平成 29 年度の主な発掘成果から
平成 29 年度に市域で実施した埋蔵文化財
発掘調査では多くの成果がありました。
市内南東部の恩智遺跡では、弥生時代前期末
〜中期後葉(前３〜１Ｃ)の遺物包含層を確認
し、南部の志紀遺跡では、古墳時代前〜中期(４
〜５Ｃ)の居住域や、他地域から搬入されたと
考えられる土器を確認しました。また南部の東
弓削遺跡と弓削寺跡では、奈良〜平安時代や平
安時代後期〜室町時代の掘立柱建物、井戸等を
発見しました。

弥生時代前期〜中期の居住域を発見！
恩智遺跡＜第 46 次調査＞(恩智中町二丁目)

恩智遺跡は、八尾市の南東部に位置する縄文時代前期(前 40C)〜鎌
倉時代(13C)に至る複合遺跡です。地理的には生駒山地西麓に形成さ
れた扇状地から沖積地にかけて広がっています。本遺跡は、弥生時代
には集落規模が拡大し、地域の中心的な役割を果たした大規模な集落
であったことが推定されています。
調査の結果、弥生時代の遺物包含層から弥生時代前期末(前３Ｃ)の
壺や中期前葉〜後葉(前２Ｃ〜１Ｃ)の壺・甕・鉢等が見つかり、同時
期の居住域が本地に展開することが判明しました。

包含層内遺物出土状況
(弥生時代前〜中期)

古墳時代前期の居住域を発見！
志紀遺跡＜第６次調査＞(志紀町西二丁目)

志紀遺跡は、八尾市の南部に位置する弥生時代前期(前４Ｃ)〜室町時代中期(15Ｃ) に至る複合遺
跡です。志紀町西三丁目付近を中心に東西約 700ｍ・南北約 400ｍがその範囲と推定されており、
地理的には旧大和川の主流であった長瀬川の左岸の沖積地上に立地
しています。
調査の結果、古墳時代前期〜中期(４〜５Ｃ)の遺構が見つかりまし
た。古墳時代前期の土坑(ＳＫ303)からは、古式土師器の小形丸底壺
や甕が出土し、同時期の柱根が残る柱穴を数箇所で確認したことから、
同時期の居住域が存在していたことが判明しました。さらに、古墳時
土坑(ＳＫ303)遺物出土状況
代中期(５Ｃ)の溝からは、東海地方からの搬入品とみられる台付甕の
(古墳時代前期)
発見があり、交流の範囲を考える上で貴重な資料を得ました。
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弥生時代中期〜中世の居住域などを発見！
東弓削遺跡＜第 28 次調査＞・弓削寺跡＜第７次調査＞（都塚四丁目ほか）

東弓削遺跡・弓削寺跡は、八尾市の南部
に位置します。現在の行政区画では、八尾
木、東弓削、都塚の東西約1.3kｍ、南北約
1.2kｍが遺跡の範囲とされています。地形
的には、旧大和川の主流で、本遺跡南部の
二俣付近で分流する長瀬川と玉串川に挟ま
れた低位沖積地に立地する遺跡です。これ
までに行われた発掘調査では、弥生時代中
期前葉(前２Ｃ)〜室町時代中期(15Ｃ)の遺
構や遺物が確認され、当該期の集落が展開
していることが明らかになりました。
東弓削遺跡・弓削寺跡一帯は、
『続日本紀』
に記される、称徳天皇や弓削道鏡にかかわ
る「由義寺(弓削寺)」、「由義宮」、「西京」
の推定地でもあります。
調査の結果、奈良〜平安時代の掘立柱建
物、人工河川(以下大溝と記載)、刳船転用
の井戸、平安時代後期〜室町時代の掘立柱
建物、井戸等が発見され、たくさんの遺物
が出土しました。
B１-４区では、包含層から弥生時代中期

東弓削遺跡第 28 次調査、弓削寺跡第７次調査位置図

の石包丁が見つかり、居住域または生産域が存在していた
可能性が高くなりました。
B４-５区の溝(SＤ43４)からは、古墳時代前期(布留式期)
の甕と後期の土師器壺や須恵器杯身が出土しています。
B１-３・４区では、奈良時代の大溝が開削されその北岸
にほぼ東西南北の正方位に主軸を持つ掘立柱建物が、複数
建っていたことが判明しました。柱の掘形は一辺60〜80
㎝の隅丸方形、柱径が20〜25㎝あるかなり大きな建物で、
掘形のひとつから和同開珎1点が出土しました。これらの建

Ｂ１-３・４区全景(奈良時代)

物は由義宮に関連する建物である可能性が高いと考えられ
ます。大溝は西南西から東北東に流れています。幅は16〜
20ｍ、深さは1.4ｍです。大溝の肩の部分には鋤のような
工具で掘った跡が残っていました。B４-５区では、南北に
流れる大溝の西肩を確認しました。東肩は平成28年度Ｂ４
-２区で検出しています。西肩から直角に取り付く石組を検
さんばし

出しており、桟橋・船着場等の可能性があります。大溝は
確認した位置から、玉串川から水を導いた人工河川である
Ｂ１-３・４区奈良時代遺構配置図
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と考えられます。上層から奈良時代後期の土器とともに
平安時代初めごろの土器が出土したことから、埋没した
時期は8世紀末から９世紀初めごろと推定されます。この
大溝の性格としては、資材運搬用の運河かと考えられま
すが、あるいは河川改修工事のためのバイパス水路とも
考えられます。大溝は、大型掘立柱建物群とともに、西
京等の造営との関連を考慮する必要があると考えられま

Ｂ１-４区人工河川(大溝)(奈良時代後期)

す。宮殿造営のための運河の例としては、藤原宮中枢部
の下層を南北に貫くもの等があります。さらに、B１-４
くり ぶね

区の大溝の北側では、凖構造船の刳船部分の一部を切断
し、井戸枠として転用した井戸(刳船転用井戸)が見つかり
へ さ き

とも

ました。部材は舳先あるいは艫に近い部分で、最大幅約
100㎝、先端の幅約60㎝、厚さ10〜14㎝あります。ほ
かに幅約55㎝、厚さ約4㎝の板材2枚を組み合わせてあ
りました。板材は刳船の上部に取り付けられていた
げんそくいた

舷側板だった可能性があります。時期は奈良時代後半(８
Ｃ後半)と推定されます。井戸枠に転用された奈良時代の

Ｂ１-４区刳船転用井戸検出状況(奈良時代後期)

刳船は、同じ八尾市内の萱振遺跡でも出土しています。
大溝やその周辺からの主な出土遺物には、奈良時代から
平安時代の銭貨(「和同開珎」「神功開寳」「隆平永寳」)、
じ ゅんぽ う

けん

はかり

銅製帯金具（巡方）、滑石製の「権」（ 秤 の重り）、緑釉
陶器、墨書土器、土馬、軒平瓦などがあります。
「権」の重さは44ｇあり、奈良時代の単位の一両(約42
う

ば

ｇ)という重さの単位に相当します。墨書土器の中に「優婆

Ｂ４-５区大溝内石組(奈良時代後期)

い

夷」と読み取れる文字が書かれた皿があり、本地に在家
の女性の仏教信者のいたことが想像できます。
また、平成28年度までに調査を終了した地区からも、軒
えんめんけん

丸・軒平瓦や瓦の可能性のある奈良三彩の破片、須恵器円面硯、
須恵器蔵骨器などの由義寺や由義宮に関連すると推測できる
多彩な遺物の発見がありました。
Ｂ１-３区からは平安時代後期の井戸(ＳＥ700)、土師器
甕・皿埋納土坑(ＳＫ009)、土師器皿埋納土坑、皿集積や柱
穴群などが、また、Ｂ1-４区からは平安時代中期の井戸、後
期の井戸などが見つかりました。
Ｂ１-３区からは鎌倉時代前期の井戸などが見つかり、前時
代に引き続き居住していたことが判明しました。
Ｂ１-3区やＢ３-5区は、平安〜室町時代にかけての比較的

Ｂ１-３区井戸(ＳＥ700)
検出状況(南から)

長期にわたり永続的に居住域として利用されており、八尾市
内における中世社会の展開を考える上で重要な資料となるも
のです。
Ｂ１-３区土師器甕・皿埋納土坑
(ＳＫ009)(平安時代後期)
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八尾市出土の主な遺物や遺構を紹介します。
ちょうそくもん

八尾南遺跡出土の 鳥 足文タタキを施す韓式系土器について
八尾南遺跡第 18 次調査で、古墳時代中期の土師器や須恵
器とともに韓式系土器を発見しました。そこで、今回は韓式
系土器の中でも特に「鳥足文タタキ」と呼んでいる鳥の足跡
のようなタタキを施す土器に焦点をあて、出自を探ってみま
す。
なべ
こしき
同調査で出土した「鳥足文タタキ」の土器には、鍋と 甑 (写
①
真１・図１)があります。鍋(①)の口縁部は、僅かに外へ折れ
②
曲り、注ぎ口が一箇所あます。体部中位には、一対の把手が
付きます。甑(➁)の口縁部は、真っ直ぐ立ち上がります。また、
写真１ 八尾南遺跡第 18 次調査
体部は長胴で、底は平らです。体部中位には、一対の把手が
韓式系土器 鍋（①）
・甑（➁）
付き、底部には円形の孔が中央に 1 個、その周囲に８個開い
ています。鍋と甑の体部の外面には「鳥足文タタキ」を施しています。
よく似た土器は、北西側に隣接する長原遺跡(大阪市)の数箇所の調査地点でも出土し、その分布は、
八尾南遺跡の北部から長原遺跡の北東部にかけての範囲であることが判ってきました。
キョンギ ド
チュンチョンド
チョルラ ド
「鳥足文タタキ」を施す土器は、韓国の主に京畿道、忠 清道、全羅道の地域に分布すること、また、
平底の甑は、同地域の特徴を示していることが近年までの研究で判っています。したがって、鍋(①)
と甑(②)は、韓国の特に西部に出自が求められる可能性があり、同時期における両国の交流を考える
上で大変重要な資料です。

①

①

②

②
図１

韓式系土器実測図および鳥足文タタキの拓本

イベント情報

編集後記
今年の夏は異常気象でした。連日の真夏
日や突然の豪雨、また、台風の上陸に悩ま
され、さらに、各地で頻繁に起こる地震に
よる被害が多発し、震撼させられました。
過去もこうした災害は起こっており、そ
の爪痕は、列島各地の発掘調査現場の地層
に残っています。
水害の跡は、当時の生活していた地面を
覆いつくす砂層の堆積を現場で確認し、ま
た、地震で発生する液状化現象の噴砂の痕
跡も確認しています。
このように過去の災害の事例を、将来に
起こる災害に対する防止対策に役立たせ
て行けたらと切に願っています。〈ＫＮ〉

鍋（①）・甑（②）

◆秋季企画展「やおの弥生時代(前期〜中期)−弥生文化の導入と集落の広がり−」
内容：八尾市域から出土した弥生時代前期から中期の遺物を中心に展示
期間：平成 30 年９月 27(木)〜平成 31 年２月 15(金)
時間：午前９時〜午後５時(入館は午後４時半まで)
休館日：土・日・祝日・年末年始(但し 10 月 28 日(日)、11 月 17 日(土)・18 日(日)、
平成 31 年１月 20 日(日)は休日開館)
◆講演会
①「弥生時代の金属器‐八尾市域出土の銅鐸について‐」
②「弥生時代前期〜中期の河内の集落について」
講師：西村公助 (当施設学芸担当)
日時：①平成 30 年 10 月 28 日(日) ②平成 31 年１月 20 日(日)
いずれも午後１時 30 分〜３時(先着 30 名、資料代 200 円)
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