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遺跡名称 時塚遺跡・馬路遺跡・池尻遺跡・車塚遺跡

調査主体 (財)京都府埋蔵文化財調査研究センター

調査担当 調査第２課調査第１係

は じ め に

国営農地再編整備事業「亀岡地区」に伴う調査は、農林水産省近畿農政局の依頼を受け

て京都府教育委員会・亀岡市教育委員会や当調査研究センターで実施しました。

国営農地関係遺跡の調査は、桂川東岸地域を対象に平成13年度から継続的に実施してき

ています。それらの成果として、案察使遺跡・三日市遺跡、時塚遺跡で縄文時代の遺構・

遺物が確認され、桂川東岸で人々が活発に活動していたことがわかりました。また、弥生

時代前期には大淵遺跡や池尻遺跡において集落が営まれたことがわかっています。弥生時

代中期になると時塚・馬路・池尻・車塚遺跡において多数の方形周溝墓が検出されてお

り、人口の増加を推測することができます。一方、古墳時代になると、南丹地域を代表す

る中期の方墳である坊主塚古墳・天神塚古墳・時塚１号墳などが築造され、後期には南丹

最大級の前方後円墳である千歳車塚古墳が築造されます。

律令期には丹波国分寺・同国分尼寺が造営され、国分寺に瓦を供給した瓦窯にともなう

灰原が三日市遺跡において平成15年度に発見されました。また、池尻遺跡第７次Ｄ地区で
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No 遺跡名 所在地 調査期間 調査面積 調査担当

1 時塚遺跡第10次 平成16年12月１日～ 約2,820㎡ 専門調査員　岡崎研一

(Ｇ～Ｉ地区) 平成17年２月末日 調　査　員　福島孝行

2 馬路遺跡第４次 平成16年12月７日～ 約1,570㎡ 調　査　員　村田和弘

平成17年２月末日

3 池尻遺跡第７次 平成16年12月６日～ 約1,430㎡ 調　査　員　石崎善久

(Ｅ地区) 平成17年２月末日

4 時塚遺跡第10次 平成16年12月６日～ 約1,300㎡ 専門調査員　黒坪一樹

(Ｊ地区) 平成17年２月末日

5 車塚遺跡第７次 平成16年12月13日～ 約1,090㎡ 主任調査員　引原茂治

(Ａ地区) 平成17年２月末日 調　査　員　福島孝行

亀岡市馬路
町小弥ヶ口

亀岡市馬路
町時塚

亀岡市馬路
町六反田

亀岡市馬路
町池尻久保
前

亀岡市馬路
町池尻滝ヶ
元
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は官衙と考えられる大型掘立柱建物跡群を確認しました(第１図)。

このように、国営農地関係遺跡の調査が進むにつれ、桂川東岸地域の歴史が判明してき

ており、今後、丹波の歴史を考える上で重要な地域であることが明かとなりつつあります。

今回、時塚遺跡・馬路遺跡・池尻遺跡・車塚遺跡についての説明会を実施致しますが、

特に「方形周溝墓」と呼ばれる弥生時代の墓が多数確認されたことが注目されます。

なお、調査に関しましては関係諸機関をはじめ、調査に参加頂きました方々に御協力頂

きました。お礼を申し上げます。

１．時塚
ときづか

遺跡第10次(Ｇ～Ｉ地区)(第２図)

(1)調査の概要

①Ｇ地区(第３図)

Ｇ地区からは、弥生時代中期の柱穴群や土坑、そして、時塚１号墳の周溝を確認すると

ともに、平安時代後期の井戸や柱穴などを確認しました。

柱穴群 調査地東側に直径0.2ｍ前後の柱穴を650基程検出しており、弥生時代中期の居

住施設の跡と考えられます。また、円形の竪穴式住居跡とそれらを囲む柱穴群も確認する

ことができました。

時塚１号墳 第６次調査で発見した一辺約27ｍの方墳です。造り出しに多くの鉄器が副

葬された埋葬施設を１基確認するとともに、周溝からは盾持ち人形埴輪が出土しました。

今回の調査では、幅約６ｍ、深さ約0.9ｍの周溝の南隅を検出しましたが、埴輪は出土し

ていません。

井戸・柱穴 井戸492は一辺約2.8ｍの方形です。黒色土器や土師器が出土しました。ま

た、井戸947は直径1.5ｍの円形で、井戸の底に人頭大の石を円形に組んでいます。井戸の

中から緑釉陶器片が出土しています。そのほか、柱穴を確認していますが、掘立柱建物跡

としては復原できていません。

②Ｈ地区(第４図)

方形周溝墓 方形周溝墓２の構内から弥生時代中期後半の土器片(第６図1・2)が出土し

ました。一方、方形周溝墓15の南側の周溝内には、埋葬施設が認められました。また、方

形周溝墓の中心線の主軸が、方形周溝墓２と方形周溝墓10・49・15・17で異なっており、

大きく２つの方形周溝墓群が存在すると考えられます。

そのほか、柱穴を検出しましたが、掘立柱建物跡には復原できていません。
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③Ｉ地区(第５図)

方形周溝墓 総計５基の方形周溝墓を確認しました。大きく西方に傾く地形上に築かれ

ており、Ｃ・Ｈ地区で確認した方形周溝墓の主軸方向とは異なります。Ｈ地区の方形周溝

墓とは一定の距離があることから、この地区で検出した方形周溝墓群とは別の一群と考え

られます。

掘立柱建物跡 調査地の端で検出しましたが、出土遺物もなく、全容は不明です。

溝 調査地北側で平行する溝を２条確認しました。その主軸方向は北から西へ45°の角

度があり、溝と溝の距離は約５ｍです。時期など詳しいことはわかりません。

(2)まとめ

今までの調査を含めて時塚遺跡の土地利用の変遷をまとめておきます(第７図)。

時塚遺跡で最も古い遺構としては、縄文時代中期末の土坑が時塚遺跡の北側で認められ

ました。次いで、弥生時代中期になると遺跡の北側にあたるＡ地区付近は、竪穴式住居跡

が認められたことから居住域として利用されていたことがわかりました。また、南側は方

形周溝墓群を検出したことから墓域として利用されていたことがわかりました。その後、

古墳時代中期後半～末には遺跡の中央に時塚１・２号墳が築造されます。

最も新しい遺構としては、井戸２基や柱穴数基があります。緑釉陶器や黒色土器が出土

したことから、平安時代後期に比定できます(第６図)。

以上のように連綿と続く遺構群の中でも、今回の調査では弥生時代中期の方形周溝墓を

10基確認し、今までの調査成果を含めるとおよそ17基を数えます。時代としては中期後半

のものが大半を占めるようですが、この墓域の検出により、府道沿いに展開する段丘上に

は、弥生時代中期を中心とする遺構がさらに存在すると考えられます。

２．馬路
う ま じ

遺跡第４次(第８図)

(1)調査概要(第９図)

①Ｅトレンチ

Ｅトレンチでは竪穴式住居跡・溝・柱穴・土坑などを確認しました。

竪穴式住居跡 竪穴式住居跡ＳＨ03は、一辺約4.4ｍを測ります。出土遺物から、飛鳥

時代の住居跡と思われます。

溝 ３条の溝を確認しました。溝ＳＤ01は、昨年度調査したＡ地区でみつかった溝の続

きです。溝は住居跡や南北溝に切られていることや弥生土器が出土していることから弥生
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時代の溝と思われます。

②Ｆトレンチ(第10図)

Ｆ-１トレンチ 検出した遺構は、掘立柱建物跡や方形周溝墓・溝などです(第11図)。

方形周溝墓 方形周溝墓は４基確認しました。方形周溝墓１は8.6×11.8ｍの規模で、

周溝ＳＤ138の最も深いところで約0.8ｍを測ります。溝ＳＤ138からは弥生時代中期後半

の弥生土器の壺が出土しました(第11図3)。また、方形周溝墓の周溝ＳＤ01からは石製の

鏃や斧が出土しました。方形周溝墓２は4.3×5.8ｍ、周溝ＳＤ01は最も深いところで約

0.5ｍを測ります。

掘立柱建物跡 掘立柱建物跡ＳＢ01～04は、すべて南北棟で、同じ方向を向いています。

時期は柱穴から出土した土器から平安時代と思われます(第11図１)。

Ｆ-２トレンチ 確認した遺構には、方形周溝墓や土坑・柱穴などがあります。Ｆ-１ト

レンチの東側で検出した溝ＳＤ05などで区画される方形周溝墓４は、6.6×9.0ｍを測ります。

③Ｇトレンチ 検出した遺構は、土坑や柱穴などです。土坑のなかには焼けた土が入っ

たものがありました。検出遺構は、出土遺物が少なく、時期・性格については不明です。

(2)まとめ

調査の結果、Ｅトレンチでは平成15年度に検出した竪穴式住居跡と方向を同じくする飛

鳥時代の竪穴式住居跡ＳＨ03や溝ＳＤ01などを確認し、Ｆ-１・２トレンチでは平成15年

度に検出した掘立柱建物跡と方向を同じくする掘立柱建物跡１～４や方形周溝墓１～４と

それを区画する溝を検出しました。なお、Ｇトレンチでは、時期は不明ですが土坑などが

南側にも存在することが確認できました。

馬路遺跡には、方形周溝墓を主体とする弥生時代中期の墓域が確認でき、古墳時代後期

～飛鳥時代にかけては、竪穴式住居跡を主体とする住居域を想定することができます。ま

た、平安時代には、方向を同じくする南北棟の掘立柱建物跡が所在し、その構造や建物配

置から倉庫群であった可能性が考えられます。遺構の検出状況から、さらに北側にも遺構

が存在する可能性が高いと思われます。

３．池尻
いけじり

遺跡第７次(Ｅ地区)

(1)調査概要(第12図)

Ｅ地区では、弥生時代中期初頭の方形周溝墓を５基以上確認し、奈良時代から平安時代

後期にかけての柱穴群などを確認しました。ここでは、主要な方形周溝墓について説明し
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ます。

方形周溝墓 １号墓は、トレンチ中央で確認した方形周溝墓です。墳丘に相当する部分

は東西約９ｍ、南北約８ｍを測ります。四周をめぐる溝は連続しておらず、西側と南側の

溝は土坑状を呈しています。周溝は深い溝で深さ1.1ｍを測ります。また、北側と西側の

溝からは40cm大の角張った石が多数出土しており、墳丘もしくは墳丘上に石を用いた施設

が存在したものと推測されます。各周溝から土器が出土しています。２号墓では、南側の

溝は見つかっていませんが、１号墓と同じく隅部で溝が連続しないタイプの墓です。３号

墓は、墳丘に相当する部分は東西約６ｍ、南北約８ｍを測ります。１・２号墓と同じく溝

は連続しません。４号墓は、南側に位置する５号墓と南側の周溝を共有しているのが特徴

です。墳丘に相当する部分は、東西５ｍ以上、南北約７ｍを測ります。５号墓は、４号墓

の南に位置する方形周溝墓です。墳丘に相当する部分は東西４ｍ以上、南北約７ｍを測り

ます。これらの方形周溝墓は出土土器から弥生時代中期初頭に造墓されたものと判断され

ます。

(2)まとめ

亀岡盆地ではこれまで多数の方形周溝墓が確認されていますが、今回の調査地で確認さ

れた方形周溝墓は最も古く、この地域における弥生墳墓の起源を考えるうえで重要な遺跡

ということができます。

１～３号墓は各々独立して築造されているのに対し、４・５号墓は中央の溝を共有して

いる点が異なります。また、１～３号墓と、４・５号墓は墳丘の主軸方位が異なっており、

同じ墓地の中でも別のグループなのかもしれません。今回の調査では、弥生墳墓の変化を

考える上で貴重な資料を提示することができたといえるでしょう。

方形周溝墓の起源については、不明な部分が多く、はっきりわかっている状況ではあり

ませんが、現在は、畿内発生説と朝鮮半島伝播説との２者に大別されるとみていいと思わ

れます。今回、確認した方形周溝墓は、周辺で確認されている周溝墓の中でも最も古く位

置つけられ、南丹地域における方形周溝墓の受容の様相を考えるうえで基本的な資料にな

ります。

４．時塚
ときづか

遺跡第10次(Ｊ地区)

(1)調査概要(第13図)

Ｊ１トレンチでは弥生時代中期の方形周溝墓３基・土坑・溝、中世の溝などを確認しま
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したが、Ｊ２トレンチは、河川の洪水による砂礫により中世の溝１条、土坑数基、小規模

な柱穴をわずかに確認できただけです。以下、Ｊ１トレンチを中心にみていきます。

方形周溝墓 方形周溝墓１は、大半がトレンチ外にあるため、全体規模などは不明です

が、トレンチ南西隅でわずかに確認している溝の内側の掘形を参考にすると、溝に囲まれ

た墳丘に相当する部分は、短辺7.5ｍ、長辺９ｍ以上の長方形を呈しています。深さ約

40cmの溝からは、弥生土器の破片が出土しました。方形周溝墓２は、長辺8.4ｍ、短辺4.2

ｍの長方形です。溝の西辺の中間部から壺や甕などの弥生土器が出土しました。方形周溝

墓３は、周溝の一部を確認しただけですが、溝内から口縁部を欠く弥生時代中期の壺が１

個体出土しました。

土坑 土坑６では、食物を盛りつけたりお供えに使う高杯が出土し、土坑11からは壺が

出土しました。特に、土坑11の壺はほぼ完存していることから、埋葬に関する土器棺に使

用された可能性があります。

溝 溝４と溝５からは、弥生土器の甕・壺などが出土しました。墓域や集落域を区画し

たり、洪水の際の排水に掘られたものと思われます。

そのほかの溝には鎌倉時代の溝もありますが、出土遺物はごく少量です。

(2)まとめ

この調査地点は、当地域の低位段丘上に所在する弥生時代中期の墓域の一角であること

ががわかりました。また、包含層中から出土した古代の瓦や土器、さらに鎌倉時代の溝な

ど存在から、長期にわたってひとびとの生と死の営みの一端をあきらかにできました。

５．車塚
くるまづか

遺跡Ａ地区

(1)調査概要(第14・15図)

車塚遺跡Ａ地区では、弥生時代の方形周溝墓１基、古墳１基、奈良時代の竪穴式住居跡

４基、掘立柱建物跡３棟、溝などを検出しました。

方形周溝墓１ 調査区の西寄りで検出した方形周溝墓で、一辺6.5ｍ、周溝の幅は0.5～

1.0ｍを測ります。墳頂部はすでに削り取られており、埋葬施設は残っておりませんでし

た。周溝内から出土した土器から弥生時代に築造されたことがわかりました。

方墳 調査区の南西隅で新たに発見した方墳で、一辺11ｍ、周溝の幅は1.5～3.0ｍを測

ります。墳頂部はすでに削り取られており、埋葬施設は残っておりませんでした。周溝の

中から土師器の甕や鉄製のやじりが出土したため、古墳時代中期後葉～後期の築造である
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ことがわかりました。

掘立柱建物跡１ 調査区の南部で検出した掘立柱建物跡で梁間２間(4.2ｍ)×桁行３間

(６ｍ)の規模です。この掘立柱建物跡の柱穴は一辺が60cmのもので、直径20～25cmの柱が

使われていました。柱穴から出土した須恵器から奈良時代に建造されたものであることが

わかりました。

掘立柱建物跡２ 調査区の南部で検出した掘立柱建物跡で梁間２間(4.8ｍ)×桁行３間

(6.9ｍ)の規模となります。この掘立柱建物跡の柱穴は一辺が80cmもある大型のもので、

柱も直径30～35cmのものが使われていたことから、何らかの官衙に使われたものと推定さ

れます。柱穴から出土した須恵器から、奈良時代に建造されたものであることがわかりま

した。なお、掘立柱建物跡１と掘立柱建物跡２は、その位置関係や主軸の方位が一致して

いることから、同時期のものと考えられます。また、当時の集落を構成する一般的な建物

に比べて大きな柱を用いていることからみて、古代の役所(官衙)の一部を構成していた建

物跡である可能性が高いと考えています。

竪穴式住居跡107・130 調査区の南部で検出した四角い竪穴式住居跡で一辺の長さが

4.0～4.5ｍを測ります。住居内からは、奈良時代の須恵器・土師器が出土しました。

(2)まとめ

車塚遺跡Ａ地区では弥生時代に方形周溝墓が営まれた後、古墳時代に古墳が築造され、

その後、奈良時代にはいると一転して居住域(集落)となったことがわかりました。特に、

奈良時代には役所(官衙)が営まれたことも推定されます。

ま と め

①　今回、発掘調査を実施した時塚遺跡・馬路遺跡・池尻遺跡・車塚遺跡では、弥生時

代中期初頭から後半にかけての方形周溝墓を広い範囲で確認することができました。周辺

の調査では、今までに約30基の方形周溝墓を確認しています。

②　池尻遺跡第７次Ｅトレンチでは、弥生時代中期初頭の方形周溝墓を確認できました。

南丹地域での方形周溝墓の始まりを検討するうえで重要な資料です。

③　時塚遺跡における今までの調査では、円形の竪穴式住居跡や多くの柱穴を検出して

います。周辺で確認した方形周溝墓に葬られた人々の住まいが、時塚遺跡一帯で確認され

ている竪穴式住居跡などではないかと考えられます。
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〈用語解説〉

方形周溝墓
ほうけいしゅうこうぼ

四方を溝で区画した弥生時代のお墓。

竪穴式住居跡
たてあなしきじゅうきょし

地面に0.5～１ｍの深さの穴を掘り、その上に屋根をかけた住居。

方墳
ほうふん

墳丘が四角い古墳。

周溝
しゅうこう

方形周溝墓や古墳を取り巻く溝。

土師器
は じ き

素焼の土器。

須恵器
す え き

専用の窯で焼いたねずみ色をした硬い器。

官衙
か ん が

古代の役所。
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(財)京都府埋蔵文化財調査研究センターの現地説明

会や埋蔵文化財セミナーなどは、下記のホームペー

ジでもご案内しています。

http://www.kyotofu-maibun.or.jp

(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター
〒617-0002 向日市寺戸町南垣内40番の３
Tel (075)933-3877(代） Fax (075)922-1189



第１図　調査地位置図および周辺主要遺跡分布図

(1/25,000 『京都府遺跡地図』第３版　第２分冊　京都府教育委員会　2002 をもとに作成)

１．北屋賀遺跡　　　２．池尻古墳群　　３．天神塚古墳　　４．坊主塚古墳　　５．池尻遺跡

６．稲葉山古墳群　　７．時塚遺跡　　　８．車塚遺跡　　　９．千歳車塚古墳　10．馬路遺跡

11．三日市遺跡　　　12．河原尻遺跡　　13．御上人廃寺(丹波国分尼寺) 14．丹波国分寺跡

15．蔵垣内遺跡　　　16．出雲遺跡



時塚遺跡第10次

第２図　時塚遺跡遺構配置図（第６・８・10次）



時塚遺跡第10次

第３図　Ｇ地区遺構配置図

第４図　Ｈ地区遺構配置図



時塚遺跡第10次

第５図　Ｉ地区遺構配置図

第６図　出土遺物実測図

１・２　Ｈ地区方形周溝墓02周溝内出土　　３　Ｇ地区柱穴出土

４・７・８　Ｇ地区土坑出土　　５・６　Ｇ地区井戸492出土
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馬路遺跡第４次

第９図　調査トレンチ遺構配置図



馬路遺跡第４次

第10図　Ｆ－１・２トレンチ遺構配置図

第11図　出土遺物実測図



池尻遺跡弟７次

第12図　Ｅ地区遺構配置図



時塚遺跡第10次(Ｊ地区)

第13図　Ｊ１地区遺構配置図



車塚遺跡第７次

第14図　調査地位置図



車塚遺跡第７次

第15図　遺構配置図


