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序

　本報告書は、岡山大学津島地区コラボレーション・センターの新営および工学部のエレベー

ター建設工事に伴って、1998（平成10）年度に実施した発掘調査の成果をまとめたものであ

る。2つの調査地は約100メートル離れているが、後者の発掘が小面積であったのであわせて

一冊とした。

　コラボレーション・センター新営地では、弥生時代前期と推定しうる水田遺構を調査区の広

い範囲で確認した。保存状態があまり良好ではなく畦畔を断片的に追跡するにとどまったとは

いえ、小区画の水田がおおむね東西方向の畦を主軸にしながら連なる傾向は把握できた。弥生

時代前期の終わり頃には、調査区の北寄りを東から西へ流れる幅10メートルほどの河道が形成

されていた。この河道については、本学大学院自然科学研究科鈴木茂之助教授により堆積物の

粒度組成分析が行われ、主に前期末の洪水によって埋没したことが判明した。考古学の発掘で

は、自然堆積層の層序区分や遺構内の埋め土の識別は考古学研究者の経験的な作業にとどまる

場合が多いが、地質学とくに堆積学との連携の大切さをあらためて示したものであろう。

　岡山平野に条里制の土地区画がのこっていることはよく知られているが、今回の発掘では、

これに関しても新たな知見があった。本調査区西よりで発見された近世の道路遺構が、条里制

の1町を109メートルとした場合、ベンチャービジネスラボラトリー建設地の発掘で調査され

た南北道路から西へ4町半に、岡山大学創立五十周年記念館の調査で検出していた大畦から東

へ2町半にそれぞれ正確に位置することが判明したのである。津島地区構内の条里遺構につい

ては、図書館建設地の発掘で東西溝等がわかっているが、南北方向の条里遺構港準線とその間

隔を推定し得たことは、岡山平野全体のこれからの条里制研究にも資するところが大きいと思

われる。

　工学部エレベーター建設地の調査では、小規模とはいえ、本学構内遺跡ではじめて縄文時代

中期にさかのぼる遺構・遺物を発見した。津島地区の今後の調査においては、縄文時代後期以

前の文化層についても十分注意をはらう必要があろう。

　発掘調査の実施にあたっては、本学内外の関係機関・各位から種々のご協力をいただいた。

とりわけ当時の佐藤公行理学部長は理学部教職員にコラボレーション・センターの調査現場を

見学するようしきりに督励され、あたたかい励ましのなかで発掘を進めることができたことは

まことに幸いであった。関係機関・各位にあらためてお礼申し上げる次第である。

岡山大学埋蔵文化調査研究センター長

　　　　　　　　　　　稲　田　孝　司
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本書は岡山大学埋蔵文化財調査研究センターが1998年度に津島地区で実施した津島岡大遺跡第19

次調査（コラボレーション・センター新営）、第21次調査（工学部エレベーター建設）の発掘調

査報告書である。第19次調査地点、第21次調査地点はともに岡山市津島中3丁目1－1に所在

し、構内座標ではAZO9、　AZ10区（19次）、　AXO9区（21次）に位置する。第19次調査は1998年7

月27日～1999年2月18日、第21次調査は1998年11月6日～11月24日の期間で実施し、調査面積は

第19次調査が1031m2、第21次調査が30．2m2である。

報告書の作成にあたって、木材樹種同定を独立行政法人森林総合研究所能城修一、砂粒の粒度分

析および石材鑑定を岡山大学大学院自然科学研究科鈴木茂之の各氏に依頼し、有益な教示と助言

を得た。各位に対して記して深謝の意を表する次第である・

遺構の実測は岩崎志保、喜田敏、小林青樹、豊島直博、野崎貴博、横田美香が行った。遺構写真

は岩崎、豊島、野崎、横田が撮影した。

遺物の実測・浄写は岩崎、野崎、横田のほか、高田浩司、伴祐子、福井優、光本順が行った。遺

構の浄写は岩崎、野崎、横田が行った。遺物写真は野崎、光本が撮影した。遺物整理その他に、

井口三智子、片山純子、黒藪美代子、関幸代の協力を得た。

本文の執筆分担は目次に示した。

編集は稲田孝司（センター長）、山本悦世（センター室長）の指導のもとに野崎が行った。

調査・報告書作成においては下記の方々にご援助・教示を頂いた。記して感謝申し上げる。

扇崎　由、島崎　東、千葉　豊、冨井　眞、光永真一（敬称略）
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第19次、21次調査の概要はともに2000年に刊行した『岡山大学構内遺跡調査研究年報』16におい

て一部を報告しているが、本報告をもって正式報告とする。

津島地区では日本測地系による国土座標第V座標系（X＝－144，500m、　Y＝－37，000m）を起

点とした構内座標を設定しており、今回の調査・報告においても日本測地系による国土座標を使

用している。

本報告で用いる高度値は標高であり、第19次調査の方位は国土座標第V座標系（日本測地系）の

座標北を、第21次調査については磁北（西偏約6°50ノ）を示す。

本調査区内の基本的な土層番号が、各遺構等の説明において遺構内埋土の土層番号と重複し混乱

をきたす場合は、基本土層の方に〈　〉を付けている。

遺構名は文章・図・図版中でピットはPと略号化して使用している場合がある。

図・図版の縮尺は原則として下記のようにしている。

〔図〕遺構：全体図1／300、炉・貯蔵穴・土坑1／30

　　　遺物：土器1／4（縄文土器1／3）、石器2／3・1／2、木器1／6

〔図版〕遺物：土器約1／3・1／2、石器1／2、木器1／5

例外のものについては、各々についてその縮尺を明記している。

遺物番号は、土器・土製品については遺構別、包含層別に個別に番号を付した。なお、石器、木

器、金属器についてはそれぞれ材質を示すアルファベット、S（石器）、　W（木器）、　M（金属

器）を付し、調査地点ごとに通して番号を付した。

遺物の観察表の表記は次のような基準で表記している。

法量…残存率が1／2以下のものは復原推定値である。残存率は「形態の特徴と技法」の欄に適

宜記載しているが、小片については残存率を示していない。法量において表示している数値は基

本的にすべて現存での最大値である。胎土については以下の基準で分類した。

微砂：径0．5mm未満、細砂：径0．5mm～1mm未満、粗砂：径1mm～2mm未満、細礫：径2

mm以上

その他、判別の困難なものに関しては砂あるいは砂を含むとしている部分がある。

本報告書に掲載した地形図で、S＝1／50，000のものは、国土交通省国土地理院発行のS＝1／

25，000の「岡山北部」、「岡山南部」の地形図を合成したものである。
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第1章　津島岡大遺跡の位置と地理的・歴史的環境

　津島岡大遺跡ωは、岡山市津島中に所在する岡山大学津島地区構内で確認された遺跡の総称

である。これまでに第29次調査までを実施しており、縄文時代中期から近代にいたるまでの複

合遺跡であることが明らかになっている。遺跡の範囲は西北の一部を除き、構内のほぼ全域に

広がることが推定されている。ただし各時代の遺跡のあり方や遺構密度は、当時の環境や地形

などに影響されるところが大きく、各調査地点の様相は一様ではない。

　津島岡大遺跡がある岡山市津島一帯は岡山平野の北部に位置しており、すぐ北側にはダイミ

山、半田山、烏山などの標高150m前後の小山塊がひかえている。また、岡山県の三大河川の

一つである旭川の西岸にあたる。本遺跡が立地する岡山平野は、旭川の沖積作用によって形成

されている。こうした平野を形成する河川の堆積作用などにより、自然堤防状の小微高地と後

背湿地が形成された。また旭川の旧河道とその支流、および微高地が複雑に展開する地形をな

していた。周辺における遺跡の分布や性格も、こうした地形に影響されている。

　今のところ、津島岡大遺跡周辺にある最古の遺跡は朝寝鼻貝塚である。朝寝鼻貝塚は半田山

丘陵下に立地し、本遺跡の北東隅と隣接している。ここでは縄文時代前期の羽島下層式土器と

安山岩製石器などが出土している（2）。中期の遺構が確認されている遺跡には、今回報告する本

遺跡の第21次調査地点がある。後期以降には遺跡数が増加するが、その多くは本遺跡と同様に

旭川の旧河道やその支流によって形成された微高地上を中心に展開する。本遺跡内でも第3・

5・9・15・17・19・23・26・27次調査地点などで、貯蔵穴・竪穴住居・炉跡などの遺構と、

それらに伴う土器・石器などの遺物が出土している。また縄文時代晩期においても、各調査地

点で遺構・遺物を確認している。旭川の東岸でも、百間川遺跡群（3）で同様の状況が確認されて

おり、旭川下流域では後期から晩期にかけて、人びとの活動域が広がっていったようである。

　弥生時代早期には北部九州に稲作農耕が導入される。瀬戸内地域でこの時期の確実な稲作農

耕の遺構は早期に遡る可能性のある津島江道遺跡を除き見つかっていない（4）。本遺跡周辺にお

ける稲作農耕出現期の遺構は、弥生時代前期の畦畔である。畦畔は、本遺跡第3・5・ll～

17・19・22・23・26～28次調査地点と各所で検出している。また、周辺では津島遺跡（‘）、津島

江道遺跡（6）、北方中溝遺跡（7）、北方地蔵遺跡（8）、北方横田遺跡（9）などで確認されている。前期に

は津島地区一帯が広範囲に耕作域として利用されていたことが明らかになってきた。

　弥生時代中期頃から河道や谷の埋没が次第に進行して平地化することで耕作域が拡大した

り、農耕・水利技術の進歩などから生産基盤が安定したことを背景に、本遺跡周辺でも集落が

一1一
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10．ダイミ山古墳（中期？）26．南方遺跡（弥生）
　　　　　　　　　　　　　27．絵図遺跡（弥生～）11．半田山城跡
12．都月坂墳墓・古墳群　　28．上伊福西遺跡（弥生）
13．烏山城跡（戦国）　　　29．上伊福九坪遺跡
14．七つ坑古墳群（前期）　30．伊福定国前遺跡
15．お塚（様）古墳（中期）31．青陵古墳（前期）

　こ
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32．津倉古墳（前期）
33．妙林寺遺跡（弥生）
34．石井廃寺（奈良～中期）
35～38．散布地
39．鹿田遺跡（弥生中期～）
40．岡山城（戦国～江戸）
41．天瀬遺跡（弥生）
42．新道遺跡
43．二日市遺跡（弥生～近世）
44．網浜廃寺（奈良～平安）
45．網浜茶臼山古墳（前期）
46．操山109号墳（前期）
47．古京遺跡（弥生中期）
48．湯迫古墳群（前期）
49．賞田廃寺・窯跡
　　（白鳳～奈良）

50．唐人塚古墳

51．備前国庁跡（古代～中世）
52，備前国府推定地
53．原尾島遺跡
54．赤田西遺跡（弥生～古墳）
55．幡多廃寺（弥生～中世）
56．赤田東遺跡（弥生）
57．雄町遺跡
58，乙多見遺跡（弥生）
59．百間川原尾島遺跡
　　（縄文中期末～）

60，百間川沢田遺跡
　　（縄文中期～）
61，操山219号遺跡（旧石器）
62．明禅寺城跡（戦国）
63，操山古墳群（後期）

図1　周辺遺跡分布図（縮尺1／50，000）
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増加した。前述した津島遺跡、前期後半からは南方遺跡（1°）、中期からは絵図遺跡（’1）・上伊福遺

跡（’2）・鹿田遺跡（’3）、後期には天瀬遺跡（’4）などが該期の集落例としてあげられる。

　その一方で、津島岡大遺跡の背後にある半田山丘陵では、弥生時代末頃から古墳時代中期に

かけて、首長墓が連続して築かれる。都月坂2号墳丘墓（15）・都月坂1号墳（16）、七つ坑古墳

群（17）、ダイミ山古墳、一本松古墳（18）、お塚（様）古墳（’9）がそれである。また、平野部では、本

遺跡の東方に前方後円墳の神宮寺山古墳⑳が築かれる。津島岡大遺跡では、これらの墳墓が築

かれた時期の遺構として、溝群、水田や集落の一・部などが見つかっている。また、北方長田

（水質試験所）遺跡（21）、津島江道遺跡（22）では竪穴住居が検出された。造墓活動を担ったと思わ

れる集団の存在をうかがわせるものである。

　古墳時代後期になると、津島岡大遺跡周辺では、古墳が築造されなくなる。造墓活動が活発

に行われていたのは、旭川東岸の操山山塊一帯である。集落・生産遺跡としては、本遺跡第

6・7次調査地点や中溝遺跡では該期の水田が、また第10次調査地点では建物や竪穴住居が、

津島江道（岡北中学校）遺跡（23）では土坑や竪穴住居、鍛冶関連の遺物が見つかっている。

　古代になると条里制に関連した遺構が、本遺跡周辺でも認められる。第3・6・7・9・

12・22次調査では、正方位に合致する東西方向の坪境にあたる大溝を確認している。また、津

島江道遺跡では倉庫群や建物群が発見されており、御野郡衙に関係した施設と推定されてい

る。南に目を転じれば、大形建物群をはじめ多くの古代の遺構が検出された鹿田遺跡（24）や新道

遺跡（25）がある。この周辺は摂関家殿下渡領「鹿田庄」比定地とされており、平野の南半まで開

墾が進んでいたようである。旭川東岸では、備前国府推定地や国府に関連したと考えられるハ

ガ（高島小）遺跡（26）が存在する。その南方には、奈良時代の道路や平安時代に護i岸された河道

が見つかった百間川米田遺跡（27）がある。本遺跡が立地する岡山平野一帯が要地であったことを

うかがわせる。

　中世になると、耕地造成がなされ、地形が平坦化し、平野一面に水田が広がったと推定され

る。本遺跡でも水田の畦畔が検出されている。また、鹿田遺跡（28）・二日市遺跡（29）・百間川遺跡

群（3°）などが、該期の集落として知られている。

　近世には、児島湾の干拓によって急速に陸化が進んだ。岡山平野の水田化も進み、本遺跡の

ある御野郡一帯は岡山藩の穀倉地帯となった。1907～1908年には御野郡御野村・伊島村に旧陸

軍屯営用地が造成された。その当時の建物は、岡山大学津島地区構内にもいくつか残されてい

る。近年は急速に市街化が進み、かつての田園風景は一・変した。　　　　　　　　　　（横田）

註・参考文献

（1）津島岡大遺跡での発掘調査は、2002年度までに第29次調査までを実施している。以下、本文中の各調査地
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　　点の引用・参考文献を表1に掲げておく。

（2）富岡直人『朝寝鼻貝塚発掘調査概報』加計学園埋蔵文化財調査室発掘調査報告書2　1998年

（3）二宮治夫『百間川沢田遺跡2　百間川長谷遺跡2』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告59　1985年

（4）本遺跡に隣接する津島江道遺跡では弥生早期に遡る可能性のある水田跡が検出されている。「津島江道遺

　　跡」『日本における稲作農耕の起源と展開一資料集一』日本考古学協会静岡大会実行委員会　1988年

（5）平井勝『津島遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告1512000年

（6）草原孝典「津島江道（岡北中）遺跡」『岡山市埋蔵文化財調査の概要1997（平成9）年度』1999年

（7）岡田博『北方下沼遺跡　北方横田遺跡　北方中溝遺跡　北方地蔵遺跡』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告126

　　　1998年

（8）註7

（9）註7

（10）
a

b

C

d

岡山市遺跡調査団『南方遺跡発掘調査概報』1971年

岡山市遺跡調査団『南方（国立病院）遺跡発掘調査報告』ユ981年

岡山県教育委員会『南方遺跡』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告40　1981年

内藤善史『絵図遺跡　南方遺跡』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告ユ10　1996年

（11）　言主10d

（12）中野雅美「上伊福（ノートルダム清心女子大学構内）遺跡」岡山県埋蔵文化財報告14　1984年

　　中野雅美・根木修「上伊福九坪遺跡」『岡山県史』考古資料　1986年

（13）吉留秀敏・山本悦世『鹿田遺跡』1　岡山大学構内遺跡発掘調査報告第3冊　1988年

（14）出宮徳尚「天瀬遺跡」『岡山県史』考古資料　1986年

（15）近藤義郎「都月坂二号弥生墳丘墓」『岡山県史』考古資料　1986年

（16）近藤義郎「都月坂一号墳」『岡山県史』考古資料　1986年

（17）七つ坑古墳群発掘調査団『七つ坑古墳群』1987年

（18）近藤義郎「一本松古墳」『岡山県史』考古資料　1986年

（19）近藤義郎「岡山市津島の俗称『おつか』と称する前方後円墳についての調査の概略報告」『古代吉備』10

　　集　1988年

（20）鎌木義昌「神宮寺山古墳」『岡山県史』考古資料　1986年

（21）宇垣匡雅「北方長田（水質試験所）遺跡」『岡山市埋蔵文化財調査の概要1999（平成11）年度』2001年

（22）高畑知功「津島江道遺跡」『岡山県埋蔵文化財報告』18　1988年

（23）註6

（24）註13、松木武彦『鹿田遺跡』3　岡山大学構内遺跡発掘調査報告第6冊　1993年

（25）草原孝典『新道遺跡』2002年

（26）草原孝典「ハガ（高島小）遺跡」『岡山市埋蔵文化財センター年報』1　2002年

（27）物部茂樹『百間川米田遺跡』4　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告164　2002年

（28）註6、松木武彦・山本悦世『鹿田遺跡』4　岡山大学構i内遺跡発掘調査報告第11冊　1997年

（29）出宮徳尚「岡山県二日市遺跡」『日本考古学年報』35　1985年

（30）　言主27
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表1　津島岡大遺跡文献一覧

調査次 書　　名 発行年

1 1次
岡山大学津島北地区小橋法目黒（AW14区）の発掘調査
i岡山大学構内遺跡発掘調査報告第1集）

1985年

2 2次
岡山大学津島地区遺跡群の調査H（農学部BH13区他）
i岡山大学構内遺跡発掘調査報告第2冊）

1986年

一3

3次 津島岡大遺跡3（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第5冊） 1992年

4 4次 岡山大学構内遺跡調査研究年報4 1987年

5 5次 津島岡大遺跡4（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第7冊） 1994年

6 6・7次 津島岡大遺跡6（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第9冊） 1995年

7 8次 津島岡大遺跡5（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第8冊） 1995年

8 9次 津島岡大遺跡10（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第14冊） 1998年

9 10・12次 津島岡大遺跡11（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第16冊） 2003年

10 11次 津島岡大遺跡7（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第11冊） 1995年

11 13次 津島岡大遺跡8（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第12冊） 1996年

12 14次 津島岡大遺跡9（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第13冊） 1997年

13 15次 【岡山大学構内遺跡調査研究年報13】 1996年

14 16次 岡山大学構内遺跡調査研究年報14 1997年

15 17次 【岡山大学構内遺跡調査研究年報14】 1997年

16 18次 岡山大学構内遺跡調査研究年報16 2000年

17 19・21次 津島岡大遺跡12（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第17冊、本報告書） 2003年

18 20次 岡山大学構内遺跡調査研究年報16 2000年

19 22次
【岡山大学構内遺跡調査研究年報16】
y岡山大学構内遺跡調査研究年報17】

2000年
Q000年

20 23次
【岡山大学構内遺跡調査研究年報17】
y岡山大学構内遺跡調査研究年報18】

2000年
Q001年

21 24次 【岡山大学構内遺跡調査研究年報18】 2001年

22 25次 【岡山大学構内遺跡調査研究年報18】 2001年

23 26次
【岡山大学構内遺跡調査研究年報18】

y岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　2001】
2001年
Q003年

24 27次 【岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　2001】 2003年

※1、2の編集は岡山大学埋蔵文化財調査室、

【】で示したものは概報である。

3～24は岡山大学埋蔵文化財調査研究センターによる。
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第2章　第19次調査

第1節　調査の経過

1．調査に至る経過

　岡山大学津島地区構内における本格的な発掘調査は、1982年度に行われた津島岡大遺跡第1

次調査に始まる。1997年度までに17次にわたる発掘調査が実施され、各地点で良好に遺構・遺

物が包含される状況が確認されていた。

　こうした状況のもと、1998年度になってコラボレーション・センターが新設されることとな

り、校舎の建設が計画された。建設予定地は1988年度に発掘調査が行われた第5次調査地点

（大学院自然科学研究科棟）の南西約50mの位置であり、北側には1987年に理学部エレベー

ター設置に際して試掘調査を行った地点が位置する。両者とも遺構や遺物、包含層が確認され

ているが、特に第5次調査地点では縄文時代の河道と、その両岸に構築された貯蔵穴群が確認

されているうえ、遺物の出土量も多い。したがってコラボレーション・センターの建設予定地

においても何らかの遺構1・遺物が確認されることが予想された。そのため、1998年5月18、19

日に試掘調査を行い、包含層の有無を確認することとなった。そこで試掘坑を建設予定地の南

東部、北西部の2ヶ所に設定して調査を行った。その結果、調査区の南東では微高地が広がっ

ているが、北西では河道の堆積物と思われる土層が確認でき、調査区の北半に河道が通ってい

ることが予測された。

　上記の試掘調査の結果をうけて、1998年7月27日から調査面積1031m2、調査員3名で発掘

調査を開始した。

2．調査組織

1998年度に行った津島岡大遺跡第19次調査は下記の体制で実施している。

調査体制

管理委員会

　学　　長　　小坂　二度見

　文学部長　　成田　常雄

自然科学研究科長　　　　岩見　基弘

資源生物科学研究所長　　青山　勲
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教育学部長

法学部長

経済学部長

理学部長

医学部長

歯学部長

薬学部長

工学部長

農学部長

松畑　煕一

植松　秀雄

坂本　忠次

佐藤　公行

産賀　敏彦

松村　智弘

篠田　純男

中島　利勝

内田　仙二

環境理工学部長

文化科学研究科長

河野　伊一郎

岩間　一雄

附属図書館長　　　　　　神立　春樹

医学部附属病院長　　　　大森　弘之

歯学部附属病院長　　　　村山　洋二

固体地球研究センター長　久城　育夫

医療技術短期大学部長　　遠藤　浩

学生部長　伊澤　秀而（ユ998年8月15日まで）

　　　　　松畑　煕一（1998年8月16日から）

事務局長　藤井　武　　（1998年6月30日まで）

　　　　　諸橋　輝雄（1998年7月1日から）

埋蔵文化財調査研究センター長　稲田　孝司

響

篶

次

讃
竃

幹　　事

　庶務部長　厚谷　彰雄 経理部長　黄楊川　英了 施設部長　遠藤　久男

運営委員会

　文学部教授

　文学部教授

　理学部教授

　経済学部教授

稲田　孝司（センター長）

狩野　久

柴田　次夫

建部　和弘

医学部教授　村上　宅郎

農学部教授　千葉　喬三（調査研究専門委員）

施設部長　　遠藤　久男

埋蔵文化財調査研究センター　新納　泉

　　　　　　　　　　　　　（調査研究室長、

調査主体

調査総括

調査主任

調査員

小坂　二度見（岡山大学長）

稲田　孝司（埋蔵文化財調査研究センター長）

野崎貴博（埋蔵文化財調査研究センター助手）

岩崎志保（埋蔵文化財調査研究センター助手）1998年12月まで

豊島直博（埋蔵文化財調査研究センター助手）

3．調査の経過

　1998年7月17日から厚さ約1m前後の近代以降の造成土掘削を開始した。機械による造成

土掘削は7月24日で終了し、27日から本格的な発掘調査に入った。機械による掘削は近代以降
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の造成土までとし、明治層（2層）からは人力による掘削を行っている。以後は試掘調査の

データを踏まえ、明治層・近世層・中世層・古代層のそれぞれの面で耕作関連遺構の調査を

行った。発掘調査には調査員3名の体制であたった。

　造成土直下において確認した明治層では南北方向に延びる多数の畝を検出した。明治層上面

の調査、明治層の除去と併行して近代以降の撹乱の除去を行っている。近世の堆積層である

3、4、5層の調査では鋤溝と思われる耕作痕、溝、水田畦畔などの耕作関連遺構、土坑や

ピットのほか、2条の溝によって区画された南北方向に延びる道路状遺構の調査を行った。中

世の堆積層である6、7層では、南東から北西方向に走行する数条の溝の調査を行った。古代

の堆積層である8層では、水田畦畔、柱穴列を伴う溝群の調査を行っている。なお、各層の掘

り下げにあたっては、水田畦畔検出のために水田面と判断される面から数センチ上部で止め、

以下を精査することで畦畔の検出に努めた。

　10月中旬からは古代～古墳時代～弥生時代後期にあたる8、9、10層の調査を行い、東西方

向に延びる多数の溝を検出した。これらの溝は埋没後、ほとんど位置を変えずに何度も再掘削

されており、複雑に切り合っていた。

　11月中旬からは上面が弥生時代前期にあたる11層上面の調査に入り、水田畦畔や貯蔵穴等の

遺構と調査区を東西に貫流する河道を検出し、調査を行った。河道の南岸では貯蔵穴群がまと

まった状況で検出され、河道から微高地にいたる斜面では水田畦畔を確認した。また、調査区

の南半部では東西方向の溝を確認した。河道は幅約10m、深さ約1．5mと大規模なものであ

り、掘削に多くの時間がかかることが予想されたため、調査区西壁と中央南北断面を幅広く残

して精査することとし、その他は一括して掘り下げた。なお、幅広に残した断面観察用の土手

は、詳細に観察し、記録を取った後、分層して掘削し、遺物の帰属を把握するように努めた。

　12月中旬からは縄文時代後期の包含層と遺構の調査を行った。多数のピット群と土坑、焼土

の入った土坑、炉を検出した。一部は下層の礫層（13層）まで掘り下げて縄文時代後期以前の

遺構・遺物が存在しないことを確認した。すべての遺構を調査した後、土壌サンプル等の採取

を行い、1999年2月18日に調査を終了した。なお、11月下旬から始まった鹿田遺跡第9次調査

との関係で、1999年1月からは調査員2名の体制で発掘調査にあたっている。

　現地説明会は1999年1月31日に実施し、約30名の参加があった。翌日の2月1日にはコラボ

レーション・センターが理学部棟に隣接していることもあり、理学部関係者を対象とした説明

会を開催し、約50名の参加があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野崎）
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第2節　調査の成果

第2節　調査の成果

1．調査区の位置と区割り

a。位置

　津島岡大遺跡は、岡山大学津島キャンパス内の遺跡群の総称であり、岡山市の旧市街地の北

半に位置する。第19次調査地点は津島キャンパスの中でも津島北地区の南半部、大学構内中央

を東西に貫流する座主川の北側約30mに位置している。調査地点の北東側には大学院自然科
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12．附属図書館　　　　　　　　　　21．工学部エレベーター（本調査地点）
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第2章第19次調査

学研究科棟、北・西側には理学部講義棟がある。

　第19次調査地点の周辺部では、これまで北東約70mの地点において第5次調査（大学院自

然科学研究科棟地点）が行われている。第5次調査地点では、縄文時代後期の河道の両岸に多

数の貯蔵穴が築かれていることが確認され、河道内からは多数の縄文土器や石器が出土してい

る。また北約30mの位置では理学部棟エレベーター付設工事の際に試掘調査を行い、縄文時

代の低地部や包含層を確認している。さらに南西約100mの津島南地区では第10、14次調査が

行われており、第10次調査では弥生時代後期の土墳群、弥生時代末～古墳時代初めの井戸、古

墳時代後半期の住居などが、第14次調査では弥生時代前期の水田畦畔、古墳時代初めの溝群、

古代の溝群が確認されている。このように周辺部の調査では縄文時代以降の遺構・遺物が確認

されており、本調査地点においても遺構・遺物が確認されることが予想された。

b。構内座標の設定

　岡山大学津島地区構内では、国土座標第V座標系（日本測地系）の座標北方向に軸をあわせ

た構内座標を設定している。これは、本地区での全体的な地割の方向が、ほぼ南北、東西の方

位に合致するとともに、市街地中央で正方位の条里地割が認められるという原則に則ったもの

である。岡山大学は津島キャンパス北に位置する半田山山塊の一部をも大学の敷地に含んでい

るので、構内全体を覆う局地座標系を設定するために構内座標の原点をキャンパスの北約900

mに置いている。その起点となるのは、国土座標第V座標系（日本測地系）の南北軸座標値

（X＝－144，500m）と東西軸座標値（Y＝－37，000m）の交点である。

　この原点から一辺50mの間隔で、東西方向と南北方向に方形の区割りを行い、上述の座標

原点から、東西線については北から南へAA～BGライン、南北線については東から西へ00～

48ラインとしている。こうして区割りした各々の50m四方のグリッドに対しては、二方向の

軸線の名称を組み合わせた北東隅の交点の名称を付している。この命名法によれば、原点はAA

OOとなる。その他の交点についてもAWO3、　AZO5、…、などのように呼称している。

c。調査区の区割り（図3）

　第19次調査地点は、北にAZライン、南にBAラインが東西に通り、調査区内を南北方向に

10ラインが通る。したがって地区としてはAZO9、　AZ10の2グリッドにまたがることとなる。

しかし、50m四方のグリッドのみでは調査や報告の便宜上不都合が生じる。そのため、これ

をさらに細分して一辺5m単位の小グリッドを設け、大グリッドの中を100分割している。こ

の小グリッドの名称と細分基準は次の通りである。
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図3　調査区の区割り（縮尺1／400）

　細分基準は先に設定した構1内座標の50m間隔のラインを基準としてその間を10等分する。

この細分区画ラインは、アルファベット表記の東西線では北から0～9、アラビア数字表記の

南北線では東から00～90で示す。この細分区画ラインで囲まれた5m四方の1区画は50m四

方の大区画の呼称と、北東角で交わる二方向の細分区画ラインの数字を合計したものを組み合

わせ、AZO9（大区画名）－01（細分区画名）、　AZO9－44、…と呼称する。したがって50m四

方の大区画の北東角に位置する5m四方の小区画は00区、南西角の小区画は99区となるので

ある。
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第2章　第19次調査

2．層序と地形

a．層序（図4）

　土層の堆積状況については、調査区中央を南北、東西方向に設定した土手によって観察し

た。また、必要に応じて調査区周囲の壁面や、任意に設定した土層観察用の土手で確認してい

る。

〈1層〉　本地区が1907～1908年（明治40～41年）に陸軍屯営用地として造成された際の造成

土である。上面（現地表面）は標高約4．8mである。

〈2層〉　暗灰色～暗青灰色を呈する粘質土で明治期の耕作土である。やや砂質を帯び、しま

りはない。斑状に鉄分を含む。1907年の造成によって埋め立てられた畝が残存している。検出

面の標高は約3．5～3．6mである。

〈3層〉　明燈色砂質土層で層中にマンガンの沈着層があり、調査区北東ではこの面を挟んだ

上下で3a層、3b層に二分できる。3層の標高は約3．4～3．5mである。出土遺物から近世

の包含層と考えられる。近世の道路状遺構を確認したのは3b層上面である。

〈4層〉　暗灰褐色土でやや砂質を帯び、しまりのない土である。やや大きめのマンガン粒を

斑状に含む。検出面の標高は約3．3～3．4mである。出土遺物から近世層と考えられる。

〈5層〉　明灰色砂質土で上面に鉄分が沈着する。4層よりやや粘質を帯び、小マンガン粒が

散布する。この5層より上位の土層については、ほぼ水平に堆積し、調査区全面で認められ

る。5層より下位では調査区南東部が微高地状の高まりとなっており、調査区全体での土層の

堆積状況は一様ではない。検出面の標高は約3．3～3．35mである。出土遺物から近世層と考え

られる。

〈6層〉　灰褐色砂質土で、上面では鉄分の沈着が著しい。南東の微高地では堆積がみられ

ず、それ以外ではほぼ水平に堆積する。検出面の標高は約3．25～3．3mである。出土遺物から

中世の堆積層と考えられる。

〈7層〉　灰褐色～暗青灰褐色粘質土で、上面では鉄分の沈着が著しい。マンガン粒を多く含

む。7層上面では水田畦畔と南東から北西方向に延びる溝を検出した。南東の微高地では堆積

がみられず、それ以外ではほぼ水平に堆積する。検出面の標高は約3．15～3．2mである。出土

遺物から7層は中世の包含層であると考えられる。

〈8層〉　黄灰褐色砂質土である。含有物や土質により8a、8b層の二層に細分できる。8

a層は上面に鉄分の沈着が著しい。下層の9層上面のレベルが下がる部分で8a層よりも粘性

が強く、鉄分を多く含む8b層が確認できる。南東の微高地部以外ではほぼ水平に堆積する。

出土遺物から古代に属すると考えられる。検出面の標高は約3．1～3．15mである。
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第2章　第19次調査

〈9層〉　暗褐色～暗灰色砂質土でマンガンの含有が認められる。9層上面で検出した溝から

古墳時代中期の須恵器が出土しており、古墳時代中期までの堆積層であろう。検出面の標高は

約2．95～3．Omである。

〈10層〉　黄灰褐色砂質土でマンガンの含有が認められる。10層上面で検出した溝から弥生時

代後期の土器が出土しており、弥生時代中期～後期までの堆積層と考えられる。検出面の標高

は約2．8～2．95mである。

〈11層〉　暗褐色粘質～砂質土である。この暗褐色土は津島地区では「黒色土」と呼称してい

る上面が弥生時代前期に比定される鍵層である。11層上面では弥生時代前期の水田畦畔等を検

出している。検出面の標高は約2．7～2．9mである。

　11層・は色調、土質、含有物などから2層に細分が可能である。上層の11a層は黒褐色粘質土

が主体であるが、南東の微高地部分では粘性が弱まり、若干砂質を帯び、マンガン粒を多く含

む。下層の11b層では、下方に向かうにつれ黒褐色の色調が脱色し、黄褐色砂質土に近づく。

その変化は漸移的である。

〈12層〉　明黄褐色砂質土である。縄文時代後期の層と考えられる。検出面の標高は約2．4～

3．Omである。12層は調査区南東の微高地部分とそれ以外では、土色に若干の差異がみられる

が、その変化は漸移的であり、明瞭には分層できない。そこで調査区の大半を占める明黄褐色

砂質土を12a層、微高地部分で12　a層に対応している明茶褐色砂質土を12b層とした。調査区

南東の微高地上部分では12b層上面で縄文時代後期の遺構を確認したことになる。

〈13層＞　13層以下は調査区南東の微高地部で確認した。13層は茶褐色砂礫層である。粗砂と

大振りの礫で構成される。標高2．1～2．95mで確認している。砂礫層が確認できたため、調査

区南東部では縄文時代後期以前から高まりが存在していることが明らかになった。

〈14層〉　暗茶褐色砂質土である。南東の微高地部分においてのみ確認できた。標高は約2。0

～2．7mである。13、14層では遺構i・遺物は確認されなかった。

b．地形

　前項で概説した層序のあり方を基礎に、本調査区における地形の変遷を概略する。

縄文時代後期以前　縄文時代後期以前では調査区南東で砂礫層（13層）が高い位置まで上が

り、微高地を形成することが確認されている。この段階では遺構・遺物を確認できなかったた

め、この砂礫層が形成された段階については不明であるが、この微高地が中世段階まで影響を

与えっづけている。調査区中央、北側では標高1．1mまで12層を確認しており、13層段階では

南東部にのみ残丘状に高まりが存在していたと考えられる。その後、縄文時代後期にかけて12

層の堆積が進み、比較的安定した微高地が調査区内に広がるようになったと考えられる。調査
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第2節　調査の成果

区内ではこの段階にはまだ河道は通っていない。

縄文時代後期～晩期　縄文時代後期には14層の影響を受け、調査区南東に微高地が形成されて

いる。この微高地から北、北西、西に向かって次第に地形が下がり、若干の起伏を有するもの

の、全体として安定した微高地を形成している。縄文時代後期から晩期の間は、いわゆる「黒

色土」（11層）が堆積する。黒色土は調査区全体に認められるが、下層の12層上面の起伏を反

映し、調査区南東では微高地を形成している。

弥生時代早期～前期　弥生時代早期から前期では前段階から引き続き南東に微高地が広がる。

この段階までに調査区北半では新たな河道が通るようになる。この河道は弥生時代前期の新段

階には最深部まで流水があったが、それ以降堆積作用が進み、中期中葉段階には完全に埋没し

てしまう。微高地上も11層上面は若干の起伏を有しているが、前期段階に堆積が進み平坦化す

るようである。

弥生時代中期～古墳時代前半期　弥生時代中期には調査区北半の河道が完全に埋没し、たわみ

状の地形となる。また、河道から溢れ出した洪水砂によって南東微高地部までの起伏は埋没

し、平坦化する。南東は前段階の微高地が高さを減じながらも残る。

古墳時代後半期～古代　古墳時代後期から古代にかけては調査区南半が高く、調査区北半は弥

生時代中期までに埋没した河道の影響をうけて若干たわんだ状況になる。南東微高地部はこの

段階においても埋没しきらず、高まりとして残る。

中世以降　中世以降、地形の平坦化が進む。調査区南東の微高地の東側では、一部で高い地形

を削平し、調査区内の低い場所では土を入れている可能性がある。縄文時代後期以降継続して

みられた微高地も埋没し、これ以降、近世、近代に至るまでほぼ平坦な地形となる。南東微高

地部は8層、7層の堆積段階に完全に埋没するようである。

表2　基本土層註記

層名 色調、土質 含有物等の特徴 層名 色調、土質 含有物等の特徴

〈2層〉 暗灰色～暗青灰色粘質土 Fe 〈9層〉 暗褐色～暗灰色砂質土 Mn
〈3層〉 明褐色砂質土 〈10層〉 黄灰褐色砂質土 Mn
〈3a層〉 〈U層〉 暗褐色粘質～砂質土

〈3b層〉 上面にMn沈着

〈4層〉 暗灰褐色土 Mn
〈11a層〉

粘質土主体、微高地部では粘

ｫ弱まる、Mn

〈5層〉 明灰色砂質土 Fe 〈1ユb層〉 下方に向かい漸移的に脱色

〈6層〉 灰褐色砂質土 〈12層〉 明黄褐色砂質土

〈7層〉 灰褐色～暗青褐色粘質土 Fe、　Mn 〈12a層〉 明黄褐色砂質土

〈8層〉 黄灰褐色砂質土 〈12b層〉 明茶褐色砂質土

〈8a層〉 上面Fe 〈13層〉 茶褐色砂礫層 粗砂と大振りの礫

〈8b層〉 8a層より粘性強、　Fe 〈14層〉 暗茶褐色砂質土

※Fe：鉄、　Mn：マンガン
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第2章　第19次調査

3。縄文時代の遺構・遺物

a．12層検出の遺構・遺物

　縄文時代の遺構は12層上面、標高約2．3～3．Omで検出した。検出した遺構は、炉2基、土

坑6基、ピット157基、溝2条である。出土遺物や層位から判断すると、これらの遺構はいず

れも縄文時代後期のものである。

　縄文時代後期の遺構面である12層上面の地形をみてみると、調査区南東では下層の基盤層と

思われる砂礫層（13層）が標高約2．9mまで上がって微高地を形成しており、その影響をうけ

10－00 09－90 09－80 09－70 09－60 09－50 09－40

◎◎　　　　土坑3　　◎　　　　＠

　　　　◎P4　　　　　◎P1　　　　　◎
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⑨　　　⑨

　　○
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◎
炉2

驚゜

　　　f

弥生時代の河道

イー　一u

　　　◎◎　◎
鳴　　・◎◎◎

昆P；⑨・／る

⊥≡」一⊥＿⊥＿」一一
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◎
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　　　　　　　◎
　　　　　　　　　　◎◎　　　◎　　　　　　◎　㊦

　　　　　　　　　　　◎◎　　　◎　　　　◎

　　　⑨　（9P3　・

◎

◎

⑲◎　　　◎◎

　　◎a

　　la’溝1

璽）　　　　＠◎◎◎

　　・◎土坑『

。。。・咽◎

　　　　　　　　　◎
　　　　　　　◎（3◎

　　　　　　　⑬㌔

◎

◎

　　　　◎●
　　・禽
◎◎◎

◎　　◎

◎

◎◎　・螂

◎

＠

◎◎

◎
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。（や
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0 10m

図5　12層検出遺構平面図（縮尺1／300）
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第2節　調査の成果

て12層段階でも南東に

微高地が形成されてい

る。この微高地から次

第に北、北西、西に向

かって地形は下がり、

若干の起伏はあるもの

の、安定した微高地が

広がる。調査区北半で

は弥生時代前期に新た

につけ変わったと考え

られる東西方向の河道

により縄文時代後期の

遺構面は失われている

が、この河道の南北に

おいても比高差はほと

んどない。したがって

A杢4

Ai墾5

Ai已6

A乙7

Aii三8

A至9

10－00　　　09－90　　　09－80　　　09－70　　　09－60　　　09＿50

1　　1　　1　　1　　1　　1
　2．5m

國襯5m以下の範囲

2．6m　　　N

2．5m

s一
惣

0　　　　　　　　　10m

図6　12層上面地形復原図（等高線は遺構上端の標高と調査区内を無作為に計

　　　測した標高値から復原したもの）（縮尺1／500）

縄文時代後期の段階では河道の範囲にも微高地が広がっていたと考えられる。さらに詳細にみ

れば調査区南東の微高地の縁辺部では東北東から西南西に向かって標高約2．5m以下の帯状の

窪地が延びている。また、調査区北半では北東から南西に向かって標高約2．5m以下の低地が

広がっている。本調査地点の北東に位置する第5次調査地点では縄文時代後期に東北東から西

南西に延びる河道を確認しており、これが本調査地点の北側の近接した位置を通っていると予

想されるため、低位部の広がる方向もその影響を受けているものと思われる。

　遺構は調査区全体で確認しているが、遺構の分布状況と復原した地形をあわせてみると、大

形の土坑やピット群は標高約2．5m以下のやや窪んだ位置に作られていることが多いこと、炉

は調査区中央に広がる微高地の縁辺でやや地形が下がる位置に作られる傾向があることを看取

できる。

霧

劉

づ

羅

箋

炉

　炉は調査区南西部のAZ10－08、09区で2基検出している。

炉1（図7・8）

　炉1は調査区南西のAZ10－08区で検出した。調査区西側の土層断面観察用に掘削した側溝

において確認したため、その掘削の際に西半部上半を失っている。直径約0．7mの不整形な円
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第2章　第19次調査

旦m

　　　　　　　　　　　　　　焼土

1．灰黄　　　　　　　　　　　　炭
　礫含む、微量の炭を含む
2．暗黄褐色砂質土
　微量の炭を含む
3．暗黄褐色砂質土
　炭を多く含む
4，暗褐色砂質土
　炭を極めて多く含む、焼土を多く含む
5．暗褐色砂質土
　炭、焼土を少量含む

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図7　炉1平・断面図（縮尺1／30）

形を呈しており、検出面の標高は約2．5m、底面の標高は約2．O

mで、炉の深さは約0．5mである。播り鉢状の断面形を呈し、

最深部中央に小穴状の掘り込みを有している。

　炉の中央部には焼土塊が多く堆積していた。また、炉壁は被

熱により赤変して硬化している。さらに西側では炉の外側も被

熱により赤変している範囲が認められた。

　炉内の埋土についてみてみると、炉の最下層にあたる5層で

は炭や焼土の包含量が少ないが、直上の4層では炭や焼土の包

含量が極めて多く、また、4層と5層の層理面には焼土塊が確

認できた。これは炉穴を掘削した後まもなく5層が堆積し、4

層段階に炉の本格的な使用が開始された結果であると思われ

る。3層も多くの炭を包含していることから、3層段階までは

炉の使用がなされていたものと考える。3層は1、2層と土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

0　　　　　　　　　　　10cm

　・づ多堅で’㌶・∵．、　　　　　　　　．，〆
　コ　ざ　ペロ　　　　　　　　　　　　　めぷピベコ　　　　　　　　　　　　　ぞノ　せり　　てチ
　　ノ　コニごおント　　　　　　ペビでへざ　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　ヂぷら

㌔二叉1ぎジ三叉忘二ぎ曇蕊

　　　　　　　㍉㌻慈：：ぎ，蕊涜三㌻

　　　　　　　　　＼■選ご蕊鱗三

　　　　　　　　　　ジ1窟攣

　　　　　　　　　　。、．でノ～・　　　　　　　　　　　　1

法量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高

1 鉢 （34．4）
一 一

（外）ナデ，条痕，沈線，弧状文（内）ナデ （外）（内）茶褐色～暗茶褐色 微～粗砂 波状口緑

図8　炉1出土遺物（縮尺1／3）
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第2節　調査の成果

色、土質が似ているが、炭の入り方が全く異なっている。1、2層では炭や焼土の包含量が少

なくなり、特に1層ではレンズ状の堆積状況を確認できるうえ、礫が浮いた状況で流入してい

ることから、炉を廃棄した後の流入土と考えられる。

　炉1からは鉢（図8－1）が出土した。この鉢は炉の1、2層から出土したものであり、・器

壁に煤等の付着は認められなかった。これは焼土や炭の包含状況から3層段階までの炉の使用

という先の推測に合致するものといえよう。

　この鉢は波状口縁を呈し、口縁部を肥厚させるもので、口縁部の文様帯に2条の平行沈線を

施す。体部の調整は外面では下半に横方向の条痕が認められ、上半部はナデによる調整であ

る。内面はナデによって調整している。文様は口縁部に施された2条の平行沈線のほか、体部

には平行する条線により半円形の弧状文が同心円状に3単位確認できる。弧状文の中心は口縁

部の波頂部からずれた位置にある。この鉢は口縁部の形状や文様帯の特徴から縁帯文土器の範

疇でとらえることができる。さらに口縁部に施された2条の平行沈線や、体部外面に条線で施

文された半円形の弧状文などは、津雲A式に類するものである。

炉2（図9）

　炉2は調査区南西のAZ10－09区、炉1より南に約2mの位置において検出した。検出面の

標高は約2．35m、底面の標高約2．2mで、平面形は直径約1mの不整形な円形を呈している。

深さは約0．2mと浅く、また、断面形も台形状を呈しており、炉1の断面形とは異なる。

　炉内の埋土は、掘り方の最下層に堆積する2、3層では焼土塊小片、少量の炭が認められて

いる。最も焼土塊が堆積していたのは1層であり、中心に大

振りの焼土塊が堆積している。1層では被熱部分も認めら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕊
れ、ここで火を使っていたことがうかがえる。ただし、断面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　ぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N一
形態が台形状を呈すること、径が大きいこと、掘り方が浅い

ことなどから、炉1とは機能や目的、加熱する対象物が異な

る構造物であったと考えられる。なお、炉2からの遺物の出

土はなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24m

　土坑

　土坑は調査区北半、調査区南西部で検出した。土坑の中に

は焼土や炭を包含するものもある。調査区南西部の土坑は微

高地と低位部との緩斜面に掘削される傾向がみられる。

土坑1（図10・11）

　土坑1は調査区北側のAZO9－64区で検出した。西側は調

口焼土

0

1．灰赤褐色弱粘質土
　被熱部分、焼土多く含む
2，暗黄褐色弱粘質土
　焼土、灰色粘土少量含む
3，暗黄褐色弱粘質土
　焼土粒小片、炭少量含む

　　　　　　　　1m

図9　炉2平・断面図
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第2章　第19次調査

口焼土

〆炭

2動

　　　　　　　　　〆

1，明黄榿褐色～暗黄灰褐色砂質土
　黒色土（粘性強い）ブロック多
　く入る、炭・焼
　土多量に入る、Fe多く含む
2，暗灰褐色～黄灰褐色砂質土
　黒色土（粘性強い）ブロック多
　く入る、黄
　褐色ブロック入る

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図¶0　土坑1平・断面図（縮尺1／30）

ニー＝－2∴乏二＝＿
「・一　　　　　三
　＼

＿＼
　一～　　　，＼

査区中央に設定した±層観察用のトレンチ

によって失われている。長楕円形の浅い土

坑が2基切りあった形状であるが、調査時

には検出面での切り合い関係を確認できな

かった。検出面の標高は2。55m、底面の標

高は約2。2mで、深さは約0．35mである。

　土坑1では大形の焼土塊や炭化物塊が多

量に確認されている。その散布状態につい

てみてみると、大形の焼土塊は土坑の中央

から北半にかけて密集して堆積している。

また、東側の掘り方内の包含量が多いこと

が看取される。周辺にも炭化物小片が散布

するが、大形の炭化物塊は焼土の間に多く

認められる。

　土坑1では焼土や炭が多量に検出された

ため、被熱部分の有無を詳細に観察した

が、壁面や底面、周辺部に被熱した部分は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　10cm

　　　　　　　　　－　　（1）
0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

－　　（S1）

、

S1

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 備考

1 浅鉢 （26．6）

一 一 （外）ミガキ，ナデ（内）ミガキ，小穿孔 （外）明茶褐（内）淡黄灰白～暗褐 精良，微砂

図11　土坑1出土遺物（縮尺　1　1／3，S1　1／2）
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第2節　調査の成果

認められなかった。したがって土坑1で火を使用した可能性は低いと考えている。また、焼土

塊は土坑1の外側においても散布しており、二次的に移動していることも想定できるが、周辺

に炉や被熱が観察される土坑が検出されていないことは注意される。

　土坑1からは大形の無文の浅鉢1点、叩石1点が出土した。浅鉢は中央の焼土塊の間からの

出土である。浅鉢の外面は口縁部付近ではミガキ、体部はヘラ状の工具によってなでて調整し

ている。内面はミガキによる調整である。体部に円形の透かし孔が穿孔される。無文の浅鉢で

あり、時期の判別は難しいが、後期前半の範疇におさまるものと考えられる。

　Slの叩石は扁平な流紋岩を使用したもので、半分を欠失している。短辺の小口面に敲打痕

が明瞭に残る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N

AZO9－97区で検出した。

検出面の標高は約2．55m、

底面の標高は約2．3mで、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．6m

約0．7mの長楕円形を呈し　　　2．羨秦§2砂質土大型の炭のブ。ックを0　　　　　　　　1m

　　　　　　　　　　　　　　　　含む、微量の焼土を含む　　　　　　　　』＿
ている。断面形は浅く、皿

状を呈する土坑である。　　　　　　　　　図12土坑2平・断面図（縮尺1／30）

　土坑2は検出面で炭が多量に散布している状況がみられていた。その埋土をみてみると、ま

ず浅い皿状の土坑を掘削した後に大形の炭の塊や微量の焼土を含む2層が堆積する。2層堆積

後、土坑の中央に新たに径約0．5mの小穴を掘削している。この小穴内の埋土（1層）にも炭

を多く含んでいる。壁面や底面において被熱の痕跡はみられなかった。なお、土坑2からの遺

物の出土はない。

土坑3（図13・14）

　土坑3は調査区北西のAZO9－93区で検出した。検出面の標高は約2．5m、底面の標高は約

2．Omで、深さは約0．5mの大形の土坑である。平面形は東西約1．6m、南北約2．Omの不整形な

長楕円形を呈する。

　土坑内の土層の堆積状況をみると、少なくとも2ないし3回の掘削が繰り返し行われてい

る。土層の堆積順に、6～9層の掘削、4、5層の掘削が行われる。これらが埋没した後2、

3層の掘削がなされ、最終的に土坑の窪んだ部分に1層が流れ込んだと考えられる。

　土坑内の南西部分には焼土の広がりが認められた。また、土坑北側の最深部の9層では底面

一21一
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第2章　第19次調査

付近に炭の堆積層が認められ

る。さらに土坑中央において被

熱した礫を検出しており、周辺

での火の使用が考えられる。

遺物は波状口縁を有する浅鉢

2点、石鎌の未成品1点が出土

した。1は口縁部付近の外面を

細かなミガキで仕上げている。

内面はナデによって調整し、粘
2．5m

口焼土

〆炭 　暗灰茶褐色砂質土　土器・石器包含層
2．暗茶褐色砂質土　炭小片わずかに含む、暗褐色粘土含む
3、暗赤褐色砂質土　焼土塊、炭を大量に含む
4．暗黄灰褐色砂質土　炭小片わずかに含む
5．黄灰褐色～暗黄灰褐色砂質土　焼土塊、炭を大量に含む
6，黄灰褐色砂質土　炭小片わずかに含む
7．暗黄褐色砂質土　炭小片わずかに含む
8．暗黄灰褐色砂質土　炭小片わずかに含む、暗褐色粘土含む
9．暗赤褐色砂質～弱粘質土

　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

土紐を接合した部分においては

指頭痕が明瞭に残る。2は口縁

部付近の外面を細かなミガキで

仕上げている。内面には条痕が

認められる。板状の工具による

調整である。1、2は内面の調

整が異なるが、波状口縁のカー

ブの度合いや、胎土、色調、外

図13　土坑3平・断面図（縮尺1／30）

・ξ謹謬
くマ

　　o　，　“
《’oっ白吉　r卓

メゴ@　ヰゆマ　　ゾ　ヘゾ

竪傘一二篭二・∵

磁麟議

叢襲載つ簸1馨

0 10cm

一　　（1・2）

0　　　　　　　　　　　　　　　　5cm

－　　（S2＞ △
S2

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 備考

1 浅鉢 一 一 一 （外）ミガキ（内）ミガキ，ユビオサエ （外）暗褐～淡茶褐（内）暗褐 細砂

2 浅鉢 一 一 一
（外）ミガキ（内）条痕 （外）暗褐～淡茶褐（内）淡茶褐 細砂

邸4　土坑3出土遺物（縮尺　1，2　1／3，S2　2／3）
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第2節　調査の成果

面の調整などに類似点も多く、同一個体の可能性もある。これらは無文の浅鉢であるため時期

の特定は難しいが、後期前半の所産と考えてもよいと思われる。

　S2はサヌカイト製で石鎌の未成品であると考えられる。右側縁では両面調整を施している

が、左側縁の調整は背面では側縁の約2／3を細かな剥離で調整しているものの、残りは未調

整である。表面は素材となる剥片を剥離した際

の剥離面をそのまま残している。

区中央に広がる安定した微高地の南側の縁辺に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24m÷

あたる。検出面の標高は約2．4m、底面の標高

はL55mで、深さはぱ85mをはかる。平面形　　　　　修

は長軸約1．2m、短軸約0．8mの楕円形を呈す

る。壁面の途中に段を有し、二段掘りにしてい

る部分も見受けられる。土坑の下層の4、5層

は黄色土（12層）、黒色土（11層）のブロック

を多く含み、一度に埋没した状況を示してい

る。埋土に黒色土ブロックを含むことは11層が

形成されている段階の所産であることを示して

おり、土坑4の時期は11層が形成された段階ま

で下がると考えられる。なお、遺物等の出土は

みられなかった。

土坑5（図16）

　土坑5は調査区北側のAZO9－53、

63区にまたがって検出した。北半は土

層観察用に掘削した側溝によって失わ

れているが、調査区北壁においても土

坑5が確認でき、北側は調査区外にも

延びている。

　検出面の標高は約2．6m、底面のレ

ベルは約2．3m、深さは約0．2mであ

る。平面形は東西約1．85m、南北は調

1．暗褐色砂質土

2．灰茶褐色砂質土
　Mnを微量含む　　多／

3．暗褐色弱砂質土
4．黄褐色粘質土　しまり良い、黒色粘質土プロヅクを

　少量含む
5．暗黄褐色砂質土　しまり良い、黄色粘土少量含む、

　黒色粘質土ブロックを多く含む

　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図15　土坑4平・断面図（縮尺1／30）

N

～

2．5m

　　　　　　　　　　　　　　　一

1．黒褐色粘質土　焼土粒をマーブル状に含む

　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　lm

図16　土坑5平・断面図（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

査区外に延びるため明らかでないが、確認

できた長さは0．7mの長方形である。

　掘り方内で段を有し、二段掘り状になる

部分が一部で確認されたが、大半を側溝で

掘削してしまっており、掘り方内の段がど

のようにめぐるのかは判然としない部分が

多い。埋土は黒褐色粘質土で、焼土粒を

マーブル状に含んでいる。黒色土が堆積し

ていることから、この遺構は11層形成段階

の所産と考えられる。なお、遺物等の出土

はみられなかった。

．土坑6（図17）

　土坑6は調査区南のAZO9－79区で検出

した。南東の微高地の北を通る低位部の

北、調査区中央に広がる安定した微高地の

南側の縁辺にあたる。検出面の標高は約

年

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図17　土坑6平・断面図（縮尺1／30）

2≡m

2．5m、底面の標高約2．3mである。直径約1．5mの楕円形の土坑で、深さは約0．2mと浅い。掘

り方壁面の傾斜角度も緩いものである。遺物は出土していない。

　ピット

　ピットは157基を確認した。ピットの埋土には12層のブロックと考えられる明黄褐色土を含

む暗黄褐色土系の埋土と、11層のブロックと考えられる暗褐色～黒色土を含む暗褐色土系の埋

土をもつものがあり、埋土によって大きく二分することが可能である。後者の黒色土ブロック

を含むピット群は11層形成段階の所産と考えられる。また、埋土に焼土や炭化物を含有するも

のが40基確認された。

　ピット群の分布は調査区全体に広がりを有し、特に集中する部分や、稀薄な部分はみられな

い。しかし暗褐色土系の埋土のピット群に限ってみれば、調査区南西でのみ分布がやや稀薄な

傾向がみられる。

　ここではピット群のうち焼土や炭化物を著しく含有していた2基について詳述する。

P1（図18）

　P1は調査区北西のAZO9－84区で検出した。検出面のレベルは約2．5m、底面のレベルは約

2．35mで、深さ約0．15mである。平面形は直径約0．5mのほぼ正円形を呈する。断面形は浅い

一24一



第2節　調査の成果

皿状を呈しており、底面に多量の炭の堆積が認められた。底面

に堆積している炭はピットの北東側に集中している。また、

ピットの壁面に沿うように堆積する。埋土には炭化物小片を多

量に含み、焼土塊も多く包含する。P1の北西には炭や焼土が

入り、被熱している部分も認められた土坑3があり、調査区北

半においても火を使用した遺構が散布する状況がみられる。な

お、遺物は出土しなかった。

P2（図19）

　P2は調査区北東のAZO9－54区で検出した。検出面のレベ

ルは約2．5m、底面のレベルは約2．3mで、深さは約0．2mであ

る。平面形は不整形で南北約0．8m、東西約0．7mである。断面

形は浅い皿状を呈している。ピットの中央に大振りの焼土塊が

　　　　　　　　　　≡m

〆炭’鞠繁蒜麟襟禦慧む、
　　　　焼土塊多く含む

　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図18P1平・断面図（縮尺1／30）

入る力鴻面や底面・周辺に被熱して赤変した土がみられないzくゴL」一

ことから、二次的に移動した焼土塊が堆積したと考えられる。

　溝

　東西方向に掘削された溝を2条確認したが、いずれも上層の

遺構によって破壊されており、残存状況は不良である。

溝1（図20）

　溝1は調査区東半のAZO9－56、57区、中央微高地の縁辺で

南側の低位部に沿った位置で検出している。検出面の標高は約

2．65m、底面の標高は約2．4m、深さ約0．25mである。

　溝1は東から西に向かって延びるが、上半を削平されてお

り、現状で確認できた長さは約3．5mであった。溝1の断面

は台形状を呈している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　a＿

溝i2

　溝2は調査区西半のAZO9－86区で検出した。検出面の標

高は約2．6m、東西方向に掘削された溝であるが、大半を弥

生時代前期の河道によって削られており、確認できたのは溝

南側の掘り方のみである。

合＾・＜工＿

べ～
亘

≡m

　口焼土1日韻灰色砂質土
　　　　　　　Mn含む、焼土塊含む、
　　　　　　　黒色土しみこむ
　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図19　P2平・断面図（縮尺1／30）

　　　　　　　　　　　　2ヱ』ma・

　1．暗褐色砂質土
　　　Mn、黄褐色砂質ブロック
　　　多く含む

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図20溝1断面図（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

　　　　　　　もしぶゾ　ヲぐ
’ζ　　　　　　　　　　　　　　　’

ぎ蛍コ躁一・・’…・

　　　　　一メξ

　∨s蜜ぷ粛’

鱒響
　　　　　　誌ジ

ぎ騒≒叉汽そ
　　　　　　1’

　　　　　や　　1

鱗磯

’㍊壌∵w亮

　’こ’、・，：ご・、工ひ～’

1：P3
2：P4
3：P5

3

0　　　　　　　　　　　　　　　10cm

法量（cm）
色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか

1 浅鉢 一 ｝ 一
（外）（内）条痕 （外）淡黄褐～明茶褐（内）淡茶褐～暗褐 細～粗砂

2 深鉢 一 一 一
（外）（内）ナデ （外）茶褐（内）淡茶褐 細～粗砂

3 深鉢 ）
（11．2）

一
（外）（内）ナデ （外）榿褐（内）黄褐 粗砂，小礫

図21　12層検出ピット群出土遺物（縮尺1／3）

　12層ピット群出土遺物（図21）

　12層で検出したピットは遺物を包含するものが9基あったが、多くが小片であり、図化可能

なものは次の3点であった。

　図21－1はP3から出土した浅鉢の口縁部である。内外面ともに条痕を残す。2はP4から

出土した深鉢の口縁部と思われる破片である。口縁端部外面を肥厚させ、口唇部に段を有す

る。3はP5から出土した深鉢の底部である。上げ底で体部との接合角度が大きい。底部の粘

土円板と体部とを接合した際の指押さえの痕跡が明瞭に残る。

b．縄文時代後期の包含層出土遺物

　腱層出土遺物（図22・23）

　12層から出土した遺物は津雲A式に相当すると思われる土器を含む縁帯文土器を主体とする

土器群であり、一部に福田KH式や彦崎KI式土器を含む。図22－1、2は津雲A式に相当す

ると思われる口縁部片である。図22－1は波状口縁を呈する口縁部を内側に折り、さらに屈曲

部の外面を肥厚させる形態をもつものである。文様帯は口縁部に集約されており、波頂部から

同心円状に沈線文を施す。口縁部、．体部にはRLの縄文が施される。2は波状口縁を呈する口

縁部を有する深鉢で、口縁部は屈曲しないが、わずかに肥厚させるものである。外面にはRL

の縄文を施した後に、口縁部に横方向の沈線を1条、体部の文様は複数の沈線による縦方向の

文様で区画されている。3は口縁部につく環状の突起である。直線と曲線の沈線文による文様
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第2節　調査の成果
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　4
璽璽

㌔総鐘 0 10cm

　鋼蜘蕊」科．，
竃鷲馴麟

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 備考

1
’ 一 一 （外）RL，ナデ，沈線（内）ナデ （外）暗赤褐～暗灰（内）暗黄褐～茶褐 微～粗砂 波状口縁

2
一 一 一 （外）RL，沈線（内）ナデ （外）暗灰茶褐（内）淡灰褐 精良，微砂 波状口縁

3 一 一 一
（外）沈線，（内）一 （外）榿褐～暗褐色（内）淡黄褐～暗灰 精良，微砂 環状突起

4 一 一 一 （外）頂部に平行する沈線（内）ナデ （外）（内）淡黄白色 微～粗砂 波状口縁

5 一 一 一
（外）沈線，（内）一 （外）黄褐（内）暗褐 粗砂

6 一 一 一 （外）RL，ヨコナデ沈線（内）ミガキ （外）淡灰茶褐（内）明茶褐 微～粗砂

7 一 一 一
（外）沈線，（内）一 （外）明黄褐（内）明榿褐 微～粗砂

8 一 一 一
（外）条痕，（内）一 （外）榿褐（内）明榿褐 微～細砂

9 一 一 一 （外）指頭圧痕，沈線，（内）一 （外）暗橿褐（内）茶褐 粗砂

10 一 一 一 （外）RL，ナデ，沈線（内）ナデ （外）暗赤褐（内）茶褐 精良，微砂

11
一 一 一 （外）RL，磨消縄文，沈線（内）ナデ （外）暗茶褐（内）淡黄灰 精良，微砂 胴部

ユ2
一 一 一 （外）RL，沈線（内）一 （外）赤褐（内）暗茶褐 微～細砂

13 一 一 一
（外）沈線，（内）一 （外）榿褐（内）淡茶褐 粗砂

ユ4
一 一 一 （外）ミガキ，沈線（内）一 （外）淡赤褐（内）茶褐 微～細砂

15 一 一 一 （外）RL，ナデ，沈線（内）一 （外）榿褐（内）暗茶褐 微砂

　　　　　　　　　　　　　　図22　12層出土遺物（1）（縮尺1／3）

の構成をとる。4は肥厚させた波状口縁の上面に沈線文を連続して施すもので、外面には横方

向の沈線が確認できる。これらも縁帯文土器の範疇でとらえられよう。5～9は平縁の口縁部

で、5は外側に肥厚させた口縁部に直線的な鍵形の沈線文を施す。6は内面を肥厚させたもの

で、口縁に沿って併行した2条の沈線文を施す。7、8は口縁の外側を肥厚させ、併行して沈

線文を1条施すものである。9は外面に粘土紐を貼り付けた後、指頭で押さえたもので、指頭

痕と瘤状の隆起が交互に連続している。下蔀に横方向の沈線1条が確認できる。磨滅が著し

く、時期決定が困難iである。10～15は体部片である。RLの縄文を施した後、幾何学的な直線

文で区画する。区画された内部では縄文を磨り消している部分も認められる（10、11）。器壁

が薄く、浅鉢の体部片と考えられる。図23－16～18は口縁部の内外面に沈線文を施す深鉢の口

縁部である。いずれも口縁部付近では器壁を肥厚させている。19～22は内面を肥厚させるタイ

一27一
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法量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高

16 一 一 一
（外）（内）沈線 （外）茶褐（内）淡榿茶褐～明灰白 微～粗砂

17 一 一 一
（外）（内）沈線 （外）（内）茶褐 微砂

18 一 一 一
（外）（内）沈線 （外）暗褐（内）灰茶褐 微～粗砂

19 一 一 一
（外）ミガキ，口縁部沈線（内）ミガキ （外）淡赤褐（内）淡灰茶褐 精良，微砂

20 一 一 一
（外）口縁端部肥厚，沈線（内）一 （外）暗茶褐～暗赤褐（内）暗茶褐 微～粗砂

21 一 一 一
（外）口縁端部沈線（内）一 （外）（内）暗茶褐 微～粗砂

22 一 一 一
（外）（内）ナデ （外）淡茶褐（内）淡黄灰褐 粗砂

23 一
（7．8）

一 （外）ナデ（内）ユビオサエ （外）淡茶褐（内）淡灰茶褐 微～粗砂

24 一
（6．8）

一
（外）一，（内）一 （外）暗赤褐（内）淡黄白 粗砂

25 一
（7．0）

一
（外）一（内）一 （外）赤褐（内）明黄灰褐 微～粗砂

　　　　　　　　　　　　　図23　12層出土遺物（2）（縮尺1／3）

プの口縁部を有する。19～21は上面に1条の沈線を施すが、22は無文である。また、21は口縁

部内面が欠損しており、本来はT字形の断面形を呈する口縁部であると考えられる。23～25は

底部片である。23、24は上げ底状の底部である。23は底部円板と体部との接合角度が大きく、

器壁も厚いことから、深鉢底部と考えられる。一方、24は底部円板と体部との接合角度が緩い

ことや上げ底の高さが低いことから、浅鉢や小形の鉢の底部と考えられる。25は平底の底部で

ある。接合角度が緩いことや平底であることから、浅鉢の底部と考えられる。

習b・12層出土遺物（図24・25）

　11層は11a層、11b層と上下に細分が可能であった。11b層は下方に向かうにつれ黒褐色の

色調が脱色し黄褐色砂質土に近づくが、その変化は漸移的である。また12層上面も上層の11層

が染み込んだように黒ずんで汚れる部分もあり、発掘調査時には11b層とともに12層をわずか

に削り込むように掘り下げを行っている。11b・12層出土遺物はすべて縄文土器である。

　図24－1は波状口縁を呈する口縁部で外面を肥厚させた深鉢口縁部片である。口縁部に文様

を集約させている。外面にRL縄文を施した後、波頂部に円形のモチーフを描き、そこから同

一28一
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0 10cm

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 備考

1 深鉢 一 一 一
（外）RL，波頂部：渦文，弧状文（内）ヨコナデ （外）暗茶褐～暗赤褐（内）暗灰茶褐～暗茶褐 精良 波状口縁

2 一 ｝ 一
（外）条痕，（内）ヨコナデ （外）淡茶褐（内）淡灰白 白色砂粒

3 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）茶褐（内）暗褐 細～粗砂

4 深鉢 一 一 一
（外）口縁RL，胴部ミガキ（内）ミガキ （外）茶褐～暗赤褐色（内）茶褐 白色砂粒

5 一 一 一
（外）（内）ミガキ （外）淡茶褐（内）明榿褐 細砂

6 一 ｛ 一
（外）一，（内）一 （外）茶褐（内）暗茶褐 粗砂～小礫

7 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）暗榿褐（内）明茶褐 微～粗砂

8 鉢 一 一 一
（外）条痕（内）ヨコナデ （外）淡黄白～淡橿白（内）淡黄白 精良 波状口縁

9 一 一 一
（外）一（内）ヨコナデ （外）暗燈褐（内）暗茶褐 粗砂～小礫

10 一 一 一
（外）斜位の沈線（内）ヨコナデ （外）暗茶褐（内）明茶褐 粗砂

11 深鉢 一 一 一
（外）RL，沈線，磨消縄文（内）ヨコナデ （外）茶褐（内）明茶褐 精良

12 深鉢 一 一 一
（外）RL，（内）ヨコナデ （外）淡灰黄白（内）淡黄白 精良

13 一
8．6

一
（外）ナデ？（内）ナデ （外）淡灰褐～明黄白（内）灰褐 白色砂粒

14 ｝
8．6

一
（外）（内）ナデ （外）榿褐（内）茶褐～暗褐 粗砂

15 一
9．4

一
（外）ナデ？，（内）条痕 （外）暗赤灰褐色，（内）明茶褐色

　　　　　　　　　　　　　　図％　綱b・稔層出土遺物（1）（縮尺1／3）

心円状に弧状の沈線文を複数描く文様構成である。津雲A式の文様構成に類する。2は口縁端

部をやや肥厚させる。外面に横方向の条痕が残る。4は口縁部外面を肥厚させ下端部に稜をも

つものである。肥厚した部位にのみRL縄文を施す。5は外面に条痕が残る。6は内外面をミ

ガキによって調整する。7は平縁の口縁部片で、口縁端部内側を肥厚させている。8は波状口

縁で端部を丸くおさめる。9は口縁端部を外側に肥厚させたものである。10は斜め方向に延び

る直線が交わる文様をもつ体部片である。11はRL縄文施文後、2条の沈線文を引き、沈線に
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S3

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

－　　　（S3・S4）

◇ S5

S4

0　　　　　　　　　　　　　　　5cm

』一　（S5）
番号 器種 石材 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 備　　　　　考

S3 叩石 流紋岩 110．4 57．2 40．6 280．0 敲打痕明瞭

S4 叩石 安山岩 （70．8） （62．8） 38．5 （230．0） 敲打痕明瞭，欠損

S5 石鍬 サヌカイト （20．5） （11．9） 3．2 0．4 端部欠損

　　　　　　図25　11b・12層出土遺物（2）（縮尺S3・4：1／2，　S　5：2／3）

よって区画された範囲をナデによって磨り消している。12はRL縄文を施した体部片である。

13、14は上げ底の底部片である。13は底部と体部の接合角度が大きく深鉢の底部であろう。一

方、14は接合角度が緩く、上げ底の高さも低い。浅鉢や鉢の底部と思われる。15はやや底が浮

くが、平底の底部片であろう。内面には条痕が残る。浅鉢または鉢の底部であると思われる。

11b・12層出土土器は津雲A式と彦崎KI式からなる縁帯文土器群である。

　llb・12層、12層出土の石器は3点である。　S3は12層から出土した叩石である。細長い流

紋岩を使用したものである。先端部に敲打痕が明瞭に残る。S5は12層から出土したサヌカイ

ト製の石嫉で、凹基式のものである。先端部と基部を欠く。周縁を細かな剥離で両面調整し成

形する。S4は11b・12層から出土した安山岩の扁平な礫を使用した叩石で大半を欠失してい

るが、先端部に敲打痕が明瞭に残る。

篇層出土遺物（図26～30）

11層は上面で弥生時代前期の遺構を検出した土層である。上面は弥生時代前期であるが、11
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0 10cm

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 備考

1
一 一 一

（外）沈線，（内）ナデ （外）暗茶褐（内）明糧褐 細～粗砂 把手

2 深鉢 一 一 一
（外）ミガキ，（内）ナデ （外）暗赤褐（内）淡黄灰 微～粗砂 橋状突起

3 深鉢 一 一 一
（外）ミガキ，（内）ナデ （外）淡灰白（内）淡黄灰白 微～粗砂 橋状突起

4 一 一 ｝
（外）沈線，（内）一 （外）暗榿褐（内）淡黄灰 粗砂 口縁頂部突起

5 一 一 一 （外）口縁端部沈線（内）沈線内に刺突 （外）淡黄灰褐（内）黄褐 微砂

6
｛ 一 一 （外）沈線，（端面）2列の沈線文様帯 （外）茶褐色，（内）暗灰褐色 微砂～細砂

7 一 一 一 （外）ミガキ，幅広の沈線（内）ミガキ （外）暗茶褐（内）暗黄茶褐 微～細砂 波状口縁

8 一 一 一 （外）RL，ミガキ，沈線（内）ミガキ （外）暗茶褐（内）淡茶褐～茶褐 細砂 波状口縁

9 一 一 一
（外）沈線，（内）一 （外）（内）明茶褐 微砂 波状口縁

10 一 一 一
（外）沈線，（内）ナデ （外）淡黄白色，（内）淡灰白色 精良，細砂

11
一 一 一

（外）口縁肥厚部に沈線，（内）一 （外）淡黄灰（内）明茶褐 微砂 波状口縁

12 一 一 一
（外）口縁端部に沈線，（内）一 （外）（内）暗燈褐色 微～粗砂

13 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）橿褐色，（内）明榿褐色 微砂

14 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）暗橿褐色，（内）淡茶褐色 微砂

15 一 一 一
（外）一，（内）ヨコナデ （外）暗赤褐色，（内）淡茶褐色 微砂

図26　11層出土遺物（1）（縮尺1／3）
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法量（cm）
色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか

16 一 一 一
（外）幅広の刺突文（内）ナデ （外）（内）暗茶褐 微～粗砂

17 一 一 一
（外）爪形文，（内）ナデ （外）淡黄白（内）淡黄灰 精良，微砂

18 一 一 一
（外）ナデ，沈線（内）ナデ （外）淡灰～淡糧（内）暗茶褐 精良，微砂

19 一 一 一
（外）一，（内）ヨコナデ （外）淡茶褐（内）淡黄白 微砂

20 一 一 一
（外）条痕？，（内）一 （外）茶褐～暗褐（内）暗褐 微～粗砂

21 一 一 一
（外）ミガキ，（内）ナデ （外）淡茶褐（内）淡黄灰褐 精良，微砂

22 一 一 一
（外）（内）ナデ （外）（内）暗茶褐 微～粗砂

23 一 一 一
（外）一，（内）ミガキ （外）明橿褐～灰白（内）灰白 微砂

24 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）暗赤茶褐（内）灰茶褐 精良，微砂

25 一 一 一
（外）一，（内）一 （外）暗赤褐（内）茶褐～暗褐 微砂

26 一 一 一
（外）指頭圧痕（内）一 （外）暗赤褐（内）明茶褐 微～細砂

27 一 ｝ 一
（外）条痕，（内）ナデ （外）暗茶褐（内）暗茶褐～茶褐

28 一 ’ 一
（外）口縁端部：沈線，（内）一 （外）暗橿褐（内）暗灰褐 微～細砂

29 一 一 一
（外）ナデ，（内）ミガキ （外）暗赤褐（内）茶褐～暗褐 微砂～粗砂

30 浅鉢 ’ 一 ’
（外）ナデ，（内）一 （外）黄茶褐～暗茶褐（内）暗茶褐

31 一 一 一
（外）条痕？（内）ヨコナデ （外）黄白（内）淡黄白 微～粗砂

図27　11層出土遺物（2）（縮尺1／3）

層が形成された時期は12層で縄文時代後期の遺構・遺物が検出されているため、縄文時代後期

以降、弥生時代前期までである。したがって11層出土遺物はほとんどが縄文土器であり、わず

かに弥生時代前期の遺物を包含するということになる。

　図26－1は縄文時代後期の深鉢の突起部である。沈線によって文様を施している。文様は横

位の沈線が屈曲して垂下するものであり、本調査区の土器群では古相を示すものと思われる。

2、3は深鉢の橋状突起である。4は深鉢の突起部分である。中央の突起の上縁で粘土が剥が

れた痕跡が観察でき、この上にさらに飾り部分が付くものと思われる。5は口縁部片である

が、内面に幅広の浅い沈線を引いた後、沈線内に刺突を施している。口縁上端部には沈線数条
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10cm

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 備考

32 一 一 一
（外）条痕，（内）ナデ （外）暗茶褐（内）暗黄褐 精良，微砂

33 一 一 一
（外）条痕（内）ナデ （外）暗橦褐（内）榿褐 微～粗砂

34 一 ｝ 一 （外）LR撚り戻し（内）ヨコナデ （外）淡黄茶褐（内）暗褐 精良，微砂

35 一
（8．8）

一
（外）条痕，ナデ，（内）ナデ （外）赤褐（内）淡灰褐 微～粗砂

36 一
（7．4）

一 （外）ミガキ（内）ナデ，ユビオサエ （外）（内）暗赤褐 粗砂

37 一
（7．6）

一
（外）ミガキ，（内）ナデ （外）明黄榿褐（内）明榿褐 粗砂

38 一
（8．0）

一
（外）条痕，（内）一 （外）赤褐（内）暗褐 微～粗砂

39 一
（8．4）

一 （外）ミガキ，（内）ナデ，ユビオサエ （外）赤褐（内）赤褐～暗赤褐 微～粗砂

40 一
（9．0）

一
（外）一，（内）一 （外）淡橿褐（内）淡赤褐 粗砂

41 一
（10．2）

一
（外）一，（内）一 （外）暗燈褐（内）暗橿褐～淡黄灰褐 微～粗砂

42 一
（1L2）

一
（外）一，（内）一 （外）淡黄白 微砂

43 ｝
（9．2）

一
（外）一，（内）一 （外）明橿褐（内）灰褐 粗砂

44 ｝ 一 一 （外）ナデ，削り出し突帯（内）ナデ （外）淡黄褐（内）明榿褐 精良，微砂

45 一 一 一 （外）ミガキ，沈線，赤彩（内）一 （外）暗赤褐（内）淡黄白 精良，微砂

46 一 一 一 （外）ナデ，日縁，突帯刻み（内）ナデ （外）淡黄灰白（内）淡黄灰 微砂

47 一
（7．4）

一
（外）ナデ，（内）一 （外）淡黄褐（内）淡灰 微～粗砂

48 一
（5．6）

一
（外）ナデ，（内）一 （外）淡黄橿（内）淡灰白 微～粗砂

図28　雁1層出土遺物（3）（縮尺1／3）

一33一



第2章　第19次調査

S6

0

〈〉 S7

　　0　　　　　　　　　　　　　　5cm
（S7）』函亜≡亜函藪颪藏一

10cm

番号 器種 石材 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 備　　　　　考

S6 石錘 安山岩 89．3 68．6 20．6 175．0 二方を打ち欠く

S7 石嫉 サヌカイト （18．7） （ユ5．2） 3．1 0．8 端部欠損

　　　　　　　　図29　11層出土遺物（4）（縮尺S6：1／2，　S　7：2／3）

を引いている。また、下面は穿孔した痕跡が確認でき、口縁部付近に孔を有することが想定で

きる。6は肥厚させた口縁部片である。上端と外面に斜め方向の平行沈線文を引く。7～9は

津雲A式に相当すると思われる深鉢の口縁部片である。いずれも波状口縁を呈している。文様

は波頂部から続くと思われる同心円文と平行沈線文である。口縁部に文様帯を集約させている

ものである。10～15は口縁部を肥厚させた縄文土器片である。いずれも口縁部をくの字やT字

状にするものであり、肥厚させた口縁部外面に沈線で文様を施すものもある。いずれも縄文時

代後期の範疇でとらえられるものである。

　図27－16～18は外面に爪形文状の刺突文を有する口縁部片である。16は磨滅が著しく、時期

決定は難しい。19～25は口縁部を肥厚させないものや肥厚の度合いが小さいタイプである。い

ずれも無文である。26は口縁端部に指頭痕で列点文を施し、体部外面には幅広の沈線文を2条

施すものである。磨滅が著しく、時期決定は困難である。27は外面に3条の沈線文を確認でき

る。28は口縁端部を肥厚させるタイプで、上端に沈線1条を引く。29は口縁外面に帯状の粘土

紐を添付して口縁端部を肥厚させる。30、31は無文の浅鉢である。

　図28－32は縄文土器胴部片である。条線によって弧状の文様を引く。12層検出炉1出土の鉢

の文様に類似する。34はLRの撚り戻し縄文を施すものである。下半部に縄文がみられないた

め、縄文原体の下端にあたる部分でLRの撚りが戻ってしまった部分が押捺されている可能性
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第2節　調査の成果

もある。35～43は底部片である。35～37は上げ底状の底部、38～41は平底、42、43はやや上げ

底状になる底部片である。38、39は平底で体部との接合角度が大きく、鉢または浅鉢の底部と

思われる。

　44～48は弥生時代早期～前期の土器片である。44は肩部に2条の削り出し突帯を作り出す。

45は頸部に沈線1条が引かれる。46は口縁部外面に粘土紐を添付し、上端に刻み目を施す。ま

た口縁端部にも刻み目を施す突帯文土器である。

　11層から出土した石器は石錘、石鎌、叩石の3点である。S6の石錘は安山岩製で、紐かけ

のために両端部を打ち欠く。S7の石繊はサヌカイト製で端部をいずれも欠損しているが、凹

基式の石鍍である。刃部は両側縁とも細かな剥離で両面調整している。S8の叩石は扁平な楕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円形の花嵩岩の自然石を使用してお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、小口に敲打痕が明瞭に残る。

　　　　　　　　　　薄識遡　　　　（野崎）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4。弥生時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～古墳時代の遺構・遺物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弥生時代の遺構を11層・10層上面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、弥生時代～古墳時代にかけての遺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構iを9層上面でそれぞれ検出した。以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下に概要を記す。

0 10cm

S8

a．踊層検出の遺構・遺物

　　　　　　　（図31・図版4～6）

　11層は縄文時代晩期～弥生時代前期

にかけて形成されたいわゆる「黒色

土」層であり、本層上面で検出した遺

構は、水田畦畔・貯蔵穴・溝・溝状遺

構・ピット・河道である。

番号

S8

器種

叩石

石材

花簡岩

最大長（mm）

1221

最大幅（mm）

890

最大厚（mm）

441

重量（9）

6410

備 考

敲打痕明瞭

図3⑪　11層出土遺物（5）（縮尺1／2）
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第2章　第19次調査

　水田畦畔（図31・図版4）

　調査区北側の河道以北と、調査区南部のAZ－7ライン以南で検出した。10層以降の遺構等

による削平により細切れとなっており、一筆の規模が確定できるものはわずかに3面である。

基本的には東西方向優勢の小区画水田である。畦畔は幅15～30cm、高さ2～5cmを測る。一

筆の大きさは東西1。3～2、8鵬×南北2．1～2．3艶、面積は3。45～6．72m2である。検出レベルを見

ると、北側では標高2。86m、南側では標高2．8m前後で、若干北高南低の状況である。

　出土遺物は弥生時代早期・前期の土器片がごくわずかに出土しており（図28－44～48）、こ

れらの遺物と層位関係から水田畦畔の時期は弥生時代前期に位置づけられよう。

0　　　　　　　　　　　　　　　10m

図31　1唾層検出遺構平面図（縮尺1／300）
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第2節　調査の成果

　貯蔵穴

　11層上面では7基の貯蔵穴を検出した。いずれも河道の南岸に位置し、3～4基が切りあっ

て検出されたものである。

貯蔵穴1（図32・図版4－2）

　調査区東端中央、AZO9－46区に位置する。東半分は調査区外にかかり、さらに北側に貯蔵

穴2・3が隣接しているため、切られている。検出レベルは標高2．7mであるが、上部は後述

の9層検出遺構により削平されている。底面のレベルは1．8mで、深さ0．8m程度である。

　残存部分の規模は上面で南北1．9mを測り、平面形を推定すると、径2m程度の不整円形と

考えられる。断面の形状は逆台形に近く、底面形は径1．2m程度の不整円形になると予想され

る。

　埋土は7層に分層している。土質から2群に大別できる。1群（1～4層）は灰色～茶色の

粘質土を基本とする。1・3・4層は鉄分をかなり多く含んでいる。2層は細砂を主体とする

茶黒色粘質土で、この層が一時的に使用段階の底であった可能性がある。2群（5～7層）は

黒灰色の粘質土を基本としており、1群に比べて粘質が強い。このうち6層が最も粘性が強い

黒色粘質土であり、ごくわずかに白色粘土ブロックを含んでいる。この層が本来の使用段階の

埋土にあたるものと考えられる。

　出土遺物はみられな

かったが、層位関係と周

辺遺構との関係から弥生　　　　　　　　　／

時代前期頃におさまるも

のと思われる。

貯蔵穴2（図33・図版

4－3）

　調査区東端中央、AZ

O9－46区に位置する。貯

蔵穴1の北側に隣接し、

貯蔵穴1の北端を切って

構築されている。検出レ

ベルは標高2．8mを測

る。底面のレベルは標高

2．Omで、深さ0．8mであ

る。平面形は南北に長い

z＼／十ミ

2．8m

2：魏鱗§圭

3．茶灰色粘質土
4．灰色粘質土
5，黒灰色粘質土
6，黒色粘質土
7．灰黒色粘質土 　　　　　　　　1m

図32　貯蔵穴1平・断面図（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

不整楕円形を呈し、南北1。8m、東西1．5mである。断面の形状は緩やかな蒲鉾形に近く、底面

形も南北0．9m、東西0．6m程の楕円形を呈する。

　埋土は5枚に分層でき、1・2層は茶褐色系の粘質土、3～5層は黒色粘土を基本とする。

なかでも4層の黒色粘土が最も粘質が強い。

　出土遺物はごくわずかで、土器の小片数点が認められた。器種器形の判断がつかない小片で

あるが、弥生土器の範鴫におさまるものであり、本遺構の時期も弥生時代前期頃と思われる。

貯蔵穴3（図33・図版4－3）

　同じく調査区の東端中央、AZO9－46区に位置する。貯蔵穴2の西に隣接し、貯蔵穴2の西

端を切って：構築されている。検出レベルは標高2．85m、底面のレベル2．45mで、深さは0．4m

である。平面形は径1．5mの不整円形、断面の形状は逆台形を呈する。底面形は径1．1m程の

不整円形を呈する。

　埋土は4枚に分層でき、1・2層は茶褐色系の砂質土、3・4層は黒褐色系の粘質土で、な

かでも4層が最も粘質が強い。

　出土遺物はごくわずかで、器種器形の判断がつかない土器小片と、石錐1点が認められた。

図34－S9はサヌカイト製の石
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
錐である。先端部は両面からの

剥離により細く加工している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

一側縁のみ両面調整し、さらに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

刃潰し加工を施すが、反対の側　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

縁は未調整で素材の原礫面が残

る。

　本遺構の時期は弥生時代前期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貯蔵穴3

と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貯蔵穴2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．Om
　貯蔵穴1～3は埋土の質・堆　　　　　　…一　　　貯蔵穴3　　　　　　貯蔵穴2…

積状況が酷似しており、1→3

の順に少しずつ位置を変えなが

ら利用された様相がうかがえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．
る。

貯蔵穴4～7

　調査区西側、AZO9－96・97

区に、4基が切り合って位置す　　　　　図33貯蔵穴2・3平・断面図（縮尺1／40）

る。これらの4基については、
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第2節　調査の成果

○

　　　　S9

0　　　　　　　　　　　　5cm

貯蔵穴1～3とは埋土の質・堆積状況が異な

り、後述の溝状遺構に近似する。以下に順に

概要を記す。

貯蔵穴4（図35）

　4基のうち最も東側に位置する。上面を後

述の貯蔵穴6によって削平されている。検出

レベルは標高2．5m、底面の標高2．1m程で、

深さは0．25mである。平面形は南北に長い

楕円形で、南北1．5m、東西0．86mである。

断面形は逆台形に近い。

　埋土は黄灰褐色砂質土で、黒褐色土のブ

番号

S9

器　種

石錐

最大長（mm）

636

最大幅（mm）

350

最大厚（mm）

114

重量（9）

192

材質

サヌカイト

特 徴

素材の一部に自然面が残る，一方の側縁に刃潰し加工施す

図34　貯蔵穴2出土遺物（縮尺2／3）

ロックを含む。出土遺物はごくわずかに弥生土器の小片が認められた。

貯蔵穴5（図36）

　4基のうち最も西側に位置する。上面を後述の貯蔵穴6

レベルは標高2．6mで、底面のレベルは標高2．　lm、残って

いる部分の深さ0．5mである。断面の形状は逆台形を呈す

る。平面形は南北に長い不整楕円形を呈し、南北1．6m、

東西1．Omを測る。埋土は3層に分層でき、1層：黄灰褐

色砂質土、2層：灰白色砂、3層1黄褐色砂質土である。

出土遺物はみられなかった。

貯蔵穴6（図36）

　貯蔵穴4・5を切って構築されている。検出レベルは標

高2．8m、底面のレベルは2．2mである。西端部を後述の貯

蔵穴7により削平されているが、平面形は東西に長い不整

楕円形を呈し、東西2．3m、南北1．5mを測る。断面の形状

は2段の丸底を呈している。埋土は8枚に分層でき、1～

3層と、4～8層との2群に大別される。このうち2・6

層は基本土層である11層に近似した土層であり、流入土の

可能性が高いものと思われる。3・8層が使用段階の埋土

・7によって削平されている。検出

　　．黄灰褐色砂質土

　　　　　　　　　　　　　　25m

　　　　　　　　　　　　　lm

　図35　貯蔵穴4平・断面図
　　　　（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

　　N

貯蔵穴6
1，灰白色砂
2，黒褐色粘質土
3．灰褐色砂質土
4．灰茶色砂質土
5，灰白色砂
6，黒褐色粘質土
7．黄色砂質土
8．黄灰褐色砂質土

貯蔵穴5
1，

2．灰白色砂
3．黄褐色砂質土 竺貯蔵穴6　　1

修多／

　　　　　　　　　　　　　図36　貯蔵穴5・6平・断面図（縮尺1／30）

にあたるものと考えられる。埋土の状況から少なくとも2回の底を認めることができる。

　出土遺物はごくわずかに土器片数点が認められた。

貯蔵穴7　（図37）

　貯蔵穴6の西端を切り、貯蔵穴5の上位に構築されている。検出レベルは標高2．8m、底面

のレベルは標高2．5mで、深さ0．3mである。平面形　　　N

は南北0．7m、東西0．8mの円形、断面の形状は丸底を

呈している。埋土は2層に分けられ、いずれも黒褐色

土のブロックを含んだ、灰褐色～灰茶色の砂質土であ

る。出土遺物はみられなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竺

　貯蔵穴4～7は埋土の質・堆積状況が酷似してお

り、いずれも出土遺物はごくわずかであったが、層位

と周辺遺構との関係から遺構の時期としては弥生時代

前期頃に位置づけられよう。遺構の性格については、　1：震翼2；質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m
貯蔵穴1～3より、むしろ後述の「溝状」遺構との近　　　　　」憂憂憂憂薗函函函≡▲

似点がみられ、流路の可能性も考えられるが、確定は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図37貯蔵穴7平・断面図（縮尺1／30）

できなかった。

一40一



第2節　調査の成果

　土坑

土坑7　（図38）

　調査区南端、AZO9－99区に位置する。

南側溝により削平されているが、平面形は

長方形を呈し、長軸1．45m、短軸0．92mを

測る。断面形は低い逆台形を呈し、埋土は

2層に分けられる。1層は灰白色砂質土、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　2
2層は暗褐色砂質土で、いずれも細砂を多

く含む。出土遺物はごくわずかに土器の小

片が認められた。出土遺物も少なく、本遺　　　　　］．灰白色砂質土　o」＝－lm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．暗褐色砂質土
構の性格については判断する材料に乏し

い。遺構iの時期は層位関係から弥生時代前　　　　図38土坑7平・断面図（縮尺1／30）

期以降と考えられる。

土坑8

　調査区中央南端、AZO9－79区に位置する。全体の2／3以上が調査区外にあたり、全容は

不明である。検出レベルは標高2．9m、底面のレベルは1．8mを測る。検出できた部分では東西

2．Om、南北0．5mで、おそらく径2m程の円形になると推測される。出土遺物はみられなかっ

た。

蓑

璽」

タ

灘

耀

溝

本層上面では溝9条を検出した。調査区北側、河道の北岸で3条、調査区南部で6条であ

る。以下に概要を記す。

溝3　（図31・39）

　09－80ラインより東側、AZ－4ライン以北をほぼ東西

方向に走行する。検出レベルは標高2．7mで、底面の標高

2．55mを測る。底面のレベルから東から西への流れがう

かがえる。溝の幅は0．78m、深さ0．15～0．2mである。埋

土は暗灰色砂質土を主体としており、一部で洪水砂と思わ

れる灰白色砂がかぶっている。出土遺物はみられなかっ

た。

a　　　　　　　　　27m〆

　　　　　　　　　　a－a！
　　　　　　　　　　　1．暗灰色砂質土

　　　　　　　　　　　2．7m　　　　　　　　　　　　　b〃b

　　　　　　　　　l＼，

　　　　　　　　　　　2綴鵠砂

　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　図39　溝3断面図
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第2章　第19次調査

溝尋　（図31・40）

　溝3の北側に沿うようにほぼ東西方向で、若干北に湾曲して走行する。09－70ライン付近で

調査区北壁に入っていく。一部で溝3により、南側を削平されている。検出レベルは標高2．9

m、底面のレベル2．65～2．7mである。溝幅は最も広いところで1．65m、深さ0．3mを測る。断

面の形状は緩やかな丸底を呈し、埋土は2枚に　c　　　　　　　　　　　　　　　　30mc・

西への流れを推測できる。出土遺物は土器小片

が数点認められたが、器種器形の判断できるも

のはなかった。

溝5　（図31・40）

　本層検出溝の中で唯一南北方向に走行する溝

である。09－80ライン、09－－90ライン間を南北

に走行し、南端は河道に切られる。検出レベル

は標高2．9m、底面のレベルは2．85mである。

前述の水田畦畔も切っており、水田畦畔造営以

降の遺構と考えられる。溝幅1．Om、深さ0．　lm

である。断面の形状は緩やかな丸底を呈し、埋

d

e

c－c’ a4
1，淡褐色砂質土
2，灰褐色砂質土 30m пE

土は灰白色砂質土1層である。出土遺物はみられ

なかった。

溝6　（図31・41）

　調査区南部、AZ－8ライン、　AZ－9ライン間

をほぼ東西に走行する。09－50ライン以東では後

世の削平により、収束する形となっている。検出

レベルは標高2．8m、底面のレベル2．7m前後であ

る。溝幅0．35m、深さ0．　lmを測る。断面の形状

は丸底で、埋土は灰白色砂質土1層である。底面

のレベルから東から西への流れを推測できる。出

土遺物はみられなかった。また本溝は09－50ライ

ン付近で溝8を切っている。

溝7　（図31・41）

　AZ－9ラインの北側に沿うように09－60ライ

一
　d－d’溝4

2：翻㌶責土

3Dme・

　　　　　　　　　　　∀，⇔5

　　　　　　　　　　　　　L灰白色砂質土
　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図40　溝4・5断面図（縮尺1／30）

f

9

3．Om
　　f’

　　f－f’
　　溝6
　　1，暗灰白色砂質土

3．Om
　　9ノ

　　　　　1

　　　9－9’
　　　溝7
h＿L灰白色猶土30mw

　　　　h－h’
　　　　溝7　1．灰白色細砂
　0　　溝8　2．灰白色砂質土　1m

図41溝6～8断面図（縮尺1／30）
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第2節　調査の成果

ン以西をほぼ東西に走行する。検出レベルは標高2．85m、底面のレベル2．8m前後である。溝1

幅0．4m、深さ0．05mを測る。断面の形状は緩やかな丸底で、埋土は灰白色砂質土1層であ

る。出土遺物はごくわずかに土器小片が認められたが、図化することはできなかった。

溝8　（図31・41）

　09－40ライン付近から認められ、北東から南西に向かって走行する。途中、溝16・7によっ

て削平され、南端も溝9・11によって切られており、これより以南では認められなかった。検

出レベルは標高2．8m、底面のレベルは標高2．75m前後である。溝幅0．4m、深さ0．05mを測

る。断面の形状は低い逆台形を呈し、埋土は灰白色砂質土1層である。出土遺物はみられな

かった。

溝9　（図31・42）

　AZ－9ライン付近を調査区東壁からほぼ東西方向に走行し、09－90ライン付近で南に向

かって屈曲し、南壁へと抜けていく。溝8・11を切り、溝10によって一部を切られている。検

出レベルは標高2．8m、底面の標高2．5m前後である。溝幅0．6～0．9m、深さ0．35mで、断面の

形状は逆台形を呈する。埋土は1層から多いところでは3層に分層できるが、いずれも灰褐色

～茶灰色砂質土を主体とする。最終的な埋土は灰白色系の砂質土で共通する。出土遺物は土器

数点が認められた。

溝10（図31・42）　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　≡r

　AZ－9ラインの南側に沿うように、ほ

ぼ東西方向に走行する。09－60ライン以東

では後世の遺構による削平により認められ

なかった。09－90ライン付近で溝11・9を

切っている。検出レベルは標高2．85m、底

面のレベル2．6mを測る。溝i幅0．4m、深さ

0．2mで、断面の形状は丸底を呈し、埋土

は灰白色砂質土1層である。出土遺物は土

器の小片数点が認められた。

溝11（図31・42）

　09－90ライン付近で部分的に検出され

た。東端を溝10、西端を溝9によって切ら

れており、方向としては北東から南西に走

行する溝のごく一部のみの検出となった。

検出レベルは標高2．8m、底面のレベル2．7

」
　　　　3．Om＞

k

』

ご；＝晶
　　　　　　≡k・

溝9　2．暗灰白色砂質土

　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

　図42溝9～11断面図（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

mである。溝幅0．4m、深さ0．05mで、断面形状は逆台形を呈する。埋土は暗灰白色砂質土1

層である。出土遺物は土器小片数点が認められた。

　ll層検出の溝は溝3・4と、溝6～11の大別する2群についてはほぼ走行方向が同じであ

り、互いに切り合い関係を持って錯綜しているが、基本的な埋土の質・堆積状況は類似してお

り、ごく近い時期に構築され、利用されたものと思われる。また全体として、本層検出の水田

畦畔を切っているものの畦と溝の方向は同様の状況である。後世の遺構による削平などによ

り、全容が定かでないものの水田用水路としての用途を推測させるものである。時期について

は弥生時代前期以降後期までの中におさまるものと考えられる。また溝5については、他の溝

群とは方向を異にしており、切り合い関係も考慮すると、これらよりやや新しい時期の遺構と

考えられる。

面のレベルは標高1．7～1．9mであ

る。底面レベルからみると、北から

南への流れを推測できる。遺構の幅

は0．5～1．8m、深さ0．4～0．5mで、

断面形状はいびつな丸底を呈してい

る。本遺構の底面は平坦ではなく、

凹凸がある。北端の二叉状の部分は

埋土の堆積状況から東側が古く、西

側が新しいことがうかがえる。埋土

は北側断面では21枚、南側断面では

11枚に分層できるが、基本的には黄

褐色～灰黄褐色の粘質土を主体とし

ている。北側断面では4～6・12～

14・21層が特に粘質が強く、これら

　溝状遺構（図44・図版5）

　河道の南岸でいびつな形状の遺構4基を検出した。いずれも北端は河道に切られ、南端は

AZ－7ライン付近で収束する溝状を呈している。ここではこれらを溝状遺構として以下に概

要を記す。

溝状遺構1（図43・44）

　10－00ラインに主軸をもつ南北方向の遺構である。南端はAZ－7ラインにかかり、北側は

二叉状に分かれて、AZ－6ライン付近で河道に切られる。検出レベルは標高2．2～2．3m、底

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　24旦aノ

b一

0

　　　　　　　　　　
　　　　　　1，黄白色砂質土
1116　　　　　2．褐色砂質土
　　　　　　3．黄白色粘質土
　　　　　　4，灰黄褐色粘質土
　　17　　　　5，灰黄色砂質土
　　　　　　6．黄白色粘質土
　　　　　　7．黄白色粘質土
　　　　　　8．灰黄色粘質土
　　　　　　9，黄褐色粘質土
　　　　　　10．黄白色粘質土
　　　　　　11．灰黄褐色粘質土
　　　　　　12，灰黄褐色粘質土
　　　2旦旦b・　　（黒色土ブロック含む）

　　　　　　13，灰黄褐色粘質土
　　　　　　14，灰黄褐色砂質土
　　　　　　15．黄褐色粘質土
　　　　　　16．黄褐色砂質土
　　　　　　17．灰黄褐色砂質土
　　　　　　18．黄褐色砂質土
　　　　　　19．黄灰褐色砂質土
　　　　　　20，灰黄色粘質土
　　　　　　21．黄灰褐色砂質土

ピット、灰褐色砂質土

　　　　　　1m

b－b’
1，暗褐色粘質土　　5．灰褐色砂質土　　9，黄褐色粗砂
2．暗灰褐色粗砂　　6．黄褐色粘質土　10．灰黄褐色粘質土
3．灰褐色粗砂　　　7．灰褐色砂質土　11．灰黄褐色粘質土
4．黄褐色粘質土　　8．黄褐色粘質土

図43　溝状遺構1断面図（縮尺1／30）
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第2節　調査の成果

＼

　＼
「～一

10－00

＼◎＼÷歩∠

⊥

09－90

＼

溝状遺構1

＼

溝状遺構2

／　　　／　／

／

／

09－80

厄

／

一ぷ
　d＿／　／／　　ノ

　　　　　　　　　　1黄〕犬遺‡黄4

麹

騨

次

讃
糞

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5m

図44　溝状遺構平面図（縮尺1／100）

の層が使用段階の底にあたるものと考えられる。南側断面では、これに対応する底面は4・

6・11層と思われる。出土遺物は土器小片が数点認められたが、弥生土器の範鴫におさまるも

のとの判断ができる程度で、図化は困難であった。

溝状遺構2（図44・45）

　溝状遺構1の東側に隣接するように位置する。検出レベルは標高2．5m、底面のレベルは標

高2．1mを測る。溝状遺構1と同様に底面は凹凸があり、若干の起伏があるものの、全体とし

ては北から南への流れを推測できる。河道に切られる北端では幅1．3m、南端では幅0．5mとな

り、急速に収束して終わる。深さは0．3～0．4mである。埋土は25枚に分層でき、これらは大

きく5群に分けることができる。1群（1～4層）は最も新しい流れに対応するものと思わ

れ、黄褐色砂質土を主体とする。2群（5～11層）は黄褐色～灰褐色の粘質土を主体としてお

り、1群よりは緩やかな流れを想定できる。3群（14～22層）は2群よりもさらに西側にあた

り、黒褐色～灰黄褐色粘質土を主体とするが、最下層の22層は砂質である。4群（12・13層）

は2・3群以前の流れの底にあたる層と思われ、黄褐色砂質土を主体とする。5群（23～25

層）は褐色～黒褐色の粘質土であり、本遺構の最も古い段階の埋土である。埋土の堆積状況か
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第2章　第19次調査

らは次第に西から東へと流路が変化し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

ていった様相がうかがえる。出土遺物　　　　　23

は土器の小片のみで、図化できるもの　　　　　　25

はなかった・　　　　　2：麟§責土
溝状遺構3（図44・46）　　　　　　　4纏誓援2；誓圭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．黄褐色粘質土
　AZO9－86区に位置し、北端は河道9：蕃響2‖鰹圭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，灰黄褐色粘質土
に・南端は後述の溝状遺構4によって18：震竃讐饗圭

切られる。残存部分の長さ4m程度｝1：覧管き§誓篁土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．黄褐色砂質土

を検出した。検出レベルは標高2．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図45

m、底面のレベルは標高2．3mを測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dる。遺構の幅0．5m、深さ0．2m、断面

の形状は丸底を呈する。埋土は5枚に

分層でき、灰褐色系の粘質土を主体と

する。遺物はみられなかった。　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

溝状遺構4（図44・46）　　　　　　　溝状3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．灰赤褐色砂質土
　溝状遺構3の東側に隣接し、溝状遺　2．暗灰褐色粘質土

構3の南端を切る。北端は河道に切ら　　　図46

2迦c・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，黒褐色粘質土　　20，灰黄褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．灰褐色粘質土　　　21．黄白色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．灰黄褐色砂質土　22，灰黄褐色砂質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，黄白色粘質土　　23．褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18，黄白色粘質土　　24．黄白色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，灰黄褐色粘質土　　25．黒褐色砂質土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝状遺構2断面図（縮尺1／30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・Omd・　；i葺〕犬4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ．暗黒褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，灰黄褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．灰黄褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灰色プロヅク含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，黄灰色砂質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．灰褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．灰黄褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，暗灰褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m　8．灰黄褐色粘質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』－　　9．灰黄褐色砂質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．灰褐色粘質土　　　　10．暗灰色粗砂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．灰色砂質土　　　　　　11．灰茶砂質土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．黄褐色砂質土　　　　　　　（粗砂多い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝状遺構3・4断面図（縮尺1／30）

れ、南端は溝i状遺構1・2と同様にAZ－7ライン付近で収束する。検出レベルは標高2．5m、

底面のレベルは2．1mを測る。遺構の幅0．6～1．5m、深さ0．4mである。断面の形状は丸底を呈

し、埋土はll枚に分層できる。このうち1・8層がそれぞれ底にあたるものと思われる。最下

層の10・11層は暗灰色～灰茶色の粗砂で、かなりの早さの流水を推測できる。出土遺物は土器

の小片数点のみで、図化できるものはなかった。

　溝状遺構はいずれも河道と貯蔵穴4～7に切られている。出土遺物は少ないものの、層位と

周辺遺構との関係から弥生時代前期頃に位置づけられよう。本遺構の性格については判断する

材料に乏しく、今回は「溝状」遺構とした。しかし、前述の貯蔵穴4～7の状況も併せてこの

地点に何らかの流路があったと考えられる。

　ピット（図31）

　AZO9－56・66区に位置する。東西に2基が並んで検出された。2基間の距離は0．5m程であ

るが、周辺にこの2基以外のピットは認められなかった。埋土は淡黄褐色砂質土1層で、径

0．5m、深さ0．15mである。出土遺物はみられなかった。　　　　　　　　　　　　　（岩崎）
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第2節　調査の成果

　河道（図47～49・図版6）

　河道は調査区北半のAZ－4ラインーAZ－7ライン間で検出した。調査区を東西に貫流する

河道で、検出面の標高は西側で約2．9m、東側で3．　Om、底面の標高は西側で1．27m、東側で1．48

m、深さは約1．5～L6mである。河道の幅は東半では約7m、西半ではやや広がって約10mと

なる。底面の標高は東から西へ約0．2m下がる。旭川の分流であると思われるこの地域一帯の

流路の状況とも合致しており、この河道も東から西に流れていたものと思われる。

　河道流路内の埋土については、調査区西壁のa－a’面と調査区中央のb－b〃面で詳細な観

察を行い、土層の細分を行った。a－a’面、　b－b’面では細部に若干の差異がみられるが、

大まかには同様の堆積状況を示しているといえる。図49ではこれを粘土・粘質土層と砂層にそ

れぞれ網掛けして堆積状況を模式的に示した。なお、白抜き部は砂質土層である。河道内の埋

土は大きく4ないし5の単位で分層でき、それぞれの底面が埋没過程のそれぞれの段階で流路

の底面となっていたと思われる。それによれば、流路の中心は最古段階ではやや北よりであっ

たが、続く段階ではさらに北側に寄る。新しい段階になると流路の中心は南に移り、最新段階

では中央部を通っている。次に河道の堆積状況を細かくみてみると、底面付近では、砂層と粘

土・粘質土層が細かな単位で互層状に堆積している。さらに詳細に観察すれば、河道下半に堆

積した粘土・粘質土層の多くで細砂～粗砂がラミナ状に堆積していることが観察できる。それ

に対し、上層の堆積は砂層および砂質土層が厚く堆積し、それぞれの堆積の単位も厚い。底面

付近で観察されたように、それぞれの堆積層の単位が薄く互層状に堆積することは、河道内を

通る水の流速の早い段階と緩やかな段階が交互に訪れたことを示している。それに対し、上層

の堆積層は、それぞれの堆積層の単位が厚く、砂層および砂質土層で構成されている。これは

　　　N10二〇〇　〇9－90　09二80　09－70　09－60　09．50
～

A乙5；！5。

AZ－6

※等高線は標高（m＞

2．50

1．50

1，25

1．50

2DO

2．50

0　　　　　　　　　　　　　　　10m

図47　河道平面図（縮尺1／300）
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第2章　第19次調査
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≡b’

多

C
＿一∠．． 　　　3．Om　、

　　　－C

0　　　　　　　　　　　　2m

a－a’

1．淡黄褐色砂質土

2，淡褐色～灰褐色砂質土

3．暗灰黄色砂質土

4．灰黄色砂質土

5．淡灰褐色砂質土

6．淡黄褐色細砂

7．淡茶褐色細砂

8，淡灰色粘質土

9．淡灰色粘質土

10．淡灰褐色砂質土
11，黒褐色粘質土

12，淡灰褐色砂質土

13．灰褐色砂質土

14．灰橿色粘質土

15，淡灰榿色砂質土

16、灰色粘質土

17．燈褐色粗砂

18．淡灰褐色砂質土
19．灰色砂質土

20．淡灰橿色粗砂
21，淡青灰色粘質土

22，青灰色粘質土

23．淡黒褐色粘質土

24．暗灰褐色粘質土

25．黒色粘質土

26．淡灰褐色粘質土

27、淡褐色砂質土

28．暗褐色砂質土
29，淡茶褐色砂質土
30．淡灰褐色砂質土

31．淡灰褐色砂質土
32．淡榿褐色砂質土

33，灰榿色砂質土

34，淡褐色砂質土

35．灰褐色粘質土

36，黒灰色粘質土

37．暗灰褐色砂質土
38．淡灰褐色砂質土
39．灰褐色粘質土

40．灰色粗砂

41．灰色粘質土

42、暗灰褐色砂質土

43．黒褐色粘質土
44．青灰色粘質土
45．灰榿色粗砂
46．茶褐色粘質土
47，灰色粗砂

48．榿褐色粗砂
49，黒色粘土

50，灰白色粘土

51．灰色粘質土

52．灰白色粗砂

53，淡灰白色砂

54．灰白色粗砂

55，暗灰色粘質土

56．青灰色粗砂

57，暗灰色粘質土

58．灰色粗砂

59，灰褐色粗砂
60．青灰色粗砂

b－b1断面
1．灰褐色～淡黄褐色細砂

2，灰赤褐色細砂～粗砂

3，灰褐色～茶褐色細砂～粗砂

4．灰褐色～灰色弱粘質土～細砂～粗砂
5．灰白色～暗灰赤褐色細砂～粗砂

6．暗褐色砂質土

7，灰褐色粗砂～細砂

8，灰褐色シルト～淡黄灰白色粗砂
9，暗灰褐色シルト～淡黄灰白色粗砂
10，暗茶褐色弱粘質土～灰褐色粗砂
ll．灰褐色粗砂

12．暗灰褐色粗砂

13．灰褐色粘質土

14．灰茶褐色砂質土

15，淡灰褐色砂質土

16．暗灰褐色粘土

17．暗黒灰褐色粘土～暗青灰色細砂～粗砂
18．暗灰褐色粘質土

19，暗灰褐色粘質土

20．暗灰色粘質土

21，暗灰褐色粘質土

22．暗黒灰褐色粘質土

23．暗灰色粗砂～礫混じり粗砂
24，青灰色粗砂

25．暗黒褐色粘土

26．暗褐色シルト質土

27．暗灰褐色粗砂

28，黄褐色粗砂

29，暗灰褐色粘土

30．淡黄灰褐色粗砂

31．灰白色粗砂

32，淡黄褐色～灰褐色粗砂
33．淡黄褐色粗砂

c－c1 f面
1，褐色砂質土

2，黒褐色粘質土

3．淡黒褐色砂質土

4．黒褐色砂質土

5．灰褐色弱粘質土～砂質土
6．黒褐色砂質土

7．淡黒褐色粘質土

8．灰黒色砂質土　灰色砂混じり

図48　河道断面図（縮尺1／80）
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第2節　調査の成果

旦

b

翻砂

口粘土・粘質土

図49　河道の堆積状況模式図（縮尺1／80）

b’

－3．Om

a！

3．Om

0　　　　　　　　　　　2m

著しく河道内の堆積作用が進んだことを示しており、洪水等で土砂を多量に含んだ突発的な流

れによって形成されたこと推測させるものである。

　河道内からは、弥生時代前期の遺物が出土しているが、b－b’面最下層の32層から弥生時

代前期新段階の壼口縁部（図50－1）が、最上層の1層から弥生時代中期中葉段階の甕口縁部

（図51－23）が出土している。このことは河道の堆積が比較的短い時間で急速に進行したこと

を示すものである。これは先の洪水等による突発的な流れによって河道が埋没したとの推定を

補強するものであろう。

　上記の所見を以下にまとめておく。①河道の底面を形成していたと思われる面を4ないし5

面確認できており、河道の埋没の過程で流路の中心が移動している。②河道の下半に堆積する

粘土・粘質土層と砂層はそれぞれの単位が薄く、互層状を呈するのに対し、河道上半部の堆積

は砂層・砂質土層が厚く堆積する。③上半の厚い砂質土・砂層は短期間に埋没したことを示す

もので、洪水等の突発的な流れによって形成されたものであると推定される。④河道は弥生時

代前期新段階には最下層まで機能していたが、弥生時代中期中葉段階までに完全に埋没する。

河道出土遺物（図50～56・図版14～17）

　弥生時代前期の河道からは土器、石器、木器、土製品が出土した。河道から出土した土器の

多くは弥生時代前期のもので、河道上層部では一部弥生時代中期の土器を確認している。図
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第2章　第19次調査

50－1～11は弥生時代前期の壼である。そのうち、1については河道の最下層であるb－b’

断面の32層から出土していることが確認できている。したがって河道は弥生時代前期の段階で

は最下層まで流路が埋没せずに機能していたことがわかる。口縁部内外面をミガキによって調

整し、外面ではその後ナデの痕跡がみられる。4は頸部に箆描きの沈線を7条施す。外面はミ

ガキ、内面は口縁部～頸部はミガキで、胴部は指ナデや板状工具によるナデで調整している。

7は肩部に3条の箆描き沈線を施す。8は壷の肩部にあたる破片であるが、2条の突帯を削り

出しで作り出している。いずれも弥生時代前期後葉のものである。

　図51－12～21は弥生時代前期の甕である。口縁端部を外側へ折り返したり、粘土紐を貼り付

けてくの字状の口縁部を作り出す。いずれも口縁端部に刻みを施す。胴部上半には箆描きの沈

線を多重に巡らせる。これらの甕はいずれも弥生時代前期の新段階に位置づけられよう。

　図51－22～26は弥生時代中期の壼、甕と思われる。22は口縁端部の両端に細かな刻み目を施

し、2条の突帯を貼り付けてめぐらせる。23は頸部に粘土紐を貼り付け、刻みを施す中期中葉

の甕である。河道の最上層から出土した。25は口縁端部に指頭痕を連続して施すものである。

　図47は河道から出土した弥生土器の底部である。そのうち32、39、40で底部外面に植物の圧

痕がみられている。

　図53－43～46は土製品である。このうち43～45は胎土、焼成、色調、含有物、製作技法等、

さまざまな点で類似しており、同一の個体と考えられるが、いずれの破片も接合しない。43、

44は中空で管状を呈する土製品である。45は上半部までは中空だが、残りは中実となる。破面

を観察すると、孔と同心円をなす粘土の接合痕がみられ、棒状の軸に粘土を巻きつけて管状の

土製品を製作したものと考えられる。45についても粘土を貼り付けて肥厚させた部分が観察で

きる。形態は43、44とも緩やかにカーブしており、44は先細りになる。孔は45の半ばで途切れ

ることから、45の破片が先端部になる可能性が高い。土製品のカーブや径などの形態を考慮し

て43～45の川頁に並べると、43、44間で大きく湾曲し、その後緩くカーブしながら先細りになる

土製品が復原できる。この形状からは人の腕を模したものとも考えられる。そこで岡山県内の

弥生時代の人形土製品で腕の表現をしたものをみてみると、倉敷市楯築墳丘墓のものがある

が、これは胴部に粘土を貼り付けて浮文状に表現したものである（1）。管見によれば、人の四肢

を立体的に表現したものはみられない。この土製品が何を表現しているかということについて

は今後類例の増加を待つ必要がある。46は周囲をわずかに面取りしたほぼ円形の断面形を呈す

る土製品である。棒状の支脚の可能性を考えている。S10は石錘である。花両岩の扁平な礫の

上下端に加え、片側の側縁も両面から打ち欠いて網掛け部分を作り出している。図54～56は河

道から出土した加工が認められる木器である。図54－W1～W3は農具の柄と考えられる。い

ずれも断面はほぼ方形である。加工痕が明瞭に残る。W4は棒状の木器で、4面を面取り加工
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法量（cm）
色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか

1 壼 （11．2）

一 一
（外）ミガキ後ナデ（内）ミガキ，ケズリ （外）淡～暗茶褐（内）茶褐～暗茶褐 精昆微～細砂 b－b’32層

2 壼 （15．8）

一 一
（外）（内）ナデ （外）淡榿灰褐（内）淡橦～明橿褐 精良，微砂

3 壼 （16．2）

一 一
（外）ナデ（内）ナデ，工具ナデ （外）淡黄灰褐（内）黄灰褐 微～粗砂

4 壼 （18．2）

一 一
（外）ミガキ，箆描き沈線（内）ナデ，ミガキ，工具ナデ （外）淡灰白（内）淡灰褐 細～粗砂

5 壼
一 一 一

（外）ヨコナデ，ユビオサエ，沈線（内）ヨコナデ，ミガキ （外）（内）暗褐 細～粗砂

6 壼
一 一 一

（外）ユビオサエ（内）一 （外）（内）暗黄褐 精良

7 壼 一 一 一
（外）ミガキ，ナデ，沈線（内）ナデ，ユビオサエ （外）（内）榿褐 精良，微砂

8 壼 一 一 一
（外）（内）ミガキ（外）削り出し突帯 （外）淡黄褐～暗褐（内）暗褐 微～粗砂

9 壼 一 一 一
（外）（内）ナデ（外）沈線 （外）（内）淡茶褐 微～粗砂

10 壼 一 ｝ 一
（外）ユビオサエ，ナデ，沈線（内）ハケメ，ナデ，ユビオサエ （外）（内）黄褐 精良

11 壼 一 一 一
（外）ヨコナデ，ミガキ，沈線（内）ナデ，ユビオサエ （外）暗黄褐（内）黄褐 微砂

図50　河道出土遺物（1）（縮尺1／4）
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第2章　第19次調査

し、断面が台形を呈する。上下端が失われており、どの程度の延びがあったかは不明だが、こ

れも農具等の柄の可能性がある。W5、W6は板状の木製品である。　W5は薄い板材で、穿孔

される。W6は下半部にスリット状の加工が認められ、別のものと組み合わせて使用したのか
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法量（cm）
色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか

12 甕 （21．4）

一 一
（外）（内）ヨコナデ，ユビオサエ （外）淡橿褐～黄褐（内）榿褐 細～粗砂

13 甕 （21．8）

一 一
（外）ナデ，ユビオサエ，口縁刻み（内）ナデ，ユビオサエ （外）（内）黄褐 細砂

14 甕
一 一 一

（外）ナデ，口縁刻み，沈線，炭化物付着（内）ナデ，ユビオサエ，ハケ （外）暗灰褐～黒褐（内）暗黄褐 精良

15 甕
一 一 一

（外）ヨコナデ，口縁刺突，櫛描き沈線（内）ヨコナデ （外）暗灰褐～黄褐，（内）黄褐 粗砂

16 甕
一 一 一

（外）ヨコナデ，ユビオサエ，日縁端部：刻み（内）ヨコナデ （外）暗灰褐（内）黄褐 小礫多，粗

17 甕
一 一 一

（外）ヨコナデ，口縁端部：刻み（内）ヨコナデ，ユビオサエ （外）灰褐（内）茶褐 精良

18 甕
一 一 一

（外）櫛描き沈線（内）ナデ （外）黄褐～暗茶褐（内）暗茶褐 微～細砂

19 甕？
一 一 一

（外）一，箆描き沈線（内）ヨコナデ？ （外）（内）暗黄褐 粗砂

20 甕
一 一 一

（外）一，（内）一 （外）（内）暗黄褐 細～粗砂

2ユ 甕
一 一 一

（外）櫛描き沈線（内）ナデ，ユビオサエ （外）暗黄褐（内）暗褐 微～細砂

22 壼 （23．2）

一 一
（外）ヨコナデ，口縁刻み，頸部：突帯（内）ナデ，ユビオサエ （外）（内）暗黄褐 精良

23 甕
一 一 一

（外）ナデ，突帯上面刻み（内）ナデ （外）（内）淡茶褐 微～粗砂 b－b’1層

24 壼 一 一 一
（外）ミガキ，ナデ，沈線（内）ナデ （外）暗黄褐（内）黄褐 細～粗砂

25 壼 （23．4）

一 一
（外）ナデ，口縁指頭痕（内）ヨコナデ （外）淡黄白（内）暗茶褐 細～粗砂

26 壼 （9．8）

一 一
（外）ヨコナデ，ユビオサエ（内）ヨコナデ，ヘラミガキ （外）暗赤褐（内）暗褐 精良

図51　河道出土遺物（2）（縮尺1／4）
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第2節　調査の成果

もしれない。W7、W8は杭である。　W7は楕円形の断面形である。土圧による変形かもしれ

ない。W8は先端部に加工痕が明瞭に残る。先端部以外の加工は枝を払う程度であり、比較的

て＝≦

・＼（ぽξ

こ、／’

　　　28

薫言

綱ド～呼

一， ｲ）

29

／7

、　　　　　，’

Cエニ　3

33

酬 　／／，

し4／

纈竪享

蕊，

34

38

L＿」∠7
　　　　　　　　　35

二二二

・㌻ぷ．・㍉・…

ご醸≧蕊．二㌻

　　＿心～　、

璽i：

一？

　　40

　　　　　　　　　　　42

0　　　　　　　　　　　　10cm

覇

1…猿

蠣
糞

法量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色　　　　　調 胎土 備考番号 器種

口径 底径 器高

27 壼 一
（8．4）

一
（外）ミガキ後ナデ（内）ナデ （外）明橿褐～灰褐（内）暗灰褐 微～粗砂

28 壼 一
（11．O）

一
（外）（内）ナデ （外）（内）淡灰白 粗砂

29 壼 一
（7．4）

一
（外）ミガキ後ナデ，（内）ナデ （外）淡黄白（内）暗灰褐 微～粗砂

30 壼 一
（9．0）

一
（外）ハケメ，ナデ（内）ナデ （外）淡灰褐～暗褐（内）淡灰白 微～粗砂

3ユ 壼 一
（6．2）

一
（外）ミガキ後ナデ（内）ナデ （外）淡茶褐～暗褐（内）灰褐 微～粗砂

32 壼 一
（6．8）

一
（外）（内）ナデ （外）（内）淡黄灰 微～粗砂 底部圧痕

33 壼 一
（6．4）

一
（外）（内）ナデ （外）淡黄白（内）暗灰褐～暗褐 微～粗砂

34 壼 一
（7．0）

一
（外）一，（内）一 （外）（内）明榿褐 微～粗砂

35 壼 一
（7．6）

一
（外）ナデ，（内）一 （外）明榿（内）淡灰～淡榿 微～粗砂

36 壼 一
（8．4）

一
（外）ミガキ後ナデ，（内）ナデ，タテハケ （外）淡燈白（内）淡灰～暗灰褐 微～粗砂

37 甕 一
5．2

一
（外）ミガキ，（内）ナデ （外）暗赤茶褐（内）暗赤茶褐～淡灰褐 微～粗砂

38 壼 一
（9．4）

一
（外）ミガキ，ナデ，（内）ナデ （外）（内）淡黄白 微～粗砂

39 壼 一
（9．0）

一
（外）（内）ナデ，板状工具痕 （外）茶褐～暗茶褐（内）淡灰白 微～粗砂 底部圧痕

40 壼 一
（7．8）

一
（外）（内）ナデ （外）灰褐～暗灰（内）淡黄白 微～粗砂 底部圧痕

41 壼 一
（7．0）

一
（外）一，（内）一 （外）淡黄白（内）明淡黄褐 微～粗砂

42 壼
一

（8．0）

一
（外）（内）ナデ （外）（内）明榿褐 精良，微砂

図52　河道出土遺物（3）（縮尺1／4）
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43
一

〆（）　v
　ノ

ク
1

／

⑳
　　＼

c／
1

　　r／l
　！＼ノ

／

1

＼ノ1

日

45
1

口中空部分 ◎
44

46 喜

0

S10

10cm

法量（cm）
形態・手法の特徴ほか 色　調 胎　土 備　　　考 部　　　位番号 器種

口径 底径 器高

43 土製品 一 一 一 中央に孔貫通 暗黄褐 精良，微～細砂

44 土製品 一 一 一 中央に孔貫通 暗黄褐 精良，微～細砂

45 土製品 一 一 一 中央に孔，貫通しない 暗黄褐 精良，微～細砂

46 土製品 一
＿　　　　　　　’

一
面取り 灰褐 微～粗砂 土製支脚？

番号 器種 石材 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 備　　　　　考

S10 石錘 弗μ」　山

ｻ岡石 104．2 87．1 23．4 311．0 三方を打ち欠く

図53　河道出土遺物（4）（縮尺1／2）
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第2節　調査の成果

〉一

膠一

憾

☆

一

］

W1

：～’　l

ll；∋

一…

W3

W2

コペ

ヨ

l
／

＼

y

i＼

吻

辺鯉二：

一z二

　　

ご

》

W4

W5

W6

0　　　　　　　10cm

W7

一べ

＞
　W8

聾

襲

鑛

遭

番号 器種 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 木取り 特　　　　　徴

W1 柄 87．0 4．6 2．4

W2 柄 73．3 3．0 2．2 割材

W3 柄 19．4 4．0 2．8

W4 柄？ 23．2 2．4 1．8 割材

W5 板材 15．6 4．2 0．8 板目 穿孔

W6 板材 16．2 3．5 1．4 割材 スリット状の加工

W7 杭？ 44．1 8．6 4．6 丸木

W8 杭 42．9 6．9 6．9 丸木 先端部加工全面におよぶ　先端音長さ9．9cm

図54　河道出土遺物（5）（縮尺1／6）
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wl

rlv

川

｛1＼

　ソ

ノ
／

＼

　　　

“

』

＼斗〕

W9

’｛

W11

W12

一、1

W10

W13

郎
川

！／川

1い・＼

／、い躍

ノ／
（／

レ

㍑へ・

W14

W15

0　　　　　　　10㎝

番号 器種 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 木取り 特　　　　　徴

W9 板材 52．5 7．5 1．2 柾目

WlO 板材（農具？） 49．9 10．2 2．5 柾目 農具の未成品？

Wll 板材 5．1 5．6 2．0 板目

W！2 板材 6．0 8．8 1．2 板目

W！3 板材 15．0 10．1 2．1

Wl4 板材 40．6 7．1 3．0 みかん割り

W15 板材 20．4 11．6 3．2 みかん割り

図55　河道出土遺物（6）（縮尺1／6）
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舞
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づ
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翼

番号 器種 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 木取り 特　　　　　徴

Wl6 板材 55．3 6．7 3．4 板目

W17 板材 41．6 7．ユ 2．5

W18 板材 25．9 6．0 1．8 割材 面取り

W19 加工材 21．8 2．5 2．1 割材

W20 加工材 139 30 13 柾自

　　　　　　　　　　　　　図56　河道出土遺物（7）（縮尺1／6）

簡易な加工である。図55－－W9～W13は板材である。いずれも明瞭な加工痕は残っていない

が、薄く平滑に仕上げている。ただしW10は先端部の形状から、農具の未成品の可能性もあ

る。W14、　W15はみかん割の板材である。

　図56－W16～W18は図55－W9～W13に比して厚めの板材である。　Wl6～W18は加工痕がみ

られる。W19、　W20は断面が不整形な棒状の木製品である。加工痕がみられる。遺存状況が悪

く、用途は不明である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野崎）

註

（1）近藤義郎1992「c　人形」『楯築弥生墳丘墓の研究』
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第2章　第19次調査

b．氾層検出の遺構・遺物（図57・図版7）

　10層は黄灰褐色を呈する粘質土層であり、本層上面で溝7条を検出した。いずれも基本的に

は東西方向に走行する。

　溝i（図57・59）

溝12

　調査区の北端をほぼ東西に走行する溝で、北半分は調査区外にかかる。ほぼ東西に走行する

が、09－70ライン付近で少し北西に振れ、調査区北壁へ抜ける。検出レベルは標高2．9m、底

竺

竺5

竺6

△乙7

竺

竺

0　　　　　　　　　　　　　　　10m

図57　10層検出遺構1平面図（縮尺1／300）
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第2節　調査の成果

面のレベルは標高2。65mである。溝幅は不明であるが、推定0。3

m程度になるものと思われる。深さは0．3m、断面形状は深めの

丸底を呈する。埋土は灰色砂1層である。出土遺物は土器片数点

が認められ、うち1点を図化した。図58－1は弥生中期の土器の

底部片である。
0　　　　　　　　　　　10cm

法量
番号 器　種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか 色調 胎土

1 壼 一 5．0
一 （内）ハケメ，摩滅顕著（外）ヘラミガキ，底部ナデ （内）黒（外）黄褐色 細砂含む

　　　　　　　　　　　　　図58　溝12出土遺物（縮尺1／4）

溝13（図57・59・図版7）

　調査区北部、AZ－4ライン～5ライン間を南東から北西に向かって走行する。検出レベル

は標高2．95m、底面の標高2．45mを測る。溝1幅0．8m、深さは0．5m、断面の形状は逆台形に近

い丸底を呈する。埋土は5枚に分けられ、灰褐色系の粘質土を主体とする。埋土の質と堆積状

況から緩やかな流れを推測できる。出土遺物は土器小片がわずかに認められたが、図化できる

ものはなかった。その他に鉄津2点が出土している（図104・図版21）。これについては後節で

まとめて記述する。

溝14（図57・59）

　前述の溝13の南側を溝13

に沿うように走行する。東

端は撹乱によって切られて

いる。検出レベルは標高

2．95m、底面のレベルは標

高2．85mを測る。溝幅0．25

m、深さ0．1mで、断面の

形状は丸底を呈する。埋土

は暗灰褐色粘質土1層で出

土遺物はみられなかった。

溝15（図57・59）

a

b

≡a・
C

c－c’ f面　溝15
1．灰褐色粘質土

3．1m．a－a’断面　溝12
－c　ユ．灰色砂

　　　b－bノ断面　溝13
　　　1．黄灰色粘質土
　　　2．灰褐色粘質土
　　　3．灰色粘質土
　　　4．灰色砂
　　　5。暗灰色粘質土

　　　溝14
　　　1．暗灰褐色粘質土

　　　　　　　　3．Om

］ぎ／

図59　溝12～褥断面図（縮尺1／30）

b’

　調査区の中央部、AZ－6ラインの南側を東西方向に走行する。東端・西端とも撹乱によっ

て切られており、残った部分で長さ14m程が検出できた。検出レベルは標高3．Om、底面のレ

ベルは標高2．75mである。溝の幅0．4m、深さ0。25mで、断面の形状はV字状に近い。埋土は

灰褐色粘質土1層で出土遺物はみられなかった。

溝16（図57・60）
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第2章　第19次調査

　調査区南部、AZ－8～9ライ　　　　　　　　　31．　　e＿　　　　　　　≡旦e・
　　　　　　　　　　　　　　　　　d＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿dノ
ン間をほぼ東西方向に走行する。

面の地形で疎部が微剛状と鵠鵠霊砂質土1罵纏粘質土

なっていることによるものと思わ　　　　　　　　　　　　　0＿1m

れる。東端から5m程は二叉を　　　　　　　図60溝16断面図（縮尺1／30）

呈し、以西では西壁まで一条の溝

て削平されている部分もあるが、溝i幅0．7m、深さ0．4mで、断面の形状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＞　　　　　　S11

は東側では逆台形に近い丸底、西に行くにつれ丸底を呈する。出土遺物　　　　　0　　　　2、．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
は土器数点が認められたが、図化の困難な小片であった。その他に石鍍

番号

S11

器　種

石鍛

最大長（mm）

230

最大幅（mm）

145

最大厚（mm）

42

重量（9）

08

材質

サヌカイト

特 徴

凹基式、刃部は両面調整

図61溝16出土遺物（縮尺2／3）

一点が出土している。Sl1はサヌカイト製の凹基式石鍍で、基部の先端をわずかに欠損してい

る。

溝17（図57・63）

　AZ－9ラインの南側に沿うように古い段階にはほぼ東西方向に走行し、その後09－90ライ

ン付近で南に流れを変え、南壁に抜けて行く。検出レベルは標高2．8～2．9m、底面のレベルは

2．65mである。溝i幅は0．4～0．8m、

深さは0．1～0．25mである。断面の

形状は丸底で、埋土は分層できると

ころでは2枚に分かれる。古段階の

埋土は暗茶褐色粘質土、新段階の埋

土は明茶褐色粘質土である。出土遺

物は土器小片が数点と、石器1点が

認められた。図62－S12はサヌカイ

ト製の模形石器である。土器には図

＜］ 0

S12

5cm

番号

S12

器　種

模形石器

最大長（mm）

494

最大幅（mm）

221

最大厚（mm）

ユ2ユ

重量（9）

ユ52

材質

サヌカイト

特 徴

両接打法による敲打

図62　溝17出土遺物（縮尺2／3）
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第2節　調査の成果

化可能なものはなく、弥生土器の範躊におさ

まるものと思われる。

溝18（図57・63・図版7）

　調査区南東部、AZO9－49・59区に位置す

る。西端を撹乱によって削平されており、東

壁から長さ6mを検出した。検出した部分

は東西方向に走行するが、09－－60ライン付近

で南へ屈曲し、南壁へ抜けていく。前述の溝

17（新）とi類似する方向をとる。検出レベル

は標高3．35mと高く、本溝周辺が調査区内

でも最も高い地点にあたる。調査区の南側に

微高地の頂部があるものと推測され、本溝、

さらに前述の溝17（新）は微高地の縁を巡る

ように走行するものと考えられる。底面のレ

ベルは標高2．9mを測る。溝幅1．4m、深さ0．45

f

h

30m
U

30mg・

f－fノ f面　溝17
1．明茶色粘質土

2．茶褐色粘質土

g－g’ f面　溝17
1．暗茶褐色粘質土

h－h’ f面　溝18
1、灰茶褐色砂質土

2．暗灰茶色砂質土

3．暗灰褐色砂質土

　　　3．4m
　　　　　hノ

　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図63　溝17・18断面図（縮尺1／30）

mで、断面の形状は緩やかなV字状を呈する。埋土は3枚に分けられ、灰茶褐色～暗灰褐色

を呈する砂質土が主体である。出土遺物は土器の小片数点が認められたが、図化できるものは

なかった。弥生時代後期頃の土器片が認められた。

　本層検出の溝群は、基本的には東西方向に走行しているが、細かくみると、南東部が高い地

形に合った流れとなっている。これらは基本的に11層検出の溝群を踏襲する様相であり、層位

と出土遺物から遺構の時期は弥生時代後期に位置づけることができる。

籍
総
虞
鞠

C．9層検出の遺構i・遺物（図64・65・図版8）

　9層は暗灰褐色を呈する砂質土層で、本層上面で溝33条を検出した。このうちAZ－7ライ

ン以南に主として東西方向の溝が重複して掘削されており、流路ごとにいくつかのまとまりに

分けた。以下に、溝群毎に概要を記す。

溝

第1群

　第1群とした溝は、溝19～24の6条である。これらは調査区の南半を複雑に切りあう溝群の

北端を通る。

溝19（図65・66）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　10m
　　　　O数字は溝番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』＿
　　　　　　　　　　　　図64　9層検出遺構平面図（縮尺1／300）

　調査区の中央に位置し、ほぼ東西方向に走行する。後述の溝i24にほぼ重複しており、09－70

ラインより西側で検出した。上面は溝24によって削平されている。検出レベルは標高2．6m、

底面のレベルは2．3mを測る。検出できた部分では溝幅0．5m、深さ0．35mである。断面の形状

は逆台形で、埋土は黒褐色粘質土1層である。出土遺物はみられなかった。

溝20（図65・66）

　溝23と24の間を走行する。大半をこの2条の溝によって削平されており、ほとんど底面のみ

の確認で、溝幅のわかるところはなかった。検出レベルは標高3．1m、底面のレベル標高2．5m

を測る。確認できた部分の断面形状は丸底を呈する。埋土は暗灰褐色粘質土1層である。出土

遺物は土器数点が認められ、うち1点を図化した。図68－1は鉢の口縁部片である。弥生時代

後期初頭に位置づけられ、本溝の下限はこの時期と思われる。
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N

竺

竺

竺
○数字は溝番号

⇔

＼⑳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　10m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

図65溝19・20・22・28・31平面図（縮尺1／300）

繁

綿
次

礪
耀

a

b一

C

〈溝24＞

　　　／

〈溝23＞

3．2m　．

　　a

≡b・

a－a’ f面
1，溝23　茶褐色砂質土
2，溝24　淡茶褐色砂質土
3．溝22　明灰色砂質土
4，溝19　黒褐色粘質土

e－e’ f面
溝23
1．淡褐色砂質土
2．茶灰色砂

3，茶褐色砂質土
4．灰茶色砂
5，灰褐色砂
6．灰褐色粘質土

溝24
1．黄灰色砂

2．茶灰色砂
3．淡茶褐色砂
4．灰茶褐色砂

f－f’断面

1，溝23　灰色砂質士
2．溝24　暗灰色粘質土
3．溝21　灰茶色砂質土
4．溝20　暗灰褐色粘質土
5．溝22　明灰色砂質土

　　　　　　　　　3．2m　．
　　　　　　　　　－C

＜；黄i20＞／’

修
1m

図66　溝19～24断面図（縮尺1／30）
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第2章　第19次調査

溝21（図64・66）

　AZO9－57区で検出した。大半を後述する溝25と溝32によって削平されているため、検出で

きたのはAZ－7ライン上を通る北岸の長さ2m程と、09－70ライン付近のごく一部であっ

た。検出レベルは標高3．Om、底面のレベルは標高2．5mで、深さ0．45mである。確認できた部

分では断面形状は丸底を呈する。埋土は灰茶色砂質土1層である。出土遺物はみられなかっ

た。

溝22（図65～67）

　AZO9－57区で検出した。大半の部分は溝24によって削平されており、溝幅0．7m、長さ3．5m

程が検出できた。検出した部分では北東から

南西に走行するが、おそらく溝24と同じ流路

をたどるものと思われ、西壁近くでごくわず

かに検出することができた。検出レベルは標

高2．8～3．Om、底面のレベルは標高2．5mを

測る、深さは0．35mで、断面形状は緩やか

な逆台形を呈する。埋土は明灰色砂質土1層

である。出土遺物は土器数点と、石器1点が

0

S13

5cm

　　　　　　　　　　　　　図67　溝22出土遺物（縮尺2／3）

認められた。図67－Sl3はサヌカイト製の剥片である。一部に自然面を残しているが、図の下

端・側縁を中心に加工痕が認められる。土器には図化可能な大きさのものはみられなかった。

溝23（図64・66）

　AZ－6ラインとAZ－7ライン間をほぼ東西に走行する。東端は後述の溝49により切られて

おり、検出できた部分では東端は1条であるものが、09－60ライン付近で二叉に分岐し、調査

区中央から西はまた1条に戻る。検出レベルは標高3．Om、底面のレベルは標高2．6mを測る。

溝幅0．7～1．Om、深さ0．4～0．5mで、断面形状は東側では逆台形、西端では緩やかなV字状を

呈する。埋土は細かくみると、6枚に分層でき、茶褐色～灰褐色の砂質土を主体としている。

最下層に灰褐色粘質土が堆積する部分もある。出土遺物は土器数点が認められた。図68－2に

底部片1点を図化した。

溝24（図64・66）

AZ－7ラインの北側、溝23の南側を沿うように走行する。東端は溝49、調査区中央から西

側では溝23によって北岸を削平されている。検出レベルは標高3．0～3．15m、底面のレベルは

標高2．5～2．65mを測る。溝幅1．5m、深さ0．45mで、断面形状は逆台形を呈する。埋土は4枚
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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 鉢 40．0 一 一
口縁ヨコナデ＋ハケメ，工具ミガキ，外面下部押圧，1／9残 黄糧色，黒 精良

2 甕 一 7．4 一
底部，縦方向の工具ナデ，1／4残 黒灰色，黄灰色 精良，粗砂含む

3 甕 一 6．5 一
底部，（内）ヘラゲズリ（外）縦方向の工具ナデ，1／3残 淡黄橿色 精良

4 甕 一 7．4 一
底部，（内）（外）とも丁寧なナデ，3／4残 淡燈色 精良

5 甕 一 5．8 一 底部　内ヘラケズリ　外工具ナデ2／3残被熱顕著 黄灰色　黒褐色 精良　細砂Aむ

　　　　　　　　図68　9層検出溝出土土器（1）溝20・23・鱗（縮尺1／4）

に分層でき、黄灰色～灰茶褐色の砂質土が主体である。出土遺物は土器数点が認められた。図

68に底部片3点を図化した。

　第1群（溝19～24）の溝群は互いに重複関係をもち、基本的には同一の流路をたどってい

る。このうち溝19が最も古い段階に掘削された溝と思われ、その後22→23→24の順に掘り変え

ながら使用されたものと推測できる。最も新しい段階の溝は溝24である。層位と出土遺物から

本遺構群の時期は弥生時代後期～古墳時代初頭に位置づけられるものと思われる。

第2群

　第2群とした溝は、溝25～33の9条である。これらは調査区南半を複雑に切り合う溝群の中

央付近を通る。

溝25（図65・69）

　AZ－7ラインを中心にわずかに蛇行しながら東から西へ走行する。大半が溝33の下に重複

している。本層検出溝群の中で最も規模の大きい溝であり、掘削時期も古いものと考えられ

る。大半は溝21・29・32・33によって削平されており、底面での検出となった部分がほとんど

であるが、東壁から西壁までの全容が確認できた。検出レベルは標高3．1m、底面のレベルは
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第2章第19次調査

2．5～2．7m、検出した溝幅0．9～2．1m、残りの良い部分での深さ0．7mである。断面の形状は

丸底を呈し、埋土は暗灰褐色粘質土1層である。AZO9－79区では本溝の北岸に水口と考えら

れるピット状遺構を3基検出した。南北に長い長楕円形を呈し、長さ0．7～0．8m、幅0．3m、

深さ0．2～0．3mである。水口の埋土は溝25埋土と類似しており、暗灰褐色粘質土である。3

基のピット状遺構は1～1．4mの間隔で構築されている。

　出土遺物は土器片数点が認められ、うち3点を図化した。図70－2は高杯の口縁部片、5・

6は底部片である。5は壷、6は甕の底部と思われる。

溝26（図64・69）

　AZ－7ラインの南側、溝33の南側に沿うように走行し、北側は溝31・33によって削平され

ている。調査区東壁から13mと、中央から西側では底面付近を部分的に検出した。検出レベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡a・
　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔＼

b

a－a’ f面
1．暗灰褐色砂質土
2．暗灰褐色粘質土
3．暗灰褐色粘質土

＼

4．暗灰色砂質土　　　34m
　　　　　　　　　　　　b／
5．暗灰褐色粘質土

d

r

　　　〈溝26＞
ZiZ
　　　　修　修

　b－b噺面
　　1．暗灰色砂質土　　4．暗灰褐色粘質土
　　2、暗灰褐色砂質土　5．灰茶褐色粘質土
　　3．暗灰褐色粘質土　6．暗灰褐色粘質土

1〈溝i29＞
’←一～一

　　　　一彩

3・2md・

d－dI断面
　　明灰茶色砂質土

2．暗灰色砂質土
3．明灰色砂質土
4．灰茶褐色粘質土

　　＼　　　　　　〈溝29＞　〈溝27）≧・、

参謬
　灰茶色砂質土
6，灰茶褐色粘質土
7．明灰色砂質土

　　，／

．／　＜弄奪32＞

　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　　　　　　　　　　　一
図69　溝21・25～33断面図（縮尺1／30）
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0　　　　　　　　　　　10cm

．」一
法量（cm）

色　　　調 胎土番号 器　種
口径 底径 器高

形態・手法の特徴ほか

1 壼 13．0 一 一
（内）ナデ（外）頸部ハケメ後，沈線7条，歪みあり，1／4残 淡橦色 精良，粗砂含む

2 高杯 15．6 一 一
口縁ヨコナデ，（内）タテ方向ミガキ，（外）ナデ，1／4残 鈍い橿色 精良

3 甕 12．0 一 一
口縁ヨコナデ，（内）ヨコ方向ヘラケズリ（外）ミガキ，1／4残 淡糧色，橿色 精良

4 須恵器　杯身 10．6 4．6 4．6 口縁端部，段有す，反時計回りのヘラケズリ，TK47，1／2残 灰色，青灰色 堅緻

5 壼？ 一 11．0 一
（内）不明（外）工具ナデ，1／2残 灰色，淡橿色 精良，細砂含む

6 甕 一 6．6 一
（内）工具ナデ（外）タテ方向工具ナデ，外底部押圧，1／3残 黄灰色 精良，粗砂含む

7 甕 一
6．4 一

底部，上げ底，（内）ナデ（外）工具ナデ，1／2残 黄榿色，淡榿白色 粗砂含む

8 甕 一 6．0 一
底部，（内）ヘラケズリ（外）縦方向ハケメか，1／3残，黒斑 灰褐色，黄白色 精良

9 甕 一 60 一 底部　内押圧＋ナデ外縦方向ヘラミガキ1／5残煤 褐色　灰褐色 精良　粗砂含む

　　　　　　図70　9層検出溝出土土器（2）溝25・26・28・29・31・33（縮尺1／4）

ルは標高3．Om、底面のレベルは標高2．8mを測る。溝幅1．3m、残りの良い部分での深さ0．3m

である。断面の形状は丸底を呈し、埋土は灰茶褐色粘質土1層である。出土遺物は土器数点が

認められたが、図化はできなかった。

溝27（図64・69）

　AZO9－49区で検出した。西端は溝26によって切られており、長さ3m程を確認した。検出

レベルは標高3．1m、底面のレベルは標高2．8mを測る。溝幅0．5m、深さ0．3mで、断面の形状

は丸底を呈する。埋土は明灰色砂質土1層である。出土遺物はみられなかった。

溝28（図64・69）

　AZ－7ラインの南側、09－50ラインから10－00ラインの間で検出された。ほぼ東西方向で

若干南に湾曲する溝で、東端は溝i32、西端は溝24・33によって削平されている。また上面のほ

とんどは中世溝によって削平されており、底面のみの検出である。底面のレベルは標高2．8～

2．9m、残りの良い部分で深さ0．1mである。埋土は暗灰色砂質土1層である。出土遺物は土器

数点が認められ、うち1点を図化した。図70－－8は甕の底部片である。

溝29（図64・69）

　AZ－7ラインの南側、09－50ラインから10－－00ラインの間で検出された。ほぼ東西方向で

一67一

響

劉

夢

懇

讃



第2章　第19次調査

若干南に湾曲する溝で、東端は溝32、西端は溝24・33によって削平されている。また上面のほ

とんどは中世溝によって削平されており、底面のみの検出である。底面のレベルは標高2．8～

2．9m、残りの良い部分で深さ0．1mである。埋土は暗灰色砂質土1層である。出土遺物は土器

数点が認められ、うち1点を図化した。図70－8は甕の底部片である。

溝30（図64・69）

　AZ－7ラインの南側、09－－80ラインから西壁までの間で検出された。溝31・33の下に重複

して、ほぼ東西方向に走行する溝である。底面のみの確認であり、底面のレベルは標高2．7m

を測る。残りの良い部分で、深さ0．lm、断面の形状は丸底を呈する。埋土は暗灰褐色粘質土

1層である。出土遺物はみられなかった。

溝31（図64・69）

　溝33にほとんど重複して走行する。上部は大半が溝33によって、また東端は後述の溝37に

よって削平されている。検出できた部分での検出レベルは標高3．Om、底面のレベルは調査区

中央では標高3．1m、西壁では2．8mと、西への傾斜が認められる。溝幅は不明で、残りの良い

部分の深さ0．25m、断面の形状は丸底を呈する。埋土は暗褐灰色粘質土を主体とする。出土遺

物は土器片数点が認められ、うち1点を図化した。図70－7は甕の底部片である。

溝32（図64・69）

　AZ－7ラインの南側に沿うように東西方向に走行する。東壁から長さ7m程が検出でき

た。これより以西は中世溝によって削平され不明である。検出レベルは3．lm、底面のレベル

2．8mを測る。溝幅0．3～0．6m、深さ0．25mである。断面の形状は丸底を呈し、埋土は明灰茶

色砂質土1層である。出土遺物は土器数点が認められたが、図化できるものはなかった。

溝33（図64・69）

　AZ－7ライン・8ライン間で、09－60ライン以西で検出された。09－60ライン以東から東

端は検出できなかった。走行方向は南東から北西で、溝24・29の南側に沿うように掘削されて

いる。検出レベルは標高3。1～3．3m、底面のレベルは2．65mを測る。溝1幅L8m、深さ0．5m

で、断面の形状は丸底を呈する。埋土は暗灰褐色砂質土を主体とする。遺物は土器片数点が認

められ、うち2点を図化した。図70－1は長頸壷の口縁～頸部片である。弥生時代後期初頭の

ものと思われる。4は須恵器杯身である。古墳時代中期に位置づけられる。出土遺物から本溝

の時期は古墳時代中期と考えられる。

　第2群とした溝群（溝i25～33）も互いに重複関係をもち、基本的には同じような流路をた

どっている。このうち溝25が最も古い段階に掘削された溝と考えられ、26・27→29→31・32→

33の順に掘削されて使用されたことがうかがえる。
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第2節　調査の成果

　第1群の溝群との関係では、溝25は溝122に切られており、溝25と19がほぼ同段階に存在した

と考えられる。第2群のうちも新しい段階の溝二は溝33である。層位と出土遺物から本遺構群の

時期は上限は弥生時代後期に、下限は古墳時代中期に位置づけられるものと思われる。

第3群

　第3群とした溝は、溝34～45の12条である。これらは調査区南半を切り合って走行する溝群

の南端を通る。

溝34（図64・72）

　AZ－8ライン・9ライン間でほぼ東西方向に走行する。一部を溝44・45によって切られて

いるもののほぼ全容を検出することができた。検出レベルは標高3．lm、底面のレベルは標高

2．85～2．9mを測る。溝幅1．1～1．5m、深さ0．25mである。断面形状は丸底を呈する。埋土は

部分的に2枚に分層でき、灰褐色系の粘質土を主体とする。出土遺物は土器片数点と鉄器1点

が認められた・図71－

M1は鉄製摘鎌の刃部
　　　　　　　　　　　　　　　　1

損している。その他に　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　M1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　10cm
鉄津数点が出土してい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』一

る。

第
憩
次
鞠
塞

番号

M1

器　種

摘鎌

最大長（㎜）

420

最大幅（㎜）

1110

最大厚（㎜）

160

重量（9） 材質

鉄

特 徴

厚さ03cmの鉄板の両側を折り返している

図刀　溝34出土遺物（縮尺1／3）

溝35（図64・72）

　溝39とほぼ重複して走行する溝で、大半を溝39によって削平されている。AZO9－58区、

09－70ラインより以西で北岸を検出することができた。検出レベルは標高3．lm、底面のレベ

ルは標高2．8mを測る。溝幅が確認できる箇所はなく、残りの良い部分での深さは0．2mであ

る。断面形状は丸底を呈し、埋土は淡灰褐色砂質土1層で、溝39の様相に類似する。出土遺物

は土・器・石器数点が認められ、うち1点ずつを図化した。

　図74－2は弥生時代後期に位置づけられる壷の口縁～頸部にかけての部分である。図の下端

部を整形した痕跡があり、壷の破損後、器台のように使用した可能性が考えられる。図75－S

14は多角錐状の石核で、石材はサヌカイトである。主に縦長剥片を剥離しているが、剥片剥離
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第2章　第19次調査

においては打面を転位し、上下の打面に打撃を加えている。

溝36（図64・73）

　溝41と大半が重複して走行する。東壁では溝141の北側、南壁では溝41の東側に位置する。削

平により、底面のみの確認となった部分がほとんどである。検出レベルは標高3．1m、底面の

レベルは標高2．8mを測る。溝幅は不明、深さは、残りの良い部分で0．3mである。断面の形

状はややいびつな丸底を呈し、埋土は暗灰色砂質土1層である。出土遺物は土器片数点が認め

られたが図化できるものはなかった。その他に鉄澤数点が出土している。

溝37（図64・72）

　AZ－8ラインと9ラインの間に位置する。東壁から北側に湾曲しながら、全体としては西

へ走行する。09－60ライン付近で溝22によって切られるまでの長さ10m程を検出した。上面

は中世の溝58によっても切られており、検出レベルは標高2．9m、底面のレベルは標高2．7mを

測る。溝幅0．8m、深さ0．2mで、断面の形状は丸底を呈する。埋土は灰褐色砂質土1層であ

る。出土遺物はみられなかった。

溝38（図64・73）

　AZ－9ラインの北側に沿うように走行する。09－50ライン付近で溝44に削平され、以西は

不明である。検出レベルは標高3．Om、底面のレベル2．85mを測る。溝幅は0．5m、深さ0．15m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．2m　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　一…嚥鷲⑳〉　

f

e－eノ f面　　　　　　　　　溝40　　　　　　　3．淡黄褐色砂質土
溝34　　　　　　　　　　　　．灰褐色粘質土　　　4．淡灰褐色砂質土

1．灰色粘質土　　　　　　　　溝39　　　　　　　溝35
2。灰褐色砂質土　　　　　　　1．淡黄灰色砂質土　　1．淡灰褐色砂質土

a　ピット状遺構　灰色白砂　　2．黄灰色砂質土

e

32mf・

〈溝37〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f－f’断面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝34

〈溝45＞　＞9一〈溝45＞〈溝43＞堕ピ　霧茶色粘質土

＞＞一　　　　　　　霧1竃
　　e－e’断面　　　　g－g’断面
　　溝45　　　　　　　1．淡灰褐色砂質土　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　1m

　　1．暗灰褐色粘質土　2．暗灰褐色粘質土　　　　　　　　　　　　』＿

　　　　　　　　　　図72溝34～45断面図（1）
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第2節　調査の成果

f一 ≡㌣

f－f’ f面
溝41

　灰褐色弱砂質土
　灰褐色砂質土
　灰茶色砂質土

h－h’断面

溝41

　灰褐色砂質土
溝42
　灰茶色砂質土
溝36

　暗灰色砂質土

　　　　　　　　　　　　　　　　溝44
　　　　　　　　　　　　　　　　　灰色砂質土
　　　　　　　　　　　　　　　　溝38
溝36　　　　　　溝43　　　　　　　　灰色砂質土
　暗灰色砂質土　　　　　　　　灰茶色砂質土　　aピット　灰色粗砂

溝43
　灰茶色砂質土
aピット　灰茶色粗砂

　　　　　図73　溝34～45断面図（2）（縮尺1／30）
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1

＼＼2
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×溝35＞，2〈溝43＞，’3・4＜溝39＞，

　、
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|－ kとノ
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黶@　～
ﾐ

4

、ぶ1

ご＼心
＼3

5〈溝45＞
0

r）＾〔　　　　　／

　　　　　5

　　　　10cm

！

ノ

’

法量（cm）
色　　　調 胎土番号 器種

口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか

1 壼 19．9 15．0 13．2
（内）ヨコナデ，オサエ，工具ナデ（外）口縁端面凹線3条，ハケ
′縺C凹線14条・刺突文，ケズリ，口縁1／2，頸部2／3残

黄褐 細砂

2 甕 10．8 一 一 （内）ヨコナデ，ケズリ（外）ヨコナデ，ハケ，煤，被熱，1／4残 淡積 細砂，粗砂含む

3 高杯 一 一 『 （内）ナデ，しぼり，ケズリ（外）ナデ後ヘラ描沈線，穿孔，1／2 淡榿 微砂，

4 甕 一 10．0 一 （内）ヘラケズリ（外）工具ナデ，黒斑あり，1／3残 淡燈，淡榿白 細砂

5 壼？ ｝ 10．0 一 （内）工具ナデ（外）工具ナデ（ミガキか），底部ナデ，1／4残 榿褐 細砂，粗砂含む

図74　9層検出溝出土土器（3）溝35・39・43・45（縮尺1／4）

で、検出できた長さは6m程である。断面の形状は丸底を呈し、埋土は灰茶色砂質土1層で

ある。出土遺物は土器数点が認められたが、図化できるものはなかった。

溝39（図64・72）

　AZ－8ラインの南側に沿うように、09－40ライン以西で検出した。09－40ラインより東側

は削平されていて、検出できなかった。ほぼ東西方向に走行する。検出レベルは標高3．05m、

底面のレベルは標高2．7～2．8mを測る。溝幅1。2m、深さ0．4m、断面形状は東側では丸底を呈

するが、西に行くにつれV字状に近い。埋土は分層可能なところでは4枚に分けられ、淡黄灰
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第2章　第19次調査

＼夕べ乙ゾ＼，

　S14
〈溝35出土〉

　S15
〈溝43出土〉

0　　　　　　　　　　　　　　　　　5㎝

番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（9） 材質 特　　　　　徴

S14 石核 74．5 37．6 19．7 64．0 サヌカイト 打面を転位して剥離している

S15 石鎌 60．2 17．9 6．9 6．2 サヌカイト 有茎式

図75溝35・43出土石器（縮尺2／3）

色～灰褐色の砂質土を主体とする。出土遺物は土器数点が認められ、うち2点を図化した。図

74－3は高杯の頸部片、4は底部片である。高杯は弥生時代後期のものと思われる。

溝40（図64・72）

　09－70ライン以西で、溝44と重複して検出した。大半が溝44によって削平され、底面のみの

確認となった部分がほとんどである。底面のレベルは標高2．9m、断面の形状は逆台形に近

い。残りの良い部分で深さ0．15mである。埋土は灰褐色粘質土1層で、出土遺物はみられな

かった。

溝瑚（図64・73）

　調査区の南東角に位置する。東西方向に走行する溝が、09－50ラインで南向きに流れを変

え、南壁へ抜ける。この地点での北側に膨らむ流路は、地形に起因するものと思われ、溝36・

43も同様の流路をたどる。検出レベルは標高3．lm、底面のレベルは標高2。7～2。8mである。

溝幅0．5m、深さ0。4mで、断面の形状は緩やかなV字状を呈する。埋土は部分的には3枚に分

層でき、灰褐色～灰茶色を呈する砂質土である。出土遺物は土器数点が認められたが、図化で
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第2節　調査の成果

きるものはなかった。その他に鉄津数点が出土している。

溝42（図64・73）

　調査区東壁付近で溝36・41の間で検出された。溝二36・41により削平されており、09－50ライ

ン以西の流れは不明である。検出レベルは標高3。1m、底面のレベルは標高3．Omを測る。溝幅

は不明、深さは0．2mである。断面の形状は逆台形を呈し、埋土は灰茶色砂質土1層である。

出土遺物はみられなかった。

溝43・44（図64・73）

　調査区南部、AZ－9ライン付近を基本的には東西方向に走行する。北側を溝44、南側を溝

43として検出した。09－60ライン周辺でこの2条の溝をつなぐバイパス状の流路があり、この

地点で2条の溝はZ字状につながる平面形を呈している。流路の方向・分岐している点等は溝

45と類似する。検出レベルは標高3．Om、底面のレベルは標高2．7mである。溝43は溝36・45に

よって削平されている。溝幅1．Om、深さ0．3m、断面形状は丸底を呈する。出土遺物は溝43か

ら土器数点、石器1点、溝44から土器数点が認められた。このうち土器・石器各1点を図化し

た。図74－2は土師器甕の口縁部片である。弥生時代後期初めのものと思われる。図75－Sl5

は有茎式石鐵である。その他に溝43から鉄津が出土している。

溝45（図64・72）

　調査区南部、AZ－9ライン周辺を基本的には東西に走行する。09－60ラインより東側では

後世の削平により検出できなかった。09－60ラインから西に延び、09－80ライン付近で二叉に

分岐し、さらにそのうちの北側の流路が09－90ライン付近で二叉に分岐して、そのうちの北側

の1条については西壁へと抜ける。残りの2条は南壁へと向かっていくが、撹乱によって切ら

れている。検出レベルは標高3．lm、底面のレベルは標高3．Omである。溝幅0．6m、深さ0．　lm

であるが、上面は後世の削平をかなり受けているものと考えられる。断面の形状は逆台形を呈

し、埋土は暗灰褐色粘質土1層である。

　本溝には底面中央にピットが伴っており、溝本体の検出ができなかった09－60ライン以東で

もピット列がまとまって検出された。これらのピット列も本来は溝に伴うものであり、上面を

削平されているものと考えられる。ピットは径0。3m程で円形を呈するものがほとんどである

が、東に行くほどいびつな楕円形を呈するものが顕著になり、最大では長径0．9m、短径0．5m

の規模のものも認められる。ピットの埋土は暗灰褐色の砂質土が主体で、ピットの深さは残り

の良いものでも0．1m程度である。出土遺物は鉄津1点があるのみで、検出状況からは第3群

の溝群のなかで最も新しく位置づけられる。

第3群の溝群（溝34～45）も、第1・2群と同様、互いに重複関係を持って、基本的には東
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第2章　第19次調査

西方向に走行する。このうち最も古い

段階の掘削と考えられるものが溝34～

36であり、その後37～39→43・44→45

という順で流れを変えて使用されたも

のと推測できる。第2群との関係で

は、溝37が溝31を切っている。

　本溝群についても弥生時代後期～古

墳時代の範疇におさまるものと思われ

4

32mr

i－r断面

1．灰白色粗砂

2．灰色粘質土

3・暗灰色粘質土　　　　O　　　　　　　　　　　　　lm

4．暗赤褐色粗砂　　　　一5．灰白色砂質土

6．灰白色細砂～暗灰色砂質土
7．灰褐色～暗灰色砂質土

　　　　　図76　溝46断面図（縮尺1／3）

るが、下限については明確な時期を決定づける遺物に乏しい。

　第3群のうち最も新しい溝45については底面にピット列を持つという特徴がある。このよう

な溝の類例として津島岡大遺跡では第14次調査地点溝5（古墳時代初頭）、溝16（13世紀後

半）、第16次調査地点溝5（13世紀）等、数例が知られている。柵列のような性格も考えられ

るが、断定はまちたい。

第4群

　第4群とした溝は、溝46～50の5条である。これらは調査区の北半に位置する。

溝46（図64・76）

　調査区北東角に位置する。南東から北西方向に走行する溝で、東壁から北壁へと抜ける間の

長さ10m程を検出した。東端の一部を溝49に切られる。検出レベルは標高3．05m、底面のレベ

ルは標高2．7mを測る。溝幅は1．6m、深さは0．3mである。断面形状は丸底を呈し、埋土は7

枚に分層できるが、埋土の質・堆積状況から1～3層、4～7層の2回の底を認めることがで

きる。出土遺物は土器数点が認められたが、図化できるものはなかった。その他に鉄津もわず

かに出土している。

溝47（図64・77）

　調査区中央、AZ－6ライン付近に位置する。ほぼ東西方向に走行し、西端で若干北へ振れ

る。検出レベルは標高3．lm、底面のレベルは標高2．5mである。溝幅1．4m、最大幅2．8m、深

さ0．6mである。断面形状は逆台形、埋土は8枚に分層でき、2層（灰褐色粘質土）の段階に

新しい段階の底を求めることができる。それ以外は基本的に灰褐色系の砂質土を主体としてい

る。出土遺物は土器片数点が認められたが、図化できるものはなかった。その他に鉄澤もわず

かに出土している；

溝48

　AZO9－49区に位置する。溝47にとりつくもので、溝47を切っている。溝47がほぼ埋まりか
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第2節　調査の成果

　　　j
＜溝50＞メ

k

＜溝i49＞
蔓2」mj・

k－k’断面　溝47・48・49

溝48
　暗黄褐色～淡黄褐色粗砂
溝47
1．暗灰褐色砂質土

2．灰褐色粘質土

／
3．灰茶褐色細砂～粗砂
4．淡黄褐色粗砂

5．灰白色微砂～粗砂

6．灰白色微砂

7。灰褐色微砂

j－j’断面　溝49・50

溝50
　灰茶褐色砂
溝49
．灰茶褐色砂

2．灰褐色砂

　　　　　〈溝49＞

溝49
1．灰茶褐色砂～赤褐色粗砂

2．灰褐色粘質土

3，灰茶褐色砂～赤褐色粗砂

4，灰褐色細砂

5．灰色粘質土

3．灰茶褐色砂～赤褐色粗砂
4．灰褐色粘質土

5．灰茶褐色砂～赤褐色粗砂
6．暗灰褐色細砂～粗砂

7．灰色砂

8，赤褐色～暗赤褐色粗砂
9．灰色粘質土
　　　　　　　32』k・

0　　　　　　　　　　　　1m

』一，

灘

饗」

ぷ

雛

鑛

図77　溝47～50断面図（縮尺1／40）

けた時点で流れが一時南に振れた状況を推測できる。検出レベルは標高3．05m、底面のレベル

2．85mを測る。断面形状は丸底を呈し、埋土は黄褐色系の砂質土1層である。出土遺物はみ

られなかった。

溝49（図64・77）

　調査区の北東部、09－40ラインと09－50ライン間を南北に近い方向で走行する。AZ－4ラ

インとAZ－7ライン付近で東へ抜け、調査区外に延びる。南端の一部を溝47によって切られ

ている。また南端部分で、溝23・24を切っている。検出レベルは標高3．1m、底面のレベルは

標高2．5mを測る。溝幅は3．Om、深さは0．6mで、断面形状は逆台形に近い。埋土は9枚に分

けられ、4・9層が粘質土である他は灰色～淡褐色系の砂質土が主体となっている。埋土の堆

積状況からは2回の底を認めることができる。

　また溝49には両岸にピット状の落ち込みが確認できた。西岸で6基、東岸で3基である。西

岸北側の4基については東西に長い楕円形を呈し、底面に径0．2m程の小穴が二つ並んでい

る。その他の5基については上面で径0．4m、底面で径0．2m程の規模であり、いずれも深さは

0．2～0．3mである。埋土は灰茶色の粗砂が主体であり、洪水砂で一気に埋没したような状況

を推測できる。性格としては溝両側の護岸状の杭、あるいは柵列といったものを想定できる

が、確定はしがたい。

　出土遺物は土器数点が認められ、うち1点を図化した。図74－5は底部片である。

溝50（図64・77）
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第2章　第19次調査

09－40ラインと溝49の東側に沿うように走行する。大半は調査区の東にあり、調査区内では

ごく一部を検出した。検出レベルは標高3．1m、底面のレベルは標高2．9mを測る。溝幅は不明

で、深さは0．2mである。断面形状は丸底を呈するものと思われ、埋土は灰褐色砂質土1層で

ある。出土遺物はみられなかった。

　第4群の溝群（溝46～50）は東西方向の溝（46～48）と南北方向の溝（49・50）とに流路か

ら大別される。このうち最も古い段階のものが溝46であり、溝49→溝47・48の順に掘削されて

いる。第1群の新しい段階の溝を切っているという関係から、溝47～49は比較的新しい時期に

位置づけることができ、溝49を古墳時代後期頃、溝47については古墳時代後期以降、8層堆積

までの時期と考えられる。

　9層検出の遺構は、古い段階では弥生時代後期初頭から東西方向の溝を次々に構築する状況

がうかがえ、これは古墳時代まで継続的に続く。本調査地点では、当該時期の耕作遺構の検出

はできなかったが、これらの溝は用水路と考えられ、周辺に耕作域が広がっていたことが推測

できる。

5．古代・中世の遺構・遺物

　8層上面で古代の遺構・遺物を、

概要を記す。

6・7層で中世の遺構・遺物をそれぞれ検出した。以下に

a．8層検出の遺構・遺物（図79）

　8層は灰褐色を呈する砂質土で、調査区南東隅を除く全面に堆積している。本層の上面では

溝2条を検出した。

溝

溝51（図78・79）

　AZO9－45区に位置する。南東から北西方向に走行す

る溝の一部を検出したが、大半は7層検出の溝54よって

削平されており、北岸の長さ6m程を確認できたのみ

である。検出レベルは標高3．2m、底面のレベルは標高

3．05mを測る。溝幅は不明、深さは0．25mである。断

面の形状は丸底を呈し、埋土は4枚に分層できる。いず

3・3ma・

　　　1，灰白色細砂
　　　2，明黄灰色砂質土
　　　3，灰白色微砂～細砂
　　　4，灰黄色細砂～粗砂
　0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図78　溝51断面図（縮尺1／30）
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第2節　調査の成果

N

　　　　　　　　　　　　1　　1　　1　　1　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　のの

　　歴ヨ8層検出遺構　　　　　　　』一一一一一一
　　　　　　　　　　　　図79　7・8層検出遺構平面図（縮尺1／300）

れも灰白色系の砂質土からなり、下層の3・4層は微砂～粗砂を主体とする。出土遺物は須恵

質・土師質の土器片数点が認められたが、図化できるものはなかった。主に層位関係から本溝

の時期は古代と思、われる。

溝52

　AZ－8ラインとAZ－7ライン間を南東から北西に走行する。大半を7層検出の溝58によっ

て切られており、09－70ライン以西で南岸を検出した。検出レベルは標高3．2m、底面のレベ

ルは標高3．Omを測る。溝幅は不明、深さは残りの良い部分で0．3mである。断面の形状は傾

斜の緩いV字状を呈し、埋土は3枚に分層できるが、いずれも黄褐色系の砂質土が主体とな

る。

一77一
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第2章　第19次調査

b
34mb・

　　　　　　　　　　　　　34m　．
C　　　　　　　　　　　　　－一一一C

　　　　　　　　　＼＼

　　．黄褐色砂質土
　2，黄色砂質土
　3．黄灰色砂質土　粗砂多い

　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　図80　溝52断面図（縮尺1／30）

　出土遺物は土器片数点が認められ、その中には内黒土

器・須恵質土器の小片が認められたが、図化は困難なも

のであった。本溝二の時期は古代の範躊におさまるものと

考えられる。

　8層出土遺物

　図81－1は8層出土の土師質土器である。黒色土・器の

高台付杯で、10世紀代に位置づけられる。

’
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 黒色土器杯 13．4 7．8 4．6 （内）不明瞭なミガキ，底部押圧，（外）ヨコナデ，底部押圧 黒，橿色 精良

図81　8層出土遺物（縮尺1／3）

b．7層検出の遺構・遺物（図79・図版9）

　7層は暗灰褐色系の粘質土で、8層と同じく南東隅を除く、調査区全面に堆積している。本

層の上面では土坑1基、溝6条を検出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．4m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e土坑

土坑9（図79・82）

　調査区の南東部、AZO9－48区に位置す

る。検出レベルは標高3．25m、底面のレベ

ル3．35mを測る。平面形は長軸を北東一

一e

」∀

1．灰褐色砂質土　　　0　　　　　　　　　　　　1m

図82　土坑9断面図（縮尺1／30）

！

南西方向にとる長楕円形で、東端の一部を側溝によって削平されているが、長径3．Om、短径

2．Om、深さ0．1mである。断面形は丸底を呈し、埋土は灰褐色粘質土1層である。出土遺物は

須恵質土器の破片、土師質土器の小片など、土器数点が認められ、本遺構の時期は中世後半、

14世紀代に位置づけられる。

溝

調査区北部を走行する溝53～56と、調査区中央付近を走行する溝57・58の2つのまとまりが
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第2節　調査の成果

認められた。

溝53（図79・83）

　調査区北東隅を南東から北西方向に走行する。東壁から06－60ラインまでの間で検出した。

これより以西については、大半が調査区外に延びており、また上部に溝55が重複しているた

め、底面のみの確認となった。検出レベルは標高3．2m、底面のレベルは標高3．Omを測る。溝

幅2．1m、深さ0．2mで、断面の形状は丸底を呈する。埋土は2層に分けられるが、灰褐色の砂

質土を主体としている。出土遺物は土器片数点が認められ、うち2点を図化した。図84－1は

須恵質土器の高台付杯の高台部片である。10世紀代と思われる。4は土師質土器の小皿であ

る。14世紀代にはいるものと考えられ、出土遺物には10世紀代～14世紀代の幅のものが含まれ

ている。本遺構の時期は13世紀末～14世紀代に位置づけることができる。

溝54（図79・83）

　調査区の北部に位置し、南東から北西に走行する。東端はAZ－5ラインの南、西端は調査

区の北西角に位置するが、溝55・56によって部分的に削平されている。検出レベルは標高3．2

～3．4m、底面のレベルは標高2．8mを測る。溝幅2．4m、深さ0．55mで、断面形状は丸底を呈

響

罷
魂

讃
議

f…
　＜溝55＞ ＜溝56＞

巫mf・

＜溝54＞4

9－
　＜溝55＞

＿一一

h＿

十
f一ピ断面
1．灰色粘質土
2，茶褐色砂
3．灰色粘質土
4．灰茶色粘質土
5．灰茶色砂
6．灰色粘質土

　　　巫mg’

9－9ノ f面
1．灰色砂質土
2、白灰色砂
3．茶褐色砂
4．灰色粘質土
5，黄灰色砂
6．黄灰色粘質土
7．灰茶色粘質土
8．灰色砂
9．赤灰色砂

断溝53＞

　　　　　h－W断面
　　　　　1．灰褐色砂質土
　　　　　2．暗灰褐色砂
　　　　　3．灰色粘質土
　　　　　4．灰褐色粘質土
　　　　　5．灰色粘質土

　　く溝54＞

6，灰色砂質土
7．灰白色砂
8，淡灰色砂
9．灰白色砂

10，暗灰色砂質土

　　　　　巫mh・

　　　　　3・4mi・
〈溝55・56＞　　　　　トi’断面
　　　　　　　　　　1．灰色砂質土
　　　　＼　　　　　　　　　2．灰色粗砂
　　　　　　　　　3．灰褐色砂質土
　　　　　　　　　4，灰茶褐色砂質土

　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　1m

図83溝53～56断面図（縮尺1／40）
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第2章　第19次調査

する。埋土は4～6枚に分層でき、上層に灰褐色粘質土、下層に灰色～灰茶褐色を呈する砂質

土が堆積している。このことから少なくとも2枚の底面を確認できる。出土遺物は土器片数点

が認められ、うち2点を図化した。いずれも土師質土器の高台部片である。図84－2は内黒土

器の高台部片、3は土師質土器椀の高台部片である。出土遺物には10世紀代～13世紀代のもの

が含まれている。層位と出土遺物から本溝二の時期は13世紀代と思われる。

溝55（図79・83）

　AZ－5ライン以北を南東から北西方向に走行する溝で、東端では溝56の下に重複してい

る。09－70ライン付近では溝53を切り、西壁付近では、再び溝56の下に重複する。溝56と基本

的な方向が同じであるため、大半が底面付近のみの確認であった。検出レベルは標高3．3m、

底面のレベルは標高3。1～3．2mを測る。溝幅は不明、深さは残りの良い部分で0。2mである。

断面形状は丸底を呈し、埋土は3枚に分層できる部分があり、灰色～黄灰色砂質土を主体とす

るが、部分的に粘質土が堆積するところもある。出土遺物は土器片数点が認められたが、図化

できるものはなかった。

溝56（図79・83）

　溝55とほぼ同じ流路をたどる。調査区北部の溝の中では、最も新しい段階の溝である。検出

レベルは標高3．2～3．3m、底面のレベルは標高2．9～3．1mを測る。溝幅は2．Om、深さ0．3mで

断面形状は丸底を呈する。埋土は部分的に3枚に分けられるが、灰色系の砂質土が主体であ

る。出土遺物は土器片数点が認められたが、図化できるものはなかった・層位・切りあい関

係、遺物などから本溝の時期は14世紀代と思われる。

溝57（図79・85）

　調査区中央部を南東～北西方向

に走行する。東端はAZ－8ライ

ン、西端はAZ－6ラインに位置

する。検出レベルは3．2m、底面

のレベルは標高2．8mを測る。溝

幅1．6m、深さ0．35mで、断面の

’ピー’

ニゴ、

1・4：溝53，2・3：溝54

：：司『3

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 須恵器高台付杯 一
9．2 一

（内）（外）ヨコナデ，外底部，押圧後ナデ 灰色 精良

2 黒色土器椀 一 7．4 一
（内）摩滅により不明（外）ヨコナデ，貼付高台部ナデ 黒，淡橿褐色 精良，粗砂含む

3 土師質椀 一
7．2 一

（内）ナデ，（外）ヨコナデ，貼付高台部ナデ 灰白色，淡橦白色 精良，細砂含む

4 土師質小皿 8．0 6．8 1．4 （内）底部中央押圧，ヨコナデ，（外）ヨコナデ，底部ヘラ切り 淡橿色 精良

図84　溝53・54出土遺物（縮尺1／3）
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」一

〈溝58＞ 〈溝57＞

3．4mソ
　ー一』

k＿

　　　　　　3『

3已k・ j－jノ断面

溝57
1．灰茶褐色砂質土
2．灰褐色砂質土
3，暗茶褐色砂質土
溝58
1，灰茶褐色砂質土
2．灰褐色砂質土
3．暗灰褐色砂質土
4．茶褐色砂質土

　　　　　　　　　　　1m

k－k’断面
溝57ピット
1．灰褐色砂質土
2，灰白色砂質土
3，灰白色砂質土

灘

講
il魏

li鶏

図85　溝57・58断面図（縮尺1／40）

＼ピー、
、

、 二：4； 、

一w4

　、「、、r

l＼）人

～・一Aつ
ニー一⊥＿、

日／

　　ピ

、

、

二≡≡壷／

　　　　　　5
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、
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／／／二

！

、

、

！
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　∠＿／一参ン　　、　　　、　　　、　　　　＼　　　　、　　　　　一　　一

ノ

9

1・2・6・7：；黄57，3～5・8・9　弄鳶58 0 10cm

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 須恵器高台付杯 一 8．8 一 （内）（外）ヨコナデ，高台は貼付。底部外面に工具ナデ痕 灰色 精良，細砂含む

2 土師器甕 ユ4．2
一 一

口縁内外ヨコハケ，胴部（内）押圧，ケズリ，（外）ナナメハケ 黄灰色 精良，細砂含む

3 黒色土器椀 『 8．0 一 （内）摩滅して不明，（外）ヨコナデ，貼付高台部ナデ 黒，淡橿褐色 精良，微砂含む

4 黒色土器椀 一 7．8 ｝ （内）ミガキ，（外）ヨコナデ，貼付高台部ナデ 黒，淡榿褐色 精良，微砂含む

5 黒色土器椀 一 7．4 一 （内）摩滅して不明，（外）ヨコナデ，貼付高台 黒褐色，褐色 精良，微砂含む

6 土師質椀 一 6．0 一 （内）摩滅して不明，（外）ヨコナデ，底部外面押圧 灰白，（底部外）黒 精良，細砂含む

7 弥生甕 一 8．1
一

底部片。（内）ヘラケズリ，（外）ナデ 淡榿色，黒 精良，粗砂含む

8 弥生甕 一 8．0 一 底部片。（内）ナデ，（外）押圧後ナデ 淡燈色 精良，細砂含む

9 弥生甕 一 9．0 一
底部片。（内）押圧，（外）押圧，ナデ 淡黄燈，淡橿 精良，微砂含む

図86　溝57・58出土遺物（縮尺1／3）
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第2章　第19次調査

形状は丸底を呈する。埋土は基本的には3枚に分けられるが、いずれも灰褐色系の砂質土が主

体である。

　溝57ではちょうど09－90ラインにあたる南岸にピットを1基、さらにその西側に2m程離

れた地点の両岸に対になるピット2基を検出した。まず前者は検出レベルが標高3．1m、底面

のレベルは標高2．9mを測る。長径0．3m、短径0．25mの楕円形を呈し、深さ0．2mである。水

口とも考えられ、南端は溝58に接しているが、溝58との水のやりとりができるような構造とす

るにはやや無理がある。現段階での用途の断定はできない。2基が対になるピットは、検出レ

ベルが標高3．1m、底面のレベルは北側が2．85m、南側が標高3．Omを測る。平面形はいずれも

径0．2m程の円形を呈する。深さは北側が0．1m、南が0．25mである。埋土は灰褐色系の砂質土

が主体であり、溝57の埋土と同様である。出土遺物は土師質・須恵質土器の小片多数のほか、

5cm大の礫が認められた。図86－1は須恵器杯の高台部片、2は土師器甕の口縁部～胴部

片、6は土師質土器椀の高台部片、7は弥生土器の甕の底部片である。2の甕は溝57の下層に

位置する古墳時代の溝のものと考えられる。1は10世紀代、6は13世紀代に位置づけられ、出

土遺物については時期幅が認められる。

溝58（図79・85）

　溝6の南側を併走する。東端はAZ－8ラインの南、西端はAZ－7ラインの北に位置す

る。検出レベルは標高3．2m、底面のレベルは標高2．8mを測る。溝幅2．4m、深さ0．4mで、断

面の形状は丸底を呈する。埋土は4枚に分けられ、灰褐色～茶褐色を呈する砂質土が主体であ

る。規模・埋土等、溝57に良く似ている。出土遺物は土師質・須恵質土器の小片多数と小礫が

認められた。図86－3～5はいずれも内黒土器の高台部片で、10世紀代に位置づけられる。

8・9はいずれも弥生土器の底部片である。本溝の出土遺物には溝6と同様、時期幅が見ら

れ、最終的に埋没したのは14世紀代に入るものと思われる。

　水田畦畔（図87）

　7層上面では一部であったが、水田畦畔

と考えられる遺構を検出した。調査区中

央、AZO9－47区に位置し、検出レベルは

標高3．3mである。調査区東端から東西方

向に長さ4．Omを検出した。畦畔の高さ

0．1～0．15mで、上面は削平されていると

思われる。検出した部分では、7層を形成

する暗灰色砂質土を削りこんだ帯状の高ま

d一

＞i　修修
d－d’断面
．暗灰色粘質土

2、灰褐色砂質土

3．灰褐色砂

4．淡灰褐色砂質土
5．淡灰褐色細砂

〈溝57＞

　　ノ墾』m／ぱ

0　　　　　　　　　　　　　　　1m

図87　7層水田畦畔断面図（縮尺1／30）
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第2節　調査の成果

りが認められた。後述の溝との関係では、溝57の最終埋土はこの畦畔を切っている。畦畔の方

向からも溝i57・58の溝よりも古い段階に位置づけられる。

　6・7層出土遺物（図88）

　図88は6・7層から出土した遺物である。7層からは須恵器底部片（1）、土師質土器椀の

高台部片（4）、土師質土器椀（7）の3点を図化した。このうち4は13世紀代に、7の椀は

小型になり、高台部もかなり小さくなっている段階であり、14世紀代の終わりに位置付けられ

る。6層からは須恵質土器の底部片（2）、黒色土器の高台部片（3）、土師質土器椀の高台部

片（5・6）の4点を掲　　　　　　　　　　　　　　　　一一

色土器が10世紀代に、

5．6の椀が13世紀代｝こ、　　　　／、　＼L．三プ5

　6層上面での遺構の検

出はできなかったが、6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠ノしノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿（＿／
層の時期についても7層　　　　　　　　　　　　　　　　3

の状況とあまり変わらな　　　1・4・7：7層，2・3・5・6：6層　　　　0L⊆－0・m

いものと思われ、14世紀

代と考えられる。

讃

璽毒

蓼

雛

讃

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 須恵質高台付杯 一 11．0 一 （内）（外）ともヨコナデ。高台は削りだし。 青灰色 堅緻

2 須恵質甕 一 13．4 一 （内）（外）回転ヨコナデ 淡青灰色 精良

3 黒色土器椀 一
8．6 一 （内）（外）摩滅のため，調整不明 （内）黒（外）赤褐，黒 精良

4 土師質碗 一 5．8
一

（内）摩滅して不明，（外）押圧，貼付高台部はヨコナデ 淡黄白色 精良

5 土師質碗 一 5．0 一 （内）（外）ナデ，貼付高台部もナデ 淡灰白色 精良

6 土師質碗 一
4．0 一 （内）一部押圧，（外）ナデ，外底部は押圧後ナデ 淡灰白色 精良

7 土師質碗 8．6 4．5 3．3 （内）ナデ，（外）押圧，貼付高台部はヨコナデ 淡灰白色 精良

図88　6・7層出土遺物（縮尺1／3）

6．近世・近代の遺構・遺物

　近世の遺構は5～3層の各面で検出した。5層上面で土坑3基と溝1条、4層上面で溝2

条、3b層上面で溝2条、3a層上面で耕作痕をそれぞれ検出した。以下に概要を記す。
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第2章　第19次調査

a．5層検出の遺構・遺物

土坑

土坑10（図90・図版10－3）

　AZO9－59区に位置する。南半は調査区外にあたるため、北半分の検出となった。検出レベ

ルは標高3．45m、底面のレベルは標高2．9mを測る。主軸を南北に持つ土坑で、東西幅1．42

m、南北長1．Omが残る。平面形は南北に長い隅丸長方形に近いものと推測される。深さ0．55

　N
～

AZ－4

AZ－5

坐6

全乙7

AZ－8

全乙9

10－00 09－90 09－80 09－70 09－60

　1

09－50

　1

09・・40

溝5ズ

∴道路

＼ば、

　　　　　　　　土坑12
　　　土坑11
　　　　　　　　　＼cレ
土坑10』o

　　　　　　　　　　住　　　　　　／一溝
b’

嚇》ピット

肋溝61

0　　　　　　　　　　　　　　　10m

図89　3～5層検出遺構平面図（縮尺1／300）
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第2節　調査の成果

mで、断面の形状は丸底を呈する。埋土は6枚

に分層でき、上層の3枚は黄褐色系の砂質土、下

層の3枚は灰褐色～黄褐色系の粘質土が主体であ

る・上層の砂質土は3～4層と良く似ており、半

分程度埋まった状態でしばらく窪みになっていた

後、3～4層の堆積時に最終的に埋没したものと

推測できる。出土遺物は須恵質土器・磁器の小片

が数点認められたが、図化できるものはなかっ

た。層位と出土遺物から本遺構の時期は近世に比

定されるものと思われる。

土坑11（図91・図版10－4）

　AZO9－79区に位置する。検出レベルは標高3．5

m・底面のレベルは標高2．9mを測る。主軸を北

東一南西方向に持つ隅丸長方形を呈する。長径

1．25m、短径1．Om、深さ0．6mである。断面の形

状は逆台形、底面形も長方形を呈する。埋土は8

枚に分層でき、1～6層の上層は灰褐色系の砂質

土を主体としており、下層の7・8層は黄灰褐色

～暗灰褐色系の粘質土を主体とする。この状況は

土坑1と極めて良く似ており、埋没過程も同様の

ものと推測できる。出土遺物は土師質土器片など

数点が認められたが、図化できるものはなかっ

た。本遺構の時期は近世におさまるものと思われ

る。

土坑12（図91・図版10－5）

　AZO9－69区に位置する。検出レベルは標高3．3

m、底面のレベルは標高3．Omを測る。東端は側

溝によって切られているが、土坑3と同じく主軸

を北東一南西方向にとる隅丸長方形を呈するもの

、

b一
3・6mb・

．淡黄褐色粘質土

2．淡黄褐色砂質土　　0　　　　　　　　　　　　　1m

3．淡黄褐色粘質土　　　一4．淡褐色粘質土

5．灰褐色粘質土
6．黄褐色粘質土

図90　土坑10平・断面図（縮尺1／30）

C＿ 36mc・

灘竃璽　　∨
4，淡黄灰色砂質土
　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

6．淡黄灰色砂質土　　　7．黄灰褐色粘質土
8．暗灰褐色粘質土

　図91　土坑11平・断面図（縮尺1／30）

と思われる。短径0．9m、深さ0．3mで、断面の形5・淡灰褐色砂質土

状は丸底を呈する。埋土は5枚に分層でき、1～

4層は灰褐色系の砂質土、最下層（5層）は灰黄
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第2章　第19次調査

色粘質辻ノさある。出土遺物は土器片数点が認められた

が、図化できるものはなかった。時期としては土坑1・

3と同様に、近世におさまるものと思われる。

　その他に調査区南壁際で、もう1基の土坑を確認し

た。この遺構については側溝の中に北端があり、大半が

調査区の南にあたるため、規模・平面形はわからなかっ

た。合計すると、本調査区南端部に少なくとも4基の土

坑が構築されていることとなるが、その用途について判

断できる材料は乏しく、現段階では資料の増加を待ちた

い○

溝

溝59（図89・93）

d一
3坦」md・

　　　　一

1．淡灰褐色砂質土
2，灰褐色砂質土
3．黄灰褐色砂質土
4・灰黄色砂質土　0　　　　　　　　　　　　　　1m
5．灰黄色粘質土

図92　土坑12平・断面図（縮尺1／30）

　調査区北部、AZ－4ラインの北側で東西方向に走行する溝を一条

検出した。東端は09－50ライン、西端は09－80ラインの西に位置し、

長さ12m程を検出した。検出レベルは標高3．4m、底面のレベルは標

高3．3mである。溝幅0．25m、深さ0．1mで、断面形状は丸底を呈す

る。埋土は灰褐色砂質土1層である。出土遺物は土師質椀・鍋脚の小

片が認められたが、図化できるものはなかった。本溝の時期は、出土

遺物から中世後半とも考えられるが、層位と周辺の遺構との関係を考

慮すると、中世～近世に求めることができる。

a
35ma・

1，灰白色砂質土

　　0　　　　　　　50cm

　図93　溝59断面図
　　　　（縮尺1／30）

b。4層検出の遺構・遺物

　溝

溝60（図89・94）

　調査区南部、AZ－9ライン以南に位置する。北東から南西方向に走行する溝で、東端は削

平され、西端と南岸の大半は南壁以南へと抜け、長さ13m程を検出した。検出レベルは標高

3．5m、底面のレベルは標高3．35mである。溝幅は1．1m、深さは西に行くほど深くなり、南壁

断面で0．2mである。全体を後世に削平されているものと思われるが、全体に浅く、溜まりの

ような状況を呈する。埋土は7枚に分けられるが、最下層が灰褐色粘質土である以外は灰褐色

系の砂質土が主体である。出土遺物は土器の小片数点が認められたのみで、図化できるものは
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　　　　　　　　　　　　　　　　　e＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3釦e・
なかった・

@　　　　　　　　　∴修修溝61（図89・95）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　AZO9－69区に位置する。南北　　1．灰褐色粘質土　　5淡灰褐色砂質土一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．淡橿色粘質土　　　　6．灰色砂質土
方向に走行する溝のごく一部、溝　　　2曇麟橿霜質土　1：震籠籍責土

幅0．4m、長さ1．2m程を検出し　　　　　図94溝60断面図（縮尺1／30）

た・検出レベルは標高3・5m・底面のレベルは標高3．35mを測　f＿　　　　　≡㌣

る。断面の形状は丸底で埋土は灰褐色砂質土1層である。北端は

撹乱によって切られ、AZ－9ラインより以北については不明で

ある。南端は調査区外へ延びる。出土遺物はみられなかった。　　　　　　0　　　　50・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，暗灰褐色粘質土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図95　溝61断面図
c．3b層検出の遺構・遺物　　　　　　　　　　　　　　　（縮尺1／30）

　本層上面では南北方向に走行する2条の溝を検出した。溝二の位置関係・本層上面の状況等を

考え合わせ、2条の溝に挟まれた部分が「道路」として使用された可能性が高いものと判断し

た。以下に概要を記す。

鐸
響撰

湊

羅

鐵

道路状遺構（図89・96・図版10－1）

　調査区の西側、09－90ラインと10－00ラインの間に位置する。東西幅5．Omで、両側に溝

62・63が流れる。溝の底面と道路面との比高差は最も大きいところで0．6mである。上面は削

平を受けている可能性はある。南北方向に合致しており、両側に側溝のように溝がつくられて

いる点から道路状遺構と考えられる。

　津島岡大遺跡のこれまでの調査地点では、東西方向の区割りに合致する溝は確認されている

が、南北方向のものは本調査地点が初めての確認である。現在判明している地籍図等にこの道

路と合致するものはみられないが、岡山市域の近世・近代の区割りの方向と合致しており、条

里に関連する遺構であるとみられる。

h
側溝

溝62

道路面 側溝

溝63

了

3．6m

0　　　　　　　　　　　　　　　　2m

図96　道路状遺構断面図（縮尺1／60）
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第2章　第19次調査

溝

溝62（図89・97・図版10）

　前述の道路状遺構の西側側溝にあたる。

ちょうど10－00ラインに主軸が通る。検出

レベルは標高3．4m、底面のレベルは標高

3．3mを測る。溝i幅1．4m、深さ0．15mで、

断面の形状はややいびつな丸底を呈する。

埋土は2層に分けられる部分もあるが、暗

灰色粘質土を主体とする。出土遺物は土

器・陶器・磁器等の小片多数が認められた

が、図化できるものはなかった。本遺構の

時期は近世と考えられる。

溝i63（図89・98・図版10）

　前述の道路状遺構の東側側溝にあたる。

本溝の西岸が09－90ライン上を通る。検出

レベルは標高3．4m、底面のレベルは標高

3．3mを測る。溝幅1．6m、深さ0．1mで、

断面の形状は丸底を呈する。埋土は2枚に

分けられ、上層は暗灰褐色砂質土、下層は

灰茶褐色粘質土である。出土遺物は土器・

陶器等の小片が多数認められたが、図化で

9一
3塑mg・

h一

1．暗灰褐色粘質土

35mh・

1．暗灰褐色粘質土
2・灰茶褐色粘質土　　0　　　　　　　　　　　　　　1m

図97　溝62断面図（縮尺1／30）

i＿　　　　　　　　　　　　　　3動r

　1．暗灰褐色砂質土

j－　　　　　　　　　　　　　　　　2
3．5mゾ

ー』

1．暗灰褐色砂質土　　0　　　　　　　　　　　　　　1m

2，灰茶褐色粘質土　　　』＿

図98　溝63断面図（縮尺1／30）

きるものはなかった。本遺構の時期は近世と思われる。

d。3a層検出の遺構・遺物

　3a層は黄色を呈する砂質土である。2層を除去した後、本層上面ではほぼ全面で多数の細

長い溝を検出した。検出レベルは標高3．45～3．5mである。撹乱によって壊されている部分以

外の全面に認められ、溝幅0．1m、深さ0．1～0．2m程度である。基本的に南北方向であり、長

さはまちまちで、長いもので1．5mを測る。鍬等の道具による耕作痕と思われる。

　調査区南端の中央付近のみ、北東～南西方向の5～6条の溝が認められ、この方向は前述の

溝60、土坑ll・12の方向を踏襲したものである。この付近以南で地割りが南北主軸から北東一

南西方向に変わる可能性が考えられる。
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図99　3a層検出遺構平面図（縮尺1／400）
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　、　　．．b、

継齢
　　　　　　　3

　　　　　4

0　　　　　　　2cm

　　　　　（3，4）

⑨

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 青磁碗 一 一 一 龍泉窯系。外面にややくずれた鏑連弁文。 胎灰色，紬淡緑灰色 精緻

2 白磁碗 一 6．7 一 高台は削り出し，露胎。粕は薄く施される。 胎白色紬白色 精緻

番号 器　種 最大長 最大幅 厚さ 形態・手法の特徴ほか 色　　　調 胎土

3 平瓦 4．8 5．5 2．2 上面は布目痕，下面は縄目タタキ。 灰白色 精良

4 土錘 5．3 L4 1．5 全体に丁寧なナデ，穿孔径3．5mm， 橿色 細砂，均質

図100　3～5層出土遺物（1）（縮尺1・2　1／3，3・4　3／4）
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第2章　第19次調査

近世包含層（3～5層）出土の遺物

　図100～102に3～5層包含層の出土遺物を掲載した。3～5層出土遺物は時期幅としては中

世～近世のものが含まれる。層の時期としては近世の範疇におさまるものと思われる。

　図100－1は青磁碗の口縁部　　　　　　　　　　　　1

二：㌶灘＝　　：⊂≒ミ7、診
世紀代に、後者は白磁碗IV類と思　　一　　一ら　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M3
われ、13世紀代に比定される（1）。

1は4層、2は5層からの出土で　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　2．5、m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M2

番号 器　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 材質 特　　　　　徴

M2 釘状鉄製品 37．0 3．0 3．0 一 鉄 断面方形。下端は尖るように加工されている

M3 刀子 13．0 32．0 3．0 一 鉄 図の下端が刃部にあたる。挟り入り。

　　　　　　　　　　　図101　3～5層出土遺物（2）（縮尺1／1）

ある。3は平瓦片で、格子目タタキと、布目痕が認められる。5層から出土した。4は土錐で

ある。5層から出土した。図101－M2は釘状鉄製品である。長さ3．7cmの棒状で断面は方形

を呈する。3－5層対応層からの出土である。M3は横長の鉄板を加工したものである。図の

下端は刃部と考えられ、おそらく刀子　　　　　　　　　　　　　　　1

と推測される。5層から出土した。図

101－M4は銅銭である。4層から出

土したもので、2枚の銅銭が重なった

状態で出土し、中央に綴じ紐が残って

いた。「祥符通實」であり、中世末～

近世初頭の出土例が多い。
M4

0　　　　　　　　　　2．5cm

番号

M4

器　種

銭

最大長（mm）

255

最大幅（mm）

235

最大厚（mm）

10

重量（9） 材質

銅

特 徴

「祥符通實」。2枚重なって出土。中央の孔に綴じ紐残る

図102　3～5層出土遺物（3）（縮尺1／1）

註

（1）山本信夫　1996「中世前期の貿易陶磁器」『概説　中世の土器・陶磁器』
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第2節　調査の成果

e．近代の遺構

　2層上面では陸軍屯営地造成以前の畝状遺構を検出した。

　

～

10－00　　　　　09－90　　　　　09－80　　　　　09－70　　　　　09－60　　　　　09－50　　　　　09－40

1　　1　　1　　1　　1　　1　　1
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｛自日目目1

川1
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Aii竺

A三玉

AZ口

竺8

A乙9

藻

縄

讃
耀

　　　　　　　　l　　l　　l　　l　　！　　1　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　10cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　図103　2層検出遺構平面図（縮尺1／400）

　畝状遺構

　調査区全面で南北方向の畝状遺構を検出した。検

出レベルは標高3．5～3．6mを測る。畝幅0．6～1．4

m、畝の間隔は約0．5m、高さは0．15mである。全

体として09－90ライン以西が畝幅が広く、東側が狭

い。本遺構の時期は近代に位置づけられる。（岩崎）

7．その他の遺物

a。鉄淳

　本調査地点では、表3に掲げたように、鉄津が比

較的多く出土している。これは津島岡大遺跡の既調

　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　10cm

図104　溝43出土鉄淳（縮尺1／3）
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第2章　第19次調査

表3　第19次調査出土鉄澤観察表

層位 区・遺構 大きさ（cm） 重さ（9） 備　　考 層位　　区・遺構 大きさ（cm） 重さ（9） 備　　考

9層 2．3×2．7×2．1 10
10層 溝13 12．4×6．8×7．5 340

製錬津か？図
P04・図版21－1 2．5×2．2×1．7 5

4．5×4．0×3．0 40 3．3×2．3×2．2 5

10層 2区 3．3×3．0×2．8 20 8b層 1区 5．5×4．3×3．0 60

3．8×2．9×1．8 10 3．7×2．9×2．0 20

4．4×2．9×3．1 20 4．0×2．8×3．0 20

3．0×2．0×2．2 10 8b層 2．5×2．4×L9 10

2．9×2．4×1．9 10 8b層 1区 6．2×5．1×5．5 120

3．1×2．5×L5 10 3．3×3．0×2．5 20

2．5×1．3×1．6 5 8b層対応 2区 2．7×2．9×2．9 20

9層 溝134 4．0×3．0×2．8 30 2．6×2．2×1．7 10

2．5×2．6×1．6 10 8・8b層・ 2区 4．4×3．2×L5 20

9層 溝36 4．6×4．2×3．4 60 3．7×3．5×3．5 30

3．7×3．5×2．2 30 3．6×3．9×1．6 20

3．9×3．1×2．5 20 8層 2区 6．1×4．6×3．5 110

9層 溝i41 4．8×4．4×3．5 50 4．7×4．3×3．8 40

3．7×3．0×2．7 20 3．8×3．6×2．0 20

3．9×2．5×2．2 ユ0 2．7×2．8×2．5 20

溝43 6．1×4．6×3．4 50 4．9×2．4×2．0 20

6．5×4．1×4．2 60 2．8×2．2×2．0 10

4．7×3．2×2．1 30 8層 3．5×3．7×2．5 30

3．8×3．1×2．3 20 3．7×2．7×2．8 30

溝45 3．2×2．3×2．0 10 3．6×2．5×2．1 30

9層 溝46・49 7．9×4．0×4．2 160 椀形津 3．5×2．6×3．2 20

9層 溝二47 7．7×5．5×4．7 170 製錬津か？ 8層　　　3区 5．0×4．8×4．2 100

7．7×6．4×4．1 110 4．7×5．1×3．3 70

6．8×4．8×4．9 130 3．9×2．7×2．8 20

4．3×3．3×2．8 20 6．7×5．9×5．5 150

9層 溝47～49 4．9×3．4×3．0 40 6．9×3．3×4．3 110

3．9×3．8×2．7 30 4．3×4．4×3．3 60

3．3×2．6×2．8 20 4．3×3．1×3．0 40

3．2×2．1×1．9 10 3．3×2．3×1．5 10

3．1×2．1×1．6 10 3．2×3．0×1。9 20

2．8×1．7×L6 5 7・8層 6．8×3．3×4．2 110

9層 4区 4．5×4．1×3．1 50 4．4×4．5×3．4 60

9層 4．2×2．3×2．1 20 3．2×3．1×1．8 20

5．3×5．9×2．1 30 3．3×3．0×3．0 40

4．0×2．9×2．3 30 3．4×2．3×1．5 10

3．8×3．2×2．0 20 7・8層 4区 6」×5．3×3．7 140

2．7×2．4×1．6 ユ0 3．1×3．1×2．2 20

2．8×L7×1．8 10 7層 2．8×2．4×1．3 10

2．7×2．2×1．7 ユ0 4区 3．7×3．3×3．3 40

2．5×2．2×1．8 5

7層対応

V～9層

東側溝 9．3×3．9×3．3 70

3．2×1．5×1．5 10 4区 3．5×2．9×2．2 20

2．8×1．7×1．7 5 6層 2区 3．4×3．ユ×0．7 10 鉄片

2．9×2．1×1．3 5 6層 3区 5．4×5．2×2．6 50

9層対応 4．4×3．9×2．4 50 3．2×2．4×2．ユ 20

5．3×3．9×3．6 60 5層 3．4×3．2×2．9 30

3．6×3．1×2．6 30 4～7層 4区 4．4×4．2×3．5 90

3．8×2．8×2．5 20 2～5層 2．6×2．3×2．0 10

4．2×3．6×2．1 20

査地点の中でも最も多い量である。10・9層の遺構と10～3層の各包含層から出土している

が、ここで一括して記載することとする。

　　まず遺構からは10層検出溝ll3、9層検出の溝34・36・41・43・45・46・47・49の各溝の埋土

中から出土している。時期は10層溝13は弥生時代後期、9層溝は弥生後期から古墳時代後期と

やや時期幅がある。肉眼観察によると、全体として錆を吹いているものが大半を占めており、

鍛冶淳が主体とみられる。意味ある形状が残っているものはほとんどなく、わずかに溝49出土

の1点がいわゆる椀形津とみられる。図104は溝13出土鉄澤である。これと溝47出土の鉄淫の
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第2節　調査の成果

合わせて2点には、溶岩状あるいは飴状の部分が認められ、錆が吹いていない。他の鍛冶淳と

は異なる様相である。このような形状から製錬澤の可能性が考えられるが、不純物があまり含

まれていない等、いくつかの問題点が指摘される（1）。

　古墳時代後期については、第10次調査地点で、住居祉から羽口が出土している他、炭焼成土

坑と考えられる遺構が検出され、鉄津の出土も包合層からみとめられる（2）。また本調査地点で

は特に調査区の南半に多く出土する傾向が認められる。以上の点を考え合わせると、本調査地

点と第10次調査地点付近一帯で鍛冶等に関連する作業が行われていたとの想定ができる。

　出土鉄津の自然科学的分析はこれからであり、分析結果と今後の資料の増加をまってさらに

検討することとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩崎）

註

（1）岡山県古代吉備文化財センター　光永真一氏のご教示による。

（2）山本悦世　2003「H　津島岡大遺跡第10次調査」『津島岡大遺跡』11　岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

　　ター

鐸

畢
義

讃

b。本来の包含層から遊離した遺物（図105）

　ここでは後世の撹乱等によって本来の包含層から遊離した遺物を掲載した。1は弥生時代前

期の河道から出土した縄文土器である。外面に沈線が1条みられる。2は弥生時代前期の貯蔵

穴6から出土した縄文時代後期前半の土器の口縁部で、口縁端部を肥厚させ、沈線を引き、口

縁部上面から沈線までの間にRL縄文を施す。3は弥生時代前期の土坑7から出土した縄文土

器の底部片である。内面にわずかに条痕が残る。4は中世の溝57から出土したサヌカイト製の

石核である。上面に原礫の自然面を残している。c面が素材剥片の主剥離面であるが、この石

核を用いて剥片剥離を行っており、主剥離面は打点付近にわずかに残るのみである。この石核

を用いた剥片剥離は、a面では上下両方向の側縁から、　c面では右側縁、左側縁から下端にか

けての面から剥片剥離を行っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野崎）
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，灘議購灘

嘗磯欝 o
1

　　　　　潟’

’1叉1㌶：㌶’ 紘
3

　　　0　　　　　　　　　　　　　　10cm

（1～3）一

／

7ブ

0

×締
｛八

S16

10cm

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 部位

1 鉢 一 一 一
（外）口縁部沈線 褐色 粗砂 口縁部

2 深鉢 一 一 一 （外）口縁部沈線，口唇部～沈線間RL縄文 淡茶褐色 細砂 口縁部

3
一 一 一

（内）条痕 （外）淡赤褐色（内）暗褐色 粗砂～小礫 底部

番号 器種 石材 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 備　　　　　考

Sl6 石核 サヌカイト 69．7 99．1 21．7 149．0 打面を転位して剥片剥離

図105本来の包含層から遊離した遺物（縮尺1～3　1／3，Sl6　1／2）
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