
第3節 古代の遺構と遺物
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第30図 掘立柱建物2柱堀方出土遺物 (1)
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第Ⅲ章 調査の成果

⊂= = 隻 /
188

第31図 掘立柱建物2柱掘方出土遺物 (2)
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第 3節 古代の遺構と遺物
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第32図 掘立柱建物 2柱掘方出土遺物 (3)
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第33図 掘立柱建物2柱掘方出土遺物 (4)
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第 3節 古代の遺構と遺物
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第34図 掘立柱建物2柱掘方出土遺物 (5)
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第 3節 古代の遺構と遺物

a･@plie)pL◎73a･ 賢 妻

柱列1 P3柱列1土層注記
暗褐色土｡固く締まる､粘性有｡1-2mmのシラスを多く､焼土を微量含む
黒褐色土｡締まり有､粘性有.1mm 程のシラスを微量含む｡
暗褐色土｡締まり有､粘性有.
黒褐色士｡固く締まる､粘性有｡1-2mmのシラスを少量含む｡

′pl Lヽ1-/ノp2 --一P3

2:暗褐色土｡固くしまる､粘性有.1-4m のシラスを多く含む｡
3:黒褐色土｡締まり有､粘性有｡1mm以下のシラスを少量含む｡

P3 1:黒褐色土｡締まり有､粘性有｡1-2mm程のシラスを少量含む｡
2:黒褐色土｡固くしまる､粘性有.1-5mm程のシラスを多く含む｡
3:暗褐色士｡締まり有､粘性有｡

J-J′p4 - P5

柱列2土層注記

Pl 1:HuelOYR2/1 黒色土｡
2:HuelOYR2/1 黒色土｡

P2 1:HuelOYR2/1 黒色土｡
P3 1:HuelOYR2/1 黒色土｡

2:HuelOYR2/1 黒色土｡
P4 1:HuelOYR2/1 黒色土｡

2:HuelOYR2/1 黒色土｡

締まり有､粘性有｡～3mm程のアカホヤ粒を多く含む｡
上層と同質土だが､アカホヤ含まない｡
締まり弱い､粘性有｡アカホヤ粒を多く､ブロックをわずか含む｡
締まり弱い､粘性有｡アカホヤ粒を多く.ブロックをわずか含む｡
締まり弱い､粘性有｡上層とほぼ同質土だが､アカホヤ含まない｡
締まり弱い､粘性有｡アカホヤ粒を多く含む｡
締まり弱い､粘性有｡上層と同質土だが､アカホヤ含まない｡

跡が認められる｡本遺構は､堀立柱建物 1

の梁行と直交しており､堀立柱建物 1の西

辺に取り付くようにも見えるが判然としな

い｡

遺物 223は不明土製品である｡土師器杯

底部を円形に打ち欠いたもので､直径約

4.5cmである｡224は丸瓦である｡凸面

に格子目タタキが施されている｡凹面には

布目痕が認められる｡側線はタテケズリに

よって丁寧に整形されている｡225は平瓦

である｡凸面には格子目タタキが､凹面に

は布目痕が認められる｡側線部はタテケズ

リにより丁寧に整形されている｡

柱列2(第35図)

遺構 調査区中央付近で検出された｡4つ

の柱堀方からなっていて､身舎を形成する

ために対になる柱堀方列は認められない｡

塀あるいは柵列かと思われるが､上部構造

が不明なためいずれであるかの判断はでき

ない｡柱堀方の形状は円形で､直径が 30

-50cm､検出面からの深さは14-30cm
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第35図 柱列 1･2､同出土遺物



第Ⅲ章 調査の成果

外区査調

黒褐色ローム
褐色ローム

で各柱間間隔は約 1.6-1.9mである｡いずれ

の柱堀方にも柱痕跡や抜取り痕跡は認められ

ない｡

遺物 226､227は平瓦である｡いずれも凸面

には格子目タタキが､凹面には布痕跡が認め

られる｡側線部はタテケズリによって整形さ

れる｡226は1回のタテケズリで端面処理を

おこなっているが､227は2回のタテケズリ

で端面処理をおこなっている｡

溝状遺構

溝状遺構 1 (第 36図)

遺構 調査区中央付近で検出された｡掘立柱

建物 2の柱掘方､溝状遺構 2に切られている｡

東西方向に伸びる溝状遺構で､西端は掘立柱

建物 2の西側溝に切られているため判然とし

ないが､調査区外に延びているものと思われ

る｡調査区内における検出長は約18mである｡

幅は､南肩部の大部分を溝状遺構 2に切られ

ているため判然としないが､1.8-1.9m程度

と思われる｡深さは約 0.5mで､断面形態はゆ

るいU字形である｡

遺物 小片が多いために図示していないが､

古墳時代から古代にかけての土師器片が検出

された｡

1:HuelOYR3/1 黒褐色土｡締まり有,粘性有｡
～5cm程の石など含む｡

2:HuelOYR2/2 黒褐色土｡やや締まり有､粘性有｡
土器粒を多く含む､スコリア､炭化物,アカホヤ粒を多く含む.

3:HuelOYR2/1 果色土｡締まり有､粘性有｡
アカホヤ粒､土器粒を含む.

4:HuelOYR2/3 黒褐色土｡締まり弱い､粘性有｡
5よりアカホヤ粒の含有量多い

5:HuelOYR2/3 黒布色土｡やや締まり有､粘性有｡
アカホヤ粒､土器片を含む､炭化物をわずか含む｡

6:HuelOYR2/3 黒褐色土｡やや締まり有,粘性有｡
～3cmほどのアカホヤブロックを含む｡

※1:撹乱土,2:清状遺構2雇土,3-6:清状遺構1覆土

第36図 溝状遺構 1
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第 3節 古代の遺構と遺物

aJ

土坑 3 a

~て§ヨ~

a1

20.50m

b-
20.50m

牛 『 三C4;

I-､J ･･-

〔=⊃
…ゝよこ=ノ2i9m5

0 10cm

土層注記

土坑2 1:HuelOYR2/2黒褐色土｡締まり弔い.粘性有｡2nn程の砂.アカホヤ粒を含む.

2.Hue10YR2/2黒褐色土｡締まり番い､粘性有.

3:HuelOYR4/2灰黄褐色土.締り無､粘性有.上jiと褐色ロームの漸移Ji.

土坑3 1:HuelOYR2/2黒褐色土.やや締まる､粘性有｡

土器粒.-1mm のアカホヤ粒を含む.

2･HuelOYR2/3黒褐色土｡上層より締まり無､粘性有｡

～5cm程のアカホヤブロックを含む.

土坑4 1:HuelOYR3/2黒褐色土.締まり爾い.粘性有.

～5cmのアカホヤブロックを非常に多く含む｡

第37図 土坑2･3･4･5､同出土遺物

土坑

土坑2(第37図)

遺構 調査区東側で検出された｡南北に長い不整楕円形の土坑である｡長さ 130cm､幅 90

cm､深さ76cmである｡底面はほぼ平坦で､壁面はまっすぐに立ち上がり､断面形態はU字形

である｡

遺物 図示していないが､古代の土師器小片が出土した｡

土坑3(第37図)

遺構 調査区東側で検出された｡土坑南東部分は土坑 2に削平されている｡概ね円形の土坑で､

直径は約 90cm､深さ 37cmである｡土坑北側がテラス状になっている｡底面はほぼ平坦で壁

面はまっすぐに立ち上がっており､断面の形態はU字形である｡

遺物 228は不明土製品である｡古代瓦片を円形に打ち欠いて作られており､格子目タタキ､布

目痕跡が認められる｡用途は不明である｡
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土層注記
土坑6 1:HuelOYR2/2黒褐色土｡締まり弱い､粘性有｡土器片､土器粒を非常に多く含む｡炭化物含む｡

2:HuelOYR2/3黒褐色土｡締まり弱い､粘性有｡ローム層と同質土だが､締まっていない｡
土坑7 1:HuelOYR3/2黒褐色土｡締まり有､粘性有｡焼土､アカホヤ粒､炭化物､鉄分含む｡

2:HuelOYR2/3黒褐色土｡締まり有､粘性有｡1と似るが,焼土などの割合少ない｡
3:HuelOYR3/2黒褐色土｡締まり弱い､粘性有｡アカホヤ粒を含む､鉄分をわずか含む｡

土坑9 1:Hue2.5Y7/2灰黄色土｡非常に固く締まっている｡粘性非常に高い｡非常にきめ細かい粘土｡
2:Hue2.5Y3/2黒褐色土｡締まり有､粘性非常に高い｡上層の粘土粒や土器粒を含む｡

土坑9

第38図 土坑6･7･8･9､同出土遺物

土坑4 (第37図)

遺構 調査区東側で検出された｡概ね円形の土坑で､直径は約 100cm､深さ26cmである｡底

面は丸みがあり､壁面への傾斜変換も緩やかで､断面形態は椀形である｡

遺物 図示していないが､古代の土師器小片が検出された｡

土坑5(第37図)

遺構 調査区南東隅で検出された｡不整形の土坑で､長さ 193cm､幅 178cm､深さ37cmで

ある｡底面から壁面にかけての傾斜変換は緩やかで断面形態は椀形である｡

遺物 229は須恵器の高台付杯である｡底部付近の破片で低く､四角形の高台が取り付けられて

いる｡小片のため､全体形が知れないが台形状の杯部形状であると思われる｡形態から8世紀前

葉に位置づけられる｡

土坑6 (第38国)

遺構 調査区中央付近で検出された｡楕円形の土坑で､西端に2箇所突出している部分がある｡
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第39図 ピット出土遺物

丸瓦片である｡風化のため不明瞭ではあるが凸面に格子目タタキが認められる｡凹面には布目痕

跡が認められる｡237､239-244は平瓦片である｡瓦凹面には､タタキ目が認められ､正方形､

菱形の格子目タタキ､瓦側線に対して平行方向で目の粗い縄目タタキがある｡凹面には､それぞ

れ布目痕跡が認められる｡側線部はいずれも丁寧にタテケズリが施されており､分割破面を観察

できるものは存在しない｡
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第 3節 古代の遺構と遺物

第4節 古代以降の遺構と遣物

溝状遺構

溝状遺構2 (第40図)

遺構 掘立柱建物2､溝状遺構 1と切り合っ

て検出された｡東西方向に伸びる溝状遺構

で溝状遺構 1と軸方向がほぼ重なっている｡

溝の東端部は調査区外にまで及んでいるた

め全体の長さはわからない｡調査区内での

計測値は､長さ11.3m､幅約 1.2m､深さ約

0.5m､断面の形態はおおむねU字形である｡

遺物 245､246は土師器皿である｡糸切底

の皿で､底面に糸切痕跡が明瞭に残ってい

る｡両者とも内面の一部に煤が付着してい

ることから､灯明皿として使用されていた

と考えられる｡

第5節 遺構外出土遺物 (第41図)

調査中､遺構外からも多くの遺物が出土､

あるいは表探された｡これらの中で主要な

ものについて図示する｡247は土師器の小

皿である｡整形がかなり粗雑で､粘土を輪

積みにして手担ねで成形した痕跡が明瞭に

観察できる｡248から 250は土師器の坪で

ある｡248､249は底部と体部の接合部分の

形状や体部から口綾部にかけてわずかに外

反している特徴から､9世紀前半に位置づ

けられる｡250は底部内面が丸底化しており､

248､249にくらべて作りもやや粗雑である｡

底部外面にヘラ書きが認められる｡9世紀

後半から10世紀に位置づけられようか｡

251は須恵器壷である｡頚部付近の破片で､

内外面ともに横ナデが施されている｡胎土

の特徴から佐土原町下村窯跡産と思われる｡

内面には頚部と肩部の接合痕跡が認められ

る｡当該部分の形状が､下村編年4期の長

胴壷の形態に類似することから9世紀中ご

ろに位置づけられる｡252は不明土製晶で

1:HuelOYR3/1 黒褐色土｡締まり有､粘性有｡
～5cm程の石など含む｡

2:HuelOYR2/2 黒褐色土｡やや締まり有､粘性有｡
土器粒を多く含む､スコリア､炭化物､アカホヤ粒を多く含む｡

3:HuelOYR2/1 黒色土.締まり有,粘性有.
アカホヤ粒､土米粒を含む｡

4:HuelOYR2/3 黒褐色土.締まり弱い､粘性有.
5よりアカホヤ粒の含有量多い

5:HuelOYR2/3 黒褐色土｡やや締まり有､粘性有｡
アカホヤ粒､土器片を含む､炭化物をわずか含む｡

6:HuelOYR2/3 黒褐色士.やや締まり有､粘性有.
～3cmはどのアカホヤブロックを含む｡

※1:撹乱土､2:清状遭構2覆土､3-6:溝状遣構1覆土

第 40園 溝状遺構2､同出土遺物
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第41国 連構外出土遺物
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第 1節 瓦にかんして

･｣ _∫ :丸 瓦 接 合 位 置

≪第 1段階≫

苑型に粘土を詰め瓦当面を製作する 先端を加工した丸瓦を接合する

苑から外し､瓦当外縁に粘土紐を貼り付ける 丸瓦､外縁接合のための粘土を貼り付けナデつける

第42図 軒丸瓦製作工程模式図
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第Ⅳ章 考察

第43図 掘立柱建物 1･2位置図
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調査地遠景



図版 1

調査地周辺航空写真

調査地全景
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図版2

左列1段目:竪穴住居跡1完堀状況 (南から) 右列1段目:カマド検出状況 (北西から)
2段目:同遺物出土状況 (南から)
3段目:同跡断面 (東西方向､南から)

2段目:カマド内遺物出土状況 (西から)
3段目:軽石製支脚検出状況 (南から)
4段目:カマド完掘状況 (西から)
5段目:カマド断面 (南から)
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竪穴住居跡2完堀状況 (西から)

竪穴住居跡2跡断面 (南北方向西から)

土坑 1完堀状況 (南東から)



図版 4

掘立柱建物 1 (西から)

左上 :柱掘方 1完掘
(南から)

左下 :柱掘方3完掘
(南から)

右上 :柱掘方2完掘

(南から)
右下 :柱掘方5完掘

(南から)



図版 5

上段左 :掘立柱建物 1柱掘方4柱抜取痕 (南から)
上段右 :同柱掘方4完掘 (南から)
中段左 :同柱掘方7完掘 (南から)
中段右 :同柱掘方8完掘 (南から)
下段左 :同柱掘方6完掘 (南から)
下段右 :同権掘方9完掘 (北から)
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図版6

掘立柱建物2 (西から)

左 :柱掘方 1瓦敷設状況1(東から)､右上 :同敷設状況詳細 (東から)､同完掘状況 (南から)
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