溝墓断面図

B'
208m

ヴ
輛一

E'
208m

図38
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第Ⅲ章 調査 の成果

からは少量の弥生土器片が出土 した。弥生土器に図化 しえるものはなかった。

15号方形周溝墓 (図41・ P L13) 98-3調 査区、K7-6-C12-g7で検出した長方形の方形周溝

墓である。検出面の標高は20,75mである。西周溝を16号方形周溝墓と共有する。主軸の方向は

N… 60°―Eである。周溝の共有関係から見れば 15～ 17・ 6号方形周溝墓の 4基の方形周溝墓で一

群を形成する。

墳丘規模は6.5× 5,Omを 測る。周溝は完周せず、北西 と南東の対角の位置を掘 り残 して、 2ヶ

所の陸橋部を作る。北周溝の幅0.8m、 東周溝の幅 1.Om、 深さ0.4mを 測 り、南周溝の幅0.6m、 深

さ0。 2m、 西周溝の幅 1.Om、 深さ0,4mを測る。周溝埋土は分層が可能であるが、弥生時代の遺物

だけが少量出土 し、上下層の時期差はなかった。

出土遺物 (図40-120) 120は北周溝から出上 した壺の底部である。上げ底の底部と体部外面

にはユビオサエが見られる。

16号方形周溝墓 (図 41・ P L13) 98-3調 査区、K7-6-C12-87・ 8で検出した正方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20.8mで ある。北東周溝を 15号方形周溝墓 と共有する。主軸の方

向はN-56°―Eである。

墳丘規模は6.0× 6.Omを 測る。周溝は完周 しないことが確実であるが、後世の遺構で 17号方

形周溝墓の周溝との取 りつき部分が不明確であること、南東コーナー部が撹乱により破壊されて

いるため明らかにしえない部分が残るが、西と東の対角の位置を掘 り残 した 2ヶ 所の陸橋部が作

られていたものと考えられる。北西・北東周溝の幅1.5m、 深さ0.3～ 0.5m、 南東周溝の幅1.Om、

深さ0.3mを 測る。周溝埋土は分層が可能であるが、弥生時代以外の遺物は出上 していない。

出土遺物 (図40-121・ 122) 壷 121は 南東周溝から出上 した、底部から体部にかけての破片

である。球形の体部上半は欠損 している。内外面 とも剥離のため調整不明。壺 122は 漏斗状に広

がる広口壺の口縁部である。口縁端部は厚みを持たせず細 く仕上げる。外面にわずかにハケ調整

が見 られる。

1フ号方形周溝墓 (図42・ 43・ P L13) 98-2,3調 査区、K7-6-C12-h8。 9で検出した長方形

の方形周溝墓である。検出面の標高は20.8mで ある。東周溝を16号方形周溝墓と、西周溝を 6号

方形周溝墓と共有する。主軸の方向はN-69°一Eである。

墳丘規模は主軸方向lo,om、 南北方向は北周溝が掘削されていないため8,Om程度と推測され

0                            20cm

図40 5・ 15・ 16・ 1フ号方形周溝墓他出土遺物
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16号方形周溝墓

A

B

A'
210m

B'
210m

C'
2111m

D'

E'
210m

0         1m

lにぶい黄橙色粘質土 (10YR6/3)
2にがい黄橙色粘質土 (10YR6/4)

3黄褐色粘質土 (10Ⅵも/6)

4灰黄褐色粘質土 (10YR6y2)
5浅黄色粘質土 (25Y7/4)
6にぶい褐色粘質土 (7 5YR5/3)
7にぶい黄色粘質土 (25Y6/4)
8にがい黄橙色粘質土 (loYR6/3)
9明黄褐色粘質土 (10YR6/61
10黄褐色粘質土 (2.5Y5/6)

11にがい黄橙色土 (10YR98)
12にぶい黄褐色粘質土 (loYR5/4)
19橙色粘質土 (7 5YR6/6)

14浅黄色粘質土 (25Y7/4)
15にぶい黄橙色粘質土 (10YR6/3)
16黄褐色粘質土 (10YR5/6)

／

ｍ
|

図41 15・ 16号方形周溝墓平面図・断面図
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る。周溝は前述のように完周せず、北周溝を掘削 していない。また南西コーナー部を極端に狭 く

掘削し、区画を目的として掘削したのではなく、繋ぐことに目的があったかのようである。東周

溝の幅2.0～ 3.5m、 深さ0.5mを 測り、 16号方形周溝墓と共有している。

東周溝の埋土はC断面で観察できたが、切 り合い関係は認められず、同時併存あるいは 16号

方形周溝墓の周溝を完全に取 り込んで 17号方形周溝墓の周溝が新たに掘削されたかの何れかで

ある。東周溝はL字形に折れて南周溝となり、幅2.5m、 深さ0,4mを 測る。D断面で埋没状況を

観察できたが、平安時代のSD1539が 17号方形周溝墓の周溝の窪みを利用して、東西方向

に掘削したものと考えられる。上位堆積層の13橙色粘質土はSD1539の 埋土である。

南西コーナー部の周溝は、幅0,4mと 細 くなり、 6号方形周溝墓の東周溝に取り付けるためだけ

に掘削されたかに看取される。

出土遺物 (図40-123。 124) 壼123は 東周溝下層から出土 した広口壺の口縁部である。漏斗

状に外反する口頸部に、口縁端部は肥厚させずに面を持つ。装飾は施さない。壼124は 南周溝下

層から出土した広口壷である。口縁部は粘土を足 して肥厚させ、口縁下端を指で摘んで刻目紋 と

し、端面に櫛描の波状紋を施す。

6号方形周溝墓 (図42'43・ P L13) 98-2。 3調査区、99-5調 査区、K7-6-C12-i9で 検

出した長方形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.8mで ある。東周溝を16号方形周溝墓 と共

有する。主軸の方向はN-69°―Eである。

墳丘規模は6.5× 7.Omを 測る。周溝は、陸橋部を意識するように北東コーナー部を浅 く掘 り残

すが、途切れることなく完周する。周溝の幅1.0～ 2.5m、 深さ0,4mを 測る。周溝埋土は基本的に

上下 2層 に分かれ、上層からは平安時代以前の遺物が出上し、下層からは櫛描直線紋が施された

弥生土器の小片が出土した。下層の遺物量は少量である。
A A'        B ゴ

獅一

C'
21 Clm

1に ぶい褐色土 (7 5YR5/4)

2栓色粘質土 (7 5YR6/6)

3明赤褐色粘質土 (5YR5/6)
4明褐色粘質土 (7 5YR5/6)

5明黄褐色粘質土 (loYR6/6)

6にぶい黄橙色粘質土 (loYR7/3)

7にがい黄橙色粘質土 (10YR7/2)

8灰黄掲色土 (10YR6/2)

9明黄褐色粘着土 (19YR6/6)

10にぶい黄橙色粘質土 (loYR7μ )

11にがい黄橙色粘質土 (10YR6/3)

12に ぶい橙色粘質土 (7 5YR6/4)

13栓色粘質土 (7 5YR6/8)

14明黄褐色粘着土 (loYR6/8)

0                              2m
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図42 6。 1フ号方形周溝墓断面図
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8号方形周溝墓 (図45。 46・ P L14) 98-1。 99-4調 査区、K7-6-C13-hlで 検出した長方

形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.5mである。北東周溝を29号方形周溝墓 と、北西周

溝を9号方形周溝墓と共有する。主軸の方向はN-34°―Eである。

墳丘規模は、8.0× 7.Omを 測る。周溝は、浅 く掘 り残すことなく完周する。周溝の幅1.0～ 2.5m、

深さ0.3～ 0.4mを 測る。北東・北西周溝が狭 く、南東・南西周溝が広 く掘削されている。周溝埋

土は上下 2層 に分かれ、上層からは平安時代以前の遺物が出土 し、下層から中期の弥生土器が出

土 した。

9号方形周溝墓 (図45。 46・ P L14) 98-1調 査区、K7-6-C13-h2で 検出した不整方形の方形

周溝墓である。検出面の標高は20.4mで ある。南東周溝を8号方形周溝墓と共有する。主軸の方

向はN-91° ―Eである。

墳丘規模は、5。5× 4.5mを 測る。南周溝の東側は、 8号方形周溝墓の周溝を利用する形で共有す

るため、墳丘の主軸 と方向を違えている。また南西コーナー部で 10号方形周溝墓 と繋がる。周

溝は完周せず、南側中央部に幅1,5mの 陸橋部を掘 り残す。周溝の幅 1,Om、 深さ0.3mを 測る。東

と南西で幅3.Omに 拡がる。周溝埋土は上下 2層 に分かれ、上層からは庄内期の土器が出上 し、下

層からは中期の弥生土器が出土 した。

出土遺物 (図44-126) 126は北周溝下層から出土 した奏の底部である。外面には縦方向のハ

ケ調整、内面底にはユビオサエが見 られる。

10号方形周溝墓 (図 45・ 46・ P L14) 98-1・ 99-4調 査区、K7-6-C13-h2・ 3で検出した

平行四辺形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.45mである。北東周溝が 9号方形周溝墓と、南

東周溝が 21号方形周溝墓と繁がる。主軸の方向はN-61°中Eである。

墳丘規模は6.5× 6,Omを測る。周溝は北西周溝の一部を幅1.Om掘 り残 し、陸橋部を作る。周溝

の幅 1.5～ 2.5m、 深さ0.3～0.5mを 測る。北コーナー部の周溝は狭 く、1.Om以 下の幅である。北西

および南西周溝では庄内期に溝の再掘削が行なわれたようで、図46G断面20～ 22の土層から同時

期の遺物が出上 した。また北東 。南東周溝の上層から平安時代以前の遺物が、下層から中期の弥

生土器が少量出上 したが、図化 しえるものはなかった。

21号方形周溝墓 (図 45。 46。 P L14) 99-4調 査区、K7-6-C13-12で検出した長方形の方形

周溝墓である。検出面の標高は20.55mである。北西周溝が 10号方形周溝墓と繋が り、南東周溝

が 27号方形周溝墓と共有する。主軸の方向はN-57°―Eである。

墳丘の規模は7.0× 6.Omを 測る。周溝は完周せず、南コーナー部を掘 り残 して陸橋部を作る。ま

た北西周溝中央部、北東周溝南側 も浅 く狭い。

周溝の幅0.7～ 2.5m、 深さ0.2～ 0,7mを 測る。周

溝埋上の最上層から平安時代の瓦等が出上 し、

下層からは中期の弥生土器が少量出土した。

出土遺物 (図44-125)壼 125は北東周溝下層

0             10cm
|
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図44 9,21号方形周溝墓出土遺物
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2081n

B

C'
20 8m

H

27にぶい黄橙色粘質土(10YR6/4)

28にぶい黄橙色粘質土 (10YR6/3)

29明黄褐色粘質土 (loYR6/6)

30明黄褐色粘質土(19YR7/6)
31橙色粘質土(75YR6/6)
32橙 色止 (7 5YR6/6)

33にがい黄橙色粘質土(10YR6/3)

34にぶい黄橙色粘質土 (10YR6/4)

35にぶい黄掲色粘質土(10Y鷲碑 )

36にぶい黄掲色粘質土(10YR5/3)
37浅黄色粘質土(25Y7お )

38灰黄色粘質土(25Y7/2)
39明黄褐色粘質土 (10YR7/6)

B'
208m

K'
208m

N

0                                 2m

ｒ
獅一

げ
輛一

L げ
煽一

1にぶい黄橙色砂質土 (10YR6/4)

2明黄褐色土 (10YR6/6)

3明責褐色土 (loYR7/6)

4にぶい褐色砂質土(75YR5/3)
5にぶい黄褐色土 (10YR5/4)

6明黄褐色粘質土(25Y616)

7灰責褐争粘質■(10YR6/2)
8にぶい黄色粘質土(25Y6/3)
,明黄掲色粘質土 (10YR7/6)

10にぶい黄橙色砂質土 (10YRS/3)

11にぶい黄褐色土 (10YR5/4)

12にぶい黄橙色土 (loYR6/3)

13黄褐色土 (loYR,6)

14灰黄褐色粘質土 (ltlYR5/2)

15灰責掲色粘質土 (ltlYR6/2)

1`にぶい黄栓色土 (loYR6/3)

17黄褐色土 (10YR5/61

18灰黄褐色砂質土(loYR5/2)

19にぶい黄褐色土 (10YR5/41

20仄 黄禍色土(10YR4/2)

21にぶい黄橙色土 (10YR6/4)

22にぶい黄色粘質土 (2.5Y6/3)

23浅黄色粘質土 (25Y7/4)

24黄 褐色土 (25Y5/3)

25仄 黄褐色土 ([OYR5/2)
26オリーブ黄色粘質土(5Y6/3)

40にぶい責橙色粘質土 (10YR6/3)

4`浅黄色粘質土 (25Y7/4)

42明 黄褐色粘質土 (10YR6/6)

轄 明黄褐色粘質土(25Y7/6)

44にぶい黄色粘質土 (25Y6/41

45黄色粘質土 (25Y3/8)

46にぶい黄褐色粘質土 (10YRS/3)

47にぶい黄栓色粘質土 (10YR6/4)

48灰黄褐色粘
―
質土 (10VR672)

4少 にぶい責橙色粘質上 (10YR673)

50にぶい黄褐色粘質土 (ltlYR5/4)

51灰黄褐色粘質土 (10YRS/2)

52にぶい黄橙色粘質土 (10YR6/4)

53灰 黄褐色粘質土 (10Yミ6/2)

54にぶい黄掲色粘質土 (ltlYR5/4)

55にぶい黄橙色粘質土(10YR6/3)
56灰黄褐色粘質土 (10YR6/2)

図46 8,9・ 10・ 21・ 27号方形周溝墓断面図
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から出土した漏斗状に拡がる広口壷の口縁部である。口縁端部は粘土を足して肥厚させ、口縁下

端部を指で摘んで刻目紋を施す。調整不明。

2フ号方形周溝墓 (図 45。 46'P L14) 99-4調 査区、K7-6-C13可2で検出した方形周溝墓で

ある。検出面の標高は20.5mである。北西周溝が 21号方形周溝墓と共有する。南東側には周溝

が存在せず、コ字形に巡る周溝である。他の周溝の掘削深度からみて、南東周溝は当初から掘削

されていなかったと考えられる。主軸の方向はN-61°―Eである。

墳丘の規模は、4.5× 3.Om以上を測る。周溝の幅1.5～ 2‐ 5m、 深さ0,3～ 0.7mを 測る。周溝埋土

は上下 2層 に分かれ、上層から平安時代以前の遺物が出土し、下層からは中期の弥生土器が少量

出上した。何れも小片であるため図化しえなかった。

22号方形周溝墓 (図47・ 48・ P L15) 99-4調 査区、K7-6-C13与4で検出した長方形の方形

周溝墓である。検出面の標高は20.45mである。西根Iで 24号方形周溝墓と繋がるが、周溝は共有

せず、単独で築造された方形周溝墓と考えられる。また他の方形周溝墓と比べて周溝幅が広 く、南

西側に方形の突出部を設ける。周溝は完周せず、突出部に陸橋部を掘 り残す。主軸の方向はN-41°―

Eである。

墳丘の規模は9.5× 8,Om、 突出部の規模は2.5× 4.Omを 測る。周溝の幅3.0～ 5。Om、

A A'
208m

C

深さは北コー

C'
208m

B

ヴ
一̈

1掲色粘質土 (7 5YR4/3)

2にぶい黄橙色粘質土 (10YR7/3)

3掲色粘質上 (7 5YR4/3)

4暗褐色粘質土 (10YR3/3)

5にぶい黄褐色粘質土 (loYR5/3)

6浜黄色粘質土 (25Y8/3)

7暗褐色粘質止 (10YR3/3)

8灰褐色粘質土 (7 5YR5/2)

,暗褐色粘質土 (7 5YR3/4)

10にがい黄橙色粘質土 (1,YR7/4)

11灰褐色粘質土 (7う YR4/2)

12淡黄色粘質土 (25Y873)

13灰黄褐色粘質土 (10YR5/2)
14淡黄色粘質土 (25Y8/3)

15灰黄褐色粘質土(loYR5/2)

16暗褐色粘質土(10YR3/3)

17にぶい黄種色粘質土 (10YR6/3)

18淡黄色粘質土 15YB/3)

ゴ
輛一

0                              2m

げ
輌一

52

図47 22号方形周溝墓断面図
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図48 22号方形周溝墓平面図
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第Ⅲ章 調査 の成果

ナー部およびD断面付近が浅 く0.2m、 E断面付近が最 も深 く0.7mを 測る。突出部をL字 に区画

する溝は幅1.5m、 深さ0,3mを 測 り、周溝 と比べ規模が小さい。周溝埋土は大別 して上下 2層 に

分かれる。図47B断面-4、 C断面 -9、 E断面 -16の 暗褐色粘質土を鍵層 としてその上層から

平安時代の遺物が出土 した。北西周溝からは瓦の出土が多 く、南西周溝からは瓦、土器に混 じっ

て弥生土器 も出土 した。この弥生土器には接合資料 も多い。平安期の堆積層は約0.3mを 測 り、後

述する同時期の掘立柱建物に伴う再掘削、あるいは整地で最終的に埋没 している。下層からは中

期の弥生土器が出上 した。

出土遺物 (図49-127～ 129・ 図50)壺 127は南西周溝上層から出土 した広口壷である。平安

期の瓦に混 じって出上 した。底部 。体部・口縁部の破片で、各々直接は繋がらないが、推定復元

して図示 した。口顎部は漏斗状に大きく開き、口縁部は肥厚させ面を持たせる。端面に櫛描波状

を施す。胴の張った体部上位から口頸部にかけて 8条の櫛描直線紋を施す。調整は口縁部 ヨコナ

キ
_ヽ____恒三三こと」136

キ(■三こjε!Z[:`:!/ 129

弐

｀
｀
出 35＼旦 ∠

0                              20cm
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図49 22・ 23号方形周溝墓出土遺物



デ、口顎部以下は不明、内

面はハケ調整が見られる。

壷蓋128は 北東周溝下層か

ら出上した。円盤形で中央

に把手を付け、一対の穿孔

を施す。全面ナデ調整。径

10,Ocm。 甕 129イよ南西周溝

下層から出土し、底部に穿

孔を施す。

138は 南西周溝上層から

出上した砥石である。自然

石を利用し、図示した側が

使用され平滑である。139

は北西周溝上層から出土し

た砥石である。断面は台形

を呈するように加工されて

いると考えられる。図示 し

た側が使用され平滑である。

1暗赤褐色粘質土 (sYR3/2)

2にぶい褐色土(7 5YR5/4)

3暗赤褐色粘質土 (,YR3/2)

4にぶい傷色土(7 5YR5/41

Sにぶい橙色粘質上 (7 5YR7/3)

6にぶい黄橙色粘質土(10YR7/3)

7にぶい黄橙色粘質土 (10YR7/2)

A'
2061n

8暗赤褐色粘質土 (5YR3/2)

9にぶい褐色土 (7 5YR5/4)

10淡黄色粘質土 (25X3/3)

11鶴灰色粘質土 (7 5YR4/1)

12にがい黄橙色瑞質土 (10YR6/3)

13暗赤褐色粘質土 (5YR3/2)

14にぶい褐色土 (7 5YR5/4〉

図51

図50

23号方形周溝墓 (図51～ 53・ PL16) 99-4調 査区、K7-6-D13-c3・ 4/d3・ 4で検出した長方

形の方形周溝墓である。検出面の標高は20。4mである。周溝は北東方向に派生する溝が 1条ある

が、まわりに広い空閑地を有する単独墓である。周溝は完周せず西コーナー部を掘 り残して陸橋

部とする。主軸の方向はN-31°―Eである。

|

|

0                                         10cm

22号方形周溝墓出土遺物

B'
2116n

16黒掲色粘質土 (10YR3/2)

17灰黄褐色粘質土 (10YR6/2)

18淡黄色粘質土 (25Y3/8)

1,にぶい黄総色粘質土(loYR6/3) 0                        2m

23号方形周溝墓断面図

A B

上げ
輛一
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墳丘規模は9.0× 7.Omを測る。周溝の幅2.0～ 2.5m、 深さ0.5～ 0.8mを測る。周溝埋土は上下 2

層に分かれる。図51A断面 1暗赤褐色粘質土、B断面 3・ 4、 C断面 8・ 9、 D断面 13・ 14の 暗

赤褐色粘質土・にぶい褐色上の上層から庄内期の遺物、以下の層から中期の弥生土器、石器等が

出土 した。
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図52 23号方形周溝墓平画図



出土遺物 (図49-130～ 137。 図54)壼 1301ま 北東周溝から北東方向に分岐する溝の最下層で

出土した (図 53)。 縦長球体の体部を持つ小型の広口壷と考えられ、口顎部に2条の櫛描直線紋

が施される。以下は剥離のため施紋 。調整とも不明。口顎部内面にユビオサエの跡が見られる。

壺1311ま 南東周溝下層から出土した広口壺の口縁部である。端部は肥厚させ面を有する。調整不

明。132は 南東周溝下層から出上した壺の底部である。外面に縦方向のハケ調整を施す。133は 北

東周溝下層から出土した壺の底部である。134～ 136は南西周溝上層から出上した奏の底部である。

134の外面にハケ調整が残存する。137は北東周溝下層から出土した鉢の底部で、円盤状の台を貼

り付ける。

140は 南西周溝上層から出土した太型蛤刃石斧の未製品である。表面を敲打し、断面楕円形ま

で整形しているが、斧頭側には原礫面を残している。厚さ6.7cmを 測る。整形途上で折損 し、廃棄

されたものと考えられる。二次的に使用された痕跡を残さない。助岩。141は 南東周溝下層から

出上した石庖丁である。直線刃半月型で全保の 5分の 2程度が残存するが、裏面は剥離している。

紐通 し孔が lヶ 所認められる。幅約3.Ocm。 泥質ホルンフェルス。142は南西周溝上層から出

苔

206m

図53 23号方形周溝墓遺物出土状況・立面図
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0                                          10cm

図54 23号方形周溝墓出土遺物
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____ 3弥生時代の遺構と建物

土した太型蛤刃石斧である。刃部のみの残存で、折損後台石として転用された使用痕が残る。厚

さ4,lcm。 冷岩。

24号方形周溝墓 (図 55・ P L17) 99-4調 査区、K7-6-C13可 5・ 6で検出した長方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20.6mで ある。西周溝を25号方形周溝墓と共有し、 22号方形周

溝墓と溝で繋がる。周溝は完周せず、北東コーナー部を掘 り残して陸橋部としている。主軸の方

向はN-92°―Eである。

墳丘規模は、7.5× 6.Omを 測る。周溝の幅0.8～ 2.Om、 深さ約0.3mを 測る。周溝埋土は基本的に

単層である。東南コーナー部では周溝底から浮いた状況で、143。 144の壷が出土した。周溝内か

らは少量の弥生土器が出土した。

出土遺物 (図 55-143・ 144) 壺143は 周溝南東コーナー部から出土した。球形の体部から伸

張した口頸部を持つ広口壷と推定される。体部上位と口頸部に多条化したヘラ描沈線紋を2帯施

す。体部外面ハケ調整、内面はナデ調整。144は壼143と 同じ位置から出土した壺の底部である。

外面はハケ調整、内面はナデ調整。使用されたハケの原体および胎上、色調からみて、両者は同

一個体と考えられる。

25号方形周溝墓 (図 55。 P L17) 99-4調 査区、K7-6-C13可 6で検出した長方形の方形周溝

墓である。検出面の標高は20.7mで ある。東周溝を24号方形周溝墓と共有する。北周溝が調査

区外に延びて行 くため、西周溝は調査区外に存在すると考えられる。これに対 して南周溝は調査

区の端に接する部分で端部が検出され、西周溝と直接接続しないことが判明した。南西コーナー

部に掘 り残しの陸橋部が 1ケ 所存在する。主軸の方向は24号方形周溝墓と同じく、N-92°一Eであ

る。

墳丘の規模は、6.Om以上×5,Omを 測るが、陸橋部の検出状況からみて主軸方向は6.5m前後と

考えられる。周溝の幅約1.Om、 深さ0.3mを測 り、埋土は単層である。周溝内からは、少量の前

期・中期の弥生土器が出土したが、小片のため図化しえるものはなかった。

26号方形周溝墓 (図 56・ P L18) 99-1調 査区、K7-6-D13-b7で 検出した正方形の方形周溝

墓である。検出面の標高は北から南に向かって低 く傾斜する地形で、北側で20.45m、 南側で20.2

mを測る。方形周溝墓の西側は、現代の用水路および旧水田の段差で削平を受けており、西周溝

はほとんど検出できなかったため、陸橋部の存在は明らかにしえない。西周溝と推定される位置

から、 28号方形周溝墓に向かって延びる同時期の溝がある。 26・ 28号方形周構墓間に方形

周溝墓が存在した可能性がある。主軸の方向はN-92°一Eである。

墳丘規模は、西側辺が不明確であるが、約5.Om× 5.Omと 考えられる。周溝の幅は北周溝が狭

く0.5m、 東周溝から南周溝にかけて漸次広 くなり1.5mを測る。深さも同様0.1～ 0.3mを 測 り、埋

土は単層である。北周溝C断面付近から、周溝底に口縁を西に向けて倒れた状況で広口壷 1点が

出上した。後世の削平により上位半分が失われている。周溝内からは他にも中期前半の弥生土器

が少量出上した。
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1にぶい黄橙色粘質土 (10YR6/3)

2灰黄褐色粘質土 (10YR5/2)
3黄色粘質土 (25Y3/6)と 上層の混土

4にぶい黄褐色粘質上 (10YR4/3)

o                             20cm
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図55 2牛 25号方形周溝墓平面図・断面図。遺物出土状況・出土遺物
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出土遺物 (図56-145)壺 145は北周溝中央部から出土した広口壷で、底部を欠損する。縦長球

形の体部から漏斗状に口頸部が開き、口縁端部を僅かに肥厚させ、下端を指で摘んで刻 目紋を施

す。体部上位から口顎部にかけて櫛描直線紋を連続的に施す。紋様間の空白部は表面剥離のため

紋様が残存 しない。体部外面下位は横方向のヘラミガキ調整。それ以外は不明。

28号方形周溝墓 (図 56・ P L18) 99-l調 査区、K7-6-D13-b8で検出した方形周溝墓である。

検出面の標高は20.4mを測る。南東コーナー部と東周溝 。南周溝の一部を検出したのみで、大半

は調査区外に延びる。主軸の方向はN-92°―Eと 推定される。

墳丘規模は、2.Om以上×4.Om以上、周溝の幅0.7～ 1.5m、 深さ0.3mを 測る。埋土は灰褐色土単

層である。中期前半の弥生土器が出上した。

上記 4基の方形周溝墓 (24～ 26。 28号)は、他の方形周溝墓群が東北一南東方向を主軸

方向とするのに対して、東西方向を主軸とする一群として捉えることができる。

18号方形周溝墓 (図 57・ 59・ P L19) 99-1,4調 査区、K7-6-D13-doe6・ 7で検出した正方

形の方形周溝墓である。検出面の標高は、墳丘中央部で20.4m、 周溝外側で20,3mを 測る。他の方

形周溝墓と周溝を共有しない単独墓である。併行に走る2条の構が検出され、大きく掘 り残 した

陸橋部分が存在する。主軸の方向は、N-43°―Eである。

併行する2条の溝は、内側をSD3424、 タト側をSD2925・ 3430と して検出し、掘

削した。内側の溝 SD3424を 18号方形周溝墓の周溝として考えると、南東が開くコ字形に

周溝がめぐり、墳丘規模は10.0× 9.5mを測る。周溝幅はほぼ一定で、1.5m、 深さ0。2～ 0.4mを 測る。

埋土は大別して上下 2層 に分かれ、上層から庄内期以前の遺物、下層から前期末及び中期前半の

弥生土器および石器、石材が出土した。

外側の溝 SD2925と SD3430を 周溝と考えると、南コーナー部が大きく掘 り残された

A A'       B

D

B'
206m

1褐色土 (7 5YR4/3)

2にぶい褐色土 (7 5YR5/3)

3黒掲色粘質土 (10YR92)
4にぶい黄褐色土 (10YR守3)

5灰黄褐色粘質土 (10YR4/2)

6にぶい黄褐色粘質土 (10YR5/3)

7にぶい黄褐色上 (10YR5/3)

8明黄掲色土 (10YR6/6)

9にぶい黄褐色土 (10YR5/4)

iO褐色土 (10YR4/4)

11灰黄褐色土 (loYR4/2)

,2明黄褐色粘質土 (10YR6/6)

13灰黄褐色粘質土 (10YR4/2)

14黒褐色粘質土 (10YR3/2)

15灰黄掲色土地山混り(10YR4/2)

16黒褐色土地山混り(10YR3/2)
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図57 18号方形周溝墓断面図
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陸橋部 と考え、墳丘規模は13.0× 12.5mを 測る。周溝幅0。 8～ 2.Om、 深さ0,1～ 0,4mを測る。埋土

は、上下 2層 に分かれ、上層から庄内期以前の遺物、下層から前期末・中期前半の弥生土器、石

器、石材が出土 した。

SD3424(内 側)。 SD2925(外 側)の溝は、南西側で接するが、重複することなく

掘削され、堆積層及びそれに包含される遺物の時期・種類等に差がなく、掘削時期は同時ではな

いものの、周溝として開いていた時期は同じ頃と考えられる。

周溝の機能を失い埋没 していった状況についても、内外で差はなかったと考えられる。二重周

溝を持つ方形周溝墓の類例はなく、内側のSD3424と 外狽1の SD3430南 東側の一部で墳

丘部を区画していたものが、何らかの理由で築造後の近い時期にSD2925を 追加して掘削し

たと考えてお く。

出土土器 (図58-146～ 155) 壺146は 、SD3424(内 側)南 コーナー部から出上 した小

型の広口壷の口縁部である。漏斗状に開いた口縁下端を指で引き出し、摘んで刻目紋とする。内

外面ともヨコナデ調整。壷 147は SD2925(外 側)北西周溝下層から出土 した広口壺の口縁

部である。漏斗状に広がる口縁部端を指で強 く摘んで刻目紋を施す。内外面ナデ調整。壼 148は

SD2925南 西周溝から出土 した広口壷の口縁部で、端部はやや肥厚させるが施紋を見ない。

内外面ナデ調整。

甕148は SD2925南 西周溝下層から出上 した。口縁部はやや外反 して短 く屈曲する。調整

不明。奏 1501よ SD2925南 西周溝下層から出上 した。口縁部は短 く屈曲する。調整不明。奏

151は SD3424南 西周溝上層から出土 した。口縁部は外反 して短 く屈曲する。端部に工具に

よる刻目紋を施す。調整不明。甕152は SD2925北 西周溝下層から出土 した。胴部の張 りが

強 く、口縁部は外反 し、端部に刻目紋を施す。口縁部内面は、横方向のハケ調整、外面ナデ調整。

体部内面はナデ調整、外面は縦方向のハケ調整を施す。甕153は SD2925北 西周溝下層から
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出土した。口縁端部を大きく屈曲させる。外面は縦方向のハケ調整、内面はナデ調整を施す。甕

154は SD3430(外 側)北東周溝から出土した口縁端部の破片である。内面は横方向のハケ

調整、外面はハケ調整。鉢155は SD3430北 東周溝から出上した台付鉢の脚台部である。調

整不明。

出土石器 (図 60・ 61)図 60-156～ 159。 図61-164は 内側周溝 (SD3424)か ら出上した

石器である。156は 北東周溝から出上した太型蛤刃石斧の刃部の破片である。折損後刃部を叩石

として再利用している。厚さ4.6cm。 扮岩。157は北東周溝から出土した石庖丁の破片である。刃

部と組通し孔の一部が残存する。厚さ4mm。 ホルンフェルス。158は北西周溝下層から出土した

平基式石鏃である。長さ1,97cm。 159イよ北西周溝下層から出土 した石錐である。長さ2.53cm。 164

は北東周溝上層から出土した叩石である。長さ9.58cmを 測る。

図61-160～ 163・ 165。 166はタト狽1周溝 (SD2925'3430)か ら出土した石器である。

160は 南西周溝から出上した石庖丁の破片である。刃部の一部と2ヶ所の穿孔が残存する。幅4.1

cm。 頁岩。161は 北西周溝上層から出上した石庖丁の破片である。 2ケ 所の穿孔が認められる。

玄武岩質凝灰岩。1621ま 北西周溝下層から出上した扁平片刃石斧である。 3分の 1が欠損する。

長さ7.Ocln、 厚さ1.6cmを 測る。石英安山岩質溶結凝灰岩。1631ま北西周溝上層から出上した異形勾

玉である。頭部は略方形を呈し、片側からの穿丁しが 1ケ所認められる。石材は緑色半透明で、メ

ノウあるいは天河石と推定される。厚さ0,55cmを 測る。165は南西周溝下層から出上した石皿であ

る。平坦な上面に叩かれた痕跡が残る。厚さ2.3cmを 測る。166は 北西周溝上層から出土した砥石

である。図示した面が使用されている。
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◎

19号方形周溝墓 (図 62・ P L20) 99-1調 査区、K7-6-D13-e・ f8で検出した長方形の方形周

溝墓である。検出面の標高は20.4mである。地山面の削平が著しく、北周溝と南周溝の一部が検

出されただけで、東・西の周溝は検出できなった。方形周溝墓の方向及び配置から見て、単独墓

0        1m
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生土器が出上 した。本来存在 した墳丘から転落 した状況でなく、周溝底のこの位置に置かれ、転

倒 したものと看取され、本方形周溝墓群中唯一供献の可能性を示す出土状況である。上器が置か

れた周溝底は、他の部分に比べて、深 く掘 りこまれている。また、南周溝からは少量の前期末の

土器とともに石庖丁が出上 した。

出土土器 (図63-167～ 170) 167～ 170の 土器はいずれも北周溝の下層から出上 した。壷167

は漏斗状に開く広口壼の口顕部である。口縁端部は平らに面を作るが、装飾は施さない。頸部下

0                              20cm

図63 19号方形周溝墓出土遺物 ]
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図64 19号方形周溝墓出土遺物2

側に2条の櫛描直線紋が施紋されている。外面はナデ調整、内面は横方向のハケ調整を施す。重

168は 口顎部を欠 く広口壼である。球形の体部は前期末の形態を残す。口頸部には 2条の櫛描直

線紋、体部には上 3条、下 4条の櫛描直線紋帯を施紋する。各施紋帯の間には縦方向の櫛描直線

紋を施す。この縦方向の櫛描直線紋は、口顎部に2条 1セ ットで 5単位、体部に3条 lセ ットで

5単位が施紋されている。剥離のため調整不明。壼169は 口縁部を欠く長頸の広口壷である。球

形に近い胴部から筒状に長く伸びる顎部を持つ。体部に2条の櫛描直線紋、顎部に7条の櫛描直

線紋を施す。調整不明。生駒西麓産の胎上である。壼170は 無紋の広口壷である。口縁部は欠損

する。縦長球体の体部からしまった頸部につながる。調整不明。

出土石器 (図64-171'172) 171は 北周溝から出土した石庖丁である。隅丸長方形の直線刃

で約 2分の 1の残存 し、穿孔が2ケ 所見られる。厚さ0,7cm。 ホルンフェルス。172は南周溝から

出土した石庖丁の未製品である。半月型に形を整えているが、表面は研磨せず、刃をつけていな

い。穿孔の痕跡が 1ケ 所認められる。厚さ0,7cm。 ホルンフェルス。

20号方形周溝墓 (図 65。 P L21・ 22) 99-1・ 99-3調 査区、K7-6-D13-g・ f3・ 4で検出し

た長方形の方形周溝墓である。検出面の標高は20.3mで ある。他の方形周溝墓とは周溝を共有し

ない単独墓と考えられ、検出した方形周溝墓の中では最大規模を測る。周溝はコ字形に掘られた

北西 。南西・南東周溝と北東周溝との間に2ヶ 所の掘 り残した陸橋部が存在する。主軸の方向は

N-63°―Eである。

墳丘規模は、15.5× H.Omを測る。周溝は完周せず、2ケ 所の陸橋部を設ける。単独で掘られ

た北東周溝の幅4.5m、 深さ0.2mを測る。コ字形に巡る周溝は北西周溝が狭 く浅く、南西周溝南

側が最も広 く深い。北西周溝の幅1.5m、 深さ0.15m、 南西周溝の幅2.0～ 3.Om、 深さ0.5m、 南東

周溝の幅1.5～ 2.5m、 深さ0.25mを 測る。

周溝埋土は上下 2層 に分かれ、下層は墳丘の崩壊土と考えられる褐色土で前期末、中期前半の

弥生土器を包含する。上層は周溝がある程度埋没した後に堆積したと考えられる黒褐色上である。

姦
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4褐色土 (10YR守4)

5にぶい黄褐色土 (10YR5/3)

6暗灰黄色土 (25Y5/2)
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図65 20号方形周溝墓平面図・断面図
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この堆積層には、中期前半の弥生土器、石器、サヌカイ トや幼岩等の石材が包含される。特に南

西周溝南側では、周溝底から検出面までのO.5mの 間に出土遺物実測図に掲載 したほとんどの上器

・石器・石製品が出土 した。その出土状況は、出土時に原形をとどめるものはなく、多数の土器

が細かな破片に砕かれ、次々投棄された様子を示す。接合資料は非常に少ない。その個体数500

個体以上に上る。

出土土器 (図66～ 73) 図示する出土土器は179・ 313の 2点 を除きすべて南西周溝上層の黒褐

色土から出土 したものである。壼 173・ 174は 、短 く外反する口縁部を持つ広口壷である。壺 175

は口頸部が漏斗状に開く太頸壺である。肥厚させた口縁端部には等間隔に指頭圧痕を並べ、端部

上端に工具による刻み目を施す。顕部以下には 7本のヘラ描沈線紋を施す。内外面ともナデ調整

を施すが、内面の一部に横方向のハケ調整が残存する。

壺 176は顎部に櫛描直線紋を施す太頸壼である。壼177は長 く伸びた頸部から緩やかに外反する

口縁 を持つ。頸部に2条の櫛描直線紋を施す。壺 178は 漏斗状に開 く口縁部を持つ広口壼で口縁

端部は肥厚 させない。長 く伸びた頸部に4条 の櫛描直線紋を施す。壷 1791よ 南西周溝下層 (墳丘崩

壊土)か ら出土 した広口壼である。調整不明。

壼 180～ 185は 口縁端部下端に工具による刻目紋を施す広口壷である。182は 口頸部に4条の櫛

描直線紋を施す。 1851ま 口縁部内面に竹管紋を並べる。壷186は 口縁端部外面に櫛描直線紋を施す

広口壺である。外面縦方向のハケ調整の後、櫛描直線紋を3条以上施す。壼 187。 188は 口縁部を

僅かに肥厚 させるが、端部外面に施紋 しない広口壺である。口顎部には櫛描直線紋を施す。188

は、内面及び口縁部内外面 ともナデ調整、外面に縦方向のハケ調整を施す。壷 189。 190。 192・

193は 無紋の広口壷である。壷191は 口縁部を大きく外反させ粘上を外面に貼 り付け、口縁部を厚

く仕上げる。頸部には 3条の櫛描直線紋を施す。内面及び口縁部はナデ調整、顎部外面は縦方向

のハケ調整を施す。

壺 194～ 201は 口縁端部に粘土を貼 り足 し肥厚させて垂直に大きな面を作 り出す広口壺である。

194は無紋。195は 口縁部下端に刻目紋を施 し、その上位に櫛描直線紋を施す。196は 口縁部下端

に刻目紋を施 し、その上位に波状紋を施す。197は大型の広口壺で、口径41.8cmを 測る。口縁端部

は肥厚 させて垂下 し、下端部を指で摘んで刻目紋を施す。198は 肥厚 させた口縁部上下端に刻目

紋を施す。199は 口縁部下端に刻目紋を施す。口縁部内面は横方向のハケ調整。外面は縦方向の

ヘラミガキ。200は 口縁部下端を浅 く指で摘んで刻目紋を施 し、その上位に波状紋を施す。口縁

部内面は横方向のハケ調整。201は 口縁部下端に刻目紋、その上位に直線紋を施す。

壺202～ 2041よ集状紋を施す広口壷である。202は 口縁端部の断面が三角形を呈 し、端部に集状

紋、口顕部に櫛描直線紋を施す。203は大型の広口壷の口縁端部で、肥厚 させた口縁端部に簾状紋

を施す。204は漏斗状に開く口頸部を持つ広口壺で、口縁端部外面に櫛描直線紋、口縁部内面に、

簾状紋を施す。この簾状紋の施紋技術は稚拙で、部分的に波状紋となっている。

壺205～ 207は細頸の広口壼である。205は 顎部にヘラ描沈線紋が 2本、206・ 207は櫛描直線紋
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が施される。壷208'209は 口縁端部に工具による刻目紋を施す小型の広口壺である。

壷210～ 214は有紋の無頸壺である。口縁部が内弯する210・ 211、 口縁部が直立する213。 214が

ある。口縁部直下から櫛描直線紋が数条以上施される。212は 西コーナー部から出土 し、施紋帯

の最下段は波状紋である。

壷215～ 221は 長顎の広口壷の体部から口頸部にかけての破片である。215は 長 く伸びた顎部の

上半部には施紋されず中位以下に櫛描直線紋 と2条の波状紋を施す。218は 2条の櫛描直線紋の

間に鋸歯紋を入れる。216は体部最大径のやや上位から8条以上の櫛描直線紋を並べる。

壷221は 無紋の広口壷である。体部外面は縦方向のハケ調整、内面は底部にユビオサエが見 ら

れる。壺222は ヘラ描沈線紋 と列点紋を多用 した体部片である。縦長球体の体部から口頸部は細

く締まるが、回縁部の形状は不明である。口頸部には多条化 したヘラ描沈線紋を 2条入れ、その

＼―

o                                  20cm
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図68 20号方形周溝墓出土遺物 3
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―

間に列点紋を上下 2列横方向に並べる。体部中位に横方向に4条で 1単位のヘラ描沈線紋を入れ、

顎部の沈線紋との間にできた空間に縦方向の 3あ るいは4条で 1単位のヘラ描沈線紋を入れ、沈

線紋間に2～ 3列の縦方向の列点紋を施紋する。体部下位にも縦方向のヘラ描沈線紋が見られ、

紋様帯が続 くものと考えられる。

図69-223～ 246。 図70-247～ 250は甕の口縁部の破片である。甕223～234は 口縁部内面に横方

向のハケ調整、体部外面に縦方向のハケ調整を施す。223・ 224は 口縁端部を肥厚させ、面を持た

せる。その端部に右傾する刻目を細かく密に加える。224は刻目を加えた後に、一対の指頭圧痕

を紋様として数ケ所に押捺する。225。 226は外反する口縁部に粘土を付加 して厚 くする。233・

か

５５

駄

Ⅵ

Ｈ

Ｖ

一
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^

亨261  豊妻豊~ゴム262
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|
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234は 口縁端部に工具による刻目紋を施す。

235～ 240は体部外面に縦方向のハケ調整を施す。内面は剥離により不明なものが多い。235は

小型の甕である。236は 225・ 226と 同様の技法で口縁部を作る。237は厚い体部から口縁部逆L字

状に折 り曲げる。238は 体部が口径 と同じ位に膨らみ、日縁部は外反する。239～ 241は緩やかに

外反する口縁部を持つ。

甕242～ 246イま体部の内面或いは外面にヘラミガキを施す。242は 体部内面と口縁部内面に横方

向のヘラミガキを施す。体部外面にもヘラミガキの痕跡が残る。244～ 246は体部と口縁部の境に

ヘラ描沈線を 1条入れる。245。 245は沈線以下の体部にはヘラミガキ、口縁部内外面はヨコナデ

調整、内面にハケ調整が見られる。246は短 く外反する口縁の端部に刻目紋を施す。

甕247・ 248は球形の体部から外反する口縁部を持つ。口縁端部は斜め外側に面を持たせ、刻目

紋を施す。口縁部外面から体部は斜め方向のハケ調整、内面はナデ調整である。甕249は 短く外

反する口縁の端部には工具による刻目紋を施す。体部には2条の櫛描直線紋を施す。体部外面と

＼
｀
                          266

＼
ヽ   ∝

＼＼く==========!:::::::::::;'/274

＼

0                               20cm

図71 20号方形周溝墓出土遺物6
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口縁部はナデ調整。甕250は 口縁部の上端を押圧によって波打たせたものである。体部外面には

多条化したヘラ描沈線紋を施す。

図70-251～ 262は鉢である。鉢251～ 254は 口縁が外反する形式である。253・ 254の 内面に横方

向のハケ調整が見られる。

鉢255～ 261は直口の口縁形式と考えられる。255は 2本のヘラ描沈線紋の下位に突帯を貼 り付

ける。内外面ともナデ調整。256は 直国の口縁の上端部に面を持たせる。瘤状把手を口縁直下に

貼 り付け、その下に櫛描直線紋を施す。257。 258の体部には3条の櫛描直線紋が施紋され、縦に

扇形紋を並べて擬似流水紋としている。259～ 260は小型の鉢である。259の体部には口縁下に櫛

描直線紋を 1条、その下に振幅の大きい波状紋を施す。260は体部に3条の櫛描直線紋と波状紋

を施紋する。261は 口縁端部を欠損するが259と 同様の紋様構成である。

262は小型の鉢の脚部と考えられる。端部は矩形に仕上げ、側面に櫛描直線紋を施す。内外面

ともナデ調整で、破面は剥離面である。

図71-263～ 282は壺の底部と考えられる。267・ 272・ 275は ヘラミガキ、273・ 2801よハケ調整

が見られる。271は 焼成後に外から中へ、斜めに穿孔されている。

底部の形状には、265の様に全 くの平底のもの、268の様に中央部が窪む上底状のもの、264の

様にドーナツ状に窪むものの 3者がある。

また断面観察から底部の製作技法にも種類があり、263で は体部から一体として形成した底に

厚 く粘上の円盤を貼 り付け、底部としている。272・ 273で は丸 く作った体部の延長である底に断

面三角形の粘上の輪を付加して底部を形成する。264。 282の様に小皿状に作った底部の下に、円

盤或いはドーナツ状に伸ばした粘土を貼 り付けて底部の厚さを確保する。体部は小皿状のものか

ら立ち上げる。

図72-283～ 318は 甕の底部と考えられる。表面が剥離せず調整技法が観察できる個体のほとん

どは、外面では下から上へのハケ調整、内面では底にユビオサエとらせん状に下から斜め上に向

かつてハケ調整が観察できる。313～ 3181ま底部の中心に穿孔されている。313は南西周溝中央部

下層から出上した。

底部の形態は、平坦なもの 。中央が窪むもの 。ドーナツ状に窪むものの3者がある。製作技法

も先述したものと同様であるが、数量的には、断面三角形の粘土の輪を丸底に貼 り付けて、平底

に作ったものが多く見られる。

＼

図73 20号方形周溝墓出土遺物8
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図73-319～ 323は蓋である。壷蓋319は 円盤状を呈し、 2個一対の穿孔が見られる。上面に板

ナデ調整、ハケ調整が残る。穿孔は下から上方向である。甕蓋320。 321は 深い笠形を呈する。壺

蓋322・ 323は 浅い笠形を呈する。何れの蓋にも施紋は見られない。

高杯324は太い中実の脚柱部で、外面はハケ調整の後、脚部狽1にユビオサエを行なう。杯部内

面はナデ調整を施す。高杯325は 中実の脚柱部を持ち、裾部との境目に櫛描直線紋を 1条施紋す

る。脚裾部は僅かに広がり、内面を窪ませる。外面ナデ調整。

出土石器 (図 74・ 75) 図示した石器は、石庖丁344が北西周溝上層から出土した以外はすべ

て南西周溝上層の黒褐色土から出土したものである。

326～ 330は凹基式石鏃である。326の長さ3.40cm。 327は jk・ りが深 く、長さ3.25cm。 328は僅かに

基部を狭る。長さ2.93cm。 329は 3.20cm、 330は 2.39cmである。

331～ 332は 平基式石鏃で、正三角形を呈し、331の 長さ2.08cm、 332は 1.62cmを 測る。

333～ 335は 円基式石鏃である。333の 長さ2.13cm、 334は 2.26cm、 335は 3.92cmを 測る。

336・ 337は石錐である。両者とも刃部に使用痕が認められる。336の長さ4.62cm、 337は 4.14cm

を測る。

338は太型蛤刃石斧の破片である。二次使用の痕跡を認めない。ホルンフェルス。339は扁平片

刃石斧で、刃部側を欠損する。流紋岩。340。 341は砥石である。図示した面が使用されている。

340は 片麻状黒雲母花聞岩、341は砂岩。

342～ 347は石庖丁である。部分的に欠損し、完形を保つものはない。3421よ 直線刃半月形で、

厚さ0.7cmを 測る。玄武岩質凝灰岩質片岩。343は外湾刃楕円形で 2孔の紐通し孔の間隔は狭い。

厚さ0.6cm。 泥質ホルンフェルス。344は 外湾刃杏仁様形で、厚さ0,7cmを 測る。ホルンフェルス。

345は直線刃で裏面側は剥離している。ホルンフェルス。346イよ直線刃の一部の破片で、裏面も剥

離している。ホルンフェルス。347は直線刃半月形で、紐通し孔が 1ケ 所残る。厚さ0。 7cm。 輝石

安山岩。

348は石庖丁未製品である。直線刃半月形に平面形態を整え、研磨・穿孔の直前の段階まで作

成したものである。厚さ0。9cmを 測る。ホルンフェルス。

349は不明石製品である。正面図上位と、左側に片刃の刃を研ぎだす。下半を欠損する。右側

に径0.3cmの 穿孔を施す。厚さ0.3cm。 ホルンフェルス。

30号方形周溝墓 (図76・ P L23) 99-3調査区、K7-6-D13-i4で 検出した方形周溝墓である。

検出面の標高は20.3mで ある。東周溝と西周滞を検出したが、南北の各周溝は検出できなかった。

主軸の方向はN-83°―Eである。

墳丘規模は、7.Om× 5,Om以上を測る。周溝の幅1.5～ 2.Om、 深さ約0.3mを 測る。周溝埋土は上

下 2層 に分かれるが、何れの層からも弥生時代中期の遺物が出上した。今回の調査範囲では最も

南側で検出した方形周溝墓である。

出土遺物 (図77-350～ 360) 350～ 356は東周溝から出上した土器である。壺350は 、漏斗状
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85



に開いた口縁端部は肥厚させ、外側に垂直な面を広 く持たせる広口壺である。日縁端面に櫛描直

線紋を施紋した後、日縁部上端には刺突紋を横に並べ、下端には工具による刻目紋を施す。口顎

部には 1条の櫛描直線紋が施されている。壷351は 、口縁部を短 く屈曲させる無紋の広口壺であ

る。甕352は 口縁を短 く屈曲させ、外面は縦方向のハケ調整、内面は横方向のハケ調整を施す。

壺353は太い顎部から短 く外反させる口縁部を持つ。甕354・ 355は底部片で、外面にハケ調整が

見られる。356イよ台付鉢の脚部と考えられる。
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357～ 360は西周溝から出土した土器である。重357は底部・体部・頸部の破片で直接は接合で

きないが、胎土等から同一個体と考えられる。頸部は長頸化しているが、太い。 8条の櫛描直線

紋の下には紋様の空白部が作られる。体部にも5条以上の櫛描直線紋が施紋される。底部に僅か

にハケ調整が残る。甕358。 359の底部片にはヘラミガキが観察できる。壷360は 口縁部が短 く外

反する広口壺の口縁である。

土器棺墓・土坑墓 30基の方形周溝墓は墳丘部をすべて削平されていたため、埋葬施設は一切

検出できなかった。また周溝内においても、いくつかの埋葬施設の可能性がある土坑状の掘 り込

みがあつたが、断定するに至っていない。弥生時代中期の墓は、方形周溝墓以外の場所から2種

類 2基の埋葬施設を検出した。 14号方形周溝墓に接するように土器棺墓が検出され、20号方

形周溝墓の西40mの地点で土坑墓が単独で検出された。

SK1550(図 25・ 78・ P L24) 98-3調査区、K7-6-C12-f8で検出した土器棺墓である。

14号方形周溝墓の南西周溝南隅外側に接 して検出された。撹乱が著しく、 14号方形周溝墓の

周溝との前後関係は不明確であるが、土器棺墓が周溝の肩を破壊していると看取される。

土器棺を納めた土坑の形状は楕円形を呈し、1,1× 0,7m、 深さ0.5mを 測る。検出面の標高は20。7

mである。構として使用された土器は土坑の南東隅に寄せて60度の角度で立てられている。土器

棺の上部は撹乱を受け、蓋等の閉塞施設は検出できなかった。

略
_‐A

解ミ| 持、＼く↓帝生

図78 SK1550遺物出土状況。断面図
1黒褐色土 (7 5YR3/2)

2褐灰色土 (10YR守 1)

o                                     lm

図79 SK2015遺物出土状況・断面図
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土器棺を埋めている掘形の

上は均質な一層で、棺内への

流入土も掘形と同じである。

土器棺の裾には他の上器片が

囲むように置かれていた。

出土遺物 (図 80-361～ 364)

壷3611よ 掘形埋土から出土

した。口縁は外反 した後、内

傾 して立ち上がる有段口縁の

広口壺で、受け口部は波状紋

で飾る。下段には 2条の櫛描

直線紋が見 られる。壷362は

土器棺に使われていた大型の

広口壼である。頸部以上の口

縁部を欠損 し、体部の下部に

焼成後の穿孔が lヶ 所認めら

れる。顕部 と体部の境に櫛描

直線紋、それ以下には複帯構

成の波状紋が施されている。

外面の調整については、底部

は縦方向のヘラミガキ、体部

下半は横方向のヘラミガキ、

体部上半は横方向のナデ調整

の後施紋 している。内面はユ

ビオサエとナデ調整が観察で

きる。壼363・ 364は土器棺の

底部を囲むように置かれてい

た土器である。363は広口壷の

口縁で、上下に拡張 した端部

の上下に工具による刻目紋を

施す。外面縦方向のハケ調整、

内面横方向のハケ調整。364は

363の 口縁部 と同一個体 と考

えられる体部上半部の破片で

88
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ある。胴部最大径から直線的に細 く絞られた顎部に至る外形は特徴的である。外面は縦方向のハ

ケ調整の後、施紋。内面はナデ調整。紋様は上位から櫛描直線紋 1条・粗い波状紋 l条・細かい波

状紋 4条・櫛描直線紋 6条 とその下にU字形の櫛描紋を横方向に並べる。

S K2015(図 25・ 79'P L24)99-1調 査区、K7-6-D13-h9で 検出した土坑墓である。この上

坑墓は、調査区南東側の方形周溝墓群から離れた、周囲に他の埋葬施設等弥生時代中期の遺構が

ほとんど検出されない位置に、単独で検出された。

土坑の平面形は、略長方形を呈し、1,7× 0.8m、 深さ0.06mを 測 り、検出面の標高は20,4mであ

る。遺構はかなりの削平を受けており、検出時の遺構の深さは4～ 6 cmの 残存であったため、平

面精査と断面観察では木棺痕跡を検出できなかった。ここでは土坑墓と考えておく。

土坑内から打製石剣、石鏃が各 1点及び少量の中期前半の上器が出土した。遺物の出土状況で

原位置が確認できたのは石剣である。石剣は、土坑の中軸からやや南に偏った位置で、土坑底か

ら4 cm浮いた状態で、尖頭部を東に向け、土坑の長軸に石剣長軸を合わすように、水平に置かれ

ていた。副葬品である可能性が高いと考える。

出土遺物 (図 81-365。 366)365は長さ18.lcm、 幅3.Ocm、 厚さ1.15cmを 測る打製石剣である。

A面尖頭部右側は細かな押圧剥離を施し、刃部を鋸歯状に作る。基部に近い両側面は刃潰し加工

を施す。366は 土坑埋土から出上した凸基有茎式石鏃である。尖頭部は折損している。長さ4.5cm、

幅1,9cm、 厚さ0.5cmを 測る。
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図81 SK2015出土遺物
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立 Ⅲ章 観塗 の成果_

竪穴住居跡等 (図84) 方形周溝墓群が検出された墓域とともに住居域の一角を検出すること

ができた。竪穴住居跡 と柱穴群は、 18号方形周溝墓の西側で集中して検出され、この位置から

西側に広が り、住居域の中心が調査区外 (現府営住宅)に存在するものと考えられる。竪穴住居

跡の番号は遺構の時期と関係なく検出順に与えたため、弥生時代の竪穴住居跡は 2基検出したに

とどまるが、番号は 9。 10号 を付 して報告する。

9号竪穴住居閉 (図 83・ P L25) 99-1調 査区、K7-6-D13-d9で 検出した円形の竪穴住居跡で

ある。検出面の標高は北側で20.2m、 南側で20.3mを 測る。

竪穴住居跡の壁面は、後世の削平により失われていて、壁溝の痕跡が残る程度である。壁溝は、

南半分の円周が残存 し、北側は失われている。壁溝は円形を呈 し、幅0.lm、 深さ0.05mを 測る。

残された壁溝から、径約4.6mの 竪穴住居跡が復元できる。円周の中心近 くに0.5× 0.45m、 深さ

0。3mの楕円形を呈する土坑があり、埋土には多 くの炭が含まれていたことから、この竪穴住居跡

の炉跡 と考えることができる。上屋構造を支えていた主柱穴は、重複する弥生時代のピットが多

いため、竪穴住居跡に帰属するピットを峻別することができなかった。

出土遺物 (図82-367) 甕367は竪穴住居跡の炉跡と考えられるP3168か ら出土 した。国

縁は如意形に屈曲し、体部径は口径を上回らない。口縁部は横方向のナデ調整、体部内外面とも

ナデ調整を施す。

10号竪穴住居跡 (図 83・ P L25) 99-1調 査区、K7-6-D13-e9で 検出した円形の竪穴住居跡

である。検出面の標高は北側で20.2m、 南側で20.3mを 測る。

竪穴住居跡の壁面は、 9号竪穴住居跡と同様、後世の削平を受け、壁溝が残るだけである。検出

できた壁溝から直径約5。5mの 円形竪穴住居跡を復元することができるが、 3分の 1が調査区外に

伸びる。壁溝の幅0,lm、 深さ0.01mを 測る。円周のほぼ中央部に1.0× 0.75m、 深さ0。3mの楕円形

を呈する土坑があり、埋土は炭混 じりの黒褐色粘質上であることからこの竪穴住居跡の炉跡と考え

られる。炉跡からは、櫛描直線紋の見える土器片、太型蛤刃石斧の破片等が出土した。主柱穴は、

重複する同時期のピットが多いため、峻別することができなかった。また、 9号堅穴住居跡、 10

号竪穴住居跡は、壁溝に重複関係があり、

10号竪穴住居跡が 9号竪穴住居跡より

後に作られたものである。 0             10cm

出土遺物 (図82-368)368は 炉跡と ~ 0                  5cm
l       l

考えられるSK3207か ら出土した太

型蛤刃石斧の身部の破片である。頁岩。
図82 9・ 10号竪穴住居跡出土遺物

その他の遺構 (図 84・ P L25)弥生時代の集落に関わる遺構は、18号方形周溝墓の東狽1、 99

-1調査区北西端を中心とした場所で、竪穴住居跡とともに、多数のピット、土坑等が集中して検

出された。中期前半の遺物が出上した遺構を図84に示した。それ以外の遺構群についても、図化

しえない遺物の小片が出上 しているが、そのほとんどが弥生土器と考えられる。図示 した区域
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の遺構は、前期末から中期前半にかけてのものがほとんど占めると考えられる。また、それ以外

の地域では、遺構を検出する頻度が少なくなり、散在する程度となる。

この区域では、円形の竪穴住居跡が 2基検出されたが、周辺の遺構を詳 しく見れば、炭 。灰混

じりの埋土が検出される土坑 (SK3174。 3055。 2947・ 3692。 2326)が 散

在 し、この上坑を竪穴住居跡の炉跡と考えると、壁溝まで削平された竪穴住居跡が数基以上あっ

たと考えることができる。

また、千以上を数えるピットは、土坑 。溝等とともに掘立柱建物跡等の痕跡と考えられ、前期

末から中期前半にかけての集落域が、この地区を東端として調査区外に広がつていたと考えるこ

とができる。

出土土器 (図85) 甕369～ 3721よ SK3055か ら出土 した。炭混 じりの埋土を検出した方形

の上坑で、炉跡と考えられる。o.6× 0.6m、 深さ0。3m。 372は SK3692か ら出土 した底部穿孔

土器である。炭混 じりの埋土を検出した長方形の上坑で炉跡 と考えられる。0.6× 0.7m、 深さ0.3

m。 何れも竪穴住居跡の痕跡と考えられる。

甕373は SK2325か ら出上 した。0。4× 1.Omの 上坑。外反する口縁部 と体部外面にはユビオ

サエとハケ調整が見られる。壺374は SK2745か ら出上 した。o.5× 1.Omの 土坑。漏斗状に開

く口縁端部は肥厚させ、面を作る。壺375は P3109か ら、甕376は P2497か ら出上 した底

部片である。両ピットの径0.25m、 深さ0,3mを測る。壺377は SK2820か ら出土 した底部か

ら体部にかけての破片である。調整不明。0.8× 1.5mの上坑。壺3781よ SK3017か ら出上 し

た、体部上半以上を欠 く縦長球形の壷である。壷3791よ SD5478か ら出上 した。口顎部以上

を欠 くが、体部上半には、 3本 1組の櫛描直線紋を3条、その間に刺突紋を横方向に3段・ 2段

並べる。底部から体部にかけて板ナデ調整の後ヘラミガキを施す。380・ 3811よ 底部穿孔の甕であ

る。380は P2809、 381は SD5017か ら出上 した。382～ 384は SK5165か ら出土 し

た。384は 広口壼の口縁部である。

385。 386は SD3743か ら出土 した。この遺構は99-2調 査区で検出され、遺構面の標高

は19.2mを 測る。弥生時代の遺構が多 く検出される99-1・ 3調査区と比べて lm以上下がつ

た段丘崖下のこの地区にも、同時期の遺構が広がることが判明した。この遺構から図87-397の

の石錐未製品も出上 した。長さ5.Ocm、 幅1.4cm、 厚さ0.5cm。

出土石器 (図 86。 87) 387は SK3552か ら出土 した太型蛤刃石斧の未製品である。表面

は敲打整形されてお り、研磨作業に入る以前に折損 し廃棄されたと考えられる。幅9.8cm、 厚さ

6,7cmを 測 り、二次的に火を受けている。幼岩。O.6× 0.8m、 深さ0。4mの上坑。388は P1597

から出上 した太型蛤刃石斧の斧頭狽1の破片である。厚さ5.8c m。 う岩。389は SK3237か ら

出上 した砥石である。表 。裏の両面を使用 している。助岩。

390～ 396は石庖丁である。390は SK2531か ら出土 した。刃部はすべて欠損する。背部側

は、擦切 り技法を用いて直線的に切断されている。厚 さ0。 7cm。 ホルンフェルス。3911よ SK3
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124か ら出上した。背部側は僅かに弧を描 く。厚さ0.6cm。 玄武岩質凝灰岩質片岩。392は 99

-2区のP3734か ら出上した。直線刃半月形で約 2分の 1が残存する。厚さ0。7cm。 泥質片岩。

394は SK5411か ら出上した。3941よ 直線刃半月形で中心から偏在して紐通し孔を2ヶ 所開け

る。表裏面ともに斜め方向の擦痕が見られる。幅4.8cm。 流紋岩。最大幅2.Om、 深さ0.lmを測る

不定形土坑。同じ土坑から399の 平基式石鏃も出上した。395は P2475か ら出土した。端部は、

背面側の一部が残存するだけである。厚さ0.5cm。 ホルンフェルス。396イよSK4018か ら出土

した。直線刃半月形の刃部端と考えられる。ホルンフェルス。

398は SK3583か ら出上した平基式石鏃の未製品である。長さ1.87cm、 幅1.41cm、 厚さ0.42

cmを 測る。o,7× 2m、 深さ0.2mの 長方形土坑。

包含層出土遺物 (図 88～96) 99-1調 査区北側から99-4調 査区では、弥生時代から古

墳時代にかけての包含層が堆積する。弥生時代の単純包含層は検出できなかったが、この包含層

から弥生時代中期の遺物が多数出土し、また、弥生時代以外の遺構埋土からも弥生時代中期の遺

物が多数出土した。この時期の遺物をまとめてここで報告する。

400～ 413は 石庖丁である。400は 99-1調 査区包含層から出上した。外湾刃楕円形を呈し、

表裏面に擦痕が見られる。幅5.lcm、 厚さ0.6cm。 ホルンフェルス。401は 99-1調 査区包含層か

ら出土 した。直線刃半月形を呈 し、側端部を欠 く。擦痕が僅かに観察される。長さ10,4cm、

幅3.8cm、 厚さ0。 7cmを測る。ホルンフェルス。402は 99-4調 査区包含層から出上した。直線刃
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