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序

　本報告書は、医学部および同附属病院の管理棟建設にともない、1987・88年度に実

施した鹿田遺跡第5次発掘調査の成果をまとめたものである。本学鹿田キャンパス

内の鹿田遺跡については、医学部附属病院外来診療棟改築にともなう調査および医

療技術短期大学部校舎建設にともなう調査などの報告書を刊行してきたところであ

り、弥生時代から古代・中世にかけて、相当な規模の集落が営まれたことが判明し

ている。

　今回報告の調査区では、おもに弥生時代から古墳時代初頭に属する竪穴住居・掘

立柱建物・井戸など集落関係の遺構を検出し、古代・中世に関しても井戸・溝・柱

穴などを確認した。これらの多くは隣接する外来診療棟建設地第1次調査で明らか

にした遺構群と一漣のものであり、今回の調査で集落の立地する微高地の南縁の様

子を把握することができたわけである。既刊報告書ともあわせ、本書が旭川下流域

における一つの拠点的な集落の歴史復元に役立てば幸いである。

　発掘調査の実施と成果の整理作業にあたっては、本学内外の機関・個人の方々か

ら多くのご指導とご援助をたまわった。また本報告書には、学外の自然科学分野の

研究者の方々からも研究成果を寄せていただくことができた。関係各位に厚くお礼

申し上げる次第である。

1993年3月1

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター長

稲　田　孝　司
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本書は岡幽大学埋蔵文化財調査室（1987年11月25日まで）・岡山大学埋蔵文化財調査研究

センター（同ll月26日より）が1987・88年度に鹿田地区で実施した岡幽大学医学部・同附

属病院管理棟新営工事に伴う発掘調査の報告書である。調査地は鹿田地区構内座標BB～

BH・35～43区に位置し、調査面積は1195㎡を計る。

発掘調査ならびに報告書作成までの諸作業は、埋蔵文化財保護対策検討専門委員会・運営

委員会・管理委員会の指導のもとに行われた。委員・幹事の方々に感謝申し上げる。

報告書の作成に当たり、自然科学的分析を次の各氏に依頼し、有益な教示と助言を得た。

　歯1岡山大学歯学部名誉教授　小田嶋梧郎

　動物遺体：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター　松井章

　種子等植物遺体1大阪千代田短期大学教授　粉耀昭平

　木質遺物：農林水産省森林総合研究所　能城修一

遺構については、実測を石坂俊郎・竹内浩一・中塚孝信・入谷隆生・福田真久・繭原伸

也・松岡（大橋）かおり・山本脱世が行い、写真撮影を石坂・松岡・山本が担当した。また、

遺物の実測は主として絹川恵・松木武彦が行ったが、一部に入倉徳裕・藤原千鶴・安井宣

也・山本・若林卓によるものがある。遺物の写真撮影はおもに山本が担当したが、木器類

は松木による。浄写は、山本・絹川が遺構を、松木が遺物を分担した。その他、遺物の整

理作業全般について恩藤富子・片山純子・黒薮美代子・佐々木育子・萩野早苗の協力を得、

報告書刊行の過程で阿部芳郎・土井基司・富樫孝志の助力を受けた。

文章の執筆分担は目次に示した通りである。第2章第3～5節については、遺構に関する

記述を山本が、遺物の説明を松木が担当した。

編集は、稲田孝司（センター長）・新納泉（調査研究室長）の指導と助言のもとに、松木

が行い、山本がこれを補佐した。

本報告書に関する資料は、すべて当センターにて保管している。

調査・整理において次の方々にご援助・ご教示をいただいた。記して感謝申し上げる。

　伊藤晃・宇垣匡雅・扇崎由・神谷正義・橘田正徳・草原孝典・河本清・小森義尚・菅波

正人・杉原和恵・鈴木康之・武田恭彰・徳永貞昭・中島恒次郎・橋本久和・松谷暁子・森

内秀造・吉瀬勝康
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遺跡の位置と周辺遺跡の概要

第1章 調　査　経　過

1、遺跡の位置と周辺遺跡の概要

　鹿田遺跡は、岡山市街地の南部、岡山大学鹿田地区（岡山市鹿田町2丁目5番1号）のほぼ

全域にわたって広がる縄文～近世の複合遺跡である。岡山県中部を南流する旭川が形成した沖

積地上に位置し、半田山、龍ノロ山、操山などの山塊に囲まれた狭義の岡山平野のほぼ南端部

に当たる。この平野内には旭川の旧河道やそれに伴う自然堤防などの微高地が各所で認められ、

本遺跡の主要部分も標高1～2m前後の微高地上に立地するものとみられる。現在は海岸線か

ら遠く隔たっているが、中世以前には遺跡のすぐ南まで瀬戸内海（児島湾）が追っていた。

　遺跡周辺での人間の生活の痕跡は旧石器時代にまで遡り、東方約2kmの操山山塊ではナイ

　　　　　　　　　　　　　　　くユ　
フ形石器や細石器が採集されている。縄文時代の中期頃になると、生活の主要な舞台は丘陵や

山塊から沖積地へと移ったらしく、後～晩期にかけての遺構や遺物が、北方の津島、百間川な

　　　　　　　　　　　　く　　
どの各遺跡で確認されている。本遺跡でも、わずかではあるが中期および晩期の土器が発見さ

れており、かなり近辺に当時の生活趾の存在が推定される。

　弥生時代に入ると、後に吉備と呼ばれる先進的な社会に向けての発展の萌芽がみられるよう

になる。津島、百間川などの各遺跡で検出された初期の水田は、この地域の水稲農耕が、周囲

よりも一足早い黎明を迎えたことを物語るものであろう。農耕社会の発展に基づく生産力の拡

大や人口の増加は、中期に至って新しい村々の分岐を促し、旭川西岸の津島、東岸の百間川、

雄町などの拠点的な集落を核とする地域集団の成熟をもたらした。本遺跡も、北東1㎞の天瀬

遺跡とともに、おそらくは津島の集落から中期になって進出してきた人々の生活趾である公算

が強い。すでにこれまでの調査で、竪穴住居や井戸、土壌、土器溜りなどの遺構が検出され、

土器を中心とする大量の遺物が出土している状況から、かなり安定した生活の拠点を形成して

いたことが窺われる。その生産基盤となる水田についてはいまだ明らかでないが、土錘、石錘、

製塩土器などの存在から、海岸に近いという立地を活かした生産活動が一定の比重を占めてい

たことが知られよう。

　農耕社会の発展に基づく弥生時代の地域社会の成熟は、その内部に階層関係の進展をはらむ

ものであったに違いない。この地域でも、弥生時代末期から古墳時代前期にかけて、平野を囲

む山塊の各所に、首長墓が盛んに築かれるようになる。北方の半田山山塊にある都月坂2号墓、

都月坂1号墳、七つ筑1号墳などは、おそらく津島遺跡を拠点とする集団に対応する首長墓系

譜であろう。また、東方の雄町遺跡や百間川遺跡を望む山塊上には、三角縁神獣鏡の多量副葬

1
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遺跡の位置と周辺遺跡の概要

で著名な備前車塚古墳、宍甘山王幽古墳などが築かれ、旭川河ロを見おろす操山の西端には、

操山109号墳に始まる首長墓系譜が展開される。これらの首長墓系譜は、古墳時代前期後半～

中期前半にそれぞれ神宮寺幽、金蔵山、湊茶臼山という大型前方後円墳を生んで最盛期を迎え

るが、それを最後に急速に衰え、後期にも中小の円・方墳をみるのみとなってしまう。

　この時期の集落は、津島、百間川などの各遺跡で確認されているが、詳しい様相は明らかで

ない。ただ、本遺跡では、これまでの調査によって、弥生時代から古墳時代に入る頃に井戸の

管理形態や遺物の様相に変化が生じることや、古墳時代後半期に集落規模の著しい縮小をみる

ことなどが明らかにされており、この時代の社会的・政治的な大変動に対して、一般集落もま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
た無関係ではいられなかった状況をかいま見ることができる。

　古代国家完成期の政治状況を物語る寺院や国府については、跡地の推定などが中心で、本格

的な調査の進展は今後に委ねられるところが多いが、条里地割は規川東岸を中心に比較的良好

に遺存しており、西岸においても考古学的調査によって、条里に関連すると思われる遺構が一

部で確認されている。津島遺跡では、条里制の施行に関連する可能性の高い整地土層や畦・溝

　　　　　　　め
などが検出され、津島岡大遺跡においても、坪境と推定される平安時代前期の溝が発見されて

いる。この地域の条里制の施行は、北部を中心に、かなり古く遡るものと推測することができ
　くら　

よう。

　また、この地域は、古代から中世にかけて荘園が濃密に分布することが、文献資料などから

わかっており、藤原氏の殿下渡領であった鹿田庄や春日神社社領の荒野庄などが著名である。

とくに、本遺跡が位置する鹿田地区周辺は、鹿田庄の所在地として有力な候補のひとつとされ

ている。これまでの調査においては、いまだその確証をつかむまでには至っていないが、奈良

時代～平安時代初期の遺構や遺物が比較的まとまった状態で検出されたことは、文献の記録上

その成立が奈良時代に遡る鹿田庄との関係を考えるうえで注目される。また、本遺跡以外にも、

掘立柱建物や井戸などを伴う集落が、百間川遺跡群などにおいて比較的良好な状態で確認され

　　くの
ており、近年進展の著しいこの時代の土器研究のための貴重な資料を提供している。

　近世以降、岡山平野南部は大規模な干拓が進められ、海岸線は一気に南へ後退する。また、

岡山城や城下町の建設などによる開発も急激に進められた。こうした中で、本遺跡の東方1㎏

にある二日市遺跡において、銭座跡に比定される寛永通寳鋳造関係の遺構が検出されたことは、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
近世経済史の研究の上でも貴重な発見である。本遺跡周辺では、近世以後、水田化が進むよう

であり、畦畔や野壷などの遺構がみられる。その後、1921（大正10）年に、岡山大学医学部お

よび同附属病院の前身である岡山医学専門学校、岡山県立病院が建設され、これに伴って、近

世以下の各層は厚さ0。6～1m内外の造成土に覆われている。周辺の地域もしだいに都市的開

発が進み、現在、遺跡周辺は全面的に市街地が形成されている。
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調査経過

2．調査に至る経過

　本発掘調査は、鹿田地区において、既存の医学部管理棟を立て直し、その位置に医学部と同

附属病院との管理施設を取り込んだ形で、新管理棟を建設する計画に伴って実施が決定した。

　予定地は、1983～1984年に、外来診療棟建設に伴って発掘調査を行った地点（鹿田遺跡第1

次調査）の南西側に隣i接する地域であり、当時の調査結果から、弥生時代～中・近世の遺跡が

　　　　　　　　　　　　　　　　
広がる可能性が確認されていた。特に、弥生時代～古墳時代初頭および古代～中世前半の遺

構・遺物が中心となることが予想された。しかし、予定地の部分を占地している既存建物が大

きな基礎を有す昭和初期のものであるため、遺跡破壊の程度が心配されるとともに、基礎除去

時の新たな破壊も危惧されるところであった。

　調査計画に当たっては、新たな遺跡破壊をいかに防ぎ、建物基礎部分下の調査をいかに行う

かが問題となり、慎重に検討した結果、建物の撤去を2段階に分けて行うこととした。つまり、

基礎除去時に生じる破壊を避けるため、建物の解体は上屋構造部のみを先に行い、基礎部分を

残した状態で発掘調査に入り、そして、可能な範囲の調査を全て終了した後、基礎部分を撤去

するのである。基礎下の調査については、破壊レベルが弥生時代の包含層下の基盤層に及んで

いるため、大半の遺構の遺存は期待できなかったが、特に掘削深度の深い井戸状遺構について

はその可能性があると判断し、基礎除去時に立会を行い、検出遺構については調査を行うこと

とした。

　また、既存建物は調査予定地の西側にも延びていたが、一連の基礎除去作業によって、周辺

に遺跡破壊が及ぶことを避けるため、当初の予定を変更して、調査区外の基礎の撤去は中止さ

れた。

　発掘調査は1987年10月6日から1988年3月31日の予定で行った。

3．調査組織

埋蔵文化財調査室〈1987年10月6日～1987年ll月25日〉

　埋蔵文化財保護対策検討委員会

委員長

委　員

定兼　範明（教養部教授）

竹内　和夫（文学部教授）

近藤　義郎（文学部教授）

稲田　孝司（文学部助教授）

高橋　達郎（教育学部教授）

小田嶋梧郎（歯学部教授）

田坂　賢二（薬学部教授）

河野伊一郎（工学部教授）

本田　和男（工学部教授）
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調査組織

幹　事

調査主体

調査総括

調査員

　〃

〃

調査補助員

　　〃

〃

〃

〃

藤井　俊雄（法学部教授）　　　　　　岩佐

土生　芳人（経済学部教授）　　　　　外村

富永　久雄（理学部教授）　　　　　　小倉

中山　沃（医学部教授）

谷口　　裕（庶務部長）　　　　　　　勝俣

上村　保人（施設部長）　　　　　　　星野

高橋　克明　　　　　岡山大学学長

稲田　孝司　　　　　埋蔵文化財調査室長

山本　悦世　　　　　埋蔵文化財調査室　助手

石坂　俊郎　　　　　　　　　ク　　　　　〃

松岡かおり（現大橋）　　　　〃　　　　技術補佐員

八谷　隆生　　　　　岡山大学経済学部学生

福田　真久　　　　　　　〃　　　ク　　　〃

前原　伸也　　　　　　　〃　　　〃　　　〃

竹内　浩一　　　　　　　〃　法学部学生

中塚　孝信　　　　　　　〃　　〃　ク

順吉儂学部教授）

直彦（教養部教授）

義郎（医学部附属病院長）

美治（経理部長）

啓二（学生部次長）

埋蔵文北財調査爾究センター〈1987年11月126日～1988年3月31日〉

運営委員会委員

　　　　　　近藤　義郎（文学部教授・センター長）

　　　　　　本田　和男（工学部教授）

　　　　　　中山　沃（医学部教授）

　　　　　　定兼　範明（教養部教授）

管理委員会委員

高橋

坪井

岸田

丸岡

浦田

富島

金政

西嶋

克明（学長）

清彦（文学部長）

喜一（教育学部長）

松雄（法学部長）

昌計（経済学部長）

康雄（理学部長）

泰弘（医学部長）

克巳（歯学部長）

小田嶋梧郎（歯学部教授）

山本　悦世（文学部助手禰査研究室長）

上村　保人（施設部長）

石井

小合

河崎

佐藤

小倉

中後

松井

坂田

　旭（教養部長）

龍夫（自然科学研究科長）

利夫（農業生物研究所長）

二郎（附属図書館長）

義郎（医学部附属病院長）

忠男（歯学部附属病院長）

義人（地球内部研究センター長）

　注（学生部長）
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幹　事

調査主体

調査総括

調査員

　〃

　〃

調査補助員

　　〃

　　〃

　　〃

大和

本田

長堀

谷口

上村

高橋

近藤

山本

石坂

松岡かおり（現大橋）

八谷　隆生

福田　真久

前原　伸也

竹内　浩一

中塚　孝信

正利（薬学部長）

和男（工学部長）

金造濃学部長）

　裕（庶務部長）

保人（施設部長）

克明　　　　岡山大学学長

義郎

悦世

俊郎

喜多嶋康一（医療技術短期大学部主事）

初見　忠男（事務局長）

近藤　義郎（本センター長）

倉部　隆司（経理部長）

埋蔵文化財調査研究センター長（文学部教授）

埋蔵文化財調査研究センター調査研究室長（文学部助手）

埋蔵文化財調査研究センター調査研究員

岡山大学経済学部学生

　　ウ　　　　　　〃　　　　　〃

〃

　〃　　　　　ク

法学部学生

　〃　　　　〃

（　ウ　）

（技術補佐員）

〈1988年度追加調査〉

　調査員　　高橋　進一

　　　　　　安井　宣也

埋蔵文化財調査研究センター調査研究員　　（技術補佐員）

　　　　〃　　　　　　　　ケ　　　（　ウ　　）

4、調査の概略

（1）調査の経過

　発掘調査は、既存建物の上屋部分を除去したのち、基礎部分を残した状態で、1987年10月6

日から開始した。

　まず、調査区中央部を広く占めている基礎部分の中で、基礎が桝状に空いている部分から調

査に入った。この部分には基礎は存在していないが、既に、標高0．8m前後までの削平が行わ

れており、弥生時代の包含層は存在せず、基盤層内で弥生時代から中・近世までの遺構を調査

することとなった。全体的に標高0．4m前後まで調査を行い、一部に深掘りを入れて下層を確

認し、調査を終了した。

　調査区の北半部の未破壊部分（北区）と南半部にやや広いまとまりを有す未破壊部分（南

6



調査の概略

区）とは、基礎内に残る桝状区の調査終了後、本明，

格的調査に入った・両区は機械で造成土を除去後・，

手掘りで下げ、標高0．4～0．5mまでは面的に調査

を行い、以下については、一部を深掘りによって

確認し、北区は1988年2月22日に、南区は同年3

月3日にそれぞれ調査を終了した。

　基礎の下部以外の調査を終了後、1988年3月9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨｛二。
日から基礎部分除去に伴う立会を行い、井戸状遺

構3基を検出した。そして、基礎部分が完全に撤盤亭

去された後、同年3月23日から調査を再開し、3

．月31日に全ての調査を終了した。

　調査期間は1987年10月6日から1988年3月31日

である。調査員は調査開始時から1988年3月3日

までは、基本的には3名が専従したが、1987年11

．月4日から同．月21日の間は、調査員1～2名が鹿

田遺跡第4次発掘調査（医療技術短期大学部関

連）を担当したため、1～2名となった。また、

基礎部分下の調査は調査員1名があたった。

写真1　遺構検出
璽已

写真2　土器溜まりの精査
　　　　　　メ　忌こ．　　　　　；ご（

また・調査終了醒物建設時に一部計画の ]遷薄
更があり、それに伴って調査区南東隅の約3㎡弱祭、

を緊急に調査した。・988年4月15日一2・日で、調襲難

査員2名が担当した。

（2）調査の概要

　本調査で検出した遺構は、時期別には弥生時代

～古墳時代初頭・古代・古代末～中世・近世初頭

前後に大別される。

　弥生時代～古墳時代初頭に属するものは、竪穴

住居2棟・掘立柱建物1棟・井戸1基・土墳14

基・溝31条・土器溜まり1ヶ所・炉状遺構1基・

柱穴多数である。遺構密度は北区に濃く、第1次

調査地点に向かってその度合いを高める。逆に、

写真3　井戸の実測

写真4　土墳墓の人骨取上げ
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調査経過

南区西半では溝が検出される程度で、非常に希薄となる。こうした状況は、当地区が当時の微

高地部の端部に当たっていたことを示すと考えられる。遺構検出面は9層と8層に求められる。

9層検出の遺構は、数も少なく、遺物も僅少であることから時期の特定は困難である。中期後

半から後期前半の土器片が僅かに認められている。8層上面検出の遺構は、7層殺階での造成

による削平のため、弥生後期前半から古墳時代初頭までのものが確認されている。最も遺物が

多いのは弥生後期前半である。

　古代の遺構は数少なく、重複関係を有す井戸2基のみである。上層の包含層中には須恵器が

かなり含まれていることから、中世段階の削平によって大半の遺構は消失したと考えられる。

　古代末～中世にかけては柱穴列1列・井戸4基・土壌14基・溝23条・柱穴が検出された。井

戸・溝は、12～13世紀に属するもの（井戸3基と溝10条）と、13世紀末～14世紀前半に属する

もの（井戸1基・溝13条）とに大別される。後者の遺構からは瓦の出土が目立つ。また、ll世

　　　　　　｜42　　141　　140　　13g　　I38　　137　　136

　〔＝＝＝：唖皿コ　　　　　　　鳴

〈北　区〉

＼

・蕊言・

〔：：］慶コ
　　　　　　◎

◎

彩”毒一一一ぜ ≡

三

◎

〔麺］［⊂〕［＝匿⑳口
三

’°

O

　　　　◎
〈南　区〉

。《遥゜
βα，°

竺

壁

　l　　　l
O　　　　　　　　　　　　　　　10m

図2　遺構1全体図　縮尺1／300
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凡例他

紀代に属する土壌出土の土器群も編年研究上注目される。

　近世初頭に属する遺構は土墳7基と溝1条が検出されている。いわゆる野壷や土墳墓の性格

が考えられるものである。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5　凡例他

調査の概要は『岡山大学構内遺跡調査研究年報』5　1988年　において、既に、一部を報

告しているが、本報告と相違がある部分は本報告をもって訂正したものとする。

遺物番号は、土器については遺構別に、その他の遺物については次の略号を付けて通し番

号とした。土製晶：T、石器：S、木器IW、鉄器：1、青銅器：Bである。

遺物観察表は、本文中に入れ、実測図とセットとして、掲載している。

遺物観察表で胎土の表記は、微砂：径0．5mm以下、細砂：径0。5mm～lmm、粗砂：径1～

2mm、細礫：径2醐以上の基準で示している。

遺物の法量は、残存部分が全周の1／2以上のものについて、実計測値を示した。色調の表

記は小山正忠・竹原秀雄『新版標準土色帖』（1989年版）による。

なお、木器の観察表の「特徴」欄の数字は、能城修一氏による分析・鑑定リスト（表6、

pp．127～133）の通し番号である。

図・図版の縮尺は原則として下記のようになっている。

　〈図〉　遺構：竪穴住居・掘立柱建物1／40・1／60、　井戸・土壌・溝断面　1／30

　　　　　遺物1土器1／4、土製品・木製品・石製品・金属品1／4・1／2

　〈図版〉遺物：土器・木器約1／3・1／4、石器・土製品約1／3・1／4、金属器約1／2

例外のものについては、各々についてその縮尺値を明記している。

本報告書で用いる高度値は標高であり、方位は真北を示す。

遺構名は文章・図・図版中で掘立柱建物：建物、柱穴列：柱、井戸：井、土墳：土、溝：

Dと略号化して使用した部分がある。

本調査区内の全体的な土層番号は、各遺構の説明中においては、遺構内埋土の土層番号と

区別するために、〈〉を付けている。

本報告書に掲載した地形図でS＝1／25000のものは建設省国土地理院発行の「岡山北部」

および「岡山南部」の両図を合成したものである。
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注

1

2

3

4

5

6

7

8

鎌木義昌「第一編　原始時代」『岡山市史（古代編）』1962

津島遺跡調査団『昭和44年岡山県津島遺跡調査概報』1969

岡山県教育委員会『岡山県津島遺跡調査概報』1970

岡山県教育委員会『旭川放水路（百間川）改修工事に伴う発掘調査』1～6，岡山県埋蔵文化財発掘調査報

告39・46・51・52・56・59，1980～1985

山本悦世「鹿田遣跡における集落構造とその変遷」，吉留秀敏・山本悦世編『鹿田遺跡1』岡山大学構内遺

跡発掘調査報告第3冊，岡山大学埋蔵文化財調査研究センター，1988

津島遺跡調査団『昭和44年岡山県津島遺跡調査概報』1969

岡山県教育委員会『岡山県津島遺跡調査概報』1970

家田淳一・吉村健編『岡山大学津島北地区小橋法目黒遺跡（AW14区）の発掘調査』岡山大学構内遺跡発掘

調査報告第1冊，1985

岡山県教育委員会『旭川放水路（百間川）改修工事に伴う発掘調査』1～6，岡山県埋蔵文化財発掘調査報

告39・46・51・52・56・59，1980～1985

出宮徳尚「岡山県二日市遺跡」『日本考古学年報』35，1985

吉留秀敏・山本悦世編『鹿田遺跡』岡山大学構内遺跡発掘調査報告第3冊，岡山大学埋蔵文化財調査研究セ

ンター，1988
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層　序

第2章 調　査　成　果

　　　1．調査区の位置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
　本調査区は、本学鹿田地区の中央やや北寄りに位置し、構内座標BB～BH35～43区に位置す

る。1983～84年度に発掘調査が行われ、多量の弥生時代～中世の遺構・遺物を検出した第1次

調査地点（現在の外来診療棟）の西南側に隣接する　（図4）。南端は臨床研究棟に接する。調

査対象地区には旧管理棟の建物が建ち、その南側は駐車場として利用されていた地域である。

そのため、調査区中央部には大きな基礎が広がっていた（図3）。

2．層　序

　本調査区では、中央部が大規模な撹乱あるいは遺構の重複によって、本来の層序が残されて

いないことから、北壁と南壁の断面観察によって、その堆積状況を確認した。以下に、それぞ

　　　　　　　　
れの層の概略と地形変化をまとめることとする（図3・5、図版1）。

　1層は、現在に至る造成土である。上面は北区で標高2．5m前後（以下、標高は略す）、南区

で2。2～2。3mを測る。層厚は0．6～LOmである。

　2層は青灰色粘質土の水田耕土である。北東部に向かって砂質を強め、逆に南半部では粘質

を強める。上面は北区では1。55～L6mを測りほぼ水平であるが、南区では西半部が約L7m、

東半部が約1．5mと、38－39ライン問で20磁の段差を有し、西側が高くなっている。層厚は10～

20囎である。上面には南北に走る畑の畝が明瞭に残存する。遺物は陶磁器類が出土しており、

近代の範囲と考えられる。

　3層は淡灰色砂質土である。上面は北区でL45～1。55mにあり、基本的には水平であるが、

南区では西半部が1。65m、東半部が約1。35mを測り、やはり、西半部と東半部では段差を有す。

層厚は10～20継である。上面には南北方向の畑の畝・畦畔、野壷等が検出された。遺物は陶磁

器類が出土しており、近世～近代の時期が想定される。本層は様々な点で2層と類似性が高い。

　4層は北区では淡灰褐色系の砂質土で西に向かっては暗色化傾向があり、一部では、緑色を

帯びる。南区では砂質が弱まり茶灰褐色土となる。上面は北区で丑。33m前後を測りほぼ水平で

あるが、南区では西半部が1．5m、東半部がL3mとなり、やはり38－39ライン問で20c鵬の殺差

を有す。上面では南北方向の畦畔と土壌群等が検出されている。出土遺物は中世土器（14世紀

代）が大半であるが、陶磁器類も僅かに含まれる。本層は上面の遺構の時期から、中世後半

（14世紀）～近世の時期が考えられ、14世紀初頭前後の層までを削平していることが想定される。
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調査成果

　5層は北区では灰緑色砂質土で、西に向かってやや暗い色調に変化する。南区ではやや粘質

を増し、淡灰褐色土となる。北区では上面はL2～L25m、層厚は5～10cmでほぼ水平である。

一方、南区では西部分で1．4m、東部分で1。15mを測り、段差を見せる。層厚は、西部分では

10～30c醗であるのに対して一段下がる東部分では10c鵬前後であり、段差は4層段階の削平の影

響で生じた地形と判断される。また、層厚の厚い西南部分では分層が可能で、上層（5a層）は鉄

分の沈着が顕著な明茶灰色土、下層（5b層）は茶灰色土となる。上面では14世紀代に属する

溝i・土墳が検出される。出土遺物は13世紀代の土器を中心に14世紀代に入るものも含まれるこ

とから、14世紀前半期に13世紀代の土層までを削平して形成された土層と考えられる。

　6層は北区では灰緑色砂質土、南区ではやや粘質を強め灰褐色土となる。上面は北区では

1．12mから1．2mへと東に向かって緩やかに上昇する。南区では西から1。13m、1．3m、1．Om

と39ライン付近を頂点に緩やかにカーブする。層厚は約10cm程度である。ただし、南東部でや

や薄く5cm程度となっており、その周辺での5層の削平が深いことを予想させる。遺構は上面

近くで12～14世紀初頭までに属する溝i・土墳が検出されている。遺物は古代に属する須恵器類

が多く含まれ、その他に12～13世紀代のものが認められる。以上の状況から、本層は13世紀に

　　　　　　43　　　　　　　42　　　　　　　4ユ　　　　　　　40　　　　　　　39　　　　　　　38　　　　　　　37　　　　　　　36　　　　　　　35

　　　　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1

　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一BB

［：コ建物基礎部分
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一BH

0　　　　　　　　　　　10m

図3　調査区区割りおよび土層断面位置図　縮尺1／400
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層　序
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7．淡茶褐色砂質土（Fe，Mn）

7a．緑灰色砂質土

造成土
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淡（黄）灰褐色粘質土
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7b．暗灰色砂質土（Fe）

8．茶褐色土～砂質土（Fe，Mn多）

8a．濃茶褐色砂質土（Fe，Mn多）

8b．明茶褐色砂質土（Fe，Mn多）

9．淡茶～灰褐色砂質土（Fe）

9a．明灰褐色砂質土（Fe多，Mn）

9b．灰褐色砂質土（Fe，Mn多）

10。白灰色土～粘質土
　　　　　　（Fe，灰色ブロック，汚れ）

10a淡黄灰白色粘質土（Fe）

10b．淡黄白色粘質土（Fe，Mn少）

11．灰白褐色粘（質）土（汚れ）

12a淡灰白色粘（質）土（Fe多）

12b．淡灰色粘土（Fe）

13a．灰色細砂

　　　　・暗灰色粗砂混粘土

13b．淡～暗灰色砂混粘土と

　　　　　　粘土混砂の互層
14a．灰色粘土

14b．暗灰色粘土

15a灰色粘土（砂）

15b．青灰色細～粗砂

図5　調査区土層断面図　縮尺1／60
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調査成果

古代層までを完全に破壊して形成されたものであることが窺われる。

　7層は淡茶褐色砂質土で鉄分あるいはマンガンの沈着が認められる。上面は北区では1。02m

からLlmへと東に向かって緩やかに上昇する。層厚は5～10盤であるが、西端部分では厚く

20幟に及び、緑灰色砂質土の7a層と、やや暗い暗緑色砂質土の7b層に分層される。南区は西

から1．Om、1．18m、0．95鵬となり、39ライン付近が緩やかに高くなる。層厚は西半部が厚く

約20c駿、東半部では5c醗程度である。上面では古代の井戸を検出した。調査区南壁断面では小

規模な遺構の存在も認められたが、面的には不明瞭である。遺物は弥生時代後期～古墳時代前

半の土器が多く含まれ、須恵器類あるいは中世土器類は出土していない。下面には古墳時代初

頭までの遺構が確認されている。こうした点から、本層は、古墳時代前半に弥生時代後期の包

含層までを破壊して形成された土層と考えられる。

　8層はマンガンの沈着が特徴的な茶褐色系の土で、北区では砂質が強い。上面は北区では

1。05mから0．8鵬へと西に向かって急速に下降する。一方、南区では0．9～0、95mに上面がある。

層厚は南東部が10c鵬程度でやや薄いが、それ以外の大半の地域は20～30憾と厚く、濃茶褐色の

上層（8a層）と、明茶褐色の下層（7b層）とに分層される。層に含まれる汚れは、特に南区で非

常に少なくなる。遺構は8層上面・8b層上面・8層下面で検出した。いずれも弥生時代～古

墳時代初頭に属する。出土遺物は弥生時代中期～古墳時代初頭のもので、下層ほど古い遺物の

占める割合が高い。弥生時代の包含層で、上部を削平されていると判断される。

　9層は淡茶～灰褐色粘質土である。北区では上面は0．6mから0。8mへと東に向かって上昇し、

それに伴って粘質も弱まり砂質土となる。層厚は西端部では15c鵬程度であるが、全体的に20～

30c鵬に及び、上下に分層される。上層（9a層）は明灰褐色砂質土で鉄分が多い。下層（9b層）は

明茶灰色砂質土でマンガンが多い。南区では上面は0、8m前後である。層厚は5～10c搬で薄い。

遺構は弥生時代申期に遡る可能性のあるものが検出されている。遺物は上部において、弥生時

代中期を中心に、後期のものを僅かに含む。弥生時代の基盤iを成す層といえる。

　10層は白灰色土～粘質土である。北区では上面は0。45～0。55膿で、東方向に緩やかに上昇し、

粘質も弱まる。層厚は10c鵬程度である。南区は0。75mに上面があり、層厚は20～40c鵬と厚く、

粘質の違いから分層される。上層（10a層）は淡黄灰白色粘質土、下層（10b層）は淡黄白色粘

（質）土である。無遺物層である。南側で粘質が上部まで上がっていることが解る。

　11層は灰白褐色粘質土を中心とする比較的薄い層で、全体に汚れが目だつ。南西部に向かっ

て粘質を強める。上面は0。4m前後である。

　12層は高位部に近い北東部を除いて、全体的に上下に分層される。上層（12遍）は淡灰白色

で北区では粘質土、南区及び北区西端部では粘土となる。鉄分の沈着が顕著である。上面は

0。3m前後であるが、南西部分では起伏が認められる。層厚は10～15轍であるが、北東部では

16



層　序

薄く、約5c搬程度が確認されるのみである。12b層は淡灰色粘土で、北東部には堆積しない。

上面は北区で0。1～0。2m、南区で0。3～0。2mで、層厚は北区で15～20c盤、南区で5～10c鵬であ

る。

　13層は灰色系の細砂層と粘土層の互層堆積をまとめている。調査区の西半に堆積する。13a

層は北区西端部に認められる。細砂層と粘土層の堆積であるが、粘土層にも粗砂がかなり混入

している。上面は一〇。05m、層厚は20c醗前後である。13b層は南区西半部に堆積する細砂と粘

土の薄層の互層を指す。上面は0。15～0。35mにあり、起伏が認められる。層厚は40～80c灘と厚

いo

　l4層は灰色系の粘土層で、色調から二分される。14a層は明るめの灰色で、北区では上面は

0。3瓶から一〇。28鵬へと、西に向かって60c灘前後の急速な下降を見せる。層厚は西側で厚く

30c難近くに及ぶが、東側では薄く10継弱となる。南区では東部分のみで確認されている。上面

は0ユ～0。15mにあり、層厚は15～20c腿である。14b層は暗灰色の粘土である。上面は西端部

で一〇．5鵬前後、東部分で0。2m前後を測り、14a層と同様に西に向かって下がる。層厚は30～

60磁である。

　15層は東部分で一部確認された。15a層は砂を含む灰色粘土層で、上面は北区で一〇。12m、

南区で一〇。5m前後に位置する。15b層は灰色細砂層で、上面は一〇．6m前後にある。両層とも

西に向かって下降する。

　以上のように、本地点は、13層以下の粘土層と砂層の堆積状況から、元来、南西方向に向

かって下降する地形を成していたことが窺われる。そして、西側に13層が堆積することによっ

て、10～12層段階では、全域的に水平化が進む。弥生時代の基盤層となる9層、そして包含層

である8層では微高地の高い部分に向かう北東部に厚い堆積を示し始め、上面も上昇する。7

層以降は、いずれも前段階の上層を削平して形成された造成土的な要素を窺わせる。7層は古

墳時代弟半期に、6層は12～13世紀代に、5層は14世紀前半に、そして、4層は中世末～近世

に比定される。7～5層は7層殺階の地形に規定されており、また、4層以降は同層によって

形成された地形を基本的には踏襲するようである。
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調査成果

3、弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

　検出遺構は、竪穴住居2棟・掘立柱建物1棟・井戸1基・土墳14基・溝31条・土器溜まり1

箇所・炉状遺構1箇所・柱穴多数である。その中で、遺物から比較的詳細な時期が解るものは、

後期前半には竪穴住居1棟・土壌4基・溝11条・土器溜まり1箇所、後期後半には土鑛2基・

溝4条、古墳時代初頭には竪穴住居1棟・井戸1基・土1廣6基・溝2条がある。遺物は中期後

半～古墳時代初頭のものが確認され、量的には後期前半のものが多い。北東部に隣接する第1

次調査地点と比較すると、溝の検出数は多いが、全体的な遺構密度は低く、遺物量も少ない。

特に南区では、その貧弱さは格段の差を見せる。こうした状況から、本地点は北東部に広がる

第1次調査地点を中心とする集落の南西側端部に近い位置に当たっていると考えられる。
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

（1）竪穴住居

　竪穴億居一冒（図7・9）　南区、BF39区に位置する。北側は建物の基礎で破壊される。

〈8＞層除去後、標高0．7mにおいて、弧を描く2条の壁体溝の重複を検出した。平面形は円形

あるいは隅丸方形が想定される。壁体溝の残存径は上部溝で355c鵬、下部溝iで343c鵬を測り、大

きな拡張は認められない。溝底面は標高0．6m前後に位置し、幅は20c鵬前後である。床面の本

来の高さは、検出レベルが低く不明

確だが、標高0。7～0．8mになる可能

性が高い。また、両住居とも床面を

形成する層（1・2層）に白色粘土

粒が含まれており、貼り床の存在が

想定される。柱穴はそれぞれ1基が

近接して検出された。上部住居に伴

う柱穴P1は深さ42cmが残存し、底

面のレベルは標高0。3mである。下

部住居に伴う柱穴P2は深さ46cmが

残存し、底面は標高0．23mにある。

遺物は大半が1層から出土している。

いずれも小片であるが（図9－2・

4・6）、多くは弥生時代後期前半

に属し、本住居も該期のものと判断

される。

　竪穴柱居一窯（図8・9、図版3

－2）　南区の南東隅、BH36区に

位置する。北西隅部分が調査区内に

含まれるのみである。標高0．9m、

〈8＞層上面で検出された。平面形は

一辺Lgm以上の隅丸方形が予想さ

れる。上下に2条の壁体溝の重複が

あるが、残存部での大きな拡張は認

められない。溝の幅は15～20c搬で、

底面は標高0．75m前後にあり、残存
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7。

　　　　　　5m

暗灰褐色砂質土

　　　（黄色土粒）

灰色粘質土

黄灰褐色砂質土
　　　　（Fe，Mn）

淡灰褐色土

縮尺1／40

b’
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調査成果

¶

《

　　　　ヘ　　ヘブ、　　　こ≧き，

’　　　　誠
　　0　　　　　　　　　　10cm

　　　　にぺ　へ　ノ　

、懸　
　　　　　㌧

　　　烈“尋

寸

ノ纂、
　　　底

法　　量（cm）
番号 器種

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 甕形土器 一 一 一 体部外面ハケ、内面横方向箆ケズリ、ロ縁端面櫛描沈線6条、外面煤付着 10YR7／3鈍黄榿 微砂多い、やや粗

2 鉢形土器 一 一 一 体部内外面横ナデ、外面下半部は粗くスパン短い、擦痕明瞭 10YR7／2鈍黄橿 微砂多い、やや粗

3 ク
一 一 一 体部外面細密なハケ、内面工具による強いケズリで擦痕明瞭 10YR7／3鈍黄榿 きわめて精良

4 ク
一 8．8

一 外面オサエ気味の弱いナデないしは未調整、内面箆ケズリ 2．5Y6／1黄灰 細砂含む、やや粗

5 高杯形土器 一 一 一 外面細密な箆ミガキ、内面摩滅のため不明、赤色顔料塗布 5YR6／6燈 きわめて精良

6 鉢形土器　　一 一 一 外面風化、内面上半部指オサエ、下半部箆ケズリ、孔数不明 10YR7／2鈍黄澄 細砂含む、やや粗

　　　　　　　　　　　図9　竪穴住居一1・2出土遺物　縮尺1／4

する深さは10偬程度である。1・4層は両住居の床を形成すると考えられる層であるが、いず

れも壁体溝の内側半分程度までを覆っている。柱穴は検出されていない。遺物は少量で、いず

れも小片である。弥生時代中期末・後期前半・古墳時代初頭の土器片が含まれる（図9－－1・

3・5）。本住居の時期は古墳時代初頭と判断される。

（2）掘立柱建物

　据立櫨建物一禰（図10・図版3－3）　BE37区に位置する。調査区内中央部の基礎による

破壊の中で、桝状に残された地点にある。検出レベルは標高0．6～0．65m、〈10＞層内であるが、

上部の削平が全域に及び、〈8＞層の弥生包含層までを完全に消失していることから、本来は上

方に上がることが予想される。調査可能な面積が限定されているため、本来の規模は不明であ

　　　　一　る⊇北端東西2問に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Llm）、南北方向は0。9m強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（柱問は0．9m強）を測る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柱穴は径20c無、底面は深いも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので標高0。45mに達するが、

　　　一パ土は淡灰蹴一淡灰褐色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土で、少量の炭・焼土の他に、

　　　　　　　図鱒　掘立柱建物一署　縮尺1／40　　　　　　　黄白色砂あるいは灰色粘土を

一20－一



弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

ブロック状に含むものが多い。

　本遺構の時期は、上部削平の存在や出土遺物の僅少さから時期決定は困難であったが、弥生

後期の土器片が含まれる点や他遺構との重複関係、そして、柱穴の底面が中世期の柱穴のレベ

ルと比較してかなり低いことなどから、弥生時代後期に属すると判断したが、中世の時期まで

下る可能性も残されている。

（3）井戸

　井戸一嘔（図11覗2、図版2・3－1）

調査のやや北より、BD40区に位置する。

建物基礎を除去した後、粘土層内で検出さ

れた。検出面は標高0．2m前後、〈12＞層中

であるが、本来の掘削面は少なくとも50磁

以上は上方になることが予想される。平面

形はやや楕円形を呈し、径！l5×130c灘を測

る。掘り方は急峻で直線的である。底面は

標高一LO5mに位置し、径80×90c醗の楕円

形を呈する。下面に接して完形の甕1個体

（図12－1）が出土した。深さはL3mが

残存する。埋土は暗灰色の粘質土～粘土で

あるが、粘土粒や砂等の包含物が多く含ま

れる上層（1～5層）と均質な粘土層である

下層（6・7層）とに大別される。上層はさ

らに三分されるがその間の変化は漸移的で

ある。土器は各層から小～細片が僅かに出

土しているが、まとまって出土しているの

は底面の甕1点と1層にやや多いのみであ

る。炭なども顕著には認められない。本遺

構の所属時期は、出土遺物から古墳時代初

頭と考えられる。

0 1m

1．暗灰色粘質土
　　　　（土器多，炭）

2。暗灰色粘質土
　　（青灰色粘土粒）

3．暗灰色粘（質）土

　（炭，茶灰色粘土粒）

　　　　図唱

Om

4．暗灰色砂混粘土
　　　　（青灰色粘土粒）
5．暗（茶）灰色粘土（砂）

6。暗青灰色粘土（土器，炭）

7．青灰色粘土（土器，炭）

井戸一1　縮尺1／30

（4）土壌

土震一嘱（図13）　南区、BF37区に位
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調査成果

2

一一 O難
軽
　轟

　　3

0　　　　　　　　　　　10cm

1

番号
法　　量（cm）

器種
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 甕形土器 一 4．8 27ユ 櫛描沈線8条、底部外面箆ミガキ、外面煤付着、刺突文2個で1ケ所 2、5Y6／2灰黄 微砂少し含む

2 〃
一 3．3 一 外面および底部は幅広い原体による強いナデ、内面絞り痕、2次焼成 10R5／8赤 微砂多い、粗

3 高杯形土器 一 一 一 杯部内面ハケ後細密な箆ミガキ、外面ハケ・ケズリ後細密な箆ミガキ 2．5YR7／6榿 微砂僅、水漉粘土

図12　井戸一1出土遺物　縮尺1／4

　　　　　　　　　　　置する。標高0．8～0。85mにおいて検出し

　　　　　　　　　　　た。〈8＞層下面である。平面形は径160cm

　　　　　　　　　　　前後の円形を呈す。底面は標高0．65mに位

　　　　　　　　　　　置し、径100×130c搬を測る円形を呈し、広

　　　　　　　　　　　く平坦である。掘り方は比較的緩やかで、

　　　　　　　　　　　深さは20cm程度である。埋土は灰褐色土の

　　　　　　　　　　　単一層で、炭・焼土・土器を僅かに含む。

　　　　　　　　　　　下半に向かってやや粘質を強める傾向があ

　　　　　　　　　　　る。出土遺物は僅かではあるが、弥生時代

　　　　　　　　　　　中期・後期の小片が認められることから、

O

　o璽

／
1m

図13土墳一1　縮尺1／30

本遺構の時期は弥生時代後期と考えられる。

　土墳一窯（図14、図版4－1）　南区、

BG37区に位置する。検出面は標高0。65m、

〈9＞層下面であるが、検出段階に既に遺

物が姿を現しており、本来の掘削面は上方

に求められる。平面形は、長辺235c配短

22



弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

辺丑00～120cmの長楕円形を呈する。長軸方向は北西一南東で、北東部の幅がやや広く膨らんだ

形状を示す。底面は標高約0。5mに位置し、長辺215cm・短辺85～110艦を測り、広く平坦であ

る。掘り方は南端部以外は比較的急峻で、灰褐色系の粘質土で埋められる。土器・礫は1層に

のみ含まれ、炭等もそれにともなって認められる。礫は5～20cmの角礫で、北端部周辺には小

形のものが集中し、南半部にはやや大形のものが土器と混在しながら散在する傾向が認められ

一

3 0．7m一

● 一　’ 1
2 4

0 1m

1．暗灰褐色粘質土

　（土器礫多，炭，Fe）

2．黄灰褐色粘質土（汚れ，Fe）

3．淡黄灰褐色粘質土（Fe）

4．暗灰色粘土（Fe）

繊
　ベゾツ

ニ三E
三左一

轟

1

い

2

ucてY

3

　　　　　遷丁…
　　　　　　　　ボ

ご騰／．
　　　　　1い

0　　　　　　　　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 甕形土器 15．3 5．8 19．2 体部外面粗い縦ハケ、下半部指頭圧痕、内面箆ケズリ 10YR6／2灰黄褐 細～粗砂多い、粗

2 〃
一 一 一 体部外面横ハケ＋縦ハケ、内面箆ケズリ、体部中位以下煤付着 10YR6／3鈍黄榿 細～粗砂多い、粗

3 鉢形土器 一 一 一 体部外面軽いナデ、指頭圧痕多い、内面方向不定の丁寧なナデ 10YR6／2灰黄褐 粗砂含む、やや粗

4 甕形土器 一 一 一 体部外面ナデ後粗い縦ハケ、内面箆ケズリで頚部に弱い押圧 10YR6／2灰黄褐 粗砂含む、やや粗

5 鉢形土器 一 一 一 体部外面ナデ、内面横ハケ後箆ケズリ 2．5Y7／2灰黄 ごく精良

図韓　土墳一2および出土遺物　縮尺1／30，1／4
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調査成果

る。出土遺物にはほぼ完形の甕（図14－1）等が含まれ、本遺構の時期を弥生時代後期前半に

規定する。

　土壌一3　（図15）　南区、BH36区に位置する。南半上部は後世の撹乱で破壊される。検出

面は標高0。75m、〈9＞層内であるが、検出段階に既に遺物等が出土しており、本来の掘削面は

〈8＞層まで上がることは確実である。平面形は径80～95c灘の不整円形を呈する。底面は標高

0。55mにある。埋土の1・2層は灰褐色系の粘質土で土器を含む。1層にはそのほかに角礫・

砂利も混在する。3層は灰色系の粘質土で焼土が僅かに認められる。出土遺物は弥生時代中期

の土器片が混じるが、ほとんどは後期前半のものであり、本遺構もこの時期に属すと考えられ

る。

　土墳爵魂（図15、図版4－2）　南区の南端部、BH38区に位置する。検出面は標高0。8m、

＜土壌3＞

　　＼

0。8m

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

0　　　　　5αn

L暗灰褐色粘質土
　　　（土器多，礫，砂利）

2．青灰褐色粘質土（土器多）

3．淡青灰色粘質土（焼土少）

〈土壌尋〉

べ

ω

《

○

む
唇

＼

　1
0　　　　　　　　　　　　　　　ユm

1．灰色土（Fe多）

2。茶灰色土（Fe多）

3．灰色土

4．灰褐色土

5。灰色土

6．灰色粘質土

7．灰褐色土

8．灰褐色粘質土（白色粘土粒）

9．灰色＊i占質土

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

一 高杯形土器 一 一 一 杯部内面ナデ、脚部外面箆ミガキ、内面絞り痕、上段4孔・下段5孔 2．5Y7／2灰黄 細砂少、精良

図15　土墳一3・4および出土選物　縮尺1／30，1／4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

／～ノ

＼（ぷ、

0　　　　　　　　　　　10cm

1。暗灰緑褐色土　　　　　　6．灰黄緑褐色砂質土（灰色粘土塊）

　（黄褐色砂粒，焼土，炭少）7．灰緑黄褐色土（Fe，汚れ）

2．暗灰緑褐色粘質土　　　　8．灰褐色土（黄白色砂粒多，Fe多）

3．暗灰緑褐色土　　　　　　9．灰褐色砂質土（黄白色砂粒，Fe多）

　（黄褐色砂粒，土器，炭少）10．灰茶褐色土

4。暗灰緑褐色粘（質）土（Fe）　　　　　（黄白色砂粒多，Fe多）

5．暗灰緑褐色粘質土　　　　11．灰茶褐色土（黄褐色土塊，Mn多）

　　　　　（黄白色砂粒多）12．灰緑褐色土（黄白色砂粒，Fe多）
0　　　　　　　　　　　　　　　1m

法　　量（cm）
番号 器種

ロ径 底径　　器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土

一 壷形土劉183 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 体部外面風化、内面箆ケズリ 10YR7／3鈍黄燈 細～粗砂、やや粗

　　　　　　　　　　　図16土鑛i－5および出土遺物　縮尺1／30，1／4

＜8＞層下半である。平面形は長辺約190c験、短辺85磯を測る隅丸長方形を呈する。掘り方は比

較的急峻である。底面は標高0．6mに位置し、長辺約130c醗、短辺40縢を測る。中央部は僅かに

高まり、緩やかにカーブする。周縁部には幅5～10c醗、深さ約8灘の溝iが巡る。埋土は、1・

2層はほぼ水平堆積を示すが、3層以下については灰色～灰褐色土あるいは粘質土がブロック

状に堆積しており、明瞭な差を見せる。3～9層が堆積した後、標高0．7m前後でほぼ水平化

した状況のもとで、1・2層が堆積したと考

えられる。本遺構からは、弥生時代後期前半

後期後半～古墳時代初頭の時期が考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12m
　血蠣一5　（図16）　北区中央部、BB38区㎜　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃修雛鑑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＿・m5臓纏護）

に位置する。東半部は撹乱で破壊される。検

出面は標高1搬弱、〈8＞層上面である。平面

形は径140c煕の円形が想定される。底面は標

高O。53mにあり、深さは45囎を有し、掘り方

はボール状にカーブする。埋土はレンズ状堆
図17土墳一6　縮尺1／30
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調査成果

φ

1＼一一一

ユ些

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

1．暗青灰色土（汚れ）　　3．暗黄灰褐色砂質土

2．暗青緑色土

　　　図憾　土壌一7　縮尺1／30

積を示し、1～7層は灰緑褐色土を、

8層以下は茶色が強い灰茶褐色土を主

体とする。全体的に黄白色の砂粒が含

まれる。7層以下には鉄分・マンガン

の沈着が認められる。遺物は3層を中

心に出土し、弥生時代後期前半のもの

と古墳時代初頭のものが含まれる。本

遺構の時期は出土遺物や遺構の重複関

係から、古墳時代初頭と考えられる。

　土墳一駐　（図丑7）　北区中央部、

BB39区に位置する。検出面は標高

LO5m前後で、〈8＞層上面である。平

面形は径80～90c㎜のほぼ円形である。

掘り方はボール状を呈し、底面は丸くカーブする。底面は標高0。85mに位置し、深さは25c鵬を

測る。埋土は灰褐色系の土で、全体に鉄分の沈着が顕著である。遺物は僅かではあるが、古墳

時代初頭に属する細片が出土しており、本遺構の時期を示すと考えられる。

　土獲一7（図18）　北区西部分、BB41区に位置する。検出面は標高約1m、〈8＞層上面で

ある。平面形は長辺160c鵬・短辺85幟を測る南北に長い不整長楕円形を呈する。底面は標高約

0．75mに位置し、やや凹凸が認められる。深さは25cm前後が残る。埋土は、1層がやや炭化物

を包含し汚れが認められるが、他は比較的きれいな土である。僅かに出土している遺物から、

本遺構の時期は古墳時代初頭と考えられる。

　土墳一緯　（図19）　調査区中央部やや南より、BE39区に位置する。検出面は標高0。7～

0。75m、〈9＞層内である。本遺構周辺は基礎によって上部を削平されており、〈8＞層以上を消

失していたため、本来の掘削面の特定はできない。また、南部分は基礎によって完全に破壊さ

れ、平面形は不明確であるが、一辺85c艶を測る方形あるいは長方形が想定される。底面は標高

0。65mにあり、平坦である。埋土は3層を挟んで上下で明瞭な差を見せる。上層をなす1・2

層は灰褐色系の土で、1層はやや粘質を有し、炭・焼土・土器を多く含む。3層は黒褐色粘土

で多量の炭を含み、炭層を形成している。下層である4・5層は明るい黄灰色系の土で砂質を

帯びる。出土遺物は古墳時代初頭に属するもので、本遺構の時期を示している。

　土墳一駐（図20）　調査区中央部のやや酉より、BE40区に位置する。検出面は標高0．7m、

〈9＞層から〈10＞層にかけてであるが、〈8＞層以上が基礎によって削平されているため本来の掘

削面は不明である。また、本遺構の北半部も撹乱によって完全に破壊されていたため平面形は
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

“’m’一「＋

　　　　　　　0．8m
　　　　　2　4　一

1．灰褐色粘質土

　（炭，焼土，土器）

2．淡茶褐色土

3．黒褐色粘土

　（炭多，焼土・土器少）

4．明黄褐色土（炭）

5．黄灰色砂質土

0　　　　　　　　　　10cm

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

器種
法　　量（c∋

番号
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

一 高杯形土器 22．4 一 一 内外面とも細密な箆ミガキ、但し風化のため詳細不明 5YR6／6糧　　精良、水漉粘土

　　　　　　　　　　　図19土壌一8および出土遺物　縮尺1／30，1／4

不明確ではあるが、残存部分から径85c鵬の円形が想定される。底面は標高0。5～0．55mに位置

し、掘り方にはやや凹凸が認められる。埋土は大きく上下に二分される。上層（1層）は多量

の焼土を含み、焼土層ともいえる層である。下層の2・3層は類似しており、漸移的変化と言

える。遺物は出土していないが、埋土等から弥生時代～古墳時代前半に属する可能性が高い。

　土擾一嘱⑪（図21）　南区の南端部、BH39区に位置する。検出面は標高0．9～0．95m、〈8＞

層上面である。平面形は80×95c灘の方形を呈する。底面は標高0。75m前後に位置し、深さは約

20cmを測る。掘り方はやや凹凸が認められ整然とはしていない。埋土はブロック状堆積を示し、

　土墳一篇（図6）　北区、BB37区に位置する。南半部　一＼　　　　　　　，一

は基礎によって破壊される。検出面は標高0。95m、〈8＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　0・8m

層上面である。平面形は東西80c鵬、南北は70c鵬が残存して

おり、隅丸長方形が想定される。埋土の上半は灰褐色土で

下半は茶色を強めやや砂質を強める。遺物は後期後半の土

器が出土しており、本遺構の時期を示すとみられる。

　土壌一冤2（図6）　北区、BB38区に位置する。北端部

は撹乱によって破壊される。検出面は標高lm、〈8＞層上

面である。短辺（東西）は50c鵬、長辺（南北）は残存部分

　0　　　　　　　　　　　　　　　ユm

1．暗灰褐色粘質土（焼土多，炭，土器）

2．淡青灰色土（焼土少）

3．淡青灰褐色土

図20　土墳一9　縮尺1／30
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調査成果

＼

0　　　　　　　　　　　　　　　’m

1．黄灰褐色土

　　　（土器礫）

2．灰褐色粘質土

　（土器多，炭，焼土）

3黄白色粘質土
　　　（粘土粒）

4．暗灰褐色粘質土

　　（白色粘土粒）

5．暗灰褐色土

6．暗灰色土

　　（炭，焼土，Mn）

7。暗灰色粘質土

1

　　　　窪
0　　　　　　　　　　　10α宜

番号
法　　量（cm）

器種
ロ径 底径　　器高

形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 高杯形土器 一 一 一 風化のため詳細不明 7．5YR7／鐙 精良、水漉粘土

2 鉢形土器 一 5．4 8．7 内外面ナデ、底部ケズリ 5YR6／6糧 精良、水漉粘土

　　　　　　　　　　　図21土墳一紛および出土遺物　縮尺ユ／30，1／4

で90囎を測り、長楕円形を呈すると考えられる。深さは約15c鵬で、埋土は灰緑・色土である。遺

物は古墳時代初頭の土器片が少量出土していることから、本遣構は該期の時期に属すると考え

られる。

　土鵬一顧3（図6）　北区、BB40区に位置する。検出面は標高0。4鵬、〈10＞層中であるが、本

来の掘削面はより上層に位置すると考えられる。平面形は径140㈱の円形で、深さは15継程度

が残存する。埋土は暗灰褐色粘質土である。遺物は出土していないが、検出面の低さから考え

て、弥生時代中期から後期前半の可能性が考えられる。

　土墳一韓（図6）　北区、BB39区に位置する。検出面は標高0．65m、〈9＞層中である。東

半部は既に消失しており、検出できなかった。平面形は南北160c醗の細長い不整形の溝状を呈

する。深さは3～4嚥程度で、埋土は淡灰褐色土である。遺物は出土していない。

（5）溝1

　溝一璽（図22）　北区東端部、BB35区に位置する。掘削面は標高0。93　m、〈8＞層上面であ

る。幅55c髄、残存長は80囎で、南北方向よりやや東に振った方向に走る。底面は標高0．5mに

位置し、深さは40幟を測り、U字形の断面形を示す。埋土は比較的明瞭に三分される。遺物は

1層から僅かに細片が出土している。本遺構の詳細な時期は不明確であるが、掘削面あるいは

埋土の状態から弥生時代後期～古墳時代初頭の時期が考えられる。

　溝一変（図23）　北区東部分、BB36区に位置する。検出面は標高0．95鵬、〈8b＞層上面であ
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

る。調査区北壁の土層観察では、遺構の上部の汚れから、掘削面

が〈8a＞層上面まで上がる可能性も認められるが不明瞭である。

幅は60～80cm、深さは45c鵬前後で、　U字形の断面を呈す。底面の

高さは標高55鱗前後である。残存長は約1．5醗を測り、南北方向

に走る。埋土は基本的にはレンズ状堆積を示す。埋土は、それぞ

れの類似性から1～5層、6～8層、9層、10層に大きく分類さ

れる。1～5層は包含物は少なく比較的きれいな土層群である。

6～8層は炭・土器等を多く含み、全体的に汚れが顕著である。

9層は炭の包含が特徴で、下端には薄い炭層を見せる。10層は粘

些

　　　　／

　　　　0　　　　　　0。5m

1濃茶褐色砂質土（Fe・Mn多）

2．淡灰色砂質土（Fe，白色砂）

3．淡褐色砂質土（Fe多）

図22　　多i薄一噸　断面

　　　縮尺1／30

質を強める層で包含物は僅かである。遺物は6～8層を中心に出土している。弥生時代後期前

半の土器が認められ、本遺構の時期を示すと考えられる。

　溝一3（図24）　北区東部分、BB36区に位置する。検出面は標高約0。75mで、〈9＞層上面

である。幅は80鯉、深さは約25c鵬で、断面形は逆台形を呈する。底面は標高0。5mに位置する。

残存長は約1mを測り、方向はほぼ南北方向を示す。埋土は淡灰茶色土の単一層で、マンガン

の沈着が顕著である。遺物は出土していないので本遺構の時期決定は困難であるが、検出面や

埋土の状況から弥生時代中～後期の範囲が考えられる。

　溝一尋（図25）　北区東部分、BB37区に位置する。検出面は標高0。75　mで、〈9＞層上面に

あたる。幅約60c瓢、深さ約15幡で、皿状の断面形を呈す。底面は標高約甑6mに位置する。残

存長は約130c鵬を測り、南北方向に走る。埋土は茶白色砂質土の単一層で、マンガンの沈着が

著しい。遺物は出土していないため遺構の時期は不明確であるが、検出面・埋土の状況から弥

　　　　　　　　　　0　　　　　　0．5m

　　　　　　　　　　－
1．淡灰茶色砂質土（Mn・Fe多）　　　　　7．灰色砂質土（土器）

2．　　　〃　　　（灰色土ブロック）　　　（Mn，炭・土器多，汚れ）

3．灰茶色砂質土（Mn・Fe多，砂ブロック）8．暗灰褐色砂質土

4．　　　〃　　　　　　　　　　　　（黄白色土ブロック，炭，Fe）
5．灰茶褐色砂質土（土器，炭，焼土少）　　9．黒灰色砂質土（炭多）

6．灰色砂質土（土器）　　　　　　　　　ユ0．灰褐色粘質土（炭，M簸）

0 10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

一 高杯形土器 一 15．8 一 脚部外面箆ミガキ、内面ケズリ、円孔2段に4個ずつ交互配置 5YR6／6檬 微砂僅、精良

図23　溝一2および出土遺物　縮尺1／30，1／4
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調査成果

o竺m

0 1m

図24溝一3断面縮尺1／30

0。8m

　　　　　0　　　　　　0。5m

　図25溝一魂断面　縮尺1／30

は約5c醗で、底面は標高0。45mにある。埋土は淡灰褐色粘質土で、黄灰色砂を含む。遺物は出

土していないが、検出面等の状況から本遺構の時期は弥生時代中期～後期前半の中でとらえら

れる。

　溝一7（図6）　北区の中央部、BB37・38区に位置する。検出面は標高0．95m前後、〈8＞

層上部である。幅は90～120c醗、深さは約20幟で、底面は標高約0。75mにある。東半部は東西

方向に、そして、西半部は南北方向に走るが、そのコーナー部分は撹乱によって破壊されてい

る。埋土は茶灰褐色土である。遺物は弥生時代後期後半および古墳時代初頭のものが含まれる。

本遺構は古墳時代初頭に埋没したものと考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　溝一毬（図6）　北区中央部、BB38・39区に位置する。検

　　　　　　　　　　　　　　出面は標高0。9m、〈8b＞層上面にあたる。東西に近い方向に走

　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　るが、南半部分は基礎で破壊されている。そのため幅は不明で

　　　　　　　　　　　　　　ある。残存長は約4mである。底面は標高0．7m前後、深さは

　　　　　　　　　　　　　　約20c醗を測る。埋土は濃茶褐色砂質土でマンガンの沈着が顕著

　　　　　　2　　　　　　　である。遺物は弥生時代後期前半のものが中心であり、本遺構

　　　　　　　　　　　　　　の時期も該期に属すると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　溝一騒（図6・26）　北区中央部、BB38・39区に位置する。

　　　　　　3　　　　　　検出面は平面的には標高0．65mであるが断面からは同0．85m、

　　°L　＿＿」°cm　〈8＞層中まで求めら旭。幅5・cm、底面は標高・。45m｝こあり、

生時代後期の時期が考えられる。

　溝一5（図6）　北区東部分、BB36～37区に位置する。

溝4の上部に重複する。検出面は標高0、95m、〈8＞層中であ

る。幅は40c瓢、深さは10～15c鵬で、底面は標高0．8～0．85m

に位置する。ほぼ東西に走る。埋土は淡灰褐色土で下半は粘

質を強める。遺物は細片で僅少であるため、本遺構の時期決

定は困難であるが、検出面から弥生時代末～古墳時代初頭に

属する可能性が高い。

　溝一6（図6）　北区中央付近、BB37区に位置する。検

出面は標高0。5m、〈9＞層下半である。幅は30～35c強、深さ

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種 ロ径 底径 器高

1 甕形土器 一 一 一 体部内面箆ケズリ、外面煤付着 7．5YR5／2灰褐 微砂少、精良

2 鉢形土器 一 一 一
体部外面箆ミガキ、内面幅狭い原体によるケズリ様の強いナデ 10YR7／4鈍黄榿 細砂含む、やや粗

3 〃
一

体部外面強いナデで原体痕残る、内面ケズリ、脚部内外面に指頭圧痕 10YR5／3鈍黄燈 粗砂多い、粗い

図26　溝一9・lO出土遺物（1・2：溝9、3：溝10）縮尺1／4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．9m　　　　　　　　＜溝15＞14＜溝12＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　溝一臆　　　　　溝網3　　　　　　　　溝一14　　　　　　　　　溝一↑5　　　　　4．茶褐色土

　　　上茶褐色土　　A．淡灰緑褐色砂質土　　1．濃茶褐色土　　　　　　1．灰緑褐色土　　5．灰茶褐色土

　　　2．灰褐色土　　　　　（Fe多，黄色砂）　　2。茶褐色土　　　　　　　2．暗灰緑褐色土

　　　　　　　　1濃茶褐色土（Mn多）　　　　（灰色土ブロック）　3．濃茶褐色土
　　　　　　　　2．淡灰褐色土　　　　　3．灰茶褐色土（Mn多）　　　　（Mn多）

　　　　　　　　　　　　　図27溝一12～15断面　縮尺1／30

深さは20憾である。残存長は約3mで、北東から南西に向かって走る。埋土は濃茶褐色土の単

一層で、マンガンが多く沈着し、炭・焼土・土器も僅かに含まれる。所属時期は、出土遺物

（図26－1・2）から弥生時代後期前半が考えられる。

　溝一瞼（図6・26）　北区中央部、BB39区に位置する。検出面は標高0。65～0．7m、〈9＞層

上面である。幅は約20c塾、深さは約10c膿、底面は標高約0。55mを示す。残存長は120cmで、北

東から南西に向かって走る。埋土は淡灰褐色土で黄色砂を含む。所属時期は、僅かに出土した

遺物（図26－3）の時期から弥生時代後期前半が考えられる。

　溝一篇　（図6）　北区中央付近、BB39区に位置する。検出面は標高0．45　m、〈10＞層中であ

る。幅は約30c搬、深さは約5囎、底面は標高0．4mを示す。残存長は3．6mで、北東から南西に

向かって走る。埋土は灰褐色粘質土で黄灰色砂を含む。遺物が出土していないため所属時期は

不明確ではあるが、検出面や埋土の状況から弥生時代中期～後期前半の中でとらえられる。

　溝一鷲（図27）　北区西部分、BB41・42区に位置する。上面は標高0．8m弱、〈8b＞層上面で

ある。東西両肩部を上部の溝によって破壊され規模は不明である。底面は標高0．5mにあり、

深さは約30c鵬である。残存長は80c鯉程度であるため正確な方向は不明確ではあるが、基本的に

は南北方向と想定される。埋土は褐色系の土で、上層は茶色が強い。遺物は出土していないが、

埋土の状況や遺構の重複関係から、本遺構の所属時期は弥生時代後期に属する可能性が高い。

　溝一咽3（図27）　北区西部分、BB41区に位置する。上面は標高約0．8m、〈8b＞層上面にある。

東部分を溝14に切られる。残存幅はll5c鵬、深さは25c灘、底面は標高0。55mである。残存長は

80囎程度で、正確な方向などは不明であるが、基本的には南北方向が想定される。埋土上層は

濃茶褐色土でマンガンを多く含み〈8＞層に類似する。下層は淡灰褐色土でマンガンの沈着は

少ない。本遺構は、弥生時代後期中頃と考えられる土器の小片が僅かに出土していることから、

該期に含まれると考えられる。

　溝一謁（図27）　北区西部分、BB41区に位置する。上面は標高0．8m、〈8b＞層上面である。

幅70c腿、深さは30c幽、底面は標高0．55mにある。残存長が90囎程度であるため、その方向など
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調査成果

詳細なことは不明確であるが、基本的には南北方向であると想定される。埋土はマンガンの沈

着の顕著な茶褐色土を基本とする。出土遺物は僅かであるが古墳時代初頭に属する小片が確認

されており、本遺構の時期を示すと考えられる。

　また、本溝及び溝13の上部には、他の地点では認められない黄色の砂を含む砂質の強い淡灰

緑褐色砂質土の堆積が認められる。本層内での両溝の立ち上がりラインは不明瞭であり、埋没

後の窪み部分に堆積した層の可能性が強い。

　溝一得（図27）　北区西部分、BB42区に位置する。上面は標高0．8～0。85　m、＜8a＞層上面に

あたる。幅60c鵬、深さ25～30偲、底面は標高0．55mである。残存長は90c騰程度であるため、そ

の方向などは不明確であるが、基本的には南北方向と考えられる。埋土は全体的に茶褐色土を

基調とする。遺物は弥生時代後期後半に属する土器の小片が僅かに出土しており、本遺構の時

期を示すものと考えられる。

　溝一幡（図28）　中央部やや北より、BC・BD39区に位置する。検出面は標高0。55m、〈9＞

層中であるが、上部は基礎で削平されており本来の掘削面は不明である。残存輻は約65囎、残

存長は約2mである。底面は標高0．35m前後にあり、深さは25囎前後を測る。底面での幅も比

較的広い。埋土は全体的には灰褐色系の呈し、やや暗く包含物の多い上層（1層）とやや明る

い色調で鉄分の沈着が顕著な下層（2・3層）に大別される。1層には多くの焼土の他に、炭

や少量の土器片等が含まれる。出土遺物から本溝は弥生時代後期前半に属すると考えられる。

　周辺の遺構との関係を見ると、東側に溝17が隣接し重複する。その前後関係は極めて不明瞭

であった。また、走行方向は北東から南西を示し、その北方向には溝9が位置する。所属時期

がほぼ一致することから同一溝の可能性も考えられるが、底部の高さの違いや埋土の状況から

〈溝一16＞

3
　＿，＿∫了’

0

〈溝一17＞

　　　　0。6m54　2

　　　　1m 　　　　］

0　　　　　　　　　　　10cm

劾一一
露

溝i一総

1．暗灰褐色砂質土

　　（焼土多，炭）

2．淡灰褐色砂質土

　　　（Fe多）
3．淡灰褐色土（砂）

溝一η

1．灰褐色土

2。　〃　　（黄白色粘土粒）

3。暗灰褐色土（炭，焼土）

4．暗灰褐色砂質土（焼土，炭，砂）

5．淡黄灰白色粘質土

　　3

法　　量（cm）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 高杯形土器 一 一 一 外面箆ミガキ、箆描沈線4条、内面横方向ケズリ、孔数不明 10YR7／3鈍黄鐙 細砂含む、中程度

2 〃
一 一 一 口縁端部凹線3条 7．5膿7／3鈍鐙 精良

3 鉢形土器 一 一 一 外面オサエ気味の軽いナデ、体部内面原体痕残る強いナデ、 10YR7／3鈍黄榿 細砂少、精良

図28　溝一薯6・17および出土遺物（11溝16、2・31溝17）縮尺1／30，1／4
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12　3　　　0．7m

1．暗灰褐色砂質土

　　　（土器・Fe・臨多）

2．暗灰褐色土（土器，Mn）

3。暗灰褐色粘質土

　　　　　芝

＼＿．：ノ’

　　　　　3

ヘ　　　コヘ
オへ@　アぱ

4

／§

5

《

0　　　　　　　　　　　10cm

番号
法　　量（cm）

器種
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 壷形土器 一 一 一 口縁凹線2条、内外面風化 2。5Y8／2灰自 細～粗砂、やや粗

2 〃
一 一 一 頚部外面ハケ、沈線14条以上、2条1組の可能性あり、1と同一個体か？ 〃 〃

3 〃
一 一 一 内外面風化、外面に僅かにミガキ痕残存、1・2と同一個体か？ 〃 ク

4 甕形土器 一 一 一 口縁凹線2条、内面頚部以下ケズリ、外面および内面口縁近くに赤色顔料 ユOYR7／2鈍黄燈 細砂少、中程度

5 高杯形土器 一 一 一　　杯部内外面および脚部外面箆ミガキ、脚部内面に絞り痕、孔数不明 10YR8／2灰白 細砂少、中程度

　　　　　　　　　　　図29　溝一18および出土遺物　縮尺1／30，1／4

やや疑問点も残る。

　溝一届7（図28）　BC・BD39区、前述したように溝16の東側に平行する位置にある。検出状

況は溝16と同様に標高0．55mで検出した。残存幅は約45c醗、残存長は2m弱、深さは30c懸で、

底面は標高0．28m前後になる。東側の肩部は段を持つが、全体的にはU字形の断面形といえる。

埋土はいずれも比較的明瞭に分層されるが、その類似性から、灰褐色土の1・2層、暗灰褐色

で炭・焼土を含む3・4層、そして、基盤層が汚れた状態の5層に大きくは三分される。本溝

の時期は出土遺物から弥生時代後期前半と考えられ、溝16とほぼ同時期といえる。また、その

方向も溝16と共通しており、両者の密接な関係を窺うことができる。従って、淘6と同様に溝

9との関係も充分に考慮される。

　溝一鷺（図29）　調査区中央やや西より、BE40区に位置する。検出状況は溝i16・17と同様

で、上部削平を受けている。検出レベルは標高0．65m、〈9＞層中である。溝の東部分も基礎に

よって破壊されているため規模は不明確ではあるが、幅は50囎、深さは15c鵬前後、長さはlm

弱が残存する。底面のレベルは標高0．5m前後である。埋土は大きな差は認め難いが、暗灰褐

色土で土器・マンガンを含む上層（1・2層）と同様の色調ではあるがやや粘質が強い下層

（3層）とに大別され、断面観察から上下の溝の重複として捉えられる可能性がある。弥生時

代後期前半に属する壷（1～3）、甕（4）、高杯（5）などが出土し、本遺構もその時期のも

のと考えられる。また方向はほぼ南北ではあるが、溝16覗7との関係が考慮される。

　溝一簿（図6）　調査区ほぼ中央やや東より、BE37区に位置する。標高0。65m前後で検出
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調査成果

されたが、上部の削平の影響で本来の面よりはかなり低いことが予想される。幅は40～50囎、

深さは約10鱗が残存し、底面は標高0。5m強に位置する。西側端部は丸く終息する。残存長は

約3mで、東西からやや北に振る方向に走る。埋土は淡灰白色粘質土である。遺物は出土して

いないため時期は不明確であるが、弥生時代後期の可能性が高い。全体的に非常に不明瞭な遺

q三m

0
z

1m

1．暗青灰褐色土

2。淡灰褐色土

　（白色粘土）

3．暗灰褐色土（Mn）

4．灰褐色土（炭少）

5。暗灰褐色粘質土

　（白色粘土）

a

輪断面＞

　　b－　2
3些

　　　b’

図30溝一20断面　縮尺1／30

∴〒i「＝マ

くb断面

　　　0　　　　　　0。5m

　　1．灰褐色土（粘土粒）　　　　　　0　　　　　　　　　10cm

　　2．暗灰色粘質土（粘土粒）　　　　　』轟轟露謡蕪蚕蚕蚕謡

　　3．暗灰色土（Mn多）

　　　図31溝一21および出±遺物　縮尺1／30，1／4

　　　　　　　　　0。9m　　　　　　　　　　　、　　　　　　，

　　　　　　十

　　　　　　　〇。5m

1．灰褐色土

2。黄灰褐色土（炭，黄色土粒）

3。暗灰褐色粘土

　　図32

〈図3唱〉

0　　　　　　　　　　　10cm

溝一22および出土遺物　縮尺1／30，1／4

構である。

　溝一豊⑪（図30）　南区の東南隅、

BG35区に位置する。平面的な検出面

は標高0．8m、〈9＞層上面であるが、

調査区断面の土層観察から標高約

0。9m、〈8＞層上面に求められる。幅

は100～llOcm、残存長は120c鵬、深さ

は25c盤前後で、底面は標高0。6～

0．65mに位置する。ほぼ南北に走る。

埋土は全体に灰褐色土を基調とし、最

下層（5層）のみ粘質土となる。また、

い下半に白色粘土を含む層が認められる。

　本遺構の時期は、出土遺物が認められ

　ないため不明瞭であるが、検出面等か

ら弥生時代後期に属する可能性が強い。

　溝一2唱（図31、図版5－1）　南区

の南端部、BH36～40区に位置する。

標高0．8～0。9m、〈8＞層下半で検出さ

れた。幅50～70c駄深さ15～20c臥底

面は標高0．7m前後に位置する。残存

長は20m弱で、調査区南端を南方向に

緩やかに弧を描き調査区外へ延びる。

埋土は上半（1・2層）は灰色土を基

法　　量（cm）
色調番号 器種

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 胎　　　土

1 甕形土器 一 一 一 体部外面ハケ、内面頚部以下ケズリ 7．5YR7／4鈍榿 細砂含む、中程度

2 鉢形土器 一 一 一 体部外面横ハケ後縦ハケ、内面ケズリ 5YR7／4鈍榿 細砂含む、中程度

〈図3窯〉

番号
法　　量（cm）

形態・手法の特徴ほか 色調器種
口径 底径 器高

胎　　　土

一 壷形土器 一 一 一 頚部外面縦ハケ、沈線5条以上、体部内面ケズリ 10YR8／3浅黄榿 細砂含む、中程度
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

＼
一BH

　　　　　　　｜

0　　　　　　　　　　　　　　　5m

〈溝24＞　〈溝23＞

　　　　　旦m

0　　　　　　0。5m

　　　　　　　　　　　　　図33　溝一23・鱗　縮尺1／30

調とし粘土粒を含む。下半は暗灰色土である。本溝の所属時期は、出土遺物から弥生時代後期

後半と考えられる。

　溝一盤（図32、図版5－1）　南区の南端部、BH36～40区に位置する。前述の溝21の南側

に平行する状態で、ほぼ同一レベルで検出された。幅は50c鵬前後、深さは約20cm、底面は標高

0．65～0．7mである。残存長は約15mで、やはり、調査区南端部を南方向に緩やかに弧を描き

ながら調査区外へ延びる。ただし、東端部は溝21と重複し下部に位置する。出土遺物は弥生時

代後期前半のものがやや多いが、そのほかに後期中葉～後半のものも少量含まれることから、

本溝の埋没時期は弥生時代後期後半、溝21よりやや古い時期が想定される。

　溝一23（図33、図版5－2・3）　南区南端部、BH36～38区に位置する。西部分の大半が前

述の溝22と重複し、下部で検出された。検出面は標高0。65m、〈9＞層下面～〈10＞層上部に当

たる。幅は40c鵬前後、深さは約20憾、底面は標高0．45m前後に位置する。残存長は約10mで、

南に緩やかに弧を描いて調査区外に延びる。埋土は灰褐色粘質土の単一層で、炭・焼土を僅か

に含み鉄分の沈着が顕著である。出土遺物が認められないため所属時期は不明確であるが、検

出面の低さや、遺構の重複関係などから弥生時代中期末～後期前半の範囲内に入ると考えられ

る。

　溝一鱗（図33、図版5－2・3）　南区南端部、BH36～38区に位置する。前述の溝23の北側

に接するように走り、東端部は完全に破壊されている。西部分の大半は前述の溝21の下部で検

出され、西端部は遺構の重複による破壊のため検出できなかった。検出面は溝23と同一面で標

高0。65m、〈9＞層下面～〈10＞層上部に当たる。幅は40c鵬前後、深さは約15c憩、底面は標高

0．45m前後に位置する。残存長は約15mで、東西方向からやや北に振った方向に比較的直線的
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調査成果

2　1　　3趣

　　　　　　　　　L灰褐色土（炭）
　　　　　　　　　2．淡青灰褐色土（炭）
　0　　　　　　0．5m　3．青灰褐色土

　図舗　溝一25断面　縮尺1／30

0。9m

剛面〉　　ク
　　　　　　　　0。9m
　　b　　　　　　　　　b・

〈b断面〉

3

1．淡黄灰褐色土

2。暗茶褐色土
　（炭・焼土・Fe・Mn）

3．淡灰褐色粘質土

　　0　　　　　　0。5m

図35　溝一26断面　縮尺1／30

俗断面〉

　　0。9m
2　　－　　　，　c

2
　　0。9m
3　　－・

〈o断面〉

o。9m

　b’

に走り、溝21～23のように弧を描いて調査

区外に延びるような状況は認められない。

埋土は溝23と類似し、灰褐色粘質土の単一

層で、炭・焼土を僅かに含み鉄分の沈着が

顕著であるが、灰色粘土粒を含む点で異な

る。出土遺物が認められないため所属時期

は不明確であるが、検出面の低さと遺構の

重複関係などから、弥生時代中期末～後期

前半の範囲内に納まり、溝23よりやや古い

時期が考えられる。

　溝一鱒（図34、図版5－4）　南区西半、

BH36～BF37区に位置する。検出は北半部

では標高約0。9m、〈8＞層上面で可能で

あったが、南半部では標高0．8m強まで下

がる。幅は80c醗前後、深さは約15c腿、底面

は標高0．75～0。8mにある。残存長は約

12mで、南半部は北西から南東方向に向

かって直線的に走るが、北半部ではやや蛇
〈b断面＞

　　　　　　　　　　o＿1m行する。埋土は灰褐色系の土で1・2層に
　　　　　　1賠灰褐色土（炭焼土辻器）　　　　　　炭・土器片が含まれ鉄分も沈着する。出土
　　　　　　2．淡灰褐色土（粘土粒）

　　　　　　3恢褐色土（炭少）　　　　　　　　　　：遺物から本溝は弥生時代後期前半に属する

　　　　図36溝一27断面縮尺1／30　　　　と考えられる。

　溝一欝（図35）　南区、BF38～BH40区に位置する。検出面は標高0．75～0。8m、〈8＞層下

面である。幅は50～60働、深さは10～15c聾、底面は標高0．65～0。7mに位置する。残存長は

13m強を測り、方向は北東から南西に向かう。埋土は全体的には灰褐色系の土である。上半

（1・2層）は粘質が弱く、炭・焼土等の包含物が認められ汚れが目だつ。下層（3層）は粘

質を強め汚れは少ない。出土遺物は弥生時代後期前半のものが多いが、後半の可能性のある細

片が僅かに1点含まれる。本溝の時期は、諸状況から弥生時代後期前半と考えられるが、後半

まで下る可能性も残る。

　溝一黛7（図36、図版5－5）　南区、BF38～BH40区に位置する。溝26の北西側にほぼ平行

して走る。検出状況は同溝と同様で、標高0。75～0。8m、〈8＞層下面で検出した。幅は狭いと

ころで70～80囎、中央部の広い部分で150c醗前後を測る。深さは15c鵬前後、底面は標高0．65～
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0．7鵬にある。残存長は約17mである。方向は溝26とほぼ同じである

が、中央部の幅が広がっているためか、やや弧を描くようにみえる。

埋土は全体的には灰褐色系の土である。南西方向に向かってやや粘質

を強める。上半（1層）は炭等の包含物が多く汚れが目だつ。下層

（2～4層）は類似性が高く、2層は粘土粒を含む点で、そして，4

層は粘質が強くブロック状堆積を示す点でそれぞれ区別される。出土

遺物から本溝は弥生時代後期前半の時期が考えられる。

　溝一盤（図37）　調査区南西部、BG42区に位置する。検出面は高

3　　2　　　0。9戴

　　0　　　　　　0．5m

1．灰褐色砂質土（Fe多）

2．　〃　土（Fe多，黄色土）

3．黄灰褐色土（Fe多）

4．暗灰褐色土（砂）

図37溝一28断面
　　　縮尺∀30

い部分で標高0．65m、低い部分で標高0。5m、〈10＞層中である。基礎の中の残存部分で検出さ

れたため上部は削平されており、本来の掘削面は〈8＞層まで上がる可能性が考えられる。最

も残存度の高い部分で、幅は約50c鵬、深さは約30憾、底面は標高0．35～0。4mに位置する。残

存長は約250c腿で、北東から南西方向に直線的に走る。埋土は全体的に灰褐色系で砂質が強く

鉄分の沈着が顕著である。上層（1～3層）と下層（4層）とに大別される。下層に向かって

やや粘質が強まる。また、下層には基盤層がブロック状に混入する。本遺構の時期は、遺物が

出土していないため不明確であるが、諸状況から、弥生時代中期末～後期の中で考えられる。

　溝一器（図6）　南区の北西隅部分、BF41区に位置する。標高0．75m、〈8＞層除去後に検

出された。埋土は淡黄灰色土の単一層である。深さ8伽は確認されたが、全体の規模など詳細

な点については、調査部分が狭小であるため不明である。時期についても出土遺物がなく決め

手に欠けるが、検出面から弥生時代の範囲で考えたい。

　溝一鍵（図6）　南区、BG・BH40区に位置する。検出面は標高0．9鵬、〈8＞層上面である。

幅は20c盤弱、底部は0．87m前後にあり、深さは3囎程度の非常に規模の小さなものである。長

さは350c灘を測り、南北からやや東に振った方向に直線的に走る。埋土は淡灰褐色土の単一層

である。本溝の時期は、僅かに認められる出土遺物からは弥生時代後期に求められるが、方向

あるいは規模等から他の弥生時代の溝とやや異なる様相も認められ、時期的に下る可能性もあ

る。

　溝一瑚（図6）　南区、BF37区に位置する。検出面は標高0．85～0。9m、〈8＞層上面である。

輻は20c醗、底面は標高0。85m前後で、深さは3c鵬程度である。長さ240c雛程度が検出され、西

端は丸く終息する。東端部は不明確である。ほぼ東西方向を示す。埋土は淡灰褐色土の単一層

である。出土遺物が無く時期の決め手に欠けるが、検出面から弥生時代後期～古墳時代初頭の

範囲が考えられる。
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調査成果

（6）その他の遺構

　土器溜まり一咽（図38～46、図版6～9）　南区中央部、BG38区に位置する。検出面は標

高0．8～0。9m、〈8a＞層内である。長辺は3。5m、短辺は2．5mを測り、東西方向に長い不整楕円

形を呈す。掘り込みの上端ラインは非常に不明瞭で不整形なラインを示す上、掘り方も凹凸が

多くシャープなラインは求められず、立ち上がりラインは統一性に欠ける。底面は比較的広く

平坦で、標高0。7mに位置する。深さは20c鵬程度で、多量の土器が充満し、中心部分では、土

器の堆積問に埋土が流入する状況を呈する。埋土は中央部には1層が、周辺部に2・3層が堆

積する傾向が認められる。1層は弥生包含層である〈8＞層に類似する。土器の特に集中する

付近では茶色を強め濃茶褐色を呈す。このような点から、やや窪んだ地点を利用して多量の土

器を廃棄した状況を想定することができる。出土遺物としては、土器の他に径10～20c鵬程度の

角礫も出土している。土器に混ざってかなりの数が全体的に散在する。

∂r畿も

　　　　　　　　　　続

　　　　　　　　　±
　　　　　　　　　　　蟻ぽ

　　　　　　　　　　　　　欝

　　　　　　　　　　　藪講

　　　　　　　　　　　　灘

　　　　　　　　　　　　璽蕪8
＼

1m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
1．淡灰茶褐色土（白色砂，Mn）　　2．灰色土（白色砂）　　3．灰色粘質土

　　　　　図38　土器溜まり一1　縮尺1／30
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 壷形土器 一 一 一 口縁凹線3条、外面縦ハケ後沈線、内面横ハケ、口縁内面に赤色顔料残存 5Y8／2灰白 細～粗砂、中程度

2 ク 19．7 一 一 口縁凹線3条、頚部沈線34本で1条ずつ施す、頚部～ロ縁外面に赤色顔料 2．5Y7／2灰黄 細砂少、精良

3 ク 15．7 8．2 31．2 口縁凹線2条、頚部沈線18本で2条1組、体部外面横ハケ後箆ミガキ 5Y8／2灰白 細砂含む、中程度

4 〃 18．8 一 一 口縁凹線4条、頚部沈線20本で1条ずつ施す、頚部下端で人為的に打欠き 2．5YR4／6赤褐 細砂多、やや粗い

5 〃 15．0 一 一 頚部沈線26本で2条1組、頚部下端で人為的に打欠き、外面赤色顔料残存 2．5Y7／3浅黄 細砂少、概ね精良

6 〃
一 一 一 沈線2ケ所、5本ずつ、2個1組の竹管文2ケ所以上、外面赤色顔料残存 10YR7／3鈍黄榿 細～粗砂、やや粗

図39　土器溜まり一1出土遺物（1） 縮尺1／4

39一



調査成果
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法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

7 壷　形土器 一 一 一 頚部外面、内面下半部ミガキ、外面頚部下端に短線4条線亥‖ 7．5YR8／3浅黄榿 細砂多く、粗い

8 〃 13．3 一 一 外面頚部ミガキ、胴部タテハケ後ミガキ 2。5YR7／4淡赤燈 微～細砂、やや粗

9 ク
一 一 一 頚部沈線14本で2条1組、頚部下端に刺突文、胴部外面タテハケ後ミガキ 5YR7／4鈍燈 細砂含む、中程度

10 〃
一 一 一 頚部沈線8～9本、風化のため詳細不明、頚部下端に刺突文 2．5Y7／恢白 細砂やや多、粗い

11 〃
一

7．5 一 頚部沈線間隔疎で5本以上、刺突文の施文位置は不一定で上下に波打つ 5YR5／1淡榿 微～細砂、中程度

12 ク 13．7 一 一 頚部沈線3条1組でラセン状に施す、胴部外面ハケ後ミガキ、赤色顔料残 2．5Y8／2灰白 微～細砂、申程度

13 ク
一 7β 一 外面タテ方向を主とするハケ、頚部内面に絞り目あり　　　　　　　　　　10YR7／3鈍黄燈 細～疎砂多い、粗

図菊　土器溜まり一1出土遺物（2） 縮尺1／4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径　　底径 器高

14 壷形土器 16．7 一 一 胴部外面粗いハケ状のナデ後ミガキ、ただし頚部近くにはハケ状ナデなし ヱOYR7／3鈍黄燈 細砂少、精良

15 〃
～ 一 一 口縁端部凹線2条、頚部下端に横方向のミガキ 10YR7／3鈍黄榿 細砂含む、やや粗

16 〃
　 一 一 口縁端部凹線3条、胴部外面細かいタテハケ後ミガキ 10YR7／3鈍黄檬 細砂少、精良

17 ク
一

9．3
一 外面タタキ条痕跡あり、底部中央から周辺に向けてケズリ、刺突痕群あり 10YR7／3鈍黄榿 細砂少、精良

18 ク 14．9 一 一 外面細かいタテハケ後ループ状ミガキ、胴部内面ミガキ状のケズリ 10YR8／4浅黄澄 細砂僅、ごく精良

19 ク 16．2 一 一 口縁端部は数条の沈線がナデにより不明瞭となる、外面タテハケ後ミガキ 2．5Y8／2灰自 微砂少、精良

20 〃 13．5 一 一 頚部ハケ端部明瞭、胴部内面下位ナデ？ 2．5Y7／3浅黄 微～細砂多、粗い

図瑠　止器溜まり一1出土遺物（3） 縮尺1／4
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調査成果
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法　　量（cm）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

21 壷形土器 15．0 一 一 全体に摩滅して不鮮明、口縁部歪み多い 5YR7／6積 細～粗砂、やや粗

22 ク
一 一 一 胴部外面やや幅広いミガキ、内面下位ケズリ上げ、上位横方向ケズリ 7．5YR8／2灰白 細～粗砂、やや粗

23 〃
一

8．0
一 風化著しく不詳 2．5YR7／8榿 細砂多く、粗い

24 直口壷形土器 一 一 一 外面縦方向ミガキ、内面横方向ケズリ 7．5YR7／4鈍榿 微砂僅、ごく精良

25 無頚壷形土器 一 一 一 外面タテハケ後ミガキ、ロ縁内面絞り後ナデ ．5Y8／3浅黄 細砂多、やや粗い

26 細頚壷形土器 一
3．9

一 外面タテハケ後ミガキ、中位のみ横方向、胴部中位に籾圧痕 2．5YR7／6榿 細砂多、やや粗い

27 台付壷形土器 一 一 一 外面タテハケ、台部はスパン短い、底部剥落 10YR7／3鈍黄燈 細砂少、概ね精良

図42　土器溜まり一1出土遺物（尋） 縮尺1／4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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33

法　　量（cm）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

28 甕形土器 16．5
一 一 口縁端部凹線2条、内面箆ケズリ、外面煤付着 7．5YR5／3鈍褐 細～粗砂多い、粗

29 〃 17．3 一 一 外面タテハケ、内面箆ケズリ、頚部に籾圧痕 10YR7／2鈍黄榿 細～粗砂、中程度

30 〃
一 一 一 外面粗いナデ後箆ミガキ、内面箆ケズリ 10YR3／1黒褐 細砂少、概ね精良

31 ク 15．7 一 一 外面タテハケ、内面箆ケズリで頚部に有機物付着、内外面に赤色顔料残存 7．5YR8／3浅劃登 細砂含む、中程度

32 〃 14．8 5．8 23．2 外面タテハケ、煤・有機物付着、内面箆ケズリ、底部に焼成後穿孔 2．5Y8／1灰白 細砂多く、やや粗

33 ク
一 5．2

一 外面工具による粗いナデ上げ、内面箆ケズリ 10YR7／2鈍黄榿 細砂含、概ね精良

34 〃
一 一 一 外面タタキ、ロ縁タタキ出し、内面下～上方向の強い指ナデ 10YR6／2灰黄褐 細砂含、概ね精良

35 〃
一 6．8

一 外面タテハケ、有機物付着、内面箆ケズリ 7．5YR8／2灰白 細砂含む、中程度

36 〃
一 5．0

一 外面タテハケ、一部底部に及ぶ、内面箆ケズリ、外面に薄く煤付着 2．5Y8／3淡黄 細～粗砂、やや粗

37 ク
一 6．7

一 外面タテハケ、煤付着、赤色顔料塗布？、内面箆ケズリ 2．5YR7／3淡赤褐 細砂含む、中程度

図鵜　土器溜まり一1出土遺物（5） 縮尺1／4
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調査成果
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尋2

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

38 鉢形土器 一 一 一 外面風化により不詳、内面箆ケズリ後ミガキ？ 2。5Y8／3淡黄 細砂少、概ね精良

39 ク
一 一 一 外面粗いハケ後疎らなミガキ、内面箆ケズリ 7．5YR7／4鈍燈 細～粗砂、中程度

釦 台付鉢形土器 一 一 一 外面風化により不詳、有機物付着、内面ナデ様のハケ 5YR7／4鈍榿 細砂僅、精良

41 鉢形土器 15．7 5．0 11．2 外面箆ミガキ、内面ナデ？、二次的炎熱を受け、表層剥離激しい 10YR6／娚赤燈 細砂僅、精良

42 台付鉢形土器 一
12．5 　 内外面箆ミガキ、台部内面箆ケズリ 2．5Y8／2灰白 細～粗砂、中程度

43 ク
一 一 一 胴部上端～口縁に絞り目、胴部外面ナデ？、内面箆ケズリ 2．5Y8／3淡黄 細砂僅、ごく精良

44 〃 12．6 6．3
一 外面風化により不詳、一部横ハケ残存、内面箆ケズリ 2。5Y6／6燈 細～粗砂多い、疎

45 ク
一 一 一

外面胴部下半箆ミガキ、内面未調整、手つくね、外面に赤色顔料残存 10YR7／3鈍黄積 微砂僅、精良

46 〃
一 一 一 風化著しく調整不詳 5YR7／4鈍榿 細砂含む、申程度

47 ク
一

5．2
一 胴部外面中位以下箆ケズリ、上位指押圧、内面箆ケズリ、外面下位に煤 ユOYR6／2灰黄褐 細砂僅、精良

48　　　　　ク 28．0 9．3 17．9 外面箆ミガキ、内面上位箆ケズリ後一部ナデ・押圧、下位押圧 10YR7／2鈍黄榿 細砂多く、やや粗

図嘱　止器溜まり一薯出土遺物（6） 縮尺1／4
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物
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法　　量（副
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

49 高杯形土器 一 一 一 口縁内面に沈線4条、杯上半部外面に押圧、風化により調整不詳 2．5Y7／2灰黄 細～粗砂多、粗い

50 〃
一 一 一 脚部沈線上段8条、下段9条、円孔各段4個、内外面に赤色顔料塗布 2．5Y8／1灰自 細砂含む、中程度

51 〃
一

14．0 一 外面各部箆ミガキ、杯屈曲内面に横方向の箆ミガキ、脚部円孔3個 10YR6／6赤澄 細砂含む、中程度

52 〃
一 一 一 杯部外面不明、内面および脚部外面箆ミガキ、脚部内面ケズリ、沈線2条 10YR7／3鈍黄榿 細砂多く、やや粗

53 ク
一 一 ｛ 沈線各段4条、円孔2個か、杯・脚部接合部外面に粘土紐巻付け 2．5Y8／2灰白 細砂僅、精良

54 〃
一 一 一 円孔上段は4個、下段も4個か、脚部内面絞り目顕著 10YR8／3浅黄糧 　　　　　　　一�ｻ含むが精良

55 〃
一 一 一 沈線上段2条、下段4条、円孔4個、脚部内面下半部はケズリ 10YR7／4鈍黄糧 細～微砂多、粗い

56 〃
一 一 一 沈線は細密で、上段3条？、下段4条、円孔数不明 2．5YR5／6糧 細砂少、概ね精良

57 ク
一 一 一 外面細かいタテハケ後上半部に箆ミガキ、沈線4条、円孔4個 10YR7／3鈍黄榿 細砂少、概ね精良

58 〃
一 一 一 外面タテハケ後箆ミガキ、円孔上段3個、下段4個以上（6個か） 2．5Y8／3淡黄 細砂含む、中程度

59 ク
一 一 一 外面細かいタテハケ、沈線各段4条 10YR6／3鈍黄燈 細砂少、概ね精良

図45　土器溜まり一1出±遺物（7） 縮尺1／4
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法　　量（c皿）

色調 胎　　　土番号 器種
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか

60 器台形土器 一 一 一 沈線は2条1組、円孔は各段とも4個ないしは5個 10YR6／2灰黄褐 細砂含む、中程度

61 〃
一 一 一 沈線は2条1組、円孔上段は4個または3個、下段6個 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

62 高杯形土器 一 一 一 外面箆ミガキ、杯部内面ハケ後箆ミガキ 10YR7／3鈍黄燈 微砂少、精良

63 製塩土器 一
5．0

一 二次的炎熱を受け、変色・剥離著しい 2．5YR7／6榿 粗砂多、ごく粗い

64 ク
一

4．5
一 顕著な二次的炎熱痕なし 2．5Y8／3淡黄 粗砂多、ごく粗い

65 ク
一 4．2 一 底部直上より箆ケズリ 5YR4／1褐灰 粗砂多、ごく粗い

図46　土器溜まり一1出±遺物（8）　縮尺1／4

　　　　　　　　　　　　　　　土器i類（図39～46、図版7～9）には壷

　　　　　　　　　N　　（1～27）、甕（28～37）、鉢（38～48）、高

　　　　　　　　　　　　　　杯（49～59）、・器台（60・61）のほか、製塩

　　　　　　　　　　　　　　土器（63～65）などがある。壷のうち、4、

縫…鑛製塩土器脚部5は頚音縫下端に打ち欠き痕があり瀬部と躍同

　　　　　≡：‡議塁囲部とを鳩的に酬したものである可離が

一＼∵＝議≠』一＝≠＝迎

1．焼土層

2．淡灰黄褐色砂質土

　　　　　（焼土多，炭）

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

3．淡灰黄褐色砂質土
（焼土，炭，灰色土粒，土器）

4．灰褐色砂質土（灰色土粒）

図尋7　炉状遺構一薯　縮尺1／30

高い。本遺構の性格に関係する行為であると

すれば興味深い。4は胎土、プロポーション

ともに他の個体と異なり、搬入品と考えられ

る。甕のうち34は、外面にタタキ目を残す小

形晶で、これも在地の産とは考えがたい。鉢

45は、手つくね状の特異な小形晶である。高

杯49は、口縁内面端部に沈線を施し、づ群の

なかでは古相を示す。以上のような出土遺物

の特徴から、本遺構の時期は弥生時代後期前
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弥生時代～古墳時代初頭の遺構・遺物

半に比定される。

　姫状遣構一騒（図47・49）　北区中央部、BB37区に位置する。

検出面は標高約1m、〈8＞層上面である。焼土・炭化物の集中が

長辺120cm、短辺60c鵬の範囲で認められた。底面は西部分では標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ユm高約0．85m、東部分で標高約0．95mに位置し殺差を有す。また、

東部分は比較的平坦な状態を示すが、西部分はやや丸く広がる。

焼土は底面から3～5囎上に面を形成しているが、その中で西部　　　0　　　　　0．3m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
分と東部分の2ヶ所に特に集中する箇所が確認された。焼土以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図聡　ピットー7尋
には灰褐色系の砂質土が堆積するが、西部分では灰色土粒の包含
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縮尺1／15
が認められる。以上の状況から、少なくとも2度の作業が継続し

ておこなわれていることが予想される。遺物は、3層から製塩土器の細片が出土しているほか、

2層上には製塩土・器の脚台部が認められたが（図49－1）、量的には全体に少ない。時期は弥

生時代後期前半～中頃に比定される。

　ピットー閥（図48・49、図版4・3）　北区中央部、BB38区に位置する。土籏11によって東

側上部の一部を破壊される。検出面は標高約LO5m、〈8＞層上面である。径30c鵬の円形で、深

さ約10c騰が残る。底面は標高0．98　mに位置する。底部から約2cm上に大形の壷1個体分の底部

～胴部下半の破片（図49－2）が、底部を下に据えた状況で検出された。上部は削平を受け消

失している。埋土上半は灰白色砂であるが、下半は粘質を強め灰色土になる。所属時期は出土

遺物から弥生時代後期前半と考えられる。また、本遺構の性格については、上部が削平されて

いることなどから不明確ではあるが、遺物の出土状況などから土器棺としての性格も予想させる。

1 2
　　　　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 製塩土器 一
4．3 一 二次的炎熱のため変色 10R6／8赤榿 粗砂多、ごく粗い

2 壷形土器 一
10．5 一

外面粗く幅広い箆ミガキ、内面箆ケズリ 5YR6／6燈 細砂多、やや粗い

図翻　炉状遺構唱・ピットー－74出土遺物　（1：炉状遺構一1、2　ピットー74）縮尺1／4
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調査成果

4．古代の遺構・遺物

　古代に属する遺構は、井戸2基が確認されたのみであ

る。いずれも南区に位置し、重複関係を有し、相前後し

て構藻されたことが想定される（図50）。遺物は〈6＞

層以上から全体的に出土するが、特に〈6＞層に多く、

形成段階の造成によって、大きな削平を受け、該期の包

含層が消失したと考えられる。

　　　41〈S区＞　1
　　　　　井3

↑°

0　　　　　　3m

＿BG

図50　古代の遺構全体図

　　　縮尺1／200

（1）井戸

　井戸一2（図51・52、図版10）　南区西半部、BF40・41区に位置する。井戸3に東部分を破

壊される。検出面は標高0．8m、〈8＞層中である。平面形は径130cmの円形を呈す。掘り方は多

少の凹凸はあるものの、上面からほぼ垂直に近い角度で掘り込まれ、標高一〇．9mで底面をな

す湧水砂層に至る。底面は径90cmの円形で、深さは170cmである。

　埋土は30層に細分されるが、その性状から、以下のような6群に大別される。1～3層はや

や砂質を帯びる黄灰色土で、特に1層はきめ細かい土で流入土的性格が強い。4～7層は黄灰

色系の砂混土を中心とし、炭化物・焼土・土器・粘土粒・基盤層のブロックなど様々な包含物

が認められ、全体に汚れがひどくて均質性を欠く状況を示す。8～11層は黄灰色系の砂混粘土

である。砂を包含する点では4～7層と共通するが、他の包含物は僅かで汚れも少なく，全体

的に粘質を強める傾向が強い。8～9層は黄灰色の粘土で，下層に向かって漸移的に変化する。

12～17層は灰色系の粘（質）土を中心とする。その上半の12～14層は比較的明るい色調を呈し、

上部ほど鉄分の沈着が顕著で粘質も弱まる。下半の15～17層は暗い色調に変化し、淡緑灰色土

粒あるいは砂の包含が認められる。18～30層は灰色系の粘土がベースをなし、その中で色調面

写真5椀出土状況

　　　での濃淡、粘土の硬度、有機物・砂の包含の有

、　無によって細分が可能となっている。

　　　　出土遺物（図52）は、完形の椀（12）が井戸
、『

　　　下半に堆積する粘土層の上部から単独で出土し

　　　ている。他の遺物はいずれも小～細片であるが、

　　　図化できるものとして、須恵質ないし土師質の

　　杯（3～9）、黒色土器椀（12）、甕（13、14）

　　　などの土器類、曲物（W1）、箸（W　3）など

　　　の木器類がある。
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古代の遺構・遺物

4
血

　26　22

　　2728

・4、3』

1712

／…

1。明黄灰色土
2．淡茶灰白色土
3．明黄灰色砂質土（炭，焼土，土器）

4．淡黄灰色砂混土（炭，焼土，土器，汚れ）

5．暗茶灰色砂混土（炭，焼土，土器，汚れ）

6．黄茶灰色土（炭，焼土，土器，粘土粒，基盤層ブロック）

7．暗茶灰色細砂混粘質土（炭多，焼土，土器，粘土粒，汚れ多）

8．淡黄灰色細砂混粘土（Mn多）
9．黄灰粘（質）土（砂，土器）

10．明茶灰色粘質土
11．淡灰色砂混粘土（炭）

12．黄褐色土

13．淡灰色粘質土

14。淡灰色砂混粘土
15．暗緑灰色粘土（炭，土器）

16。暗緑灰色粘土（緑灰色粘土ブロック）

17．暗灰色粘土（緑灰色粘土粒・緑灰色砂ブロック）

18．黒灰色粘土（木質）

19．黒灰色粘土（軟質）

20．暗青灰色粘土（有機物，土器）

21．灰白色粘土
22。黒褐色粘土（有機物，軟質）

23。暗褐色粘土（軟質）

24。（黒）灰色粘土（淡青灰色粘土ブロック）

25．淡青灰色粘土
26．暗灰色粘土（砂少，軟質）

27。暗灰色粘土（軟質）

28。暗灰色粘土（炭，土器，特に軟質）

29．暗青灰色粘土

30。暗灰色粘土

　　　　　　☆椀12出土レベル

D　　　　　　　　　　　　　　lm

図5噌井戸一2　縮尺1／30

　本遺構の時期は出土遺物、遺構の重複関係から、古代（9～10世紀）に属すると考えられる。

　ところで、椀12は周辺遺跡からの出土例との比較から、10世紀を遡るとは考えにくく、他の

出土遺物から想定される本遺構の時期との問に若干の矛盾を生じる。このくいちがいの要因と

しては、遺構の時期設定に問題があるのか、あるいは椀を伴う別遺構が本遺構の上部に重複し

ているのに検出できないのか、椀の所属時期設定に問題があるのかの3点がある。まず、本遺

構の時期の確定については、他の出土遺物だけでなく、本遺構を切る井戸3　（出土遺物から10

世紀代に比定）に瓠り貫きの井戸側が遺存しており、遺構の重複関係の混乱は考えられないこと

から、10世紀代以前であることは確実である。また、椀の出土状況を見ると、掘り方にごく近い

位置に、中心に傾く状態で出土している（写真5）。出土レベルはほぼ標高Omである（図51）。

掘り方内に納まる非常に不明瞭なピットの存在が全く無いとは言えないが、このレベルにまで

下がる遺構は周辺には認められていない。このような出土状況から別遺構の可能性は低く本遣
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調査成果
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0　　　　　　　　　　　10cm

騨1

w3

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 須恵器杯蓋 一 一 一 横ナデ 5Y5／1灰 細砂少、概ね精良

2 ク　　i蓋 一 一 一 横ナデ 5P5／1紫灰 細砂僅、概ね精良

3 〃　　杯 一 一 一 内外面横ナデ 5Y6／恢 微砂少、精良

4 〃　高杯 一 一 一 横ナデ、外面稜以下ケズリ 外N4灰・内N6灰 微砂含、概ね精良

5 土師質杯 一 一 一 速い回転によると思われる横ナデ 2．5Y6／2黄灰 砂粒含まず、精良

6 〃　　　　　ク 一 一 一 内面横ナデ、外面横ナデ後不定方向の不規則なナデ状擦痕 2．5Y7／2灰黄 砂粒含まず、精良

7 須恵質　ク 一 一 一 速い回転によると思われる横ナデ、やや軟質 N8灰白～N4灰 細砂少、概ね精良

8 〃　　　　　〃 一 一 一 速い回転によると思われる横ナデ 5Y8／1灰白 微～細砂、中程度

9 土師質　〃 一 一 一
底部箆切り後軽いナデ、体部外面横ナデ、内外面に赤色顔料塗布 2、5Y7／2灰黄 微砂僅、精良

10 施紬陶器 一 一 一 外面底部～体部ロクロ削り、内外面に紬 5Y6／6オリーブ きわめて精良

11 黒色土器椀 ｛ ｝ 一 A類、外面横ナデ、内面横ナデ後一部箆ミガキ 10YR7／3鈍黄燈 細砂含み、やや粗

12 須恵質椀 16．2 7．1 5．9 内外面強い回転による横ナデ、底部糸切り 2．5Y4／2暗黄灰 細砂僅、精良

13 土師質甕 一 一 一 胴部外面細かいタテハケ、内面ナデ、口縁内外面強い横ナデ、煤？付着 5YR5／2灰褐 細～粗砂、やや粗

14 ク　　鍋 一 一 一 胴部外面粗いタテハケ、内面横ハケ後ナデ、ロ縁内面横ハケ 5YR6／6榿 粗砂多く、粗い

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 曲物側板 14．5 4．5 0．5 斜め方向に刻み目、穿孔、柾目

W2 板状木片 5．5 4．2 0．9 両長辺は人為的な切断痕、板目

W3 箸 14．2 0．6 0．5 スギ 面取りあり、91

図52　井戸一2出土遺物　縮尺1／4
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古代の遺構・遺物

一1617

／ノー　一　＼＼ N
　　　～

　　些
15

13　　　　　　　　　　　　　　　　13

　　　　　　　　　　　　　14

　14
　　　　　　　　　　　16　17

　　　ド⑳＼＝、918

20

21

22

1。淡青灰褐色粘質土（炭，土器）

2．淡黄灰褐色粘質土（炭，土器）

3．黄灰褐色粘質土
　　　　（炭，土器）

4．淡黄灰褐色粘質土
5。明黄褐色粘質土
6．淡灰色土（Fe多，炭）

7．灰色粘土
8．淡青灰白色粘土
　　　　　（土器多，炭，軟質）

9．淡灰色粘土（炭，土器）

10。暗灰色粘土
　　　　（砂，有機物，土器，炭）

11．暗灰色粘土
　　　（砂・有機物多，土器，軟質）

11a。暗灰色粘質土

11b．暗灰色粘土

　　　（炭多，土器，有機物，軟質）

11c．暗灰色粗砂混粘土

　　　　　（有機物，土器，軟質）

12．暗灰色粗砂（粘土粒少，土器）

ユ3．淡灰褐色砂質土

　　　（青白色粘土粒，粗砂，炭）

14．淡灰褐色砂質土
　　　　　（粗砂多，土器，炭）

ユ5．灰褐色土

　　　　（炭多，粘土粒・粗砂少）

16．淡灰色粘質土（土器，炭）

17．暗灰白色粘質土（炭）

18。黄灰白色粘質土（Fe多）

19．灰色粘土（炭，土器）

20．灰色砂混粘土

21．暗灰色粘土
22．暗灰色粘土（軟質）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図53井戸一3　縮尺1／30

構との関連性がやや高いといえる。しかし、決定的な状況とも言い難く、ここでは問題の指摘

にとどめることとする。

　丼戸一3（図53～56、図版11～13）　南区西半部、BF40区に位置する。前述の井戸2の東

部分上部に重複する。検出面は標高1．2m、〈7＞層上面と考えられる。北側の上端部は基礎に

よって破壊される。平面形は東西160c艶、南北推定170c搬のやや南北に長い円形を呈する。掘り
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調査成果
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　　　　　　　　　轡3

0　　　　　　　　　　　50cm

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 井　　戸　　枠 196 65 8 スギ 側縁部に手斧状の工具痕、丸太翻貫き、上部腐朽、180

W2 ク 201 70 7 〃 内側に手斧状の工具痕、丸太剖貫き、上部腐朽、180

W3 〃 210 70 9 〃 内側および両側縁部に手斧状の工具痕、丸太剖貫き、上部腐朽、180

図54　井戸一3井戸枠　縮尺1／20

方は、上部約60cmは摺り鉢状に開くが、以下はほぼ垂直に掘り込まれ、標高一L35　mに位置す

る底面に至る。底面は湧水砂層に達しており、深さは検出面から253c醗を測る。井戸中央部に

は瓠り貫きの井戸側が据えられ、底面から230c瞭が遺存し、上部は痕跡として確認された。井

筒（図54）は、縦に3分割した丸太を割り貫き、それらを組み合わせたもので、内径は約55cm

である。内面にはナタ状の工具による加工痕がはっきりと観察される。

　埋土は、井筒内（1～12層）と井筒外（13～22層）とに分かれる。

　井筒内は褐色系の土あるいは粘質土を基調とする上層（1～6層）と、灰色系の粘土を主体

とする下層（7～ll層）、そして、暗灰色粗砂の最下層（12層）とに大別される。上層は複数
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古代の遺構・遺物
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徽

2

・が 9 　　　　　　　　13
3

露

薦

三7

総

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 須恵器壷 一 一 一 横ナデ、蓋の可能性もあり N5～N4灰 微砂少、精良

2 〃　　杯蓋 一 一 一 横ナデ N7灰～5Y7／1灰自 微砂少、精良

3 ク　杯蓋 一 一 一 外面内側ケズリ、内面内側静止ナデ、その他回転ナデ 2．5Y8／1～7／1灰自 微～細砂、中程度

4 ク　杯身 一 一 一 内面横ナデ、底面ケズリ N7灰 細砂少、概ね精良

5 ク　　　　　ク 一 一 一 内面横ナデ、底面ケズリ後周縁部のみ横ナデ、ロクロ回転左 N4灰 細～粗砂、やや粗

6 〃　　　　　ク 一 一 一 内面横ナデ、底面ケズリ後周縁部に横ナデ、ロクロ回転左 N5灰 細砂少、概ね精良

7 〃　　壷 一 一 一 内外面回転による強い横ナデ、外面稜より上位に自然粕 5Y6／1～N7灰 微砂僅、ごく精良

8 土師質杯 一 一 一 内外面回転によると思われる強い横ナデ、内外面に赤色顔料塗布 5YR5／6明赤褐 細砂僅、ごく精良

9 ク　　　　　〃 12．8 9．5 2．8 底部外面押圧気味の軽いナデ、体部内外面は強い横ナデ、内外面赤色顔料 7．5Y6／4鈍榿 、細砂僅、ごく精良

10 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面回転による強いナデ、内外面に赤色顔料塗布、胎土中に赤色粒 10YR7／3鈍黄燈 微砂僅、ごく精良

11 〃　　　　　〃 一 一
4．8 底部外面押圧気味ナデ、他は回転によるナデ、内外面赤色顔料、底面墨書 2．5Y7／2暗黄灰 細砂僅、ごく精良

12 須恵質　ク 一 一 一 内外面回転による強い横ナデ、やや軟質 2．5Y8／2灰白 細砂僅、ごく精良

13 ク　　　　　ク 一 一 一 内外面回転による強い横ナデ、やや軟質 2，5Y8／1灰白 細砂少、精良

14 ク　　　　　〃 13．0 8．3 3．2 底部回転箆切り後周縁部にナデ、ロクロ回転右、内外面に火禮状赤変 10YR7／2鈍黄燈 細砂少、精良

15 〃　　　　　ク 一 一 一 底面ケズリ、他は回転による強い横ナデ、内外面に火櫨状黒変、硬質 5Y3／1オリーブ黒 細砂含む、中程度

16 土師質高杯 一 一 一 杯部内面押圧気味のナデ、脚部面取り12面、横方向ケズリ、赤色顔料塗布 10YR7／2鈍黄榿 微砂少、精良

17 黒色土器椀 一 一 一 A類、内面ナデ後箆ミガキ密、外面ナデ後箆ミガキやや疎 外10YR7／2鈍黄榿 微砂少、精良

18 土師質甕 一 一 20．0 胴部外面ハケ、内面押圧気味ナデ、ロ縁部外面横ナデ、内面ハケ、煤付着 10YR6／4鈍黄積 細砂含む、中程度

図55　井戸一3出土遺物（1） 縮尺1／4
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調査成果
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法　　量（cm）
番号 器種

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

19 土師質竃 一 一 一 煤は内面に濃厚に付着、廟部内側にもわずかに付着 10YR4／2灰黄褐 粗砂多、ごく粗い

20 ク　　　　　〃 一 一 一 内面～口縁端部に煤付着 2．5Y5／2暗灰黄 細砂含む、やや粗

21 〃　蛸壷 4．3
一

9．0 外面ナデ、内面ケズリ気味の強い横ナデ、孔より下に向って溝状の圧痕 2．5Y6／2灰黄 細～粗砂、やや粗

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 曲物底板 15．0 4．1 0．7 ヒノキ 木釘残存、柾目、85

W2 〃 12．6 2．7 0．5 ヒノキ 柾目、89

W3 箸 11．8 0．3 0．2 割材、面取りあり

W4 不明伍角柱状） 4．7 1．7 L6 図上下から上に向けてハツリ状の工具痕あり、丸木

W5 横　　　　櫛 3．9 1．8 0．65 イスノキ 棟部は削ったあと研磨か、歯は両側面から鋸で引き出す、86

W6 ク 1．8 3．4 0．8 イスノキ 棟部は削ったあと研磨、歯は、根元付近に浅い沈線を引いたのち、両側面から鋸で引
ｫ出す、86

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 材質 特　　　徴

11 刀　　　　子 6．2 1．7 身部0．4

ﾘ部0．9
11．2 　　鉄

ﾘ部ケヤキ
柄部は細く関の形態は不明、木製の把は一木で、茎を差し込むことによっ

ﾄ装着している　木製把の背部に刀子状工具によると思われる整形痕が
ﾝえる

12 〃 14．5 1．3 0．4 10．9 鉄 最大幅部がもっとも厚く、これを境に断面長三角形の刃部と断面長方形
ﾌ茎部に分れる

図56　井戸一3出土遺物　縮尺1／4，1／2
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古代の遺構・遺物

の土の混ざり合う不均質な層であるが、特に際立つ炭化物などの包含物は認められない。その

中で、6層は目の粗い土で、下層の粘土堆積の影響から鉄分の沈着が顕著である。下層の上半

（7～9層）は明るい色調の粘土で、残存度の高い遺物が多く含まれる。また、中央部が盛り

上がるような堆積状態を示す。下半（10～11層）は暗い粘土でやはり残存度の高い遺物の他に、

種子や木質等の有機物を多く含む特徴がある。また、下部では最下層に向けて砂の包含率が高

くなる傾向が認められる。最下層は完形の蛸壷が1点出土した以外には、僅かな土器片を含む

程度で包含物は少ない。

　井筒外は褐色系の土あるいは砂質土でなる上層（13～15層）と、灰色～灰褐色系の粘質土か

らなる中層（16～18層）、そして灰色系の粘土の堆積を示す下層（19～22層）とに大別される。

包含物は上層で淡青白色粘土粒と粗砂を含む程度で量・種類とも少ない。下層上部（19層）に

は土器が比較的まとまって含まれる。

　遺物の多くは井筒内の下層～最下層から出土する（図55・56）。杯9は10層中から、伏せら

れた状態で出土した（図版12－2）。土器は須恵質ないし土師質の杯が多く、両者の中問的な特

徴を有するものも存在する。14は完形で硬質の焼き上がりをみせ、底部は回転箆切り、内外面

に火裡状の赤変がある点にも注目される（図版12－4）。また11は底部外面に墨書がある（図版12

－4）。その他、須恵器の壷（7）、脚部面取りの高杯（16）、黒色土器椀（17）、甕（18）、竈

（19，20）、蛸壷（21）などがみられる。木器では曲物底板（Wl・W2）、箸（W3）のほか、

2本の横櫛（W5・W6）が特筆される。両者は樹質や細かい加工技術などの点でよく似ては

いるが、断面形などから別個体と認められる。鉄器には刀子2本があり、うち1本には呑ロ状

の木製の把が残存している。井筒外では下層（19層）、底部（22層下面）で土器が出土してい

る。土器の他には、有機物として、各種の種子（モモ・センダン・マクワウリ・キカラスウ

リ・オナモミ）、瓢箪の果皮、貝（カラスガイ・ハイガイ・シジミ）等がある。貝は標高約

Om付近と同一〇。9m付近の二ヶ所に集中する。周囲に炭・木質がやや多い傾向も認められた。

また、井筒外の掘り方内上部（標高約80cm）から古銭（図版12－1）が1点出土している。

　本遺構の時期は平安時代後半（10世紀代）と考えられる。
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調査成果

5、古代末～中世の遺構・遺物

　古代末から中世に属する遺構は、柱穴列1列・井戸6基・土墳14基（内土墳墓1基）・溝23

条が検出された。これらの遺構の配置は、柱穴列が北区、つまり、調査区の北端付近に東西方

向に並び、南区に多数の溝群が東西あるいは南北方向に走り、その問に井戸が位置するという

関係を示す。時期的にはll世紀～14世紀の幅があるが、各時期を通じて基本的にはこの関係が

継続していると考えられる。また、本地点は、第1次調査において多数の井戸を検出し、集落

の中心にあたることが想定されている地点の西南部に位置することからも、こうした度重なる

溝iの構築が、一つの集落を画することを目的としたものであり、集落の端部にごく近い状況で

あると判断される。
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図57　古代末～申世遺構全体図　縮尺1／300
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古代末～中世の遺構・遺物

一優
　　P隈

321

①

P2

⑬一一／
P3

ケ

Pl

1。灰褐色砂質土

　（炭，焼土，土器，焼石）

2．灰褐色土（炭，土器）

3．灰黄褐色砂質土（焼土少）

P2

L淡灰黄褐色砂質土（炭・焼土少）

2。淡灰褐色砂質土（炭，焼石）

3。明灰褐色砂質土

図58柱穴列一1

　　　　1．3m

　　　“
修
　　　　　O

P3
1．暗灰褐色砂質土

　（炭多焼土，黄緑色土粒）

2．灰黄褐色砂質土

　（炭焼土少，黄緑色土粒）

縮尺1／80

＼

（2）

㎞一

　隅

1．4m　　　l　2

2m

P羅

1．灰褐色土

2．灰黄褐色砂質土（焼土少）

　また、遺物の面では、ll世紀代に含まれると考えられる一括性の高い土器群が出土しており、

同時期の土器編年にとって貴重な資料となっている・その他には・井戸の底に牛頭骨が入れら

れている例が見つかっており、当時の祭配的行為の復元の一助となりうるものであろう。

（わ柱穴列

　櫨穴蜀一囎（図58・59、図版27）　北区、BB37～40区に位置する。検出面は標高1．3～

1．4m、〈4＞層下半である。東西に4本の柱穴がE14°Sのライン上に並ぶ。柱問はP1とP2

の問が2．4m、　P　2とP3の問が2．5mを測る。　p　3とP4の問には大規模な撹乱が存在し不明

確ではあるが、均等に分割すると約2．3～2．35鵬となる。西側の2本の柱穴P1・2では下部

の柱穴の重複が認められ、立て直しの痕跡と考えられる。柱穴は径30～40囎の円形を呈し、い

ずれも柱痕を有す。柱痕の

径は15～20磯で、底面はP

l～3では標高0。9m、地

形的にやや高い位置にある

P4は標高且譲mを測る。

埋土は柱痕部分は灰褐色系

の砂質土で、掘り方埋土は

　　　　　　　1．3m

二⑳一
　　　　　1。4m

O　　　　　　O。5m

　　　　く

　　　　べ

＝≡≡7プ
0　　　　　2　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 土師質皿 9．2 5．8 1．9 回転による横ナデ、底部箆切り、スノコ状圧痕、ロクロ回転左 2．5Y8／3淡黄 細砂少、概ね精良

2 〃　　　　　〃 9．6 6．4 1．6 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 2．5Y8／3淡黄 細砂含む、中程度

図59柱穴列一1出土遺物および出土状況　縮尺1／30，1／4
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調査成果

灰黄褐色系の砂質土である。P2の3層は下部柱穴の埋土である。全体に炭・焼土を含む割合

が高い。Pl・4では柱痕内に完形の土師皿1点が正位置（上向きで水平）に（図59）、P2

では一辺10～15c鵬の焼けた角礫が上面を水平に置いた状態でそれぞれ出土した。焼土はPlに

おいても上層に含まれる。また、P3では柱痕内に、多量の木炭が集中的に認められている。

出土遺物は土師器の皿・椀等がある。皿は前述したように、Pl・4からほぼ完形に近いもの

がそれぞれ1点出土している（図59、図版一27）。椀は小片であるが、Pl～4で出土してい

る。ミガキ調整の認められるものと認められないものとが確認される。また、P3では白磁片

が出土している。

　本遺構の時期は、出土遺物あるいは検出面から、14世紀代が考えられる。

0．4m

1。

2。

3。

4。

5。

6。

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

暗灰色土　　　　　　　　7．暗灰色粘土
暗茶褐色有機物層　　　　　　（炭化木多，炭硬質）

（木質，植物質）　　　　　8．暗灰色粘土（炭多，木質）

暗灰色粘土（軟質）　　　9．暗～黒灰色粘土（炭，木質）

暗灰色粘質土（粘土粒）　10．暗（茶）灰色粘土

暗灰色粘土（粘土粒）　　　　　（細砂，炭，木質）

暗青灰色粘土　　　　　　11．青灰色粘土
（粘土粒，炭化木，軟質）

　　図60　井戸一尋　縮尺1／30

（2）井戸

　丼戸一躍　（図60～62、図版14・18）

BE36区に位置する。最後に残った基礎除

去後に粘土層内で検出された。検出面は標

高0。35m、〈11＞層付近である。平面形は径

130～135cmの円形を呈する。掘り方はほぼ

垂直に直線的に掘り込まれている。底面は

径95～100cmの円形をなし、広く平坦であ

る。標高一1mに位置し、湧水砂層に達す

る。深さは約125幟である。埋土は上層

（1～4層）、下層（5～10層）、最下層

（U層）に大別される。上層中は包含物の

差あるいは土質によって、各層が比較的明

瞭に区別される。一方、下層はいずれも暗

灰色粘土を基調としており、全体的に類似

性が高い。最下層は包含物を含まず、比較

的きれいな粘土層を示す。

　遺物（図61・62）は、1層・9層から椀

（1～8）、皿（11～14）などの土器類や、

瓦（17）が出土した。また、7層から木器

類（図62）が出土している。

　本遺構の時期は、平安時代末、U世紀末
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古代末～中世の遺構・遺物
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法　　量（c∋
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 土師質椀 一
6．9 6．0 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後箆ミガキ疎 2．5Y8／1灰自 微砂僅、ごく精良

2 〃　　　　　ク 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキやや疎、内面丁寧なナデ後箆ミガキ 2。5Y8／1灰白 微～細砂僅、精良

3 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面ナデ後箆ミガキ、外面口縁直下の回転ナデとくに強い 2．5Y8／2灰白 細砂少、概ね精良

4 〃　　　　　〃 一 一 一 外面ナデ後粗く太い箆ミガキ、内面丁寧なナデ、原体痕あり、箆ミガキ疎 5Y8／2灰白 粗砂含む、やや粗

5 ク　　　　　ク 一 一 一 内外面丁寧な箆ミガキ密、外面口縁直下の回転ナデとくに強い、緻密で硬 2．5Y7／2灰黄 微砂少、概ね精良

6 ク　　　　　〃 一 一 一
内外面ともナデやや粗い、高台歪み多い、 2．5Y8／1灰白 粗砂～細礫、粗い

7 ク　　　　　ク 一
6．6

一 底面丸く脹らんで亀裂あり、内面丁寧なナデ後箆ミガキ疎 10YR6／2灰黄褐 微砂僅か、精良

8 ク　　　　　〃 一
7．2 一 底面に回転箆ケズリ痕、ロクロ回転右、外面に赤色顔料塗布 10YR7／3鈍黄榿 細砂含む、やや粗

9 ク　　杯 一 一 一 回転横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 7，5YR7／3鈍燈 細砂僅か、精良

10 ク　　　　　ク 一
8．5 一 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、外面に赤色顔料残存 10YR7／3鈍黄榿 微砂僅、ごく精良

11 ク　　皿 一 7．5 一 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 2．5Y7／3浅黄 微砂僅、ごく精良

12 〃　　　　　〃 一 一 一 底部箆切り、ロクロ回転左、二次的炎熱を受ける 5YR7／4鈍榿 細砂含む、やや粗

13 瓦器　ク 9．5 7．7 1．6 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、胎土中に赤色粒含む N2黒 微砂僅、ごく精良

14 ク　　　　　ク 9．0 5．8 1．9 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転右 2．5Y6／3鈍黄 細砂僅、ごく精良

15 須恵質甕 一 一 一 内面粗いナデ、外面タタキ N7灰白～N4灰 細～粗砂、中程度

16 ク　　　　　ク 一 一 一 内面粗いナデ、外面タタキ N恢 細～粗砂、中程度

17 瓦 一 一 一 外面格子目タタキ、内面布目圧痕、胎土内に植物の茎状の繊維を含む 2．5Y5／1黄灰 細～粗砂、やや粗

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石材 特　　　徴

S1 砥　　　　石 9．6 7．2 3．6 凝灰質砂岩 3面に使用痕、色調10Y6／2オリーブ灰

図釧　井戸一4出土遺物（1） 縮尺1／4
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遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 曲物底板 5．6 2．5 0．45 ヒノキ 柾目

W2 ク 14．2 3．8 0．5 ヒノキ 柾目、92

W3 不　　　　明 10．5 2．2 1．9 アカマツ 角材、2面から削り込んでクサビ状に成形、工具痕あり、93

W4 ク 28．0 6．8 0．5 ヒノキ 木取りは斜め、中央を斜めに人為的に圧断、これと平行して上辺近くにも圧痕がある、

Q55

W5 ク 33．5 5．3 1．4 木取りは斜め、上端近くに穿孔、工具によるハツリ状の痕跡あり

W6 ク 26．3 3．2 L3 木取りは斜めで、側面に削りの工具痕あり、上端近くに穿孔、下端は人為的切断

　　　　　　　　　　　図62　井戸一尋出土遺物（2）　縮尺1／4

～12世紀初頭に比定される。

　丼戸一5　（図63・64、図版15）　南区南西隅、BH41区に位置する。南部分が調査区外に一

部延びていたため、調査区を若干南側に拡張して全体を調査した。検出面は標高1。4m、5～

6層付近にあたる。北端部上部が側溝二で破壊されているため正確な規模は不明確であるが、平

面形は径170憾の円形が想定される。底面は標高一〇．6mにあり、湧水砂層に達している。底面

形は径55～65cmの円形を呈する。掘り方はやや中央部が窪む底面から約40c搬はほぼ垂直に立ち

上がり、水溜め的機能を有する部分を形成している。そして、そこから上方に向かって大きく

広がり、壁の凹凸も顕著である。特に西側の壁は二箇所に段が認められる。垂直に直線的な水

溜め部分のラインとは変化を見せる。水溜め部分には本来は井戸側が存在したと考えられるが、

上方のラインはその井戸側の抜き取りのために生じた可能性も想定される。

　埋土は、1群（1～6層）、2群（7～ll層）、3群（12～15層）、4群（16～17層）、5群

（18～21層）に大別される。1群は灰褐色系のやや粘質をおびた土で、土器・焼土等が比較的
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古代末～中世の遺構・遺物

多く含まれる。また、上部の1・2層は流入土的な性格が考えられる。2群は灰褐色系の粘質

土で1群よりは汚れが多く、粘土粒・砂等が含まれ、各層は比較的明瞭に区別される。7層に

は炭が多く含まれ、1群との境をなす。3群は暗灰褐色あるいは灰色の粘質土で、包含物が多

く、最も汚れの強い層群である。各層問は漸移的変化を見せる。4群は灰色粘土で砂がプロッ

ク状に含まれる。5群は黒灰色粘土で均質である。下層に向かって漸移的に軟質化が進む。

遺物（図64）は、椀（1～14）、皿（15～18）等の土師器片が1～4群から出土し、特に集

中的な出土状況は示さない。ほかに、丸みを帯びた立方体の毬状木製品（W1）がある。また

自然遺物として、モモの種子、クロマツの球果と種子が検出された。

鰻m

1．灰（褐）色土（炭，土器多）

2．明灰褐色土（焼土多，炭，土器）

3。灰褐色（粘質）土（炭，粘土粒，土器）

4．青灰褐色粘質土（土器多）

5．淡青灰褐色粘質土（細砂，粘土粒，土器）

6．淡青灰褐色細砂混粘質土（土器）

7．青灰褐色粘質土（炭多，焼土）

8．灰褐色粘質土（炭，細砂，土器）

9．淡灰褐色土（粘土粒多）

10．灰褐色土（炭，粘土粒，細砂，土器）

11。淡灰褐色粘質土（炭，細砂，土器）

12．暗灰褐色粘質土（炭，細砂，土器，汚れ）

13．茶灰色土（Fe多，炭）

14．淡灰色粘質土（砂，土器）

15．淡灰色細砂混粘質土（粘土粒，不均質）

16．灰色粘（質）土（土器）

17．灰色粘土（砂ブロック多）

18．暗灰色粘土
19．黒灰色粘土（硬質）

20．暗灰色粘土
21．暗灰色粘土（軟質）

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図63　井戸一5　縮尺1／30
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法　　量（cm）
色調番号 器種

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 胎　　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後箆ミガキ 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

2 ク　　　　　ク 一 一 一 内外面ナデ後箆ミガキ、風化のため不明瞭 2，5Y8／1～8／2灰白 細砂含む、申程度

3 〃　　　　　ク 一 一 一 風化のため調整不明瞭、外面口縁直下の横ナデはとくに強い 10YR8／1灰白 細砂含む、やや疎

4 ク　　　　　〃 一 7．2 一 外面ナデ後粗い箆ミガキ、内面丁寧なナデ、高台剥落部に箆ミガキあり 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

5 ク　　　　　〃 一 一 一 外面体部申ほどに段、それより下位に砂粒の動いた痕あり、ケズリ痕か 2，5Y8／2灰白 細砂少、概ね精良

6 ク　　　　　〃 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後箆ミガキ疎 5Y8／2灰白 細～粗砂、中程度

7 〃　　　　　ク 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ 5Y8／2灰白 細～粗砂、やや粗

8 〃　　　　　〃 一 一 一 外面押圧気味のナデ、内面丁寧なナデ 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

9 ク　　　　　ク 一 一 一 風化のため調整不明瞭 2．5Y8／2灰自 細砂含む、中程度

10 〃　　　　　〃 一 一 一 風化のため調整不明瞭 2。5Y8／1灰白 微砂少、概ね精良

11 〃　　　　　ク 一 一 一 内面丁寧なナデ、硬緻 2，5Y6／1黄灰 粗砂僅、概ね精良

12 〃　　　　　〃 一 一 一 風化のため調整不明瞭 2．5Y8／2灰白 細砂含む、やや粗

13 ク　　　　　〃 一
6．7

一 風化のため調整不明瞭 2．5Y8／1灰白 細砂含む、やや粗

14 瓦　　器椀 一
6．5

一 和泉型、外面ナデ後箆ミガキ、上位やや疎、内面丁寧なナデ後箆ミガキ N5灰 きわめて精良

15 土師質皿 一 一 一 底部箆切り、風化により調整不明瞭 10YR7／3鈍黄燈 微砂少、概ね精良

16 ク　　　　　ク 8．0 5．5 L5 底部箆切り、風化により調整不明瞭 10YR7／3～4鈍黄榿 微～細砂、申程度

17 〃　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り 5Y8／2灰白 微砂少、精良

18 ク　　　　　ク 一 5．7 一 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左　　　　　　　　　　　　　1◎YR7／3鈍黄榿 細砂少、概ね精良

遺物番号

S1

器種
円 礫

現在長（cm）

9．0

最大幅（cm）

7．1

最大厚（cm）

4．7

重量（9）

400．1

石　材 特 徴

表面に亀裂状の割れ目が走るが、人為的なものかどうかは不明

遺物番号

W1
器種

毬状木製品

現在長（cm）

5．9

最大幅（cm）

5．7

最大厚（cm）

5．0

樹種
カキノキ属

特 徴

角材を立方体状に切った材の角を削って丸味を帯びさせている、赤色顔料塗布？、90

図64　井芦P5　出土遺物　縮尺1／4

　　　　　　　　　　－62一



古代末～中世の遺構・遺物

　本遺構の時期は遺物から平安時代末、12世紀中頃～後半に比定される。

　井戸一齢（図65～69、図版16～18）　BC36区に位置する。中央部の基礎の撹乱内に桝状に

残った部分の調査で、北東隅にその一部が検出された。当初、小土壌を想定して掘り下げた結

果、その部分は井戸の南西部分で、大半が基礎の下に延びることが判明した。井戸側の確認か

ら、基礎除去後の調査は不可能であると判断し、遺構の南側を広く掘り下げて調査を継続する

こととした。

　検出レベルは、基礎直下で、標高0、65m、〈9＞層中である。形状等は、基礎の存在から不明

確ではあるが、一辺約90～95cmの正方形の平面形が想定される。掘り方はほぼ垂直に直線的で、

深さは検出面から約2mを測る。底面は標高一L3mにあり、湧水砂層中に入りこむ。また井

、典1、二　　　、、、、

、

も∂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

ノノ
@　　　　a一
@　　　　爬　　　　　b－＼　　　　　　　　、

・1當＿・　／焼石一（18）・　　　／　　、。　，（W13）（16）＼＿ノ　　＼刀／

、　　　　　　　　　　　　rぷ、

＼～＿＿三。．。。。＿ンノ

＿a

＿b’

　　遺物集中出土範囲

綴　牛頭骨出土位置

　　種子出土レベル

川川建物基礎部

盒　焼石出土レベル

0．7m

　　　C

些

蟄

C

a
C a

〈c断面〉 C 像断面〉

塾

三

b b’

〈b断面〉

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図65　井戸一6　縮尺1／30

63



調査成果

～～ ＼、σ
一

ち

一一一 ／←： ＜ P

｛～ ＼

、 ／

W1

一　一　≡

＼＼ヨ黷ｱ（
ﾘこう／　　　＼　　　、

一一二三二｛㌻∫ID　　　　　　　　　＼〉

」／一工、一 ゾ
、〉

@，o了へζ一一z　＼ノ　　　ー『・〉一ミミ7－
黶^

@　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　ー一一

　　　　　　　＿　＼ノレ～ご）ぐ＝ト　　，　＼「り一　　　　　　　　　　　　、

1

W量

一≧ 一　ぷ一

＿＿＿

y　　　／

～一＿一一て　　　『

＼＼一一一「一＼　　　　　／で／
W3

目一 ，一@　’　／～＼@　　ミ＿二三　　／
　　　＼　　　　　　　　　／一

n三て＼上巳一一　一_メ／一～＼イ@　＿！！フ　　　　　　ズーこ

》》尋

1
一

＿　　　一一　一　　　一　　　一

　一
一一←一

黹Vﾄ　＼フ⌒＼＼．己〉＿＼

　←@　　　＼
^←つ／＿．ビ

，1－1　｝

～　　＿ 一

．＼～＼z 一・日1

騨騒

1

ハ（ L七つ’
又ン〉ソ 一　一一　一｝

一｛ ンP ｛ ｛　～ 　回 r回｝一一　一

一一

一

》総

O　　　　　　　　　lO幡

図66　井戸一6井声枠部材（1）縮尺1／4

一64一



古代末～中世の遺構・遺物

θ

1

　

一
一

こζ藩， ＼商
㌧λ｝

]「卜

l　L｛l　ll　ノ

1フ頂
冤γ噺7ザー＼

1
1　　一

1
一（ し

ノ

　　　　丈’～ ノ　　　　　　　「 ぷ＼ ‘　　　　　　　　　＿〉一

刀[イ　ンー工べ一　∵

～一＿

鼈鼈鼈鼈鼈
｝一

一

1

＼＼ン ’、
　　　　　　　、　　　　　♪＼

Oーｹ「ぐ「＼＜二）㌻； ／、
、／〉こ≧r一

＼ ／レ＼ ＼

一
一一＾一＿＿一

一 一
一一

一閃

W7

W騒

ニミ≦～三三三一一
＼

＼

冒

W9

冒

｝9＼一ニー
／

一目

W糟

θ

rべ
ノ

一目

W胴

ぽ
　　　　　　　　　W盤

0　　　　　　　　　　　10cm

遺物番号 部位 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 中段北側横材 72．5 9．6 4．6 スギ 割材、両端は鋸引き、部分的に手斧状の工具でハツリを加えて平滑にしている。268

W2 中段東側横材 約73 9．8 4．4 ク 〃　　　　265

W3 中段南側横材 72．9 10．2 4．8 ク 割材、ハツリ加工は片面のみ、未加工の面の一部に擦痕あり。267

W4 中段西側横材 72．4 8．5 4．9 〃 割材、両面を加工して平滑化、片端ほぞ部に木製のくさびを挟む。側面に縦支材の圧

ｭ。266

W5 下段北側横材 72．5 11．7 4．1 ク 割材、ハッリ状の加工は一部のみ、272

W6 下段東側横材 72．8 11．3 42 〃 割材、両面の各一部にハツリ状の加工、側面に縦支材の圧痕が残る。269

W7 下段南側横材 72．9 11．6 3．8 ク 割材、両面のそれぞれ縦半分にハツリ加工、27ユ

W8 下段西側横材 72．7 12．1 4．0 〃 〃　　　　、270

W9 東側北縦支材 72．3 5．1 3．8 〃 割材、ほとんど未加工、側面のごく一部に手斧状工具による面取り様のハッリ痕、

Q74

W10 東側南縦支材 72．5 5．1 3．2 ク ク　　　　、273

W11 西側北縦支材 72．6 4．4 2．6 ク 割材、上面と片側側面に面取り状の整形痕、276

W12 西側南縦支材 72．5 4．7 2．6 〃 割材、上面のみ平滑に加工、275

図67　井戸一6井戸枠藷膠材（2） 縮尺1／4
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調査成果
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0　　　　　　　　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 土師質椀 15．6 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ、一部箆ミガキ？不規則に炭素吸着 2．5Y8／1灰白～黒 細砂僅、ごく精良

2 ク　　　　　ク 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ疎、内面ナデ後箆ミガキ、下位は密 10YR6／2灰黄褐 細砂少、精良

3 ク　　　　　〃 一
6．1

一 内外面ナデ、底面高台内側に墨書、堅緻 OYR4／1褐灰 きわめて精良

4 〃　　　　　ク 一 一 一 内外面ナデ後箆ミガキ疎 2．5Y8／3淡黄 細～粗砂、中程度

5 〃　　　　　〃 13．8 6．1
一 外面押圧気味のナデ、内面横ナデ、底面高台内側に箆による刻線 2．5Y8／1灰白 きわめて精良

6 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面ナデ 2．5Y8／1灰白 細砂含む、やや粗

7 〃　　　　　〃
一 一 一 内外面ナデ 2．5Y8／3淡黄 細砂含む、中程度

8 〃　　　　　〃 一 一 一 外面剥落して調整不明、内面ナデ後箆ミガキ疎、二次的炎熱を受ける 10YR5／2灰黄褐 細～粗砂、申程度

9 〃　　　　　〃 一
6．5 一 外面箆ミガキ、内面ナデ、外面にはよく炭素吸着して漆黒色に光沢をもつ 内2．5Y7／2灰黄 細～粗砂、やや粗

10 ク　　杯 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後軽いナデ 2．5Y7／2灰黄 微砂少、概ね精良

11 〃　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後不定方向の微弱なナデ、硬質 5YR7／3鈍黄榿 きわめて精良

12 ク　　皿 8．4 6．2 1．2 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 2．5Y7／2灰黄 微砂僅か、精良

13 〃　　　　　ク 8．1 6．0 1．6 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 10YR7／3鈍黄燈 細砂少、概ね精良

14 〃　　　　　ク 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り 2，5Y6／1黄灰 微砂僅か、精良

15 〃　　　　　〃 8．9 6．9 1．3 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 7．5YR6／4鈍榿 微砂僅か、精良

16 〃　　　　　〃 8．4 6．0 L8 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、重量50．19 10YR2／3鈍黄榿 細砂少、概ね精良

17 〃　　　　　〃 8．5 6．5 L6 底面が破れ粘土を補充、穴が残る、内面に焼け痕、回転左、重量57．19 2．5Y7／3浅黄 微砂少、概ね精良

18 ク　　　　　〃 8．8 6．5 1．7 回転による横ナデ、底部箆切り、回転左、内面・ロ縁に焼け痕、55．59 2．5Y7／3浅黄 微砂少、概ね精良

19 ク　　　　　〃 8．4 6．5 1．7 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、重量48．09 2．5Y8／3淡黄 微砂少、概ね精良

20 〃　　鍋 一 一 一 内面横ハケ、外面押圧気味のナデ、煤付着 N3暗灰 細砂含む、中程度

2ヱ 〃　　　　　〃 一 一 一 内面横ハケ、外面押圧気味のナデ 2．5Y6／2灰黄 細砂含む、申程度

22 ク　　　　　ク 一 一 一 外面口縁横ナデ、体部縦ハケ、内面屈曲部に強い横ナデ、外面煤付着 2．5Y4／1黄灰 細～粗砂、やや粗

図68　井戸一6出土遺物（1） 縮尺1／4
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古代末～中世の遺構・遺物

戸側は掘り方に接して組まれており、標高0．55m以下で遺存が確認された。三段に桟木が組ま

れ、その外側に幅20c醗前後・長さ180～190cmの側板が並べられている。最上段の桟木のあり方

は、遺存状態が悪く不明確であるが、中段・下殺の桟木は良好な状態で出土した。その組み方

は中・下段間では逆になっている。また、両桟木の問には長さ70c艶程度の細い角材が支えとし

て、東西両面に2本つづ組み込まれているほか、下段の桟木の下にも長さ10c艶程度の杭が1本

打ち込まれている。桟木や支え材のうち、図化できるものを図66・67に示した。ナタあるいは

手斧状の工具によるとみられる加工痕が明瞭に認められる。桟木、支え材はいずれもほぼ同じ

寸法であり、計画的に木取りされていることがわかる。これらに比べ、外側に並べて挟み込ま

れた竪材には規格性がなく、井戸枠としての構造とは無関係な個所に孔をものもあり、ほとん

どは転用材であろう。

　埋土の状況は詳細な堆積状況を確認することはできなかったが、基本的には暗灰色粘土で、

全体的に軟質である。また、底面上10cm程度には均質な砂利層が認められた。

　遺物は、椀・皿等の土師器の他に獣骨・種子等がある。主要な遺物は底部近くにおかれてい

た牛頭骨周辺で出土している。牛頭骨は標高一〇．9m前後に位置する。上下が逆転した状態、

つまり、首につながる方が上を向いて出土した（図版16－2・3）。角の部分は根元のみが残り、

他には一片の骨も出土していない。なお牛頭骨の鑑定・分析については第3章第2節を参照さ

れたい。牛骨の側にはほぼ同レベルに15c難程度の焼け石（角礫）が認められた。土器類は牛骨

を申心に上部に集中的に分布するが、破片のものが多い。また、牛骨出土レベルにごく近い高

さで、完形の皿が井戸の四隅に突き立てられた状態が確認された（図68－16～19）。その他に

は、曲物の底板（図69）が同様の高さで出土している。こうした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
遺物群の下10c醗前後、標高一1m付近では、種子（モモ）が検出

された。そのほかの出土遺物として、土師質の椀（図68－1～

9）、杯（10・11）、皿（12～15）などがある。椀3には高台内側

に墨書がある。

　本遺構の時期については、これらの土器類に12世紀代～13世紀

初頭の特徴が認められるが、最終的に埋没したのは13世紀初頭と

考えたい。

　井芦一7（図70～73、図版19・20）　BE40区に位置する。後世　　　　　　w13　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　10cm
の撹乱によって、南北両端の上部を破壊されている。検出レベル　　ー

一　＝　巨

1

1
1

〆

1
1

i

　

1

1 1
1 1

一　一　’

遺物番号

W13

器種

曲物底板

現在長（cm）

198

最大幅（cm）

103

最大厚（c皿）

06

樹種
ヒノキ

特　　　徴

柾目、84

図69　井戸一6出土遺物（2）　縮尺1／4
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調査成果

0

〆
ノ

ノ

ノ

15

16

　17

lm

1．暗灰色土（炭，焼土，緑色土粒，土器多）

2．暗灰色粘質土（緑色土粒，土器多）

3．暗灰色（粘質）土（炭，土器）

4。暗緑灰色土（Mn・土器多）

5。暗灰色粘質土（緑色土粒，炭，土器，Mn）

6a．暗茶灰色土（炭多，焼土，土器，Mn）

6b．茶灰色土（Mn多）

7。暗灰色粘質土
8．暗茶灰色粘質土（炭，Mn，土器）

9。黒灰色粘土（炭，土器，木質，軟質）

10。淡灰色粘土（土器，軟質）

U．灰色粘土（炭，土器，木質，軟質）

12．灰黒色粘土（炭多，軟質）

13。灰色粘土（木質，軟質）

14。緑灰色粘土（炭，土器）

15．淡緑灰色粘質土

16。暗灰色粘土
17。黒灰色粘土（土器，軟質）

18．暗灰色粘質土（有機物，土器，木器）

19。暗灰色粘土（上面に砂）

20。暗灰色粗砂混粘土

　図70　井戸一7　縮尺1／30

笏o．5m

は、基礎による上部削平の影響で、標高

0。65m、〈9＞層中まで下がっている。上

面形は破壊で不明瞭であるが、長軸

150c猫を測る不整円形を呈する可能性が

高い。底面形は径約55c灘のきれいな円形

を示し、標高一LO5mに位置する。掘り

方は、湧水砂層に達する底面から標高

Om付近までほぼ垂直に立ち上がった後、

上方に向かって大きく開きY字形をなす。

上部開口部の壁には凹凸あるいは小さな

段が認められる。深さは170嚥が遺存し

ている。また、上端部近くには径約

5c加深さ3c腿前後の小穴が4箇所確認

された。井戸の掘り方内を約40c難間隔で

まわっており、井戸の上部施設の痕跡の

可能性が考えられる。

　埋土は1群（1～8層）、2群（9層

～13層）、3群（14層～20層）に大別さ

れる。1群は土器・炭・焼土などの包含

物を含む灰色系の土あるいは粘質土であ

る。いずれの層も際だった特徴を持たな

い。2群は灰色系の粘土で非常に軟質で

ある。また、12層は炭の包含率が高く、

炭層ともいえる。3群は灰色系の粘土あ

るいは粘質土で炭・焼土を僅かに含む程

度あるが、18層では土器・木器がまと

まって出土している。19層以下では粘質

を強め、20層では砂混じりとなる。また、

堆積状況は、1・2群は通常の様相を示

すが、2群は3群を切り込むような状態

を呈しており、遺構の掘り返しが行われ

た可能性も残る。
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古代末～中世の遺構・遺物
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法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 土師質椀 11．3 4．5 3．2 外面横ナデ・押圧、内面比較的丁寧なナデ重量79。69 10YR8／3浅黄榿 細～粗砂、やや粗

2 ク　　　　　〃 10．7 4．6 3．4 外面横ナデ・押圧、内面丁寧なナデ 10YR7／3鈍黄燈 細砂少、概ね精良

3 ク　　　　　〃 11．0 4．0 3．2 外面横ナデ・押圧、内面丁寧なナデ 10YR7／2鈍黄燈 粗砂僅、ごく精良

4 〃　　　　　〃 1L6 5．3 3．0 外面押圧、内面ナデ、底部は内面に向かってわずかに突出 2．5Y8／1灰自 細砂少、精良

5 ク　　　　　ク 1L1 4．7 3．3 外面押圧・ナデ、内面ナデ 10YR7／1灰白 細砂少、精良

6 ク　　　　　ク 1上8 4．7 3．5 外面押圧・ナデ、内面ナデ 2．5Y8／2灰白 細砂少、中程度

7 ク　　　　　〃 一
4．6 3．4 外面押圧、内面ナデ、高台貼付け丁寧 2．5Y8／1～2灰白 細～粗砂、やや粗

8 〃　　　　　〃 一 一
2．6 外面押圧、内面丁寧なナデ、口縁外面に工具による擦痕 2．5Y8／1灰白 細砂少、中程度

9 〃　　　　　〃 一
4．6 一 外面押圧、内面丁寧なナデ 2．5Y8／2灰白 細砂僅、ごく精良

10 〃　　　　　〃 一
4．5 一 外面押圧、内面ナデ 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

11 〃　　　　　〃 一 4．2 一 外面押圧、内面ナデ、重ね焼き圧痕 2．5Y8／1灰白 細砂少、精良

12 〃　　　　　ク 一 一 一 外面押圧・ナデ、内面ナデ 5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

13 ク　　　　　ク 一 一 一 外面押圧・ナデ、内面ナデ 2．5Y7／1灰白 細砂僅、精良

14 青　磁椀 一 一 一 外面は木葉状の文様を削り出す、その後内外面に施紬 紬1◎Yオリーブ灰 きわめて精良

15 瓦　　器椀 一 4．7 一 外面押圧、内面ナデ、炭素吹着にややむらあり N5～6灰 細砂僅、ごく精良

16 土師質皿 7．3 5．6 1．3 回転による横ナデ、底部箆切り後ナデ 2．5Y7／3浅黄 微砂少、精良

17 〃　　　　　〃 一 一 一 横ナデ 10YR8／2灰白 微砂少、精良

18 〃　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後軽いナデ 2、5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

19 ク　　杯 一 6．0 一 横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左 2．5YR6／6榿 細砂少、精良

20 須恵質鉢 一 一 一 東播系こね鉢、外面押圧気味ナデ、内面横ナデ N4～5灰 細～粗砂、やや粗

21 〃　　　　　〃 24．5 9．3 9．4 東播系こね鉢、外面押圧気味ナデ、内面横ナデ・工具使用、底部糸切り M～5灰 細～粗砂、やや粗

22 瓦　　質鍋 一 一 一 外面回転による横ナデ、内面ナデ M灰 細砂含む、中程度

23 須恵質鉢？ 一 一 一 内外面横ナデ 2。5Y5／1黄灰 細～粗砂、粗い

図71井芦一7出土遺物（1） 縮尺1／4
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調査成果

、

♂鷲≧慈≧二y憲
　　　　　　　1

　　　　1ふ、

ぷ爵㌻
峻』ノ　　　　　A　　　　　＞、

25

　　　鞍難1譲撫灘嚢繋

　　　　　　　　　　　1

27

◎一昌

　　　　．轟

　　ノ∴こ耀
　　べ

　　　　　　1

◎
　　　28

0 10cm

論

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 特　　　徴 色　　調 胎　　　土

1 平　　　　瓦 13．1 12．9 2．3 外面格子目状タタキ、内面布圧痕の上から軽いナデ N5～5Y6／1灰 細砂含む、やや粗

2 ク 15．5 9．7 2．0 外面格子目状タタキ、内面布圧痕の上からナデ 5Y7／1灰白 細砂含む、やや粗

3 丸　　　　瓦 19．0 10．5 2．3 外面ナデ、内面ハケ・前端部は絞り目の上からケズリ、円孔 2．5Y8／1～2灰白 細砂含む、やや粗

4 土　　　　錘 5．6 1．4 1．2 外面ナデ 10YR7／3鈍黄榿 きわめて精良

’一
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1 1
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　　｜
こ丘コ⊃〔

W1

曽

図72　井戸一7出土遺物（2）　縮尺1／4

　　W2

10cm

　遺物は全体的に出土しているが、特に主要なものは井戸上

半部において、周縁部から中心部に落ち込むような状況で出

土している（図版20－1）。土師質の椀（図71－1～14）、小皿

（16～18）、東播系の鉢（21）などのほか、青磁椀（14）、瓦

（図72－25～27）、土錘（28）、木器類（図73）などがある。

　本遺構の時期は、これらの出土遺物から、14世紀初頭～前

半と考えられる。

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 不　　　　明 19．9 2．9 0．4 柾目

W2 不　　　　明 18．2 2．7 0．4 上端は鋭い工具で弧状に挟る。横方向に擦痕

図73　井戸一7出土遺物（3）　縮尺1／4
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古代末～中世の遺構・遺物

（3）土墳

　±墳一欝5（図74～78、図版21～25）　BC37区に位置する。基礎除去後に粘土層内から検出

した。検出レベルは標高0．25m、〈12＞層中である。平面形は、一一辺140c鵬を測る不整形な隅丸

方形を示していたが、基盤が軟弱な粘土層であることや基礎下の杭が5本打ち込まれており、

その影響、あるいは基礎除去時の杭のずれなどによる変形があったことが多分に予想される。

底部は標高一〇．55mに位置し、径65～70憾の円形を呈する。掘り方はボール状を示し、緩やか

にカーブしている。また、通常の湧水砂層

には達しておらず、砂混粘土～粘土混砂層

が下面をなす。埋土の大半を占める1～18

層は炭・灰層を中心とする。底部に近い19

～21層は灰色系の粘土層で、20・21層は均

質な層である。炭・灰層は植物質・木質の

遺存状態、昇華状態等によって分層が可能

であった。炭・灰中には籾・イネ科の植物

の茎等の水田関係の植物遺体が多量に含ま

れている。炭化米の状態から、大量の穂付

き稲が本遺構内で燃やされ、蒸し焼き的な

状態を生じていることが想定される。また、

炭・灰層内には土器・木器類も数多く含ま

れている（図版22－1）。

　主要な遺物として、土師器の椀（図75－

1～14）・皿（図76－－16～30）、杯（31～

38）などの他に、i甕（図77－1）、各種の

木器（図78）、瓢箪等が挙げられる。とく

に椀1～3は、深い器形と、内外面に施し

たきわめて密な箆ミガキによって特徴づけ

られるもので、いわゆる吉備系土師器椀の

成立段階に位置づけられる資料とみられる。

3点とも「十」字形の墨書を底面中央に施

す。その他の椀類についても、器形や調整、

焼成の点で通有の吉備系土師器椀とは異な

るさまざまな特徴をもつものが、一定の割

＼

1．炭・灰層

　（有機物・土器・木器多）

2．淡青灰色細砂
3．淡青灰色細砂混粘土（炭）

4．黒（茶）灰色土

　（炭・有機物・土器）

5．暗（茶）灰色土

　（炭多，有機物，

　　砂混粘土ブロック，土器）

6．淡青灰色粘土

7．炭・灰層

　（粘土粒多，有機物，土器）

8．炭・灰層（粘土少，有機物）

9．淡青灰色粘土
10．暗灰色炭・灰混土

グ
Om

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

　11．黒（茶）灰色木質混炭層

　　　　　（有機物・土器多）

　12．炭層（有機物，土器）

13．淡灰色灰層
14．暗灰（茶）色炭・灰層

　　　（有機物多，土器）

15。灰色炭・灰層（土器）

16．灰色粘土（炭多，木質）

17。灰色粘土（土器少）

18．炭層（土器少）

19．灰色粘土
　　（炭，土器僅少，不均質）

20．暗灰色粘土（土器僅少）

21．淡灰色粘土
　　（粘土粒，土器僅少）

（有機物・土器多，粘土粒）

　　　図74　土墳一15　縮尺1／30
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調査成果
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番号
法　　量（cm）

器種
ロ径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 土師質椀 15．1 7．0 6．0 外面ナデ後箆ミガキ、内面ナデ後箆ミガキ密、底面墨書、重量＞169．29 5Y8／1～8／2灰白 粗砂含む、やや粗

2 〃　　　　　ク 14．8 7．1 6．4 外面ナデ後箆ミガキ、内面箆ミガキ密、底面墨書、重量＞186。89 2．5Y8／1灰白 粗砂少し、中程度

3 〃　　　　　〃 14．9 6．9 6．0 外面ナデ後箆ミガキ、内面箆ミガキ密、底面墨書 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、中程度

4 ク　　　　　ク 15．0 　 一 外面ナデ・押圧後箆ミガキやや疎、内面丁寧なナデ後箆ミガキ 5Y7／恢自 細砂少、概ね精良

5 〃　　　　　〃 一 一 一 外面ナデ・押圧後箆ミガキ疎、内面丁寧なナデ後箆ミガキ 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

6 ク　　　　　ク 一 一 一 外面押圧気味の軽いナデ後箆ミガキ疎、内面ナデ後箆ミガキ疎 2．5Y8／恢白 細砂含む、中程度

7 ク　　　　　〃
一 7．0 一 内外面箆ミガキ比較的密 5Y7／恢白 粗砂僅、概ね精良

8 〃　　　　　〃
一

7．1
一 内面箆ミガキ、高台厚く太い 10YR5／1褐灰 細～粗砂、中程度

9 ク　　　　　〃 一 7．6 一 外面回転による横ナデ後箆ミガキ疎、内面工具を用いる横ナデ 10YR6／3鈍黄橿 細砂含む、中程度

10 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面ナデ後幅広の箆ミガキ、口縁のカーブは単純、緻密で硬質 10YR6／1褐灰 細砂僅、ごく精良

1ユ ク　　　　　〃
一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ密、内面工具によるナデ後箆ミガキ疎 5Y6／恢 微砂僅、ごく精良

12 〃　　　　　ク 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後幅広の箆ミガキ密、須恵質に近い N6灰 粗砂少、中程度

13 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面ナデ後箆ミガキ、内面炭素吸着、緻密で硬く、須恵質に近い 外5Y5／1灰 微砂少、ごく精良

14 黒色土器　〃 一 一 一 A類、外面回転による横ナデ後箆ミガキ疎、内面工具ナデ後炭素吸着 外2．5Y7／2灰黄 細～粗砂、中程度

15 瓦　　器　〃 一 一 一 楠葉型、口縁内面に沈線、外面押圧後箆ミガキ、内面ナデ後箆ミガキ密 N3暗灰 細砂僅、ごく精良

図75　土塀一15出土遺物（1） 縮尺1／4

合でみられ、興味深い。杯や皿にも古い様相を残すものがみられる。大型の器種では甕や鍋

（図77－39～41）がある。木器類も豊富で、とくに黒漆塗りの椀（W1）、下駄（W　2）、杓子

（W19・W20）などが注目され、ほかにも箸（W　6～ll）、曲物（Wl2～18，21）など多くが

出土している。これらの出土遺物から、本遺構の時期は、平安時代末、ll世紀中頃～後半が考

えられる。
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古代末～中世の遺構・遺物
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法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

口径 底径 器高

16 土師質皿 8．8 7．0 1．3 回転による横ナデ、底部箆切り後ナデ、ロクロ回転左、重量55．29 2．5Y7／2灰黄 きわめて精良

17 ク　　　　　〃 10．0 6．5 2．0 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、赤色顔料、重量＞83．09 10YR7／2鈍黄糧 きわめて精良

18 ク　　　　　〃 9．1 7．1 1．7 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転右 2．5Y6／2灰黄 微砂僅、ごく精良

19 〃　　　　　〃 9．1 7．7 L5 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左　重量76．99、内面こげ痕 2．5Y7／2灰黄 細砂僅、ごく精良

20 〃　　　　　〃 9．2 7．3 12 回転による横ナデ、底部箆切り後軽いナデ 10YR7／3鈍黄檀 微砂僅、ごく精良

2ユ 〃　　　　　ク 9．0 7．0 1．ユ 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部を中心にナデ、ロクロ回転左 ヱOYR7／2鈍黄榿 微砂少、ごく精良

22 〃　　　　　〃 一 ｝ 一 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部に軽いナデ 2，5Y7／3浅黄 細砂少、精良

23 ク　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ 2．5Y7／3灰黄 微～細砂、中程度

24 〃　　　　　ク 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後軽いナデ、内面こげ痕 10YR6／2灰黄褐 微砂少、ごく精良

25 〃　　　　　ク 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部に軽いナデ？ 1◎YR6／2灰黄褐 細砂僅、精良

26 〃　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部に軽いナデ 2．5Y7／2灰黄 きわめて精良

27 〃　　　　　ク ｛ 6．0 1．6 回転による横ナデ、底部箆切り後未調整 2．5Y7／2灰黄 きわめて精良

28 〃　　　　　〃 一 一
1．2 回転による横ナデ、底部箆切り 2．5Y6／3鈍黄 細～粗砂、やや粗

29 〃　　　　　〃 一 一 L5 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左？、大型 2．5Y5／ヱ黄灰 微砂少、精良

30 〃　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後未調整、内面こげ痕 10YR7／3～磯黄糧 きわめて精良

31 〃　　杯 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り 2．5Y7／3浅黄 細砂少、概ね精良

32 歩　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り、硬質 10Y6／4鈍榿 細砂僅か、精良

33 ク　　　　　〃 13．6 8．2 3．3 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部に軽いナデ、赤色顔料僅かに残存 2．5Y6／3鈍黄 きわめて精良

34 〃　　　　　ク 一 一 一 回転による横ナデ 10YR6／4鈍黄橦 微～細砂、中程度

35 〃　　　　　ク ｛ 一
3．1 回転による強い横ナデ、底部箆切り 5Y8／2灰自 細砂僅、ごく精良

36 ク　　　　　〃 13．7 8．3 3．0 回転による横ナデ、底部箆切り後未調整、板目痕、重量189．69 5Y7／3浅黄 細砂少、概ね精良

37 ク　　　　　〃 14．5 7．5 3．8 回転による強い横ナデ、底部箆切り後周縁部にナデ、板目痕、重量177，6g 2．5Y6／2灰黄 細砂僅、ごく精良

38 〃　　　　　〃 15．0 8．6 3．6　回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部にナデ、板目痕、外面煤多量付着 5Y8／2灰白 細砂多く、粗い

図76　止墳一得出土遺物（2）

　　　　　　　　　　　　－73

縮尺1／4



調査成果
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　　　川‘

0　　　　　　　　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調番号 器種

口径 底径 器高
胎　　　土

1 土師質甕 一 一 一 体部外面およびロ縁部内面粗いハケ、体部内面ナデ、押圧、外面煤付着 2．5Y3／1黒褐 細砂多く、粗い

2 須恵質　ク 一 一 一 外面格子目状タタキ、内面ナデ N4灰 細～粗砂、中程度

3 土師質鍋 一 一 一 内面細かい横ハケ、外面ナデ・粗い縦ハケ 2．5Y5／1黄灰 細砂含む、やや粗

図77　土壌一15出土遺物（3） 縮尺1／4

図78＞

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W1 椀 推15．7 9．5 3．8 ケヤキ 外面はロクロ挽き痕、内面は浅い凹みが同心円状に残る。底面にも円圏状のごく浅い
ｳ痕あり。底面を除き、全面に丁寧に黒漆を塗布、図上復元、96

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

W2 下　　　　駄 18．5 10．3 2．0 スギ 板目材で上面側が芯に近い。上面前端部付近に浅い凹み、足指痕か？　後側鼻緒孔の
O寄りにそれぞれ未穿孔の円穴あり。下面踵部分は図上右側がよく擦り減る。前端部

ﾉ焼けた痕あり。99

W3 不　　　　明 10．5 5．1 0．7 ヒノキ 両短辺は入為的に切断、片面に擦痕あり、259

W4 ク 4．1 2．6 2．5 両端は人為的に切断、丸木

W5 〃 4．2 2．4 2．3 両端は人為的に切断、丸木

W6 箸 25．9 0．5 0．4 ヒノキ 割材、先端部は細く加工、262・263

W7 〃 19．5 0．5 0．4 スギ 割材、両端は切断している。100

W8 ク 20．0 0．65 0．5 先端に向かって細く加工

W9 ク 16．0 0．6 0．6 スギ 両端は切断している。112

W10 ク 15．7 0．6 0．4 スギ 両端は切断している。W9と長さ、材の特徴ともに似る。1組か？、113

W11 ク 16．2 0．5 0．45 ヒノキ 両端は切断している。110

W12 曲物底板 26．0 4．3 0．8 ヒノキ 柾目、留孔2ヶ所、うち1箇所に樹皮残る。103

W13 〃　　　　　〃 2L6 10．0 0．8 ヒノキ 板目、木釘2箇所に残る。木釘はアカマツ材。94・95

W14 〃　　　　　〃 28．0 9．5 0．5 ヒノキ ともに板目。底板は留孔が5箇所に認められ、うち1箇所で樹皮によって側板と結合、
齡ﾂの、

ク　側板 11．2 1．4 0．2 ヒノキ 側板と接する部分には側板の圧痕が残る。104・105

W15 〃　　　　　ク 11．8 2．1 0．2 刻自あり

W16 ク　　　　　〃 11．7 3．0 0．6 3孔を穿ち、樹皮を互い違いに通して2枚を結合

W17 〃　　　　　〃 23．7 2．8 0．2 ヒノキ 板目、留孔1箇所に樹皮残る。114

W18 〃　　　　　〃 23．2 1．3 02 留孔2箇所、うち1箇所に樹皮残る

W19 杓　　　　子 24．6 7．5 0．85 スギ 板目。尾部は多角形状に面取り。101

W20 〃 22．3 4．3 0．8 スギ 板目。面取り状の加工によって上面を整える。尾部は削って尖らせる。102

W21 曲物底板 14．2 6．1 0．5 留孔に樹皮残る。上面に人為的な浅い打撃痕
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調査成果

蓑1　土墳15出土植物遺体一覧

草　本類 木　本類 その他

A マクワウリ・ムギ・イネ（多、茎あり）・雑穀（アワ・ヒ

G・キビ等）・マメ科・ソバ・アサ・ヒョウタン・ナス

カキ・サンショウ

B タカサブロウ（多）・シロネ（多）・アカザ科・カヤツ

潟Oサ属・カンガレイ・カタバミ・ヘラオモダカ・

^デ属・ナデシコ科

センダン・ブドウ

ｮ（エビヅル）

昆虫

　　　　　　　　　　　粉川昭平氏の分析・鑑定による。Aは通常食用とするもの、　Bはそれ以外。

　また、本遺構の性格については、当初、その規模・形状から井戸としての機能を想定してい

たが、本遺跡で検出されている通常の井戸と比較して、掘り方がボール状で平坦面が僅かであ

る点、湧水砂層に達しておらず、現状で湧水がほとんど認められない点、そして、埋土の状況

が、底部付近まで多量の炭・灰の堆積が認められ、井戸下部の粘土層の堆積が認められない点

等、諸点に相違点が認められることから、井戸どしての可能性を残しつつ、ここでは、祭祀性

の高い土鑛としておきたい。

ん

ノ／石

匿ヨ木質分布域

／＼

SIS2

．皿一

／φ

主

0 0．5m

　⑬㊥
　　　　s1

　㊥耀　　　　s2
0　　　　　　3cm

○
夏1

離
　　
醗　晒 @翻

連法
　　　　　1
0　　　　　　　　　10cm

1．茶褐色土（Mn，炭少）

2．暗茶褐色土（木質多）

法　　量（c∋
色調番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 胎　　　土

1 土師質椀 15．2 5．9 5．3 外面押圧・ナデ、内面ナデ、重量＞156．69 10YR8／2灰白 細～粗砂、やや粗

遺物番号 器種 現在長（c∋ 最大幅（c∋ 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

S1 小　　　　玉 0．45 0．4 0．3 S2よりやや丸味を帯びる。色調7．5Y6／3オリーブ黄

S2 ク 0．4 0．25 0．2 一部欠損、色調7．5Y6／2灰オリーブ

正1 不　　　　明 2．6 2．5 0．1 鉄 外縁がやや斜めになる

B1 銅　　　　銭 1．95 1．85 0．15 銅 錆化進んで不鮮明、「延喜通寳」か

図79　土墳一16および出土遺物　縮尺1／2，1／4
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古代末～中世の遺構・遺物

　土籏一騰（図79）　BD36・37区に位置す

る。標高0、85m、〈8＞層中で検出された。基

礎の中に桝状に残された部分のため、上部は

かなり削平されており、本来の掘削面はより

上部に求められる。平面形は西端部を基礎で、

東部分を後世のピットによって破壊されてい

るため不明瞭であるが、東西175c鵬、南北

130c颯の隅丸方形と推定される。底面は標高

0。78mに求められ、深さは5cm前後が残るの

みであった。内部には人骨1体が確認された。

頭部は西側に位置し、南向きに傾く。頚部か

ら下については仰向けの状態である。全体的

＼
一 〒 〒 〒

！⊇m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　lm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．灰青黄色砂質土（小礫）　4．淡緑灰褐色砂質土（Fe多）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．灰黄色砂質土　　　　　　5．淡灰茶褐色（Fe多，土器）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．灰青黄色砂質土（Fe）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図80　土墳一17　縮尺1／30

に粘土化が進み、残存状態は悪かったが、歯の鑑定から40歳台半ばの男性であることが推定さ

れている。詳細は第3章第3節を参照されたい。埋土は茶褐色土であるが、北側面に木質を多

く含む埋土が15～20cmの幅で確認された。木棺痕跡の可能性が考えられる。遺物は左肩部の骨

（肩脾骨）付近に小玉2点（Sl・S2）、古銭i1点（B1）、円盤状鉄製品1点（Il）が出

土している。古銭は錆化のため観察しづらいが、「延喜通寳」の可能性が高い。鉄製晶は古銭

と重なって、立った形で食い込むように骨の下に見つかっている。そのほかには、骨の上部か

ら完形の椀1点（1）と板石1点が並んで出土している。板石は20×50c鵬、厚さ5c鵬強のやや

大きめなもので、腹部上のほぼ中央に置かれている。椀は板石とほぼ同レベルで左側に接して、

＼

‖
撹乱

　ノ 一＿
0　　　　　　　　　　10cm

1三3m

0

修
1m

1．淡灰褐色土

2。青緑色粘質土

3。青緑色粘質土（黄褐色土ブロック）

4。淡灰褐色砂質土（黄褐色土ブロック少）

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調番号 器種

ロ径 底径 器高
胎　　　土

1 土師質杯 一 一 一 横ナデ、赤色顔料残存 5Y8／3淡黄 微砂少、概ね精良

図81土壌一18および出土遺物　縮尺1／30
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調査成果

　　　　　　＿…　　　　　　　　　　　　　　　上向きに据えられている。左手の肘付近
　　　　　〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に当たる。

一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図80）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土鑛一η　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北区北東端、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BB35区に位置する。検出面は標高1．15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．4m　～1。2m、〈6＞層上部である。遺構の北

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部分は調査区外に伸びているため、形状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％　　は不明確であるが、調査区断面から東西

　　　　　　　　　　　　　　　　　修　　　　　　120c搬の方形状のものが予想される。底

゜L＿＿＿＿口m　　　　面は瀦・mに位置し深さは2・cm鹸

　　　　　　図82　土墳一19　縮尺1／30　　　　　　である。埋土は上層（1～3層）と下層

（4・5層）に大別される。上層はグライ化で青色が強い。所属時期は、検出面等から13世紀

～14世紀初頭の範囲に入ると考えられる。

　土墳一綿（図81）　北区西部分、BB41区に位置する。検出面は標高1。2～L25m、〈5＞層中

にあたる。南半部分を基礎によって破壊される。東西方向は2m、南北方向は破壊のため不明

であるが、65c憩が残存する。底面は標高0．9～0。95mに位置し、西側にやや傾斜し平坦である。

東端部は二段掘り状になっている。埋土は四分される。3層上面で東側面に溝状の落ち込みを

検出した。幅15c搬程度で深さ15cmの溝で、底部をやや掘り込み、標高0．97　mにまで至る。また、

3層上面は段掘り部分の上段レベルに一致し、小片ではあるが骨片も検出されている。以上の

1 6

些m

　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図83　土墳一20　縮尺1／30

1．暗灰褐色土（黄色土粒多）

2．暗灰褐色土（黄色土粒少）

3．暗灰褐色粘質土（黄色土粒）

4．暗灰褐色粘質土

5．暗青褐色土（Fe）

6．暗青茶褐色土（Fe多）
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古代末～中世の遺構・遺物

、

陣

遡

づ

俘

遡

》

に
目

麟

＼

土壌21

1．茶灰色土（炭）

2．灰褐色土
3。暗茶灰色粘質土（炭）

4．暗灰色粘土
5．暗灰褐色粘質土（炭，Fe）

　　　　　　図糾

一＿．
QLL⊥．L．L一＿，

　　　　　　1

ま二墳一2書・22

土壌22
1．淡黄灰色土（Fe多，汚れ）

2．黄灰褐色土（炭焼土）

3．灰褐色土
4．茶灰色土（Mn多）

5．暗灰褐色粘質土（炭）

　　　　　縮尺1／30

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

6。暗茶灰色粘質土

7．茶灰色粘質土
8．暗茶灰色粘質土（炭，焼土）

9。黄灰褐色粘質土（炭）

10．暗茶灰色粘質土（炭）

状況から、本遺構は東端面に施設を有する土墳墓で、3層上面に床面が求められる可能性が考

えられる。また、時期は出土遺物には古代の土師器が含まれているが、その検出レベルから14

世紀初頭～前半に比定される。

　土襲一鯵（図82）　南区ほぼ中央、BG37・38区に位置する。中世末～近世段階に形成され

た殺の境にかかっているため検出は西端部で標高L38m、東部分で標高1．12mとなるが、いず

れも〈5＞層中である。平面形は東西方向に長楕円形を呈し、長辺165cm、短辺85c醗が残存する。

西側に向かって幅が広がる傾向が認められる。底面は標高約lmに位置し、長辺150cm・短辺

70c盤を測り、広く平坦である。埋土は灰褐色砂質土で鉄分・マンガンの沈着が認められる。所

属時期は出土遺物が無いため不明確であるが、検出面から14世紀代と考えられる。

　土墳一⑳（図83）　南区中央、BG38区に位置する。土堰19と同様に段にかかっており、東

部分を削平されている。検出面は、西部分で標高約L3～L4m、〈5＞層中である。平面形は南

北方向に長い長楕円形を呈し、長辺2m・短辺75c醗が残存する。底面は標高約lmに位置し、

長辺160c加短辺45c鵬を測り平坦である。埋土は全体的に類似性が高いが、包含物によって上

半と下半に分けられる。上半には黄色土粒が含まれ、下半には鉄分の沈着あるいは土器片が含

まれる。時期は遺物が細片で少量のため不明確であるが、鎌倉時代と考えられる。

　土蠣一2囎（図84・85）　南区中央南端部、BH38・39区に位置する。南部分を土壌22によっ
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調査成果

　　　　　フ

　　　｛　／

＼一’
　　　1　／
＼亡：L≡ぜ“

　　解

　　4
　　　　　　　　5

　　　0　　　　　　　　　　10cm

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 土師質椀 一 一 ｝ 外面押圧・ナデ、内面ナデ 2．5Y8／1灰白 細砂含む、中程度

2 ク　　　　　ク 一
4．7

一 外面押圧、内面ナデ 10YR8／3浅黄澄 細～粗砂、やや粗

3 〃　　　　　ク 一 一 一 外面押圧、内面ナデ 2．5Y8／1灰自 細砂含む、中程度

4 〃　　　　　〃 一 4．2 一 外面押圧、内面ナデ。高台つぶれて変形 2．5Y8／恢白 細～粗砂、やや粗

5 平　　　　瓦 14×6cm、厚2．1cm 外面格子目状タタキ、内面布目痕、端面ナデ 2．5Y7／1灰自 細～粗砂、粗い

6 ク 15×10cm、厚2．Ocm 外面格子目状タタキ・表面に砂付着、内面布圧痕の上からナデ、端面ナデ 5Y7／恢白 細～粗砂、やや粗

図85　土墳一20・21出土遺物（1・21土墳22、3～61土墳21）縮尺1／4

て破壊される。平面的には標高0．95mで検出したが、断面観察からは同L2mまで上がり、

〈6＞層上面に求められる。平面形は東西に長い隅丸長方形を呈し、長辺235c鵬・短辺100膿を

測る。底面は標高0．55mに位置し、平坦である。底面では北側の側面に幅15懲程度の溝が部分

的に検出された。底面が約5憾掘り込まれており、断面観察では上面にまで立ち上がることが

確認された。埋土は2～5層は比較的明瞭に区別される。特別な包含物は認められない。出土

遺物は小片が多いが、全体に包含され集中はしない。図化できたものに椀片（図85－3・4）、

瓦片（5・6）等が含まれ、13世紀末～14世紀初頭に属すると考えられ、本遺構の埋没時期を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不している。

1．白灰色砂質土（焼土）　　一一

2．灰青褐色砂質土（Fe多）

3．淡灰青褐色砂質土（Fe多）

4．灰（青）褐色砂質土

　（淡青褐色土ブロック，Fe多）

5．灰褐色砂質土

　（淡青褐色土ブロック，Fe多）

6．灰青褐色砂質土（Fe多）

L3m

0 1m

図86　土鑛i－23　縮尺1／30

　土蠣一麗（図84・85）　南区

中央南端部、BB38・39区に位

置する。土鑛21の南部分に重複

する。検出面は土壌21と同様で

ある。平面形は東西に長い隅丸

長方形を呈し、長辺は180c灘、

短辺は側溝による破壊で不明で

あるが約50c鵬が残存する。底面

は標高0。47膿に位置し、長辺

170囎・短辺40鱗を測り、平坦

である。遺物は全体的に出土し

80一



古代末～中世の遺構・遺物

と三m

0 10αn

　　　x，ノ
　　　　　！

　　s一’
　　　　　愛

　　・エニ’
　　　　　3
　　　1　　　　1　1

　　　l鞠　　‘
　　　　尋
0　　　　　　　　　　　10cm

1．淡灰褐色砂質土

2．灰青褐色砂質土

3．灰青褐色土

4．明灰青色土

5．灰青緑色土

6．暗灰青褐色土（Fe多）

番号 器種
法　　量（cm）

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面押圧、内面丁寧なナデ 2．5Y8／2灰白 細砂僅、ごく精良

2 ク　　　　　〃 一 4．2
一 外面押圧、内面ナデ、底面に赤色顔料残存 2．5Y8／2灰白 微～細砂、中程度

3 ク　　　　　〃 一 一 一 外面押圧、内面丁寧なナデ 2．5Y8／2灰白 細～粗砂、中程度

4 平　　　　瓦 5×4cm、厚2．2cm 外面格子目状タタキ、内面布目痕の上からナデ 5Y6／2灰オリーブ 細～粗砂、中程度

図87　土壌一鍋および出土遺物　縮尺1／30，1／4

ているが、いずれも小片で量も少ない。

椀（図85－1、2）、瓦片、青磁片な

どが含まれており、14世紀初頭～前半

㌶¶㌶還∵璽錫㌘1．

　土墳一器　（図86）　南区中央、

BG39区に位置する。検出面は標高

1．2m、〈5＞層下半である。平面形は

120c鵬×100懲の楕円形を呈す。底面は

標高約0．9mに位置し、やや凹凸が認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’⌒’

　　　　　　　　　　　　　　1．3m
－　　　　　　　1　　　　　45　－

　　　　　　　　　　　　　　　　1．灰褐色土（土器多）
　　　　　　　　　　　　　　修
　　　　　　　　　　　　　　　　2．暗灰褐色粘質土

　　　　　％　　修　　　　　　　　　　　　　　　　3．暗灰褐色土
　　　　　　　　　　　　　　　　4．灰褐色土（Fe多）

　　　　　　　　　　　　　　1m　5．暗青灰褐色土

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　土番号 器種

ロ径 底径 器高

1 土師質椀 一
5．0 一 外面押圧、内面粗いナデ、工具痕残る 2．5Y8／1灰自 細砂少、概ね精良

2 〃　　皿 一 一 一 底部箆切り、ロクロ回転右か 2．5Y8／2灰白 細～粗砂、やや粗

図88土壌一25および出土遺物　縮尺1／30，1／4
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調査成果

　　　一一一一一一一一一一一一　一｝一一一｝　　｝一一｛一一一、　／’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

1．明灰褐色土

2．灰褐色土

3。淡灰褐色土

4．灰褐色土（細礫）

5．暗灰褐色粘質土（細礫i）

6．暗灰褐色粘質土（黄褐色土粒）

7．暗灰褐色土（黄褐色土粒多）

8．暗灰褐色粘質土（黄褐色土粒）

1．3m

0 1m

＼⇒
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）三≡
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@　｝＼一 ξ　＿ニー
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　　㌃一
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ノ

　　　1
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難i灘
　ミしト　パ　　　　　　　　プぜ

議黎難
ミぎ…ご、塞忌欝～隠

　　ケいいのづ　ニま　　ト

　富ぎ
　　　1　　5

0　　　　　　　　　　　　10c鵬

法　　量（cm）
色調番号 器種

ロ径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 胎　　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面押圧・凹凸激しい。内面ナデ。高台は付かない 2．5Y8／2灰白 細～粗砂多、粗い

2 〃　　　　　ク 一 一 一 外面押圧・ナデ、内面丁寧なナデ。高台は付かない 2．5Y8／2灰白 微砂少、概ね精良

3 〃　　　　　〃 一 一 一 内外面押圧気味ナデ、但し風化のため不詳 7，5YR7／6燈 細砂少、概ね精良

4 〃　　鍋 一 一 一 内外面工具による横ナデ、脚取付部周辺は押圧気味のナデ、瓦質に近い N～5Y8／1灰自 微～細砂、中程度

5 平　　　　瓦 9．5×5cm、厚2．Ocm 外面格子目状タタキ、内面布圧痕、硬質 N4～5灰 細～粗砂、中程度

図89土壌一26および出土遺物　縮尺1／30，1／4
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古代末～申世の遺構・遺物

められる。底面形は約60c鵬の円形で比較的狭い。埋土は全体的に類似性が高いが、淡青褐色土

のブロックが包含される下層（4・5層）と含まない上層（1～3層）とに大きく二分される。

遺物は上層には含まれる傾向があるが、いずれも細片で、13世紀以降の中世土師器が出土して

いる。本遺構の時期は出土遺物あるいは他の遺構との重複関係から、14世紀代が考えられる。

　土鑛一鱗（図87）　南区西部分、BG40・41区に位置する。検出面は標高1。4m、〈5＞層上面

である。平面形は南北に軸を有し、やや丸みをもつ長方形を呈し、長辺170c磁・短辺125c齪を測

る。掘り方は逆台形を示し、直線的で急峻な傾斜を示す。底面は標高0．8mに位置し、やはり、

一辺llOcm前後の方形を呈す。埋土は全体にグライ化の影響で不明瞭であるが、上層（1・2

層）は砂質土で均質性を欠くが、下層（3～6層）は粘質が強まり包含物は僅かになる。遺物

はいずれも小片で量も少なく、全体的に散在する。椀片（1～3）、瓦片（4）などがある。

本遺構の時期は出土遺物から14世紀代に属すると考えられる。

　土墳一25（図88）　南区西部分、BG41区に位置する。検出面は標高1．18m、〈5＞層下半で

ある。北半部が後世の撹乱で破壊されているため不明瞭であるが、平面形は径90伽の円形を呈

す。底面は標高約0．9mに位置し、丸くカーブしてボール状の断面形態を見せる。埋土はいず

れも類似しており、特徴的な包含物も認められない。遺物は1層に比較的多く、13世紀後半以

降のものが認められる。本遺構の時期は、出土遺物あるいは他の遺構との重複関係から14世紀

代と考えられる。

　土墳一欝（図89）　南区中央、BG38・39区に位置する。検出面は標高約1．2m、〈5＞層中で

ある。平面形は、東辺側が破壊で不明確であるが、南北に軸を持つ長方形を呈し、南北220憾、

東西170c灘（推定）を測る。底面は標高0．7mに位置し、南北190c瓢・東西推定130c瓢を示し、平

坦で広い。掘り方は急峻で直線的である。埋土は、下半部（〈5＞層以下）で粘質が強まり基盤

の黄褐色土ブロックを含む点でやや上半部と差を見せるが、全体的には比較的類似性が高い。

遺物は全体から出土する。量的にはある程度の量が認められたが、いずれも小～細片である。

椀片（1～3）、鍋（4）、瓦片（5）等があり、いわゆる吉備系の椀は高台をもたない。石も

多く含まれ、その中に砥石も出土している。本遺構の時期は、出土遺物から、14世紀中頃の時

期が考えられる。

　土墳一豊7（図57）　南区中央、BG38区に位置する。土壌19と土墳20との問に挟まれ、同様

に東部分を削平される。検出面は標高約L4mで〈5＞層にあたる。平面形は径110cmの円形が

推定され、深さは15cm程度である。埋土は灰褐色系の砂質土である。時期は僅かな出土遺物あ

るいは遺構の重複関係から14世紀代に属すると考えられる。

　土鑛一盤（図57）　南区中央南端、BH38区に位置する。標高約L4mで検出された。平面形
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調査成果
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図90　中世前半主要遺構図　縮尺1／250，1／300
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古代末～中世の遺構・遺物

は90×60懲の楕円形を呈し、深さは約20c懸を測る。埋土は灰色～灰褐色系　　　　　　　Llm

の土である。時期は遺構の重複関係から14世紀代と考えられる。また、本　　　　　　　）4

遺構は溝52の上部に位置していることや埋土の状況から、同溝の溜まり的　　　　％

性格をもつものである可能性も高い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　oL醸⊇’5m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．淡灰褐色土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2淡茶灰色土

（4）溝　　　　　　　　　　　　　　　　　3茶灰色土
　本調査においては、中世に属する溝が多く検出され、それらが密度の高図91溝一33断面

い重複関係を示す部分も確認された点で、従来の調査成果とは異なり、非　　　　縮尺1／30

常に特徴的である。その分布状況は、北区で東西方向の溝53、そして、中央部で東西方向に溝

40と南北方向に溝二41の3条が認められる以外は全て南区に集中する（図57）。

　南区では、主要な溝は、東西方向の溝群と南北方向の溝群に大別される。また、東西方向の

溝群は、重複関係から新旧の2群に分離される。つまり、古い順にまとめると、亙群：南区の

北半部（BF・BG区）を東西方向に走る溝32～39・42～43、豆群：同中央部（38・39区）を南

北方向に走る溝45～48、聾群：同中央～南半部（BG～BH区）を東西方向に走る溝49～52の3

群となる（図90・104）。それぞれの所属時期は、1群が12～13世紀代、聾群が13世紀後半～14

世紀初頭、皿群が14世紀代に考えられる。互群では、平面的な検出レベルとしては6段階で捉

えられた。同一面で検出されたのは溝i35と36、そして溝38と39である。また、溝i37も溝として

は上下に分けて捉えることが可能な状況である。亜群は検出レベルとしては2段階が認められ、

同一面で捉えられたのは溝51と52である。溝二50では断面観察から2条の溝iの重複の可能性を認

めらことができた。また、1・皿群では、37～38ライン以東については、後世の段下げあるい

はグライ化の影響で、遺構の検出は不可能であった。盟群についても、遺構の重複や後世の破

壊から状況は不明瞭である。

a

b

4c 71．2mC　65
a

L4m
　b’

13mC

　　　　　12m
－　　　　　－d’d　8　　　　　　　9

　㌧　　7　久11
　’　　　　　　　　　　　　、ノ／

z＞〈勤＞

　0　　　　　　0。5m

溝34
7．灰褐色砂質土（Fe多）

8。黄褐色土（褐色土ブロック）

9。暗褐色土（褐色土ブロック）

10．暗黄褐色土（褐色土ブロック）

11．暗灰褐色粘質土

溝35

1．淡青灰褐色土
2．淡青灰褐色土（焼土，Fe）

3．青灰褐色土
4a．暗灰褐色土（炭多，焼土）

4b．暗青灰褐色土（炭多）

4c．灰褐色土（炭，焼土）

5．暗～黒灰褐色粘質土（炭多）

6．灰褐色土

図92　溝一3塘35断面　縮尺1／30
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法　　量（cm）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後箆ミガキ密 5Y8／2灰白 細砂僅、精良

2 〃　　　　　〃 一 6．0 5．7 外面ナデ後箆ミガキ、内面丁寧なナデ後箆ミガキやや密 5Y7／1灰白 微砂少、概ね精良

3 〃　　　　　ク 一
7．1

一 内外面ナデ、内面に重ね焼き痕 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、中程度

4 〃　　　　　ク 一
6．3

一 外面ナデ後箆ミガキ、内面ナデ 2．5Y8／2灰白 細砂含む、中程度

5 〃　　　　　〃 一 6．5
一 内外面ナデ 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

6 〃　　皿 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り未調整、板目痕あり 7．5YR6／4鈍燈 細砂少、概ね精良

7 ク　　　　　ク 8．5 5．5 1．9 回転による横ナデ、底部箆切り、板目痕あり、重量48，79 5YR7／4鈍積 微砂少、ごく精良

8 ク　　　　　〃 8．9 7．0 1．8 回転による横ナデ、底部箆切り、板目痕あり 10YR8／3浅黄燈 細～粗砂、粗い

9 ク　　　　　ク 8．3 5．6 1．5 回転による横ナデ、底部箆切り未調整、ロクロ回転左 10YR8／3浅黄榿 細砂含む、やや粗

10 〃　　杯 一 10．5 一 横ナデ、底部箆切り 7．5YR7／3鈍榿 細砂少、ごく精良

11 瓦　　器椀 一 一 一 楠葉型、ロ縁内面に沈線。内外面箆ミガキ密 N5灰 きわめて精良

12 土師質鍋 一 一 一 外面粗い縦ハケ、内面横ハケ 10YR7／2鈍黄燈 細砂少、概ね精良

13 平　　　　瓦 16×12cm、厚1．5cm 外面タタキ・強いナデ、内面布圧痕の上からナデ N～5Y6／恢 細～粗砂多、粗い

　　　　　　　　　　　　　　　　　図94　溝一34・35出土遺物　縮尺1／4

以上のように、検出された溝は多いが、同時期に存在したと考えられる溝は、主要なもので

は1条程度であり、その多くは、少なくとも2度はその面で掘り返しを行っている可能性を窺

うことができる。また、これらの溝群の性格を考えると、溝の埋土には砂などの堆積は認めら
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　　　　　　　　1．4m
d㌃9　　1　－d’
　　　　　　　　　9　＼　　　2
　　　4、3。5、｝°

　　　　　／6

　　　　　8

c

4b　1．3m

　5b　　C

　　7b

　　　ご
0　　　　　　　0。5m

　　　　　　＼＝≦！’

　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　3
1．淡青灰色土

2．黄灰褐色土
3a．灰褐色土（焼土多）・↓・〈d断面＞

3b．黄灰褐色砂質土…〈c断面＞

3c．灰褐色砂質土（Mn多）…〈c＞

4a．灰褐色土（焼土多，炭）…〈d＞

4b．灰褐色土…〈c＞

5a．黒灰褐色土（灰・炭・焼土多）…〈d＞

　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　耀l

d三舌・L＿］㎞
　　　　　　　5b．黄灰褐色土…〈c＞

　　　　　　　6．灰褐色土
　　　　　　　7a．灰褐色土（炭・土器多）…〈d＞

　　　　　　　7b．灰色粘質土…〈c＞
　　　　　　　8．暗灰褐色土（炭・焼土多）

　　　　　　　9．茶灰褐色土（炭多）

　　　　　　　10．暗灰色土

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 白　磁椀 一 一
3．1 削り出し高台より内側が露胎、口縁下部に紬がたれる 7．5Y7／1灰自 きわめて精良

2 ク　　　　　ク 一 一 一 削り出し高台の外面より内側が露胎 5Y7／2灰白 きわめて精良

3 土師質　〃 一
5．5

一 内外面ナデ、重ね焼き痕 2．5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

4 ク　　皿 9．0 6．1 1．6 回転による横ナデ、底部箆切り 10YR7／3鈍榿 細砂含む、やや粗

図95　溝一36および出土遺物　縮尺1／30，1／4

138

聾

墾

　　　　　　　　　　　　　　図96　溝一35・36出土遺物　縮尺1／150

れず、水流の影響を見て取ることはできないことから、地割りに関わる性格が想定される。か

なり頻繁に作り替えが行われ、また、時期的変遷の中で方向を大きく変換する点は注目される。

　溝一鍵（図93）　南区、BG41区に位置する。溝33と36が上部に完全に重複する。標高0。8m

弱で検出された。底面は標高0。7m前後にあり、埋土は炭・焼土を僅かに含む淡灰色粘質土で

ある。幅は70c艶を測り、長さ2mが確認された。東端部は丸く終息している。方向はほぼ東西

を示す。遺物は僅かであるが、ミガキ痕のある土師器椀の破片が出土している。他に砥石も認

められる。本遺構の所属時期は、出土遺物から、平安時代末、12世紀代が考えられる。

　溝一33（図91・99）　南区、BF・BG39～41区に位置する。溝38の下層、標高lm前後で検

出され、ほぼ同一のラインをたどるが、その間に溝37の下層溝が挟まり、これについてもその
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溝一37断薗
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暗灰褐色（粘質）土10．茶灰色土

7。暗灰（褐）色粘質土

8．淡灰褐色土
〈下層溝＞

9．灰褐色土（炭，土器）

　（黄褐色土，炭）

U．暗茶灰色土（Fe，土器）

12．暗灰（褐）色粘質土

縮尺1／4

多くの部分で重複関係を示す。

残存幅は最大で約60働を測り、

長さ約7mを検出した。方向

はほぼ東西（約E12°S）を

示す。底面は標高約0。85鵬に

位置する。埋土は灰褐色系の

土である。本遺構の所属時期

は、出土遺物が僅少であるた

め不明瞭であるが、遺構の重

複関係から、12～13世紀代の

年代が考えられる。

　溝一鱗（図92～94）　南区

および南西部の桝部分にかけて、BG39～42区に位置する。溝35の下層で検出された。両溝の

位置は40区ではややずれを生じているが、大半はほぼ一致している。検出レベルは、断面では

標高1．15mまで求められたが、平面的には標高0．85～1．Omである。規模は、残存幅は40c憩前

後、長さは約16．5mを測り、底面は標高0。75～0．8mである。方向はほぼ東西方向（約E9°

S）を示す。埋土は上層（7層）、中層（8～10層）、下層（ll層）に3分される。中層は褐色土を

ブロック状に含み上下層と明瞭に区別される。上層から下層へは砂質土から弱い粘質土に変化

する。遺物はミガキ痕の明瞭な土師器椀（図94－1・2）、皿（6～8）などが出土しており、

本遺構の所属時期は、12世紀代前半が考えられる。

　溝一35（図92・94・96）　南区、BG38～41区に位置する。溝34の上部に重複するが、42区

においては基礎による削平で消失する。検出レベルは1。15～1。3m、〈6＞層上面付近と考えら

れる。北側に溝i36が並走するが、当初は同一溝として検出された。また、下部に溝34が重複す

る部分が多い。規模は幅65～80c鵬、長さ約17mを検出した。方向はほぼ東西方向（約E12°S）

である。底面は標高85cmに位置し、残存度の高いb断面では、深さは45c醗を測り、断面形も比

較的シャープな逆台形を呈する。しかし、大半は肩が崩れるなどのため、凹凸のあるボール状

の断面形となる。埋土は灰褐色系の土であるが、色の明暗あるいは粘性の差で比較的明瞭に3

群に大別される。上層（1～3層）は明るくややグライ化した砂質を帯びた土である。下層

（5・6層）は暗い色調で粘質を強める。中層（4層）は上下層の中間的様相を示す。また、中層

以下では炭化物の包含が顕著な部分も認められる。遺物は比較的多く、土師器椀（図94－3～

5）、瓦器椀（11）、瓦（13）などがある。本遺構の時期は、出土遺物や遺構の重複関係から、

12世紀末前後と考えられる。
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法　　量（c閃）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 土師質椀 14．6 6．0 4．6 外面押圧・ナデ、内面やや丁寧なナデ、重ね焼き痕 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、やや粗

2 〃　　　　　〃 ｝ 一 一 外面押圧、内面ナデ 2．5Y8／恢自 細砂僅、ごく精良

3 〃　　　　　〃 ｝
7．◎

一 外面押圧、内面ナデ、重ね焼き痕 2．5Y8／恢白 細砂少、概ね精良

4 ク　　　　　ク 一
5．7 一 外面押圧、内面ナデ 2．5Y8／2灰自 細～粗砂、申程度

5 瓦　器椀 一 一 一 和泉型、外面押圧・ナデ、内面丁寧なナデ後箆ミガキやや密 N～5Y5～7灰 細砂僅、ごく精良

6 〃　　　　　〃 一 一 一 和泉型、風化により調整不詳、内面に僅かに箆ミガキ残る N3暗灰 微砂僅、ごく精良

7 土師質椀 一 一 一 外面押圧、内面ナデ 10YR8／恢自 粗砂僅、精良

8 ク　　　　　〃 一 一 一 風化により調整不詳 10YR7／2鈍黄橿 微砂少、精良

9 〃　高台付皿 10．3 7．1 3．0 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転右、内外面に赤色顔料残存 2．5Y8／2灰白 細砂多、やや粗

1◎ 〃　　皿 8．7 6．5 1．4 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転左、重量37。59 10YR8／3浅黄燈 細～粗砂、やや粗

11 〃　　　　　〃 8．1 6．1 L3 回転による横ナデ、底部箆切り後軽いナデ、重量30．79 2．5Y8／2灰白 細砂含む、やや粗

12 〃　　　　　〃 8．3 6．2 1．4 回転による横ナデ、底部箆切り、内外面に赤色顔料残存 10YR8／1灰自 細～粗砂、やや粗

13 〃　　　　　〃 呂．4 5．5 1．6 回転による横ナデ、底部箆切りで内湾する。ロクロ回転左 2．5Y8／3浅黄 細砂含む、申程度

握 〃　　　　　〃 8．o 6．1 1．5 回転による横ナデ、底部箆切り後1方向に擦痕、ロクロ回転左 2．5Y8／2灰白 細砂含む、やや粗

15 須恵質鉢 　 一 一 東播系こね鉢、内外面回転による横ナデ、外面下位に圧痕 5Y～N7／恢白 細～粗砂多、粗い

慈 瓦　　質鉢 ｝ 一 一 回転による強い横ナデ N4灰 細砂少、精良

17 〃　　　　　〃 ｝ 　 一 回転による強い横ナデ、硬質 N6灰 細砂少、概ね精良

18 平　　　瓦 9．5×7。5c孤厚2．2cm 外面斜格子状のタタキ、内面布欝痕 5Y8／2灰白 細～粗砂、申程度

図98　溝一37出土遺物　縮尺1／4
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調査成果
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　溝一36（図95・96）　南区、BG38～41区に位置する。溝37と35の問に位置する。検出面は

溝35と同一で標高125m前後である。幅は50～60c鵬が残存し、長さ約16mを検出した。溝35と

豊走しており、同一方向に近い（約ElO°S）。底面は標高0．85～0．9mに位置し、　U字形に近

い断面形状を示す。埋土は上層（1・2層）と下層（3～10層）とに分けられる。上層はやや砂質

を帯びる部分もあり、流入土的要素が認められる。下層は灰褐色土を基調としブロック状堆積

を見せる。また、d断面に見られるように多量の炭・焼土あるいは遺物を包含する状態が、平

面的な広がりをもって確認されている。白磁椀（1、2）、皿（4）などが出土した。これら

の出土遺物あるいは遺構の重複関係から、所属時期は、12世紀末前後と考えられる。また、溝

35との位置的関係等から、両溝が時問的差はあるが緊密な関係にあることが想定される。

　溝一37（図97～99）　南区、BF・BG37～41区に位置する。溝i38の下部で検出された。土層

観察あるいは検出段階の差から、上下に溝が重複した状態であると判断された。しかし、その

位置は、若干底部がずれる部分はあるが、ほとんど一致していることから、別の溝としてでは

なく、連続的な掘り返し溝として捉え、上層溝と下層溝とにわけて概略する。

　上層溝iは、平面的には標高約1。3mのレベルで検出されたが、土層断面からL45mまでは上

a

6備39＞　5
〈溝38＞

0

b

3a

4a

1．5m

％a’

6b
汰

1．5m

　　　㌣，

〈溝38＞

図100　溝一38・39断面　縮尺1／30

溝38

1．灰褐色砂質土（炭，焼土）

2．暗灰褐色粘質土
　　　　　（炭，焼土，土器）

3a．暗灰褐色粘質土
　　（炭，焼土多，土器）

　　　　　　…〈a断面＞
3b。暗灰褐色土…〈b断面＞

4a．灰褐色粘質土
　　（炭，焼土多）…〈a＞

4b．暗灰褐色土…〈b＞

4c．灰褐色土…〈b＞

5a．暗茶褐色粘質土（炭）

　　　　　　　　…〈a＞
5b．暗緑灰褐色粘質土…〈b＞

5c．暗茶灰色土…〈b＞

5d。茶褐色土…〈b＞

6a、暗灰褐色粘質土

　　（炭，土器）…〈a＞

6b．茶灰褐色土（土器）…〈b＞

溝39

1．淡灰褐色土

2．灰褐色土

3．暗灰褐色土

4．青灰褐色土

5．暗青灰褐色粘質土

6．暗灰褐色粘質土

go一



古代末～中世の遺構・遺物

138

0　　　　　　　　　　　　　　　5m

　　　　　　　　　　　　　　　図101溝一38・39　縮尺1／150

方（〈6＞層上面付近）に求めることが可能であった。規模は、北側の肩部を溝38によって破壊

されているため不明であるが、残存幅55～70c麗、長さ約17mを測る。底面は標高1。lm前後に

位置し、掘り方は比較的緩やかで摺り鉢状を示す。埋土は全体に類似性が高い。そのなかでも

1～4層問の差は小さい。また、5層と7層はブロック的な堆積を示す。

　下層溝は、上層溝底部で検出された。規模は、残存幅50～75cm、長さ約17mを検出した。底

面は標高約0．8～0．9mに位置し、掘り方は上層溝とは異なり、直線的で急峻である。最も残存

度の高い部分では逆台形状を呈する。埋土は、ベースをなす土質の類似性は高いが、10・11層

は黄褐色土粒を包含し、12層は粘質を強めるという特徴から、比較的明瞭に区別される。

　遺物は土師器を中心に出土している（図98）。大半は小細片であるが、量は豊富である。土

師器椀（1～8）、皿（10～14）、高台付皿（9）などがある。両溝とも出土状況に差は無く、

その時期は12世紀末～13世紀初頭の段階が求められる。

　溝一欝（図100～102）　南区北端、BF・BG37～41区に位置する。検出面は標高1．4m前後

で、〈6＞層上面付近と考えられる。溝39と同時に検出され、同溝の下部に重複するため、40・

姐区では北側の肩部を破壊されている。幅は西半部では80～100c鵬、東部分ではやや広くなっ

て120～130c鵬が求められる。長さは約17mが残存しており、38ライン以東はグライ化などのた

め不明瞭となる。走行方向は約EU°Sでほぼ東西を示す。底面は標高約1．05mに位置し、深

さは45c鵬前後を測る。掘り方は幅の広いところでは皿状に近い。狭い部分ではU字形あるいは

逆台形に近い形を示す。埋土は上層の1・2層は全体的に共通しているが、下層にあたる3層

以下は、包含物や堆積状況の違いから、場所によって異なった状況を呈する。3・4層では

炭・焼土が部分的に集中しており、a断面の周辺では特に焼土の集中が顕著であり、また、　b

断面のやや西側周辺では炭化物の際だった分布が確認されている。5層についてはb断面に見

られるように一部で細分化が可能であり、埋土がブロック状に堆積していることが窺われる。

遺物の出土量は全体的に多い。特に、a断面周辺（40区）では3～4層のレベルから完形に近

い土師器椀数点がまとまって出土している。また、周辺では骨片も認められる。平安期の土師

一91
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古代末～中世の遺構・遺物

〈図02＞

法　　量（cm）
形態・手法の特徴ほか番号 器種

ロ径 底径 器高
色調 胎　　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面押圧・ナデ、ケズリ痕跡状の擦痕あり、内面ナデ 2．5Y8／2灰自 細砂含む、やや粗

2 〃　　　　　〃 14．1 6．8 4．3 外面押圧・ナデ、内面丁寧なナデ、高台ややつぶれ、板目痕残る 2，5Y8／振白 細砂含む、中程度

3 ク　　　　　〃 14．4 6．6 4．6 外面押圧・ナデ、内面工具による丁寧なナデ、重ね焼き痕 2．5Y8／1灰白 細砂僅、ごく精良

4 〃　　　　　ク 一
5．6 5．0 外面押圧・ナデ、ひび割れあり、内面丁寧なナデ 2．5Y8／2灰白 細砂少、概ね精良

5 〃　　　　　〃 15．3 6．0 4．5 外面押圧・ナデ、ケズリ痕跡状の擦痕あり、内面ナデ 2，5Y8／2灰白 細～粗砂、申程度

6 〃　　　　　〃 一 一 一 外面押圧・ナデ、内面丁寧なナデ 2．5Y8／2灰白 細砂少、概ね精良

7 〃　　　　　〃 一
6．3 4．8 外面押圧・ナデ、内面ナデ、重ね焼き痕 2，5Y8／1灰自 細～粗砂、やや粗

8 〃　　　　　〃 一 一 一 外面風化のため詳細不明、内面ナデ 2．5Y8／1灰白 細砂僅、ごく精良

9 ク　　　　　ク 一 一 一 外面押圧・ナデ、ナデ強く段を形成、内面丁寧なナデ 5Y6／1灰 粗砂僅、概ね精良

10 ク　　　　　〃 一
6．7 一 外面押圧気味のナデ、内面丁寧なナデ、有機質付着 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、中程度

11 〃　　　　　〃 一
5．7 一 外面押圧、内面ナデ、高台ややつぶれる。重ね焼き痕 5Y7／1灰白 細砂含む、中程度

12 〃　　　　　〃 一 6β 一 外面押圧気味ナデ、内面ナデ 2．5Y8／1灰白　　細砂多い、やや粗

13 〃　　　　　〃 一
5．2

一 外面押圧、内面ナデ、二次的炎熱を受ける？ 7．5YR5／1褐灰1微砂少、概ね精良

14 〃　　　　　〃 一
5．0 一 外面押圧気味ナデ、内面ナデ、工具痕残る 2．5Y8／2灰白 細砂僅、ごく精良

15 瓦　　器　〃 一 一 一 和泉型、外面押圧・ナデ、内面ナデ後箆ミガキ疎 N6～5Y6／恢 細砂僅、ごく精良

16 ク　　　　　ク 一 一 一 外面押圧、内面ナデ後箆ミガキ疎、外面は炭素吸着不十分 N5灰 微砂僅、ごく精良

17 土師質　〃 一 一 一 風化のため外面調整不詳、内面回転による強い横ナデ、底部箆切り 7．5YR7／4鈍燈 微砂少、概ね精良

18 〃　　杯 一 一 一 風化のため調整不明瞭、外面ナデ、底部箆切り、やや軟質 10YR8／3浅黄榿 きわめて精良

19 ク　　　　　〃 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切りか 10YR7／3鈍黄榿 細砂含む、中程度

20 ク　　皿 一 一 一 横ナデ 10YR7／3鈍黄榿 微砂少、精良

21 〃　　　　　ク 8．8 7．0 1．4 回転による横ナデ、底部箆切り未調整、ロクロ回転左、重量56．89 7，5YR7／6燈 微砂少、精良

22 ク　　　　　〃 一 一 一 外面粗い縦ハケ、内面口縁部ナデ、体部粗い横ハケ、外面煤付着 10YR7／2鈍黄橦 細砂含む、中程度

23 須恵質鉢？ 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り、ロクロ回転右 7。5Y鮪／1赤灰 粗砂少、中程度

24 施　　紬壷 一 一 一 内外面回転による強い横ナデ、耳部は1つのみ残存、左下に深さ3mmの刺突、
ﾛは外面全面と内面の一部に及ぶ

紬7．5Y6／3オリー

@　ブ黄
きわめて精良

25 自　磁椀 一 一 一 外面下半部はケズリ、内面ナデ、残存部にはすべて紬が及ぶ 7．5Y7／1灰白 きわめて精良

26 〃　　　　　〃 一 一 一 高台削り出し、内面紬厚い、高台外面下半部から底部にかけて露胎 7．5Y7／1灰白 きわめて精良

27 平　　　　瓦 10×8cm、厚2．Ocm 外面斜格子状のタタキ 5Y7／1灰白 細砂含む、中程度

遺物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 樹種 特　　　徴

S1 砥　　　　石 8．1 3．0 2．7 横方向のかなり深い擦痕、色調5P斑／1暗青灰

器も含まれるが、中心は12世紀末～13世紀初頭の土師器類で、椀（図102－2～5、7～ll、

13）を中心とし、他に白磁（26）・青磁片も出土している。こうした状況から、本遺構は12世

紀末～13世紀初頭に属すると考えられる。

　溝一鱒（図100～102）　南区北端部、BF・BG38～41区に位置する。溝38の北側にあたり、

その肩部を破壊する状態にある。検出面は、前述したように、溝38と同一で標高1。5m前後で

ある。40・41区では全体が残存するが、以東についてはその北側部の大　　　　・2　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿1醗

半を基礎によって破壊され、かろうじて南側の肩端部が認められるのみ

であった。幅は75～85c騰を測り、長さは約16mが確認された。走行方向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0。5m

は約E8°Sでほぼ東西である。底面は標高1．15m前後に位置し、深さ

は30c醗程度である。掘り方はやや深めの皿状から緩やかなU字状までが

認められる。埋土は1・2層問と5・6層問で類似性が高く、全体とし

ては上・中・下層にまとまる。溝38のように炭・焼土の際だった包含は

認められない。遺物は全体に出土している（図丑02）。溝38と比較して、

1．暗灰褐色土（炭）

2。灰褐色土（黄色土粒）

3．茶灰色砂質土

図103　溝一尋O断面

　　　　　縮尺1／30
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図10尋　中世後半主要遺構図　縮尺1／200
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古代末～申世の遺構・遺物

明瞭な差は認め難いが、四耳壷（24）は注目される。本

遺構の時期は13世紀前半に含まれると考えられる。

　溝一鱒（図IO3）　調査区中央の基礎中で桝状に残さ

れた部分、BC37区に位置する。上面は基礎に伴う削平

を受けており、検出レベルは標高0。95mに下がる。ほぼ

東西方向に長さ約5mが確認された。西端部は溝41以西

では検出されず、東端部についても明瞭とは言えない。

両端とも基礎下に続くか、あるいは溝41と一体化して分

2a　　　　2b　　　　O。9職

a

流となる可能性も想定されるが、いずれも基礎による破2c暗灰褐色粘土山

壊の影響で確認できない。幅は、北側は破壊されており、

南半部の約40纐前後が残存するのみである。底面は標高

隠鵬元㌘翼鷲璽：1∴a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L2m
は汚れのある不均質な土層である。遺物は丑2世紀代の土b　　　3　　　　　　2　一

師器片が出土しており、本遺構の時期を示すと考えられ

る。

　溝一棚（図105）　調査区中央部、BC・BD38区そし

てBE38・39区に位置する。上面は基礎に伴い削平を受

けており検出レベルは0．8～0．85鵬に下がる。幅は70～

80c搬、底面は標高0．6～0．65mで、深さ20～30c鵬が残存

する。埋土は1・2層と3～6層で分離され、掘り返し

の存在が想定される。＆断面では灰色系の色調がb断面

では灰褐色系になる。また、2a・2b層は類似性が高い。

方向は北東から南西方向を示しており、第1次調査地点

（外来診療棟地点）で検出された溝70の方向に向かう。

遺物は12世紀代の土師器片等が出土しており、本遺構の

時期を示す。

　溝一盈（図106）

　　　　　　　　　　　　0。9mカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　0　　　　　　　　　　　　　　　ユm

L灰色土（炭，焼土）　　3．暗灰褐色土

2a．暗灰色土　　　　　　4．暗灰褐色粘質土

2b．暗灰色土（炭）　　　5．暗灰褐色土（Fe多）

　　　　　質　（灰）　6．暗灰色土

　図鱒5　溝一尋1断面　縮尺1／30

　　　　　　　　　　　　1．2m

　　　　　　　　　　　　　　a

　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

　L暗灰褐色土
　2．灰褐色土（黄白色土粒）

　3．暗褐色粘質土（黄白色土粒多）

図106　溝一42断面　縮尺1／30

　　　　　　　　　　1ユm

0　　　　　　　0。5m

　1黄灰褐色土
　2．暗黄灰褐色土（炭，焼土）

　3．暗灰褐色粘質土（黄色粘土粒）

図鱒7　溝一嗣断面　縮尺1／30

b’

　　　　　　　　　　南区南半、BG39・40区に位置する。検出レベルは標高1。lm前後、〈7＞

層上面付近と考えられる。幅80～llOcm、長さ約8mが確認された。全体的にはほぼ東西方向

に走るが、西端部は北方向に方向を変え、溝50の下部で終息すると考えられる。東端部は39ラ

イン周辺の遺構の重複で消失するが、方向から考えると溝43につながる可能性が認められる。

底面は標高0．85～0．9mに位置し、深さは20～25c鵬が遺存する。埋土は下半に黄色土粒を含み、
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調査成果

＜溝46＞ ＜溝47＞
已難

　o

　　溝45　　　　　　　　溝尋6　　　　　　　　　　　　　　　　溝尋7
　　L茶灰色土　　　　　　上黄灰色土　　　3。灰褐色土（砂）　　　L暗茶褐色土（土器多）4．茶褐色土

　　2。灰褐色土　　　　　　2。淡黄灰褐色　　4．暗灰褐色粘質土　　　2．茶褐色土　　　　　　5．明茶褐色土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．茶灰色土　　　　　　6．黄褐色土

　　　　　　　　　　　　　　図鱒8　溝一尋5～尋7断面　縮尺1／30

上下層で区別される。遺物は13世紀後半の土師器片が僅かながら出土しており、本遺構の時期

を示すと考えられる。

　溝一曙3（図104）　南区南半、BG・BH37・38区に位置する。検出レベルは標高Llm前後で

ある。幅50～80c灘、長さ約6mが確認された。ほぼ東西方向（約E14°S）に走る。西端部は

遺構の重複で、東端部はグライ化等による検出条件の劣悪さから確認できなかった。底面は標

高0、9m前後で、深さ20囎程度が残存する。埋土は暗青灰褐色粘質土でグライ化の影響が強い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遺物は僅かであるが13世紀代を示す
　　　＿＿＿＿＿　　　一一『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煕，

　　　　1

　　　　2

0　　　　　　　　　　　10cm

図難09　溝一47

　1　　　　1．3鵬

　　　0　　　　　　0。5m

L淡灰褐色砂質土
2．灰褐色砂質土

3．灰褐色土

4．暗灰褐色粘質土

　　　｜

’≡’
　　　3

出土遺物　縮尺1／4

　　　　！’

　　㍉ヱ〆
　　　　2
0　　　　　　　　　　　10c灘

細片が出土しており、本遺構の時期

を示すと考えられる。溝42との関係

は、埋土が不明瞭であるためここで

は別遺構として挙げているが、方向

性・遺講の存在レベル・時期等の点

で同一溝の可能性を窺うことができ

る。

　溝一鯉（図107）　南区、BG39区

に位置する。検出レベルは標高

1．05搬前後である。幅約80働、長さ

2m弱が確認された。ほぼ南北方向

（約N4°E）に走る。北側部分は、

番号 器種
法　　量（cm）

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

1 土師質椀 一 一 一 外面風化のため不明瞭、内面ナデ、口縁端部に沈線 10YR8危灰自 細～糧砂、粗い

2 〃　　　　　ク
一 一 一 内面ナデ 2．5Y8／2灰自 細砂僅、精良

図鯛O　溝一聡および出土耀物　縮尺1／30，1／4

96一



古代末～中世の遺構・遺物

東西方向の溝群の存在によって消失する。

南へは調査区外へ伸びる。また、溝42の

下部に位置すると判断したが、その重複

関係は不明瞭である。底面は標高O。8m

前後にあり、深さは約25囎が残存する。

遺物は、僅かではあるが、13世紀代に属

すると判断される細片が出土しており、

遺構の重複関係を考慮すると本遺構の時

期は13世紀後半と考えられる。

　溝一菊（図108）　南区中央部、BG38

区に位置する。検出面は標高0。85m前後

であるが、調査区南壁断面では標高

L2m、〈6＞層上面に求めることができ

る。西部分を溝46・土墳26に、北端部を

土壌32に、南部分を溝52に、それぞれ破

壊されているため不明瞭な部分が多いが、

幅約75轍、長さ2。5m程度の遺存を確認

した。方向はほぼ南北を示す。底面は標

高0。7mに位置する。遺物は出土してい

ないため、本時期の確定は困難であるが、

遺構の重複関係から、13世紀後半と考え

られる。

　溝一聴（図108）　南区中央、BF～

BH38区に位置する。検出面は標高0、9腿

葡後であるが、調査区南壁断面では標高

L2m、〈6＞層上面に求めることができ

る。土1廣26・30・31・33、溝50・52に

0

a一

b

　0。5m

l．淡灰褐色土

2茶灰褐色土

a

L2m
－　　　　　　　　2b
　　　b＿＿

2a。灰褐色土　　3．暗灰褐色土（炭）

2b．黄灰褐色土　4．暗灰褐色粘質土

邸鯛　溝一葡断面　縮尺1／30

4b

盆〆／

1．3m

多プ

1．4m
＿　b’

0 ユm

1ユm
　b’

ユ．淡灰褐色土（土器多）

2．灰褐色土
2a．茶灰色土
2b．淡灰褐色土（砂・粘土）

3。黄灰褐色土
4a．茶灰色粘質土（土器・Mn多・炭）

　、｛）1

　　　愛

＼≡』～ソ
　　　3

4b。灰色粘土（砂）

5．暗灰褐色粘質土
　　　（黄色粘土ブロック）

5a．茶灰色土

5b．暗茶灰色土

6．暗茶灰色土

尋

《　　　〆乏多くプ〃

　　　・劣一ンプー

　”　　霞

§

　　　7＝：＝
　　　’ノ7

0　　　　　　　　　　　10cm

法　　量（鋤
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土番号 器種

口径 底径 器高

1 土師質椀 一　　ぜ 一 一 外面押圧、内面比較的丁寧なナデ 10YR8／3浅黄榿 細砂含む、申程度

2 〃　　　　　ク 一
4．2 一 外面粗雑な押圧、内面ナデ、高台は歪みが著しい 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、やや粗

3 ク　　　　　ク 一
4．1

一 外面押圧、内面ナデ、高台一部つぶれる 2．5Y8／3淡黄 細砂含む、申程度

4 白　磁椀 一 一 ｝ 残存部は全面に紬及ぶ 5Y7／2灰白 きわめて精良

5 ク　　　　　ク 一 53 一 高台削り出し、瀦は高台の付根付近まで及ぶ 7．5GY8／1明緑灰 きわめて精良

6 須恵質甕 一 一 一 外面タタキ後横ナデ、口縁～内面横ナデ N5灰 細砂少、概ね精良

7 白　磁椀？ 一 一 一 残存部は全面に紬及ぶ 5Y7／1灰白 きわめて精良

図篇2　溝i－50および出土遺物　縮尺1／30，1／4
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調査成果

a

1．5m
－　　，

d

〈溝52＞

－　　　　1

1。5m

　d’

〈溝52＞

〈溝i52＞
修

3齢・．5m鑑灰続土
　　　　　　　b’2。灰褐色土
　　　　　　　　　3．灰茶褐色粘質土

2十　　　　　　　　　溝一5藷

　　　　　　　　　1。灰褐色土
　　　　　　　　　2。灰茶褐色粘質土
く溝51＞　　　　1．5m　2a．灰茶褐色土

　　　　　　　　　　　　（Fe多）

　　　　　　　　　2b．茶褐色土
　　　　　　　　　3。　目音茶褐色土

　　　　　十　　　　　　　　　　　　（Fe多）

　　　　　　　　　3a。淡茶褐色
　　　　　　　　　3b。茶褐色土（炭）
　　　　　　0・5m　4．暗灰褐色粘質土

　　　　　　　　　5．灰褐色粘質土
　　　　　　　　　　（ネ占土ブロック）

図ll3　溝一51・52　断面　縮尺1／30

よって破壊されているため不明瞭な部分が多い。幅は平面的には約50c膿を確認したが、南壁断

面では80c膿以上である。方向はほぼ南北方向（約Nl2°E）を示し、長さは8．5m程度を測る。

底面は標高0．75mに位置する。遺物は弥生土器を含むが、遺構の重複関係から本遺構の時期は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13世紀後半と考えられる。

o

　　　1

　　　窒

　　　　

　　　1

3

尋

10cm

　　　　5

　溝一群（図108・109）　南区中央、

BF～BH39区に位置する。検出面は

標高0、8～1．0鵬であるが、南壁断面

では標高L25m、〈6＞層上面に求め

ることができる。土墳23・26・31・

35、溝50・52によって破壊されてい

るため不明瞭な部分が多い。幅は平

面的には約80c鵬を確認したが、南壁

断面では約160cmを測る。方向はほ

ぼ南北方向（N12°E）を示し、長

さは約8。5m程度である。底面は標

高0．65mに位置する。埋土は1～3

法　　量（斑1）

色調 胎　　　土番号 器種
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか

1 土師質椀 11．1 5．0 3．0 外面押圧、内面ナデ、重量70，59、高台は両端がつながらない 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、中程度

2 〃　　皿 一 一 一 風化により調整不明瞭、底部箆切り後ナデ？ 7．5YR7／4鈍黄燈 細砂僅、精良

3 瓦　　質鍋 一 一 一 脚部主軸方向にナデ、体部内面ハケメ状の横ナデ N6灰 細砂含む、中程度

4 平　　　　瓦 6×6cm、厚1．8cm 外面斜格子状タタキ・縁辺部ナデ、内面布圧痕・縁辺部ナデ、端面未調整 2．5Y8／2灰白 細砂多く、粗い

5 須恵質　壷　　一　　10．1　　一 内外面回転による強い横ナデ、底部糸切り 7．5Y4／1褐灰 細砂少、概ね精良

図1鱒　溝一51・52出土遺物　縮尺1／4
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古代末～中世の遺構・遺物

層と4～6層に分離され、溝の掘り返しの存在を想定　　　42　3，1．2m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1淡黄褐色土
させる。遺物（図109）は13世紀後半～末のものが中　　　　　　　　　　2灰褐色土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．灰褐色砂質土
心で、本遺構の時期を示すと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　（粘土ブロック）

鞠酬、、。）南区峡BF二BH38区に随　゜L⊃°5m　4・⌒質土（砂）

する。検出面は標高1。1～1。3mで、〈6＞層上面である。　図ll5溝一53断面　縮尺1／30

土墳32、溝50・52等によって、西側の肩部あるいは南部分が破壊される。幅は70～100c鵬、長

さは約8mを測り、南北方向（Nl7°E）に至る。底面は標高1m前後に位置し、深さは約

30c鵬である。埋土は下層に向かって粘質を強めるが、全体的にはいずれも類似性の高い土であ

る。遺物は13世紀後半～末の土器が出土しており、本遺構の時期を示すと考えられる。

　溝一聴（図111）　南区中央、BG39～41区に位置する。検出面は標高1。0～1．15mである。

南部分は溝150によって破壊される。幅70～80c醗が残存する。長さは約10mが検出され、東西両

端部は溝50に吸収される。方向はほぼ東西である。底面は標高0．75～0．85mに位置する。埋土

は全体的に灰褐色系の土で、際だった包含物は認められない。遺物は土師器の他に瓦が多く認

められ、焼け石も含まれる。13世紀後半～14世紀初頭のものが中心であり、本遺構の時期を示

すと考えられる。

　溝一騎（図112）　南区中央、BG38～41区に位置する。検出レベルは標高1。3m前後で、

〈6＞層上面である。幅は100～140cm、長さ約14mを測る。方向はほぼ東西（約EU°S）で、

東端部は緩やかに上昇し丸く終息する。底面は標高0．8～0。85mに位置し、平坦で広く、掘り

方は逆台形を呈する。深さは50c鵬前後を測る。埋土の状況からは、1・2層の類似性の高さと

下層との明瞭な区別や堆積状況のずれが認められ、掘り返しの存在を想定させる。上・下の溝

は大半は一致するが、東部分において、上層溝のみ北に方向を変える可能性が高い。ただし、

変換部分が土墳30・32による破壊で消失しているため、状況は不明瞭である。遺物は全体に散

在する状態で出土しており、集中部分は認められない。また、いずれも小～細片であるが、瓦

片の多さは溝49の状態と同様に注目される。時期は13世紀末～14世紀初頭に属するものが中心

で、本遺構の埋没時期としては14世紀代が求められる。

　溝一覇（図113・ll4）　南区南端部、　BH38～41区に位置する。検出面は標高L4：m前後で、

〈5＞層上面である。溝52と同時に検出され、北側の一部及び東端部は同溝に破壊・吸収され

る。規模は幅60cm前後を測り、長さ約15mが残存する。底面は標高1．1～1．2mに位置する。深

さは25c鵬前後である。埋土は溝52に類似するが、やや明るい色調を呈する。遺物（図114）は

土師器片の他に瓦を包含する。時期は14世紀代に属し、本遺構の時期を示すと考えられる。

　溝一駆（図U3・ll4）　南区南端部、　BH37～41区に位置する。検出面は標高1．4m前後で、

〈5＞層上面である。溝51の北側に重複する。規模は幅80～110嚥測り、長さ約20mを検出し
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調査結果

〈北　区〉

　　　　土35

　　　／

土34
土31／

　　土30
＼

竺

竺

竺

　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　5m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　図鯛6　近世遺構全体図　縮尺1／200

　溝一53（図ll5）　北区、　BB39～41区に位置する。検出レベルは標高1．15m、

ある。幅40～50cm、長さ約11mが確認された。ほぼ東西方向（約E13°S）に走るが、西端部

は緩やかに北にカーブする。39ライン以西は撹乱内を経た後、調査区外に伸びると考えられる。

底面は標高lm前後にあり、深さは15～20c灘を測る。掘り方はボール状に近い。埋土は灰褐色

系の土であるが、下半は砂質土となり粘土粒や白色の砂等を含み、上層と少し異なる状況を見

せる。本遺構の時期は、遺物が出土していないため不明確であるが、検出面から14世紀の年代

が考えられる。

　溝一騨（図104）　南区、BG40区に位置する。検出レベルは標高約1．1mである。幅50c鵬・

長さ3。5mが確認された。北端部は丸くおさまり、南端部は溝52に破壊される。底面は標高

0．95m前後にあり、深さは10磯程度である。埋土は灰褐色系の土で、下半はやや粘質を帯び黄

色土粒を含む。遺物は出土していないが、遺構の重複関係から13世紀後半～14世紀の時期が推

定される。

た。37ライン以東は顕著なグラ

イ化等の影響で、平面的には検

出できなかったが、調査区東壁

においてその存在が確認され、

調査区内をほぼ東西方向（E

14°S）に走ることが判明した。

底面は標高0。95～1．0鵬に位置

し、深さは40c醗前後を測る。掘

り方は逆台形状を呈する部分も

認められるが、底部が飛び出る

ような形で窪む部分が多い。埋

土は全体的に類似性が高く、特

徴的な包含物などは認められな

い。遺物（図ll4）は土師器・

須恵質の壷・瓦等がある。14世

紀代に属するもので、本遺構の

時期を示すと考えられる。

　　　　　　　　〈5＞層上面で

6．近世の遺構・遺物

ここでは、中世末から近世初頭に属する遺構の概要をまとめている。当時期に含まれる遺構
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近世の遺構・遺物

は、前段階に比べて非常に少なくなるとと

もに集中する傾向が認められる。北区では

中央部北端で土壌29が1基認められるほか

は畦畔が1条検出されたのみである。南区

では土籏が6基、溝が1条、それに段が1

条程度で、いずれも38・39区に集中してい

る（図！l6）。

（1）土墳

　土鑛一齢（図117）　北区、BB37区に位

置する。検出面は標高1．35～1．4m、4層

上面である。北部分は調査区外に伸びるた

め、規模の確定はできないが、東西長

130c縢前後、南北残存長約100c膿を測る隅丸

方形状の平面形が想定される。標高0．9m

前後に位置する底面は、東西長90c髄を有し

広く平坦である。深さは45c難を測る。掘り

方は、上端が一部で段を有すが、全体的に

急峻で直線的であり、方形に近い断面形を

示す。埋土は包含物の量によって細分を

行っているが、大きくは三分される。最上

0

ノ　　〒　　　〒 〒

4 7　618

こ、〆β

≡5m

1m

1．青緑色土

2．灰黄褐色土

　　（灰色土ブロック多）

3．灰青色砂質土

4．灰青色砂質土

　　（緑色土ブロック）

5．暗灰青色砂質土

　　（緑色土ブロック多）

6。灰青色砂質土

　　（緑色土ブロック少）

7．灰青色砂質土

　　（緑色土ブロック，Fe）

8．灰青緑色砂質土

9．灰青色粘質土

　（黄褐色土ブロック少）

　　　図17

匿ヨ灰

10。暗灰青色粘質土

　　（黄褐色土ブロック多，

　　　　　砂焼土炭）
11．黄褐色土

12．灰青緑色粘質土（灰層）

13．青緑色粘質土

　　（黄褐色土ブロック）

14．灰青色粘質土

　　（黄褐色土ブロック）
15．青緑色粘質土（灰層）

16。暗灰色粘質土

　　（黄褐色土ブロック多）

17。灰・炭層

土墳一29　縮尺1／30

層（1・2層）は砂質土層で際立つ包含物は認められない。上層（3～8層）は灰色あるいは

緑色土のブロックを包含する砂質土層で類似性が高い。下層（9～17層）は弱い粘質土層で全

体的に黄褐色土ブロックを包含する。ll～15層は灰層を交えながら、ブロック状に堆積する。

17層はほぼ純粋な灰・炭層で、底面から掘り方の立ち上がり部にかけて、厚さ1～3磁が確認

された。上層と下層は粘性の違いはあるが包含物が共通しており、最上層とは区別される。本

来的な埋土は上層以下であり、最上層は流入土としての性格が考えられる。遺物は土師器・瓦

を中心に弥生時代中期末から近世までのものを含むことから、本遺構の埋没時期は近世初頭と

考えられる。また、本遺構の性格については、墓の可能性もあるが、不明瞭である。

　土霧一鍵（図ll8）　南区中央、　BG38・39区に位置する。検出面は平面的には標高1．4m前

後であるが、本来の掘削面は断面観察から標高L6m、〈3＞層中に求められる。北部分・南東

部隅・東上端部をそれぞれ土壊31・土墳32そして側溝によって破壊される。復元推定規模は南
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調査成果

1
㊦

　　　　　　　　　　＿b〈土墳31＞

　　　「一一了　「

　　　　　　　　　15
4a　　　4b

0　　　　　　　　　　　　　　　ユm

土墳一30

1淡灰褐色土（炭多）

2．淡青黄褐色土

3。淡青灰色土

4。淡青緑灰色粘質土

5．灰色土

6．淡緑灰色粘質土

〈土墳30＞

1．7m

－b’

　　　　　　　　　　土壌一3］
7。青灰色土　　　　　　1．淡灰褐色砂質土

8．暗灰色粘質土（Mn）　2．淡青灰褐色土

9。淡緑灰色粘質土（Mn）3。淡青灰色土
ユ0．灰色粘土（Mn）　　　4。青灰色土

ユ1．淡灰色土　　　　　　4a．青褐色土

12．淡灰色粘土　　　　　　　　（黄灰褐色土塊）

　　　図1綿　土墳一30・3調　縮尺1／30

4b．淡灰色粘質土

5．暗灰色粘質土

6。青緑灰色粗砂混土

　　　（炭多）

7。淡青灰色粘質土

8．暗青灰色粘質土

北180cm・東西140c醗で、南北に長い楕円形を呈すと考えられる。底面は標高0。6mに位置し、

径75～80cmの円形を呈する。深さは約95c鵬を測る。掘り方は比較的急峻であるが、直線的では

なく小さな段を有し、全体的に丸みをもつ。埋土には全体的に少量の炭が含まれるが、際だっ

た包含物は認められない。それぞれの性状から、1・2層は流入土として区別されるほか、粘

性の違いから、3層、4～7層、8・9層、10～12層にまとめられる。8・9層にはマンガン

の沈着が顕著である。遺物は中世～近世に属する土師器類の他に瓦も出土している。本遺構の
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近世の遺構・遺物

埋没時期は近世初頭と考えられる。

土墳一3唾（図118）　南区中央、BF・BG38・39区に位置する。検出面は標高1。3mであるが、

本来の掘削面は、断面観察から標高L5m、〈3＞層中に求められる。北半部を土壌33・35に

よって破壊されている。復元推定規模は一辺180～190c鵬で、隅丸方形を呈すると考えられる。

標高ユmに位置する底面は、広く平坦で、一辺150囎前後の隅丸方形を示す。深さは約55倣を

測る。掘り方は比較的急峻な部分が多いが、丸みのあるカーブを有す。埋土は、下半は粘質を

帯びるが、全体的に大きな相違はない。ただし、底面では中央部に砂を多く含む6層が認めら

れ特徴的である。遺物は全体的に出土しており、土師器片のほかに陶磁器類も認められる。い

ずれも中世～近世初頭の時期に属するもので、本遺構の埋没時期は近世初頭と考えられる。

土墳一鍵（図丑19）　南区中央、BG38区に位置する。検出面は平面的には標高L4mである

27
1．6m

　　　　　　　　1m
奪“

1。灰褐色土

2．淡青灰褐色土（暗黄緑色土粒多）

3．暗（青）灰褐色土（暗黄緑色土粒多）

4．青灰褐色土（暗黄緑色土粒～塊多）

5。暗青灰褐色土（暗黄緑色土粒少）

6．青灰褐色土（暗黄緑色土粒僅少）

7．暗灰褐色粘質土（暗黄緑色土粒多）

8．青灰褐色土（暗黄緑色土粒）

9。灰色粘質土
10．暗灰褐色土（暗緑色土多）

且。暗茶灰色～粘質土　　　　　　　　　　　19。灰色粘質土

　　（茶褐色土粒～塊多，不均質）　　　　　20．暗灰褐色粘質土（茶灰褐色土塊）

12．灰色粘質土　　　　　　　　　　　　　り2ユ．茶褐色土

13．淡灰色粘質土（茶褐色土塊）　　　　　　　22．灰色粘土（黄色土塊多）

14．灰褐色土（茶褐色土塊）　　　　　　　　23。暗灰色粘土（軟質）

15．暗灰褐色粘質土（茶褐色土塊少）　　　　24．暗灰色粘質土（暗黄褐色土塊多）

ユ6．暗灰色粘質土（炭多，焼土，暗茶褐色土粒）25．暗灰色粘質土（赤色顔料）

17．灰色粘質土（茶灰褐色土塊多）　　　　　26。暗灰色粘土（黄色土粒）

18。茶褐色土　　　　　　　　　　　　　　　27．淡灰褐色土

図踊9　土壌一32　縮尺1／40
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調査成果

／

L6m

81

13

15

　16
18

0　　　　　　　　　　　　　　1m

1．淡灰褐色土　　　　　　　　11．暗青灰色粘質土（炭）

2．灰褐色土　　　　　　　　12．暗灰色粗砂層（木質）

3．淡青灰色粘質土　　　　　13。暗灰褐色粘土
4．淡青灰褐色土（下面砂）　　　　（黄褐色土ブロック多）

5．暗青灰色粘質土（下面砂）　14．暗灰色粘土

6。暗青灰色粗砂混粘質土　　ユ5．灰褐色土（不均質）

7．青灰色粘質土　　　　　　16．青灰褐色土（不均質）

8．暗青灰色粘土（砂）　　　　17．暗青灰色土（細砂）

9．暗青灰色砂混粘質土　　　ユ8．淡青灰色粘質土

ユ0．青灰色粘質土　　　　　　　　（黄褐色土ブロック）

　　図120　土墳一33　縮尺1／30

が、本来の掘削面は断面観察から標高1。5m、

〈3＞層中に求められる。平面形状は、南北

210囎・東西120～130鍛を測る長方形土鑛を中

心に、東半部分に小規模溝がコの字形に巡る。

土墳部分の掘り方は急峻で直線的であり、標高

0．65mの高さで霞を有する二段掘りである。殺

部分での広さは170×90c鵬を有す。底面は標高

0。55mにあり、約120×50c鵬の長方形を示す。

深さは約90c鵬である。埋土は上層（1～8層）

と下層（9～26層）に大別される。さらに、上

層は際だった包含物を含まず、きめ細かい土層

の1層と灰褐色土を基調とし暗黄色土粒を多少

なりとも含む2～8層とに区別される。また、

下層は、他の層と堆積状況の異なる9覗0層、

茶褐色土粒を多量に含み不均質で全体を覆うよ

うな堆積を見せるll層、土～粘質土で茶褐色土

塊を包含する12～21層、そして、粘質土～粘土

で黄色（基盤i層）土塊～土粒を含む22～26層の4

グループにまとめられる。また、12層以下につ

いては包含物で二分しているが、明瞭なブロッ

ク状堆積を示しており、同一行為の中での堆積

土として捉えられる。9・10層はその位置が土

鑛中央にあたり堆積状況も不自然であることから、何らかの構造物の存在が想定される。以上

の状況から、26層から22層までをやや丁寧に埋めた後、連続して21層から10層までを埋め、11

層で覆った後、中央部に何らかの構造物を差し込み、2～8層の土で全面を覆い尽くしたもの

と想定される。その後、ある程度の時間が経過した後、申央部を中心に窪んだ部分に1層が流

入した状況を窺うことができる。また、25層では赤色顔料の包含が確認されており注目される。

規模・形状・埋土の状況から、本遺構は土鑛墓として機能していた可能性がある。

　この土壌の東半部を巡る溝iは、標高1。4～1。5mで検出した。幅約10c醗、深さは5鑓前後であ

る。土鑛からの距離は東側面で約60c鵬、南側で120c醗、北側で80灘である。いずれも土壌の掘

り方ラインに平行しており、溝の南側端部は丸く終息する。北側部分はサブトレによって消失

する。土墳部分の東半側を「コ」の字状に区切るものとして捉えられる。埋土は淡灰褐色土で
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近世の遺構・遺物

ある。

　遺物は全藤的に出土している。土師器を中心に瓦も含まれる。弥生時代～近世までの遺物が

認められるが、本遺構の時期としては、近世初頭が考えられる。

　土襲一33（図120）　南区申央、BF38・39区に位置する。検出面は平面的には標高1．4mで

あるが、本来の掘劇面は断面観察から同L5m、〈3＞層中に求められる。北西部分を土壌35に

よって破壊される。平面形は東西にやや長軸を有す楕円形を呈し、南北が約llO轍、東西は

120灘が残存する。底面は標高0。75熱に位置し、深さは約75継を測り，比較的平坦で、90c鵬×

55灘の楕円形をなす。掘り方は急峻ではあるが丸みのあるカーブを示し、標高0。8m付近で小

さな段を有す。埋土はグライ化のため青色を帯びるが、基本的には灰色～灰褐色系の土で、下

層に向かって粘質を強める。逆に，4層以下には砂を包含する傾向がある。また、13層では黄

褐色土ブロックを含む。15～18層は下半に砂を含む上、最下層の18層に黄褐色土のブロックを

包含するなど1～14層と同様の堆積状況を示す。以上の点から、本土鑛は同様の目的での掘り

1。5m

』
0　　　　　　　　　　　　　　　1m

⊥

N

4a　1。5m

0　　　　　　　　　　　　　　　ユm

1。灰褐色土（炭）

2．暗青灰褐色粘質土（土器多）

3。暗灰褐色粘質土（土器多）

4。暗青灰色粘質土

5。暗灰色粘土

6．暗茶灰色粘土
7、灰色粘土（木片）

8．緑灰色粘質土（Fe多）

図聡噛　土墳一3尋　縮尺V30

1．暗灰色土　　　　　　　6．暗灰色粘質土

2．暗灰色粘質土　　　　　7．暗灰色粘土（有機物）

3．暗灰色土　　　　　　　8．黒灰色粘土
4a．淡灰色砂質土（細礫）　　　（炭化物多，軟質）

4b．暗灰色砂質土（細礫）　9．暗灰色粘土（軟質）

5．灰色粘質土　　　　　　ユ0．暗灰色粘土（軟質）

　図122　土墳一35　縮尺1／30
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調査成果

　　　　　　1。5m
－　2　　534－
　　　　　　　　　1．灰白色土（Fe多）

　　　　　　　　　2．淡灰褐色土
　　　　　　　　　3．暗灰白土
　0　　　　　0・5m　4．暗黄白色土（Fe多）
　』藷轟轟藍亜塵｛　　5。淡灰褐色土

　図123　溝一55断面　縮尺1／30

返しが行われた可能性が認められる。遺物は中世～近

世に属する土師器片や瓦等が出土しており、本遺構が

近世初頭に属することを示す。

　土擬一鱗（図121）　南区中央、BF39区に位置する。

検出面は標高L5～1。4mで、〈3＞層中である。一部を

土墳35に破壊される。平面形は径130～140c灘の円形を

呈する。底面は標高0．8mに位置し、広く平坦である。深さは約70c睡を測る。掘り方は急峻で

直線的なラインをみせ、逆台形を呈する。底面は径85c鵬程度が丸くくぼんで僅かに段をなして

おり、桶樋の痕跡と判断される。埋土は全体的に粘質が強く、上層（1～3層）に土器などの包

含が顕著で汚れが多い。こうした状況から、本遺構がいわゆる野壷として機能したことが窺わ

れる。遺物は中世から近世の土師器片・瓦などが出土しており、本遺構が近世に属することを

示す。

　土鑛i－35（図122）　南区中央、BF39区に位置する。検出面は標高1．45　m前後、〈3＞層上面

である。北部分を基礎によって破壊される。平面形は径130囎の円形を呈する。掘り方は急峻

かつ直線的で、方形に近い断面形態を示すが、西側の一部で、肩部が斜めに緩やかに広がる。

標高0．7mに位置する底面は、径110鑓の円形を呈し、広く平坦である。深さは約80騰を測る。

底面から約30嚥上部に桶樋が遺存する。径100c鵬の大きさで、底面に幅25伽前後の板を敷き、

側面には長さ45c難程度の板が縦に並べ桶状をなす。埋土は、掘り方内の最上層（4層）は砂質土

を示すが、それ以外は粘質の強い灰色系の土である。桶樋の下部に当たる8層は炭化有機物が

厚く堆積する。遺物は上半部で出土する。弥生～近世の土器類あるいは瓦が挙げられる。以上

の状況から、本遺構は近世に使用されたいわゆる野壷と考えられる。

（2）溝1

溝一弱（図123）　南区中央、BG・BH38区に位置する。検出面は標高約L4m、〈3＞層から

〈4＞層にかけてである。土鑛32の周縁溝iによって一部を破壊される。検出状況あるいは断面

〈畦畔〉

7

三5m

6

已

1．淡茶褐色砂質土（Fe多）

2．茶褐色砂質土（Fe多）

3．〈2層＞

4。〈3層＞

5．〈4層＞

6。〈5層〉

　　　　　　　※〈〉は全体の層序を示す。
7．〈7層〉

図124　畦畔断面　縮尺1／30
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その他の出土遺物

観察から2条の溝の重複が確認された。いずれの溝も、平面的には逆L字状に検出され、形

状・存在位置など一致点が多い。幅は20～30徽、長さは南北方向に約4．5mと東西方向に約

1mを測る。底面は上部溝が標高1。25m、下部溝が同1。22mに位置し、深さは約15～20c醗であ

る。埋土は類似性が高いが、下部溝の方がやや色調が暗い傾向が認められる。遺物は僅かで、

13世紀末～14世紀代の土師器片が出土している。しかし、検出面あるいは位置・方向等の点か

ら土墳32等との共通点が強く、本遺構の時期としては近世を考えている。

（3）その他

　畦畔（図124）　北区中央、BB37区に位置する。検出面は標高L5m前後、〈3＞層上．面であ

る。上面の幅は40cm、基部では幅1。7m、長さは2。5mを測る。高さは35c瓢が残る。断面観察か

ら、本畦畔の形成は〈7＞層上面に達しており、その上に〈5＞層以降の堆積が認められること

から、13世紀～14世紀代にその初現を求めることができる。そして、〈2＞層の上部にまで上部

が及んでおり、近代までの継続が想定される。また、断面形態が段状を呈していることから、

形成後、各段階にわたって成形が繰り返されたと考えられる。成形時に、この畦畔が削り出さ

れたものかあるいは盛り土でなされているかについては、畦畔部（1・2層）からの出土遺物

がなく、対応土層も調査区内には全く存在しないため、不明である。

7。その他の出土遺物

　本節では、包含層出土遺物のうち、特筆すべきものについて説明を加える。

　弥生聴代一古墳時代綱頭　弥生時代の遺物については、遺構としては明確に確認されなかっ

た中期に属する土器が少数ながら出土している。図125－・・2・3・6は壷である。2は凹線を

施したロ縁端部が内側へ折れ込むようになって上方を向き、平たい貼付け突帯に押圧文をもつ

ものである。また、3は頚部に凹線をもつ広口の壷で、上下に拡張した口縁端部と内側に櫛描

文・竹管文を施す。これらの壷は中期末頃に比定されよう。

　4・5は器台と考えられる。いずれも細かい斜格子文で埋めた文様帯をもつもので、加飾の

パターンとして興味深い。5は壷の可能性もある。

　7は内外面に比較的丁寧な箆ミガキを施した鉢である。1の壷とともに後期初頭に属する。

　高杯には8～11があり、9以外は遺構出土のものよりも古相をみせる。8は［コ縁の立ち上が

りの内面に稜があり、後期でもかなり古い段階に遡るものであろう。11は貫通しない三角形透

孔を並べるもので、後期初頭の所産であろう。

　甕や鉢では、通有のタイプのi甕である12などに混じって、異質な個体もある。13はタタキ仕

上げの大振りの鉢であり、ロ縁もタタキ出しの手法で整形されているようである。胎土も赤味
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調査成果
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その他の出土遺物
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法　　量（c∋
形態・手法の特徴ほか番号 器種

ロ径 底径 器高
色調 胎　　　土

1 壷形土器 一 一 一 口縁端部凹線3条、内外面ナデ 10YR7／3鈍黄榿 微～細砂、中程度

2 〃
｝ 一 一 口縁端部凹線6～7条、頚部貼付突帯・押圧、内外面ナデ 10YR7／2鈍黄餐 細～粗砂、中程度

3 〃
一 　 一 口縁端部竹管文2段と縦の櫛描沈線、口縁内面櫛描波状文、赤色顔料残存 2．5Y8／2灰白 細砂多く粗い

4 器台形土器？ 一 一 一 外面細かい縦ハケ後ヘラ描斜格文、内面ナデ 10YR6／2灰黄褐 細砂含む、中程度

5 器台形土器？ ｝ 一 一 外面縦方向の箆ミガキ後沈線帯、その聞に櫛描斜格文、内面ナデ 10YR4／1褐灰 細砂含む、申程度

6 壷形土器 一 一 一 外面丁寧な横ナデ後櫛描波状文、内面ナデ、下位ケズリ気味 7．5YR7／4鈍燈 細砂含む、中程度

7 鉢形土器 一 一 一 内外面箆ミガキ、外面横・内面縦、ロ縁端部に凹線3条 2、5YR6／6燈 細砂含む、中程度

8 高杯形土器 一 一 一 口縁部横ナデ、内面に稜あり、杯部内面箆ミガキ・外面横ハケ 2．5YR5／8明赤褐 細～粗砂、やや糎

9 〃
一 一 一 沈線は上段6本、下段9～12本で3条1組、円孔数不詳 ユOYR8／3浅黄鐙 細～粗砂、中程度

10 〃
一 一 一 外面～脚端部横ナデ、一部縦ハケ、内面ケズリ 10YR7／3鈍黄糧 細～粗砂、申程度

11 〃
一 一 一 透孔は貫通せず、外面ナデ後沈線5条、内面風化により不明 7．5YR8／3浅黄橿 細砂多く、粗い

12 甕形土器 16．7
一 一 外面細かいハケ、内面ケズリ、外面煤付着 10YR7／3鈍黄橦 細砂多く、粗い

13 鉢形土器 ｝ 一 一 外面タタキ、口縁タタキ出し後横ナデ、内面ケズリ 2．5YR7／6禮 きわめて精良

14 甕形土器 12．6 3．5 13．8 外面縦ハケ後軽いナデ、内面ケズリ気味の強い指ナデ、下位押圧 1聴／6赤 微砂少、精良

15 鉢形土器 一 一 一 内外面ナデ、外面下位押圧 5YR6／6澄 微砂僅、ごく精良

16 蓋形土器 一 一 一 外面ナデ？、内面弱い絞り目 10YR7／3鈍劃登 微砂含、概ね精良

17 須恵器蓋 一 一 一 横ナデ 肝灰自 細～粗砂、中程度

18 〃　高杯 一 一 一 ナデ、脚部内面に弱い絞り痕 5PB6／1青灰 微砂少、概ね精良

19 土師質高杯 一 一 一 杯部ナデ、脚部外面縦方向ケズリ、脚部面取り3面まで確認、赤色顔料 10YR8／3浅黄燈 微砂少、概ね精良

20 〃　　杯 一 一 一 回転による横ナデ、底部箆切り後ナデ、内外面に赤色顔料塗布 5YR7／3鈍榿 細砂僅、精良

21 〃　　杯 一 一 一 回転による横ナデ、内外面に赤色顔料塗布 10Y粥／2灰自 細～粗砂、やや粗

22 須恵質杯 一 一
4．0 回転による横ナデ、底部箆切り後周縁部に軽いナデ 7．5Y8／1灰白 細砂含む、中程度

23 〃　　　　　〃 一 一 一 内面回転による横ナデ、底部ケズリ 柳灰白 細砂少、概ね精良

24 黒色土器椀 一 一 一 A類、外面横ナデ後箆ミガキ・下位ケズリ、内面横ナデ後箆ミガキ密 外5Y8／2灰白 細砂少、概ね精良

25 土師質　ク 　 一 一 内外面横ナデ後箆ミガキ疎 2．5Y8／恢白 細～粗砂、やや粗

26 〃　　　　　ク 12．7 4．8 4．0 外面押圧・ナデ、内面丁寧なナデ 2．5Y8／1灰白 細～粗砂、やや粗

27 施粕陶器椀 一 一 ｛ 内外面ナデ、高台削り出し、紬は外面から高台外側まで及ぶ 紬7．5Y7／3浅黄 細砂少、概ね精良

28 白　磁椀 一
6．6 一 内面横ナデ、高台削り出し、残存部内面施袖・外面露胎 紬7．5YG8／瑚緑灰 きわめて精良

29 土師質皿 7．6 6．6 1．ユ 回転による横ナデ、底部箆切り、ロタロ回転左、重量36．89 10YR8／3浅黄糧 細～粗砂、粗い

30 須恵質皿 一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 内面ナデ、底面ケズリ、ロクロ回転左、内外面赤色顔料残存？ 7、5Y8／1灰白 細砂少、概ね精良

31 〃　　壷 一

一一
内外面工具による強いナデ、外面ハケメ状、硬質　　　　　　　　　　2。5YR5／4鈍赤褐 細砂～細礫、粗い

図26　包含層ほか出土遺物（2）縮尺1／4
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法　　量（cm）
番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎　　　土

32 製塩土器 一 一 一 外面矢羽状タタキ、内面押圧・下位ケズリ、二次的炎熱の痕はみられない 2．5Y8／2灰自 細砂多い、やや粗

33 ク
一 一 一 外面ヘラ状工具による強いナデ上げ、内面ナデ・下位ケズリ 2．5YR6／4鈍榿 細～粗砂、やや粗

34 〃 一　　　4．4 一 外面ケズリ、底部剥落、二次的炎熱により赤変 10R6／3鈍赤燈 粗砂多い、ごく粗

遣物番号 器種 現在長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 材質 特　　　徴

T1 土　　　　錘 7．3 3．9
一 外面ナデ、孔断面は円形に近く、内面に横方向のケズリ痕。色調2．5Y8／3淡黄、細砂

ｭ、精良

T2 ク 7．8 3．0 2．7 外面ナデ、色調2。5Y8／2灰白、胎土は細砂含み、やや粗い

S1 石　　　鍋？ 一 一 一 滑石？ 図上上辺・左変に擦り切り痕

S2 刃　　　　器 3．0 3．8 0．6 サヌカイト 自然面をもつ横長剥片の片側縁辺に両面から調整剥離

S3 敲　　　　石 7．2 5．7 4．7 輝緑岩 重量3059

S4 石　　　　錘 8．4 7．0 4．9 ク 重量4809

S5 ク 10．0 6．3 5．9 流紋岩 重量5659

　　　　　　　　　　　　図127　　包含層ほか出土遺物（3）　縮尺1／4

を帯び、他地域からの搬入晶である可能性が高い。

　古墳蒔代後半一中糧　古墳時代後半の遺物はごく少なく、6～7世紀に属すると思われる須

恵器の細片がわずかにみられる程度である。古代の遺物としては、井戸2・井戸3などから出

土したものとほぼ同じ様相をもつ土器が出土している。とくに20～23に示すような、土師質お

よび須恵質、あるいは両者の中間に置かれるような質の杯が多い。また、24の黒色土器椀は、

外面下半部に明確な箆ケズリの痕跡を残す。中世の遺物は包含層中にも多く、椀や皿を中心に

各段階の土器が出土した。そのほか、白磁や青磁の細片も少なくない。

　ほかに、32・33に示すような製塩土器の断片もあり、弥生時代以後、かなり新しい段階に至

るまで製塩活動との関連が窺われる。

　血製晶・石器ほか　土器以外で目立つのは漁携関係の遺物である。U・12は土錘、　S　3～S

5は石錘であり、海浜集落としての特性を示す。石錘や砥石を除けば、石器は概して少なく、
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その他の出土遺物

とくに打製石器はS2に示した刃器が図化できる程度である。今回の調査範囲が、ほぼ弥生後

期以降の居住域であったことと関連するのであろう。

　そのほかに注目できるものとして、Slに示した石鍋と思われる断片がある。ただし、図上

の上辺のみならず左側辺にも擦切りによる切断痕があり、石鍋であったとしても再加工を受け

たものである可能性がある。

注

1　岡山大学鹿田地区では、周辺地域に市街地中央部において認められる正方位の条里地割りとは異なる地割り

　が残存していることから、この地割りに合わせ、国土地理院第5座標系の南北軸座標値（X＝－149．800m）

　　と東西軸座標値（Y＝－37．400m）を原点とし、南北軸を座標真北から15°東へ振った構内座標を設定してい

　　る。調査においては、この構内座標の原点を通る東西線をAA線、南北軸を00線とし、西および南に向かっ

　　て5m間隔に区切り、両線によって区切られる一辺5mの正方形の区画を最小単位の調査区割りとしている。

　　そして、その東北角で交わる二方向の線名を組み合わせて、AAOO区のごとく呼称し、位置を示している。

　鹿田地区内では、これまでに4次にわたる発掘調査が実施された（図4）。今回の第5次調査は第1次調査

　地点に隣接し、従来想定されている弥生時代～古墳時代初頭の段階の微高地の端部にあたる。

2　鹿田遺跡では第1次・第2次調査地点の発掘調査結果から基本層序を設定し、同遺跡の中で、各地点の相互

　関係を捉えるために、大枠として、この基本層序に追従し、その上で各調査地点内での細分を行っている。

　　また、調査地点の増加に伴って基本層序自体の修正・細分も進めている。

　現時点での鹿田遺跡での基本層序は以下のようになる。

　　1層1造成土。現地表の標高は2．0～2．8m前後で、層厚は一般に！m前後を測る。本地点では1層と対応す

　る。

　　聾層1灰色土。造成直前までの近代の水田土壌の累層である。一般に水分を多く含む軟質の土壌で、乾燥す

　ると淡灰色を呈する。鹿田地区全域に存在する。本地点での2・3層と対応する。

　　皿層：茶褐色～黄褐色系の色調を呈する粘質土もしくは微砂土である。皿a層は近世の堆積土を、皿b層は中

　世の堆積層を、皿c層は古代に中心をおく堆積層を各々一括したものである。本地点ではやや砂質を強め、

　　4層が盟a層に5・6層が皿b層にそれぞれ対応し、皿c層は削平によって存在しない。

　W層：灰茶色系の色調に粘質土もしくは微砂土で、古墳時代前期～初頭の堆積層を一括したものである。本

　地点では砂質を強め、7層が対応する。

　V層：暗茶褐色または灰褐色系の色調を呈する砂質土～微砂土である。マンガンの沈着が顕著である。弥生

　時代中期後半～古墳時代初頭の遺物包含層を一括したものである。鹿田地区北半部を中心に堆積する。本地

　点の8層に対応する。

　W層二V層より下位の遺物未検出の堆積層を一括したものである。黄褐色砂質土・暗灰色粘質土・粘土・青

　灰色砂層と続く。本地点では9層以下にあたる。
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