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序 文

(財)愛媛県埋蔵文化財調査センターが事前に埋蔵文化財の

発掘調査を行い、記録を保存することとしました。

この調査にあたり、関係機関や地元住民の方々から埋蔵

文化財に対する深い御理解と御援助を賜り、深甚なる謝意

を表するものであります。

この報告書が、できるだけ多くの方々に活用していただ

ければ幸せに存じます。

昭和56年３月23日

(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　 西 田 春 善

このたび、一般国道11号松山東道路の建設工事に伴い、





例 言

１　本報告書は、一般国道11号松山東道路の建設に伴い、（財）愛媛県埋蔵文化財調査センタ

ーが、建設省四国地方建設局松山工事事務所から調査の委託を受けて昭和54年10月22日か

ら昭和55年３月25日までの間に実施した発掘調査の記録を昭和55年4月10日から昭和56年

3月25日の間に整理した報告書である。

３　本調査は、愛媛県教育委員会文化課教育専門員井原忠昭の協力を得て、阪本安光が担当

した。

４　調査組織

調査担当者　　阪本　安光（愛媛県教育委員会文化課教育専門員）

臨時補助員　　室　秀武　　 伊藤　　充　 横山　賢　　小林　一郎

５　遺構の測量及び写真撮影・作図は、阪本安光が担当した。

６　遺物の実測及び作図は、阪本安光の指導のもとに小林一郎（現愛媛県教育委員会文化課

指導主事）・阪本安光が担当した。

７　石器の実測及び作図は、阪本安光の指導のもとに重松佳久（㈶愛媛県埋蔵文化財調査セ

ンター監時調査員）・阪本安光が担当した。

８　土器・石器の写真撮影は小林小郎・重松佳久が担当した。

９　執筆にあたっては、阪本安光の指導のもとに小林一郎が担当し、久米窪田Ｖ遺跡の土壙

状遺構について執筆し、その外は、阪本安光が執筆した。

10　本報告書の編集は、阪本安光・小林一郎が担当した。

２　調査区域は、一般国道11号松山東道路建設予定地内で、県道三坂松山線から小障子川の

間約0.4kmの範囲にかる久米窪田Ⅳ遺跡（1600㎡）、Ｖ遺跡(2800㎡)計4400㎡である。
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第 １ 章 序　 説

１　 発掘調 査の経 緯

（１）調査に至る経過

一般国道11号松山東道路の建設工事に伴う発掘調査は、昭和50年度に開始され、愛媛県教

育委員会が実施した。北久米遺跡から久米窪田Ⅲ遺跡。昭和51年度に松山市教育委員会が実

施した。前川遺跡、高畑遺跡、来住遺跡等から、多種多様な遺物や遺構が検出されている。

この延長上に当たる久米窪田地域においても、当然遺跡の存在は推定されるわけで、昭和54

年2月、建設省四国地方建設局松山工事事務所の依頼により、愛媛県教育委員会が確認調査

を実施した。

その結果、県道三坂松山線から小障子川の間に、2か所の遺跡を確認した。県道三坂松山

線の西側ある遺跡が、久米窪田Ⅲ遺跡であることから、東側に当たる本遺跡を久米窪田Ⅳ遺

跡とし、さらに、東にある遺跡を久米窪田Ｖ遺跡として、今後呼称することとした。

その後、財団法人・愛媛県埋蔵文化財調査センターと、事務的処理事項及び発掘調査に伴

う事項を検討した結果、愛媛県教育委員会・文化課・教育専門員・阪本安光が昭和54年10月

22日から、昭和55年3月25日の間に、調査を実施することとなった。

（２）久米窪田Ⅳ遺跡に関する調査日誌

昭和54年10月21日　調査に要する資材・器材の搬入等調査の準備をする。

10月22日（晴）　9時30分より調査に係る神事を実施、そのあと調査関係者によるミーテ 

ィングを持ち、教育専門員、阪本安光が調査の目的、調査計画、調査上の諸注意をした。

11時より作業開始　道路予定地内に中心杭が打たれてあり、その杭は残すよう要望があっ

たので、中心杭に沿って東西のセクションベルトを設定し、東西の中心部で直交する南北の

セクションベルトを設定した。設定後ベルトに沿って50cm幅のトレンチを入れる。

全面の層序について検討する。水田であることから床じめの第Ⅲ層までをパワーショベル

で排土することにした。排土したあと、5ｍのグリッドを設定することとして、基準となる

C₁、C₂ 、C₃ の杭を設定した。

10月23日（晴）　Cラインより南部の遺構の検出、Cラインに直交する南北の杭を磁北に

北よりA、B、C、D、Eを設定した。

10月24日（晴）　Cラインより北部の遺構の検出、柱穴・土壙状遺構を確認した。並行し
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て久米窪田Ⅳ遺跡全域の平面測量を実施する。

10月25日（晴）　A₃～E₃を結ぶ西側の遺構について検討する、柱穴についてはプランに

欠ける面もあるが、明確な落ち込みから掘り下げることとした。

グリット杭A₆～F₆を結ぶ全域の杭打ちを終る。

10月26日（晴）　前日に引き続き遺構の掘り下げを実施、水路を挾んだ東上段のC₇、C₈

の基準杭を打つ。

10月27日（晴）　南北セクションベルトの西側全域について精査を行う。検出された遺構

に遺構番号を付け平面測量を実施する。建造物と推定されるもの第１号～第３号、土壙状遺

構は第１号～第11号が検出される。

10月29日（曇）　検出された遺構の平面測量及び断面測量を実施する。遺構の確認及び掘

り下げを実施する。

10月30日（晴）　前日に引き続いて平面及び断面測量を実施する。午後から検出された遺

構の写真撮影を実施する。

10月31日（晴）　第1号、第2号住居跡を検出する。第2号住居跡については検討を要す

る。第3号、4号、5号土壙状遺構の切り合い関係を検討しながら掘り下げを実施。

11月１日（晴）　A₃～F₃を結ぶ東側の遺構の確認と掘り下げ。第３号４号５号の遺物

を取りあげながら断面測量をする。

11月２日（曇）　A₃ ～F₃ を結ぶ東側の遺構の確認と掘り下げ。西側については調査を終

了する。

11月５日（曇り後雨）　前日の雨で作業困難である。午後は遺物の洗浄を実施する。

11月６日（晴）　第3号、4号住居跡の検出、第12号～第20号土壙状遺構について検討す

る。平面及び断面測量を実施、第４号住居跡東側に人骨を伴う遺構を検出。

11月７日（晴）　前日に引き続き遺構の検出、検出された遺構の平面及び断面測量実施

11月８日（晴）　第2号住居跡と判断していたが、住居跡ではなく土壙墓ではないかと推

定する。前日に続き遺構の検出。

11月９日（曇り後雨）　第21号～第42号土壙状遺構の検出、平面及び断面測量実施。

11月10日（雨）　遺物の洗浄及び注記。

11月12日（曇）　遺構内一面に水がたまり、排水作業に追われる。

11月13日（晴）　人骨を伴う木棺墓を残し、遺構の検出を終る。

11月14日（晴）　調査を終った全域の掃除をして、写真撮髪の準備をする。水路を挾んだ

上段の遺構の確認をする。

11月15日（晴）　全景の撮影後、部分撮影をする。平面及び断面測量を実施する。

11月16日（晴後小雨）　上段部全面の遺構を前日に続いて確認する。住居跡・土壙状遺構

及び柱穴多数を確認する。柱穴はプランに欠ける。本日より臨時補助員として室秀武、伊藤
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充の2名が加わる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  11月17日（曇り後雨）　第5号住居跡調査を始める。柱穴及び土壙状遺構も並行して掘り

下げを実施する。午後洗浄及び注記を実施する。

11月19日（曇）　 午前中は排水作業をする。住居跡は水田造成前に攪乱を受け、遺物は細

片となって全域に散乱している。本日臨時補助員として小林一郎が加わる。

11月20日（晴）　 住居跡の遺物の出土状況を平面測量する。写真撮影後遺物を取り上げ再

度掘り下げを実施する。並行して第32号、33号及び42号木棺墓の調査を開始する。

11月21日（晴）　 第5号住居跡平面及び断面測量実施、 第32号、 第33号及び42号木棺墓の

掘り方を続行する。

11月22日（晴）　 第5号住居跡、平面及び断面測量実施、写真撮影及び遺物の取り上げ、

木棺墓の掘り方を追う。

11月24日　（晴）　第5号住居跡の掘り方を追う。木棺墓の掘り方続行する。 

　11月25、26、27日の3日間で第43号～58号土壙及び第5号住居跡の掘り方続行。

11月28 日（雨）　遺物の洗浄、注記、復元作業及び図面の整理をする。

11月29 日（曇）　検出された遺構の平面及び断面測量をする。午後写真撮影、遺物の取り

上げをする。

11月30 日（晴）　 第5号住居跡、最後の掘り方を追う。掘り込みの外周に溝、柱穴、炉跡

を確認する。測量関係続行する。

12月1日（曇）　 第1号井戸跡、平面測量を実施したあと、落ち込んでいる石の掘り出し、

第5号住居跡及び周近部の精査。本日臨時補助員として横山賢が加わる。

12月3日（晴）　 臨時補助員4名を対象に現地で平面及び断面測量の研修をする。トラン

シットの操作及びグリッドの設定について研修する。

12月4日～27日の間、私道の東部について、グリッドの設定、セクショベルトの設定、遺

構の確認、遺構の掘り方、平面測量、断面測量、写真撮影等臨時補助員の技能向上を目的と

して調査に当たる。検出された遺構は柱穴30個、土壙状遺構等69号～第71号であった。

私道より西部は並行して調査を続行し、12月27日予定した調査区1600㎡の調査を完了した。

（3）久米窪田Ｖ遺跡に関する調査日誌

1月5日（晴）　 発掘調査の計画をたてる（。①　 予想される遺跡の性格、②　調査の手順、

③　報告書のまとめ方　④　 作業員へのアドバイス等について話し合う）午後地形量測を開

始する。

1月7日（晴）　 強風のため測量できず、遺跡の南面を東西セクションベルトとして設定

した。ベルトに沿ってトレンチ掘りを開始する。
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1月8日（晴）　本日より作業員作業開始、トレンチ掘り実施、堆積層序について検討。

パワーショベルによる排土層、地表面から60cmとして排土開始。

1月9日～12日の問　東西トレンチ掘りを実施、断面層序測量を並行して実施。

1月14日～19日の間　パワーショベルによる排土したあとを掘削して遺構の確認をする。

並行してグリッドをA₇ ～E₇ を結ぶ西側全域に設定する。A₃～C₃ を結ぶ西側には遺構の

確認ができない。従って、土盛場として利用することとした。

１月21日～26日の間　手掘りで遺構確認のため全面を掘り下げる。須恵器及び土師式土器

の出土はあるが、それらに伴う遺構の検出はできない。柱穴及び土壙状遺構第1号～第4号

を確認する。それぞれの遺構の掘り方を追う。繩文式土器を伴う遺構、弥生時代、中期の土

器を伴う遺構を検出する。

１月28日～2月2日の間　雪のため作業が困難である。柱穴なび土壙状遺構第10号までの

掘り方を追う。掘り方の終った区域については、平面・断面測量を実施する。測量の終った

場所から写真撮影と遺物の取り上げを行う。

2月4日～9日の間、掘り方と並行してグリッドをA14～F14を結ぶ西側全域に設定した。

柱穴及び土壙状遺構第17号までを確認した。掘り方の終ったところから平面及び断面測量を

実施し、写真撮影として土器の取り上げを行った。

2月12日～16日の間　掘り方を続行する。柱穴及び土壙状遺構第24号までを確認する。一

部水たまりとなって確認ができない箇所が残る、平面測量、断面測量も並行して行う。

2月18日～23日の間　掘り方、平面測量、断面測量を続行する。土壙状遺構については第

41号までを確認した。住居跡１棟、竪穴状遺構５基を検出する。

２月15日～３月１日の間　掘り方を続行する。グリッドをC22～G22を結ぶラインより西側

全域に設定する。今週までに調査をした全景の撮影を行う。

3月3日～8日の間　土壙状遺構は、第50号までを確認する。掘り方続行、中世の建造物

跡と推定されるもの4棟、弥生時代の住居跡1棟を検出する。中世の建造物跡の下層からも

弥生期の柱穴多数を検出する。

3月10日～15日の間　掘り方続行、土壙状遺構第65号までを確認する。竪穴状遺構3基、

弥生期の住居跡4棟を検出する。D28 ～G28のラインを結ぶ西側全域にグリッドを設定する。

3月17日～22日の間　掘り方続行、土壙状遺構第75号までを確認する。住居跡は中央に炉

跡をもち8本の回り柱で構築された、円形の住居跡を確認した。床面の掘り込みや円周の

の確認はできなかった。竪穴状遺構は1基、長方形の掘り込みがはっきりしているが、それ

に伴う柱穴の確認ができなかった。

3月24日、平面測量、断面量測、写真撮影、遺物の取り上げ等を実施する。

3月25日、土器の取り上げ、発掘用具関係を整理して引き上げる。

久米窪田Ⅳ遺跡及びＶ遺跡の発掘調査期間は､6か月にわたる長期間であった｡冬期には雪
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が降り、朝は地面が氷り、昼間はとけて湿田のようになる。風が強く平板測量の困難な日も

あった。　しかし、調査を終った今日、不十分であった点もないではないが、受託契約期間内

に調査をやり終えた喜びが大であった。

２　 遺 跡 の 位 置 と環 境

(１) 遺跡の位置

高繩山系の杉立山、観音山、芝ヶ峠を水源とする石手川 と、松山平野の中央を東西に貫流

する小野川に、はさまれた広大な地域の中にある本遺跡は、東経132°49'02"北緯33 °48'19" 

の交差する点で、松山市久米窪田町834-1番地に当たる。県道三坂松山線の東部から小障子

川の間にあり、路線幅約25m、長さ約400mの中に存在する。標高は、48.18～51.63mで、

ゆるやかな傾斜地に水田が造成されている。

発掘調査面積は、Ⅳ遺跡が、水田４枚の1600㎡、Ｖ遺跡は、水田13枚の2800㎡、合計4400

㎡である。

(２) 歴史的・自然的環境

松山市平井町付近で扇状地を形成し、洪積台地を開折しながら蛇行して流れる小野川は、

東山、星の岡へと迂回し、石手川に合流して石手川となる。西へ流れる石手川は、松山平野

の南端部を東西に流れる重信川と出合で合流し、今出湾に注ぐ。

今回調査した遺跡は、小野川に沿う洪積台地上にあり、全域は、肥よくな農耕地として、

利用されている。

この地域の確認調査でわかったことは、小開折谷がいたるところに存在し、これらはほと

んど埋没している。この埋没した小開折谷に沿って、遺跡が分布する傾向があることをは握

した。

本遺跡を中心とした周辺部には、繩文時代の顕著は遺跡は発見されてないが、遺物は、久

米窪田Ｉ遺跡から後期と推定されるものが出土している。

弥生時代は、北久米遺跡・前川I、Ⅱ遺跡・来住Ⅲ遺跡・久米窪田Ⅱ遺跡等から、遺構に

伴う遺物が、前期から後期にかけて出土している。また、来住Ⅲ遺跡からは､｢パンコムギ｣

の炭化した遺体が、弥生中期の土器を包蔵する層から検出されている。愛媛県では初めての

ことであり、貴重な資料である。

古墳時代は、本遺跡の北側に当たるたんち山、芝が峠等の中腹部から裾のにかけて、古墳

が多く遺存する。小野川の下流に当たる、東山鷲が森古墳群、星の岡古墳群が、独立した丘  
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陵上に遺存する。

歴史時代の遺跡としては、久米窪田Ⅱ遺跡から、奈良時代の人形木簡、下駄、墨書土器、

井戸跡等が検出されている。国指定史跡となった来住廃寺の調査では、弥生時代の遺構の上

に、講堂、回廊、僧房等の遺構が検出されている。

第２図　一般国道111号線松山東道路建設予定地内遺跡位置図
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松山市久米窪田Ⅳ遺跡





第3図　久米窪田Ⅳ遺跡遺構図

凡 例

Ⅰ　灰味黄茶色（137）質土に灰色（135）質　Ⅴ　灰色質土を主体に灰味黄茶色質土が少し

土がまざっている。（耕作土層） まざっている粘質土である。

Ⅱ　暗い黄だいだい色（150）の粘質土である。Ⅵ 灰味黄茶色質土に黄茶色（53）質土が点

Ⅲ 暗黄茶色（96）質土を主体に暗いだいだ入している。

い色が点入している。（包含層）　　　　Ⅶ撹乱層

Ⅳ 明るい茶色（149）質土を主体に暗黄茶 Ⅷ砂礫層

色質土がまざっている。（基盤面）
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第Ⅱ章　 久米窪田Ⅳ遺跡の概況

本遺跡は、県道三坂松山線の東部約100mの範囲にあり､水田4枚からなっている。遺跡の

調査方法としては、各水田ごとにトレンチを東西、南北に設定した。トレンチ幅は50cmで、

深さは、地山面まで掘り下げることを原則として実施した。堆積層序について検討した結果、

第Ⅰ層、第Ⅱ層は、耕作土となっており、第Ⅲ層が、水田の水漏れを防止する、そのために

容土をして、床じめをした土層である。この床じめ層の下が、基盤面、あるいは、地山（砂

礫の層）、遺物を包蔵している土層等であることをは握した。

従って、パワーショベルで、第Ⅲ層の床じめをした土層までを取り除くこととして、その

後は、人力による掘り下げをすることとした。なお、基盤面まで下げた時点で削平し、遺構

の形、柱穴のプラン等をは握してから、セクションベルトを残して、掘り方を追い、遺物に

ついては、出土地点を動かさないよう注意し、遺物があって、掘り下げができない場合は、

平面測量及び写真撮影をしたあと、遺物を取り上げ、再び掘り下げをする。特殊な事情が

伴うと考えられるので、そのつど検討して実施する等に基づき、調査を実施した。

本遺跡から検出された遺構は、住居跡５棟、建造物跡８棟、土壙状遺構81基、井戸跡１基

柱穴280個余りであった。

出土遺物は、弥生式土器、土師式土器、須恵器、瓦質土器、磁器、鉄器、石器、木器、竹

等が各時代の遺構に伴って出土している。なお、遺構に伴わず、基盤面上からも多く出土し

た。

各遺構のまとめ方としては、造構に伴う遺物の内、土器類は遺構に関連づけて記述し、石

器類及び鉄器類は、縮尺も違うことから、別項をもうけて記述することとした。なお、文章

の終りに、参照図の指示も記述してある。また、基盤面から出土した土器類は、グリッドの

区画ごとにまとめてある。

実測図については、平面・断面測量図、土器類・石器類・鉄器等の実測図について、見え

ないか所を表わす線は、かれ線の破線を使用し、このようになっているであろうと想像され

るところは、２点鎖線の想像線を用いた。なお、土器の実測に当たり、中心となるところは、

土器を半断面で表わす、１点鎖線の切断線を使用した。

遺物の縮尺は原則として、弥生式土器は1/6、土師器は1/3,須恵器は1/4、石器類及び鉄器

は、小さいものは1/1、または1/2, 大きいものは1/3に統一した。

地層断面の層序及び遺物の色調については、配色色名帖（200）編者･色彩企画センター発

行所・（株）日本色彩社のものを使用した。従って、色名のあとにくる（）内の数字は配色番

号である。

   ８



 1　 住 居跡

本遺跡内で住居跡ではないかと推定して調査を実施したものは5棟である。方形のプラン

を有するもの3棟、円形のプランを有するもの1棟、不整形なもの1棟であった。時代差は

それぞれ異なるが、検出した順に紹介することとする。

（1）第1号住居跡

遺跡全体からみれば南西端に位置する。隅丸方形のプランを有する4本柱の竪穴式住居跡

と推定する。調査範囲が限定されているため全容を知ることはできなかった。

ア　堆積層序

本住居跡上を走る東西、南北のセクションベルトを設置した、その推積層序を視覚的に観

察すると、本遺跡が水田であった関係状第Ⅰ層から第Ⅲ層までは共通した層序となっている。

第Ⅰ層は黄味灰色(124)をした耕作土であって、第Ⅱ層は黄味灰色を主体にうすい黄茶色

の混じった土層である。第Ⅲ層はうすい黄茶色(115)､の床じめ（水田の水漏れを防止するた

めに、床を作ったものである）に使用した客土となっている。本住居の場合は、第Ⅳ層の黄

味色灰の中に暗い茶色(95)が点々と混入した層序を掘り込んで構築したものである。

住居跡内の推積土層は、黒色ローム質土層であって住居跡以外の基盤とはつきり区別ので

きる層序である。水田の造成に伴いある程度の削平はあったものと考えられるが保存の状態

は比較的良好であった。

イ　住居跡の状況

第4図で示すように構築された住居跡は東西490cm､南北については、南半分が末調査であ

る。現有長さは､200cmである。壁面の掘り込みは、東西及び北側とも10～15cmの掘り込みと

なっている。床面はほぼ水平であるが、東面より西面がやヽ底くなるようにならしてある。

その比高差は5cmとなっている。

住居跡内には4個の柱穴と1個の浅い掘り込みが検出されている。この内P1･P2が東西の

柱穴であって、中心間の長さは250cmとなっている。柱穴の大きさは、P1が長径50cm、短径

45cmで深さが床面から35cmとなっている。 P2は長径30cm、短径28cmで深さが床面から27cmで

ある。底径から判断すると15cm内外の柱が使用されていたものと推定される。北側の壁面に

沿って張り出しが造られた形となっているが、これは掘り方のミスで先行する建造物跡Ｐ3、
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P₄、P₅、P₆となる第4号建造物のP₆が攪乱されていたため、このような掘り方となった

ものである。建造物跡については別項で説明を加えたい。

第4図　第1号住居跡平面図

ウ　遺物の出土状況

本住居跡内から出土した遺物は、弥生式土器片40点と須恵器片9点であった。弥生式土器

片はまとまった形で出土したのではなく、散乱しているが床面に密着した状態であった。

須恵器片は3か所から出土している。いずれも床面上からの出土であって、本住居跡に関

係のあるものとみてさしつかえないものである。

エ　出土遺物

出土遺物の内実測の可能なものは、弥生式土器（古式土師）の口縁部2点と底部１点及び

須恵器の蓋坏１点であった。第5図はその実測図である。
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（ア）甕形土器

壺形土器と扱うべきかも知れないが、甕形土器として扱うこととした。1・2は「く」の

字状口縁をした薄手の甕形土器である。頸部がしまり肩が張り出した形である。頸部からの

立ちあがりについて比較すると、1は内湾ぎみに大きく広がり、2は直線的に広がりをもつ

ている。口唇部はともに丸くおさめられてある。1の胎土中には長石、石英の微細粒を多量に

含んでいる。頸部から肩部にかけて斜行する刷毛目がみられる。この胎土中には長石、石

英、金雲母等の微細粒を含む、表面は外内ともうすい黄だいだ色（103）であるが胎土色は黒

変している。表面はなで仕上げとなっている。焼成はともに良好である。

4は甕形土器の底部と推定する。底径5.4cmの平底てあってわずかに外反した立ちあがりと

なっている。胎土中には大粒な砂粒を含み、胎土色はにぶい赤色(163)をしている。表面は

内外ともうす茶色(114) をしている。内面は、なであげた指庄痕を残している。外面は剝離

が進んでいるため不明である。

（イ）蓋坏

3は須恵器のつまみの付いた蓋である。有段によっ｡て胴部と口縁部が区別されている。つ

まみから有段の間は4段の

箆削り成形による調整痕を

残した、回転利用のなで仕

上げとなっている。

口縁部は「U」字形状を

なし、なで調整仕上げとな

っている。

第5図　 第1号住居跡出土遺物実測図

（2）第2号住居跡

本住居は、第1号住居跡北側約5ｍの位置にあたる。不整形であるため調査員による検討　　　

をした結果、住居跡として調査を進めることとした。 第2号住居跡と推定できる部分に東西、

南北のセクションベルトを設置した。ベルトに沿ってトレンチ掘りをした結果、約10cmの地
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点で基盤を確認したので全体の掘り下げを実施した。西側と北側に壁面を確認したが不整形

であり東・南側では確認ができなかった。床面を精査すると4本の柱穴と土壙状遺構であろ

うか、茶褐色（85）の落ち込みを碓認した。柱穴を中心に壁面の精査にあたったが、壁面の

確認はできなかった。土壙状遺構と柱穴の層序が共通していることから､貯蔵穴に伴う柱穴で

あると仮定して、それぞれの掘り下げを行ったところ第51図で示すような遺構の検出となっ

た。第17号土壙を参照されたい。

（3）第3号住居跡

本住居跡は第1号住居跡の東約10mの地点にあってE₅･E₆区に位置する。方形の竪穴式住

居跡で4本柱のプランを有するものと推定する。第1号住居跡と同様に南半分が未調査であ

るため全容を知ることはできなかった。

ア　堆積層序

第1号住居跡ですでに記述してあるように､第Ⅲ層までの堆積層序は同じである｡第Ⅳ層の

基盤面となる、黄味灰色の中に暗い茶色が点々と混入した層序を掘り込んで構築したもので

あるが、遺構内の堆積層序は、黒色ローム質土の粘質土層となっている。床面近くはその濃

さが増す程度の1色である。基盤面からの掘り込みが深いために保存状態は良好であった。

イ　住居跡の状況

第6図で示すように南半

分が未調査であるため全容

は不明であるが、東西380cm

南北の現有長さは230cm程度

である。壁面の掘り込みは、

東部が安定しており35cm内

外となっている。北西の隅

に第21号土壙墓が構築され

ているために、その周辺の

攪乱はあるが、それ以外の

場所においては、ほぼ安定

しているといえる。第6図　第3号住居跡平面図
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壁面は、わずかに傾斜をしているが垂直に近い状態の掘り込みとなっている。

床面には８個の柱穴を有するが、本住居跡に関係のある柱穴は、Ｐ₁･Ｐ₂であって、外の柱

穴は、関係ないのではないかと推定した。

P₁の柱穴は直径25cm、深さ13cm、Ｐ₂は直径21cm、深13cmとなっている。なお､柱間の中心

間は180cmである。

ウ　遺物の出土状況

本住居内から出土した弥生式土器片は193点であった､その内口緑部12点、底部10点、その

外は胴部破片である。なお、第167図石器類実測図の2番も出土している。それらの出土状況

は、ほとんど床面に張りついた状態での出土であったが完形品はなかった。おそらく廃居の

時点で使用できるものは持ち去ったのかも知れない。床面全体に炭化物は散乱しているが炉

跡の確認はできなかった。おそらく未調査となった部分にあるのではないかと推定される。

石器は床面より10cm上部から横になった状態で出土した。住居に関係ないと推定される柱穴

からも底部や破片が出土したが、床面と同じレベルであり、時間差もあまりないものと考え

一括扱いとした。

第７図　第３号住居跡出土遺物実測図

エ　出土遺物

本住居跡内の出土遺物の内、弥生式土器で実測可能なものは、第７図で示すように口縁部
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12点の内９点と底部10点の内６点であった。石器は第167図 石器類実測図２番で示す大形の

石のみである。

（ア）壺形土器

１～3は壺形土器の口縁部である。1は頸部より大きく外反し漏斗状をなす口縁部である。

口唇部には連続した「X」字状の施文があって右上がりを先に、右下りがあとから施されて

いる。口縁部内側には高さ0.5cmの突帯が2本めぐらされてある。下側の突帯の外面に段を有

し、口唇部の間は厚くなっている。この場所が接合か所であって、外面に、指圧痕を残した

横なで仕上げとなっている。有段より頸部にかけて櫛による調整がなされている。胎土中に

は少量の砂粒を含む、色調はうす黄茶色をしている。焼成はあまり良好でない。

2は、頸部より直に立ちあがり、口緑部で大きく外反している。口縁端部は箆による研摩

仕上げでカットした形となっている。胎土中には多量の砂粒を含み、胎土色は黒変している

が表面は剝離が進んでいて不明である。頸部に箆による沈線が２条残っている。

3は頸部より円弧状に外反した立ちあがりをして､口唇部は丸くおさめてある。口縁内部に

高さ1㎝の張り付突帯を有する｡頸部には2本の突帯が張り付けられ､下側の突帯を挾んで上

下に指圧による施文がなされている。指圧文の上部には4本の沈線を引き、直交する沈線を

入れた格子目文となっている。胎土中には大粒の砂粒を多量に含む､胎土色は明るい茶色（1 

49）を呈するも外表面は黄茶色(168) を呈し、内面はうすい黄茶色となっている。

（イ）甕形土器

4～8は甕形土器の口縁部である。　4～7の口緑部の作りは共通している。上部より圧力

をかけてつまみ出した逆「Ｌ」字状をしている。

4の口唇部に刻目が施されている。口縁下には箆描き沈線が3条施され、刺突文をめぐら

したその下に5条の沈線がある。その下にも刺突文がめぐらされ、さらに4条の沈線を確認

することができる。色調は、うすい黄だいだい色(103) である。

5は、逆「L」字状の口縁で、無文である、胎土色は明るい茶色をしている。

6の口唇部は少しさがりぎみで哭っている。口縁下に3条の箆描き沈線が確認できる。こ

れより下部にも数本あるものと推定される。表面は箆みがきによる仕上げとなっている。胎

土色は、うすい黄茶色をしている。

7の口唇部もやヽさがっている。内側にも張り出している。口縁下には5条の箆描き沈線

と刺突文がめぐらされ、その下に１条の沈線が施されている。箆みがきによる仕上げがなさ

れている。胎土色は、うすい黄だいだい色をしている。
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8は「く」の字状に曲げられた口縁をしている、胎土中に多量の砂粒を含んでいる。色調

は内外ともにうすい黄茶色をしている。

（ウ）鉢型土器

深鉢型の口縁部と推定される、口縁下で少し内湾ぎみに立ちあがり、口縁部は口唇部にか

けて外に広がりをなし、口唇部は、尖った形となっている。外面に施文は認められない。

胎土中に大粒の砂粒を多量に含む、色調は、内外ともにうす茶色をしている。

（エ）底部

10.11は、甕形土器の底部と推定する。ともに上げ底となっていて、箆による磨研仕上げ

となっている。胎土中に少量の砂粒を含んでいる。色調は、10はだいたい色、胎土色は黒変

している。11はうすい黄茶色で、内面はやヽ薄い。

12～15は壺形土器の底部と推定する。共通点は平底で60°前後の立ちあがりとなってい

る。15は底部を形ち作り45°の立ちあがりである。胎土中に多量の砂粒を含み､胎土色は、と

もに黒変している。表面の仕上げは箆による研摩の痕跡がみられる。色調は、12、13は、明

るい茶色をなし、14、15は、うすい黄茶色をしている。

（4）第4号住居跡

本住居跡は、第3号住居跡の北、約6mの地点に位置する方形の竪穴式住居跡である。本

遺跡の中で方形のプランをなすもので、全容を知ることのできるのは、本住居跡だけである。

ア　堆積層序

本住居跡上を走る東西、南北のセクションベルトを設置した、その堆積層序を視覚的に観

察すると、第Ⅲ層までは共通している。第Ⅳ層の基盤面に掘り込まれている。黄茶色(168)

の落ち込であったが、南北のベルトの中に一部黒色ローム質土を確認した。

イ　住居跡の状況

水田の造成に伴い、削平されたのであろう、掘り込みが大変浅く、基盤面から5～10cmの

範囲で掘り込まれていた。第8図で示すように、構築された住居の規模は、南側で東西500
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cm、北側で東西450cm、南北480cmとなっている。住居跡の床面は、全面に小石がみられ、中

央西に直径75cmの円形をした小石（直径3cm大）が集石されてあった。別の遺構ではないか

と断面測量をしながら取り除いてみたが、下層の変化はみられない、従って、本住居に関係

のある座長席ではないかと推定した。本住居跡を2分するもうに第40号、第41号土壙状遺構

が南北にあって、帯状の攪乱を受けている。そのためであろうか炉跡を確認することはでき

な か っ た。

P₁₁P₁₇は 第5号建造物と

推定されるが別項で説明する

こととする。

P₁～P₄を結ぶ柱穴と、P₅

～P₈を結ぶ柱穴からなる住居

第8図　第4号住居跡平面図
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柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　　　　 単位　cm

１ ２ ３ ４ １ ５ ６ ７ ８ ５

15 14 12 13 15 14 15 13 14 14

35 25 22 27 35 20 21 24 20 20

柱　 穴　 番　 号

柱 穴 基 部 の 径

基盤面 からの深さ

柱 間 の 測 定 値 220 205 235 220 250 320 260 330

   



跡ではないかと推定する。

P₁～P₄を結ぶ4本の主柱とそれに各1本ずつ張り出し柱がある。さらに、住居跡外に2

本の柱穴P₉、P₁₀がある。堆積土層は同じ時期のもので変化が認められなかった。これらの

ことを総合的に判断すると、生活様式の変化に伴って建て替をしたとは考えられない。もし

そうだとすればP₁～P₄の柱穴の推積土層に変化がみられるはずである。

現状から考察することは大変危険であるが、住居を広く利用するための張り出しであるか、

二重屋根の形状をなしていたか、あるいは、中二階のような形式のものであったか、推考の

域を出ない。住居跡の南側にある２個の柱穴P₉、P₁₀は、囲辺に関係する柱穴が存在しない

ことから推定してP₉はP₁とP₁₀はP₂と結ぶ出入り口の軒柱ではなかろうか｡中心部を南北に

北に並ぶPとP₀の柱穴は､棟木を支える柱穴ではなからうか。柱間は190cmである。

ウ　遺物の出土状況

本住居跡内から出土した遺物は、弥生式土器43点であった。P₁₀の柱穴の場所からは完

形に近い甕形土器が検出されている。なお、この住居跡の近くからは、第12号土壙状遺構、

第18号土壙状遺構が検出されている。第12号土壙状遺構からは、頸部に突帯のある完形品の

     壺形土器、第18号土壙状遺構からは、多種多様の土器が出土している。貯蔵穴の可能性も十

分考えられる。本住居跡と関連するかについては検討を要する。

エ　出土遺物

出土した遺物は、床面に密着の状態であった、43点の内実測可能なものは第９図で示す５

点であった。

第９図　 第4号住居跡出土遺物実測図

（ア）壺形土器

１、2は、壺形土器の口縁部である。1は、頸部より漏斗状に外反し、大きく広がった口
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縁部である。口縁の内側に紐状の突帯が3本張り付けられ、指圧による施文がなされている。

口縁端部より１本目の突帯下に4個の穴が穿たれ、2個組で対象となっている。口縁内部は

横なで仕上げの痕跡がみられ、赤味だいだい色をしている、外面は灰白色である。胎土色は

黒変している。

2は、頸部より斜めに広がり、口縁端部で大きく外反する。口縁内側に１本の紐状張り付

け突帯があり、それに直交する形で口唇部に向って突帯が施されている。胎土中には砂粒を

多く包む、色調は灰白色をしている。

（イ）甕形土器

3は「く」の字状口縁をした甕形土器である。底径4.6cm、口径23.4cm､最大胴径13.0cm頸

部内径11.Ocm、器高16.3cmとなっている。器高の1/5のところに最大胴径がある。内面は黒変

し、外面はうす茶色である。胎土中に、大粒の砂粒が少量含まれている。表面加工は櫛状工

具による調整をしたあと、箆による研摩仕上げとなっている。頸部は横なでである。

（ウ）底部

4は、ミニチュア土器か甕形土器の底部であろう、胎土中に長石、石英の砂粒を含む、色

調は内面がうすい黄茶色をなし、外面は、赤味だいたい色をしている。焼成は軟質である。

5は平底である。底部近くに指圧痕が残っている、胎土中に、長石、石英の砂粒を少量含

んでいる、仕上げの手法は不明、焼成は軟質である。

（5）第5号住居跡

遺跡全体からみた位置は中央の北端にあってA8区に位置する。第4号住居跡からは、約10 

m離れた北東に位置する。円形の竪穴式住居跡である。北端の一部を残し調査することがで

きた。

ア　堆積層序

本遺跡は水路を挾んで東側にあって、その比高差は50cm高くなっている。第Ⅰ層は黄味灰

色を呈する耕作土である。第Ⅱ層は黄味灰色を主体としてうすい黄茶色が混入している。第

Ⅲ層はうすい黄茶色、床じめ土である。第IV層は暗い茶色に灰味黄茶色が混ざった土質であ

る。第Ⅴ層が基盤面となって黄味灰色の中に暗い茶色が点々に混入した土質である。第Ⅴ層
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に本住居跡は掘り込んで構築されたものである。住居跡上に東西、南北のセクションベルト

を設定した。その層序は、２層に大別され⑥の層が暗い黄茶色で、⑦の層が黄褐色であった。

黄褐色の層には遺物が少なく、暗い黄茶色の層に多く包蔵されていた。

イ　住居跡の状況

本住居の出入口は、東側にあったのではないかと推定される。第10図で示すように東部約

２ｍの範囲には溝がなく、そこを境として南を回る溝と北を回る溝が西側のピットで合流し

ている。床面は平担であるが東部から西部にかけて傾斜している。その比高差は５㎝である。

左表でわかるように南側の２箇の柱穴は、小さ

くて深く、北側は大きくて浅く造られている。

中央部と北西寄りに２箇所の掘り込みがある。こ

の掘り込みは、直径が55×52cm、深さが15cm北西

のものは、直径73×65cm、深さが16cmであった。

柱 穴一一覧 表　　　　　　　 早 位　cm

１ ２ ３ ４ １

13 15 26 27 13

40 45 28 28 40

柱　 穴　 番　 告

柱 穴 基 部 の 径

基 盤面からの深さ

柱 間 の 測 定 値 240 255 235 250

堆積物は両方に共通した、灰・炭化物及び土器の

細片である、土器は住居内出土のものと共通して

いる、点から、この住居で使用された炉跡であろうと､推定する。

第75号土壙状遺構、第76号土壙状遺が検出されている、これは時代も新しく、本住居跡に

は関係ないのではないかと思われる。なお、土壙の項で説明してるので参照されたい。

ウ　遺物の出土状況

すでに堆積層序でもふれてあるが、第10-3図、で示しするように⑥の層序に遺物は多く

包蔵されている、床面に密着状態で出土したものもかなりあるが、浮上の状態のものが多数

であった。水田造成以前の攪乱によるものであろう、細片となっているものが多く、包蔵の

状況は第10図の断面図を参照された。法面上から出土した土器を含めたため時期の違う土器

も作図してある。

なお出土状況は、第10図のトレース図で示してあるように夥しい量の出土であった。

第10-1図は、推定される住居跡にセクションベルトを残して5～７㎝掘り下げた状態で

ある。この図で明確なように全面から出土している。特に多いのは南部西側である。これら

の遺物を取り上げた後、さらに掘り下げを試みると、第10-2図で示してあるトレース図と

なる。この図では中央部及び南部に多く出土している。北側のセクションベルト上に出土して

いる土器は、甕形の土器であったが上部よりの圧力によって押しつぶされ１㎝角の細片とな

っていた。これらの土器を取り上げた状態が第10-3である、第75号、第76号土壙状遺構及
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第10-3図　第5号住居跡平面図

びP5 、P6 の遺構上部には遺物が認められないことから、本住居跡より新しいことを物語っ

ていると思われる。

エ　出土遺物

本住居跡内から出土した、遺物は、箱（55×38×10）㎝に５箱であった。その内弥生式土

器の口縁部が139点、底部が105点であった。復元可能なものは行い。代表的なものを選んで

口縁部23点、底部43点を実測図で紹介することとした。
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第11図　第５号住居跡出土遺物実測図
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（ア）壺形土器

第11図の1～19は壺形土器の口縁部としてまとめているが、中には甕形土器と扱うべきも

のも含まれてある。1～6は円筒状の頸部から大きく外反し、囗縁端部は上下に肥厚してい
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第12図　第５号住居跡出土遺物実測図

る。なお、口縁の端面に4を除いて2条～3条の凹線が施されてある。1の立ちあがる端部

は張り付によって作られているが、他のものはつまみ出しによる成形となっている。

  1の胎土中に少量の砂粒を含み、口縁部内面は横なで仕上げであるが、外面は口縁端部か

ら頸部にかけて刷毛目調整がなされている。胎土色はやヽ赤味がかったうす黄だいたい色で

ある。 2は胎土中に少量の砂粒を含み、内面は横なで仕上げとなっている。外面は指圧痕を

残したまで仕上げとなっている。色調は、赤味をおびたうす黄だいだい色である。　3は頸部

に櫛目が残っている。色調は、うす黄だいだい色である。　4は胎土中に大粒の砂粒を少量含

み、うす黄だいだい色である。内外ともによこなで仕上げである。　5の胎土には少量の微砂

粒を含む色調は茶褐色である。口縁部外面には指圧痕を残している、内外ともに横なで仕上

げとなっている。　6は、剝離が進んでいるため仕上げの手法は不明である。　色調は明るい

灰色(192)をしている。　7は、頸部から漏斗状に広がり口縁端部に1条の沈線を施し、外面

に指圧痕が残っている。内外ともになで仕上げである。胎土中に少量の砂粒を含み、うす黄
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　　　だいたい色をしている。8～19の口縁は、「く」の字状をしており、 胴部は卵形の器形で　

ないかと推定する。8は、口縁端部に1条の凹線を有するも肥厚してない。15は2条、16

 　は３条の凹線を有し端部が肥厚している。14の頸部に三角状の張り付け突帯があって、指

   圧による施文がなされている。16の頸部下には、刺突文が綾杉状に２回めぐらされてある。  

　　　仕上げは共通した内外ともに横なでの痕跡が認められる。胎土中にいずれも細砂粒を含んで

  いる。15、16には金雲母と長石を多く含んでいる。色調は、うす黄だいたい色である。17～

  19の口縁部は7～16に比べて長く、口縁部外面から頸部に櫛調整がみられ、調整後横なで仕

 上げをしたものと思われる。8～19は甕形土器として扱うのが適当であったかも知れない。

（イ）甕形土器

第12図、20～23は甕形土器の口縁部である。20・22・23 は「く」の字状の口縁をしてい

る、口唇部は丸くおさめてある。21は逆「Ｌ」字状の口縁をしている、口縁端部に１条の凹

線が残っている。20の胎土中に細砂粒が多量に含まれている。頸部に横なでの痕跡がみられ、

胎土色は黒変している。外面はうす黄だいだい色である。21は精選された粘土が使用され

ており、砂粒が認められない。色調は、内外ともにうす黄だいたい色である。22・23は共

に砂粒を含み、うす黄だいたい色を呈する。剝離が進んでいるため仕上げの手法は不明であ

る。

（ウ）底部

第12図の24～66は、本住居内から出土した底部である。24～33は上げ底となっている。壺

形・甕形土器の底部であろう。24は、胎土中に砂粒を含み、内外ともにうすだいたい色(14)

とうす黄味だいたい色（3）の混色となっている。底部外面には指圧痕がみられ一部黒変してい

る。25は、胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいだい色（103）外面はうす黄味だいだい色

をしている。外面に指圧痕を残し、横なでの痕跡がみられる。26は、胎土中に砂粒を含み内

面は暗い黄茶色(96)であり、外面は灰味黄茶色(137) をしている。内外ともに一部黒変してい

る。27は、胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄味だいたい色で、外面はうす茶(114) をして

いる。外面に箆状工具による整形痕がみられる。28は、胎土中に砂粒を含み、内面と底は灰

色(194) をなし、外面はうす黄だいたい色である。29は、胎土中に砂粒を含み、内外ともに

うす黄だいだい色をしている。30は、胎土中に砂粒を含み、内面はうすい黄茶色(123) で、

外面はうす茶色(114) をしている。底部作り出しの指圧痕がみられる。31は胎土中に砂粒を

含み、内面に有機物が付着し暗い灰(197) をしている。外面は赤味だいたい色で、外面に箆

調整がみられる。32は､胎土中に大粒な砂粒を含み、内面は有機物が付着して黒変している。
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外面はうす黄だいたい色である。外面には指の跡がみられる。33は胎土中に細砂粒を含み、

内面は灰色(194) をなし、外面はうす茶色で一部黒変している。外面に指圧痕を残したなで

仕上げとなっている。 10の底部ではないかと推定する。

34～44、60、61は平底をした壺形土器の底部ではないかと推定する。これらの土器に共通

する点は、底面からの立ちあがりに段を有することである。34は、胎土中に細砂粒を含み、

内面はうす黄味だいたい色で、外面はうす黄だいたい色である。35は、胎土中に砂粒を含み、

内面は灰色をなし、外面はうす黄だいたい色である。底面近くは横なでとなっている。

37は、胎土中に細砂粒を含み、内面は黒変している。外面はうす黄だいだい色である。38

は、大形の壺である。胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいだい色であるが、外面はうす

茶色をしている。一部黒変している。外面に箆状工具による研摩仕上げの痕跡がみられる。

39も大形の壺である。胎土中には大粒の砂粒を含み、内面は灰色をなし、外面はうす黄だい

たい色をしている。40は、胎土中に砂粒を含み、内外ともに明るい茶色をである。41は、胎

土中に砂粒を含み、内外ともにうす黄だいだい色であり、一部黒変している。42は、胎土中

に砂粒を含み、内外ともにうす黄だいたい色をなし、一部黒変している。箆による調整痕が

みられる。43は、胎土中に砂粒を含み、うす黄だいだい色で、内外ともに剝離が進んでいる

ため手法は不明である。44は、胎土中に少量の砂粒を含み、うす黄味だいたい色である。内

外の器壁に刷毛状工具による調整がみられる。底面近くは、横なで仕上げがみられる。60は、

胎土中に大粒な砂粒を含み内外ともにうす黄だいだい色である。焼成は良好である。61は、

胎土中に少量の砂粒を含み、内外ともにうす黄味だいたい色である。

45～50は、甕形土器の底部ではないかと推定する。平底の底部で、やヽふくらみをもって

立ちあがるも、わずかな段をもって立ちあがる傾向のみられるもの。45は、胎土中に多量の

砂粒を含み、内面は、うす黄味だいたい色をなし、外面は赤味だいたい色である。内外とも

に一部黒変している。46は、胎土中に砂粒を含み、内面は黒変している、外面はうす黄味だ

いたい色である。47は、胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄味だいたい色であるが、外面は

うすだいだい色をしている。48は、胎土中に大粒の砂粒を含み、内外ともに灰白色をしてい

る。49は、胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄味だいたい色で、外面はうす黄だいだい色で

ある。底及び外面の一部が暗い灰色となっている。また、外面に箆状工具で整形した痕跡が

みられる。50は、胎土中に砂粒を含み、内面は明るい灰色をなし、外面は茶色となっている。

51～54は同じ平底の底部であるが、立ちあがりの角度が開いていることから壺形土器では

ないかと推定する。

55～58は、平底をした甕形土器の底部ではないかと推定する。底部にしぼりがって内湾ぎ

みに立ちあがるところが共通している。55は、胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいだい

色で、外面は赤味だいたい色をしている。56は、胎土中に粗砂粒を含み、内外ともうすピン

ク色(113) をしている。外面は凹凸がはげしい、底は張り付けたあとたたきしめをした痕跡
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がみられる。57は胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいだい色をなし、外面はうす茶色で

あるが一部灰味黄茶に変色しているところもみられる。58は、胎土中に少量の砂粒を含み、

内面はうす黄茶色をなし、外面はうす黄だいだい色である。

59は平底の壺形土器の底部である。胎土中に砂粒を含み、外面はうす黄だいたい色で、底

面と内面は黒変している。住居内の柱穴より出土したものである。

62～64は、平底をした壺形土器の底部で底面が広く安定している。63の底部端面近くに指

圧痕が残っていて、なで仕上げのようである。65の底面は狭く丸底に移行する前段階の土器

ではなかろうか。66は丸底である胎土中には、石英、砂粒(MA×0.3cm)を含み、金雲母が

3㎝四方内に45個確認できた。内面は暗い黄茶色であるが、外面はうす黄だいだい色である。

胎土の外側2/3が赤変していることから二次焼成を受けたことが推察される。輪積方式で胴部

を作りあとで底部をはめこんだ痕跡がみられる。内面に刷毛調整痕が残っている。

以上の土器から考察すると中期後半のものではないかと推定し、総括で検討したい。
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２　建造物跡

本遺跡内に280余りの柱穴を検出した。建造物としてのプランをなすものは8棟であった。

検出された順に遺構番号を付けたのでその順に紹介することとして、その周辺から出した遺

物は区ごとにまとめた。建造物跡の位置関係は、第3図で示すとおりである。また、文章の

終りに参照する区を記述することとした。

（１）第1号建造物跡

A2区、B2区、B3区にまたがる位置で、遺跡全体からみると北西の隅に当たる。近くにあ

る土壙状遺構は、第6号土壙状遺構が南西に位置する。本建造物をP1～PlOを結ぶ掘立て柱

建造物とするなら、桁行4間、梁間2間の建造物となるが、P6の場所に柱穴が確認できなか

った点から判断するとP1～P5～P12～P7～P10となる建造物と考えるとP2～P5～P12～Ｐ11

第13図　第１号建造物跡図
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と結ぶ桁行２間、梁間１間の建造物に張り出しがついたものではないかということになる。

色々推考するも定かでない。

柱穴及び

建造物の規

模について

は、右表に

示してある

柱穴一覧表

柱　 穴　 番　 号 １ ２ ３ ４ ５ 12 11 ２ 12 ７ ８ ９ 10 １

柱 穴 基 部 の 径 34 33 33 35 28 30 25 33 30 25  (45)  28   25   34

基盤面 からの深さ 32 32 34 37 32.5 32 30 32 32 32.5 32 18.5 22 32

柱 間 の 測 定 値 110 150 150 200 115 180 200 166 150 170 240 120

測定値のと

おりである。P8 (45)は別の遺構によって攪乱されているため大きな数値が入っている。

なお、第1号建造物の基盤面（地山）から出土した遺物は、A2 区、A3 区、B2 区、B3 区の

ところを参照されたい。

（２）第2号・第3号建造物跡

第2号・第3号建造物及び第2号住居跡（第17号土壙状遺構）と切り合い関係になってい

る。C3区､C4 区､D3 区､D4 区の中に位置する。第1号建造物からは､南東約5mの地点となる。

第14図　 第2号、第3号建造物跡図
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第2号建造物のプランはP1～P7を結ぶ掘立て柱建造物であろうが、P2に対する柱穴が東

側の柱列に発見されないことから関係ないものと判断してよいか問題である。

P5 とP7 は、第3号建造物を共有し
第２号建造物跡柱穴一覧表　　　　　　 単位　cm　

ている。この柱穴の切り合いから二つ
柱　 穴　 番　 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １

の建造物の時間差が考えられる。

第3号建造物の柱穴には、P2 、P3 、

P5、P7 のように 柱穴を掘ったあと柱

柱 穴 基 部 の 径 20 28 45 40 25 45 30 20

基盤面か らの深さ 28 25 20 25 １５ 26 14 28

柱 間 の 測 定 値
210 180

200 270 200 350 270
390

間の位置を決め、柱でつきかためたと

考えられる落ち込みがみ
第3号建造物跡柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　　

られるが、第2号建造物

ではそれが認められない。

堆積層序では、あまり

顕著な変化は認められな

かった。

単位　cm

柱　 穴　 番　 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １

柱 穴 基 部 の 径 43 23 20 60 15 15 14 14 45 42 43

基盤面 からの深さ 28 23 27 23.5 30 19 19.5 42 26 22 28

柱 問 の 測 定 値 174 205 180 175 180 180 225 170 170 190

第2号建造物が古く、第3号建造物が後世に築造されたのではないさと推定する資料とな 

ったのはP7 とP2 が共有する切り合いであった。基盤面及び柱穴から検出された遺物は、C3 、 

C4、D3、D4区を参照されたい。

（3）第4号建造物跡

第1号住居跡と切合っている、4本柱を有する掘立て柱建造物跡である。柱間は下表で示

すように桁行200cm、梁間190cmの方形に近い

柱穴一覧表　　　　　　 単位cm

柱　 穴　 番　 号 １ ２ ３ ４ １

柱 穴 基 部 の 径 25 13 26 25

基盤面からの深 さ 30 20 32 32 30

柱 問 の 測 定 値 200 190 200 190

間取りとなっている。

P3の柱穴が、第1号住居跡の構築に

伴い、攪乱されたのではないかと推定

されることから、本建造物が先行する

のではないかと推定した。 第15図　 第4号建造物跡図
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建造物の位置は、E3区内にあって基盤面には、甕形土器の口縁部、底部が検出されている。

本建造物と関係があるか定かでない。 E3区を参照されたい。

（4）第5号建造物跡

本建造物跡は、第4号住居跡を取り囲むように構築されており、切合っている。第10図を

参照されたい。第16図は建造物跡だけをぬき出したものである。第3号建造物跡からみると

東部約6mの位置に

あたり、調査区では、

C6、D6区に位置す

る。柱穴の番号は第

4号住居跡と関連づ

けをもたせた番号で

ある。本建造物は、

中央部を南北に第40

号土壙状遺構、第41

号土壙状遺構の連続

する遺構によって切

られている関係で、

P12が一部欠損して

おり、P12に対比する

柱穴が確認できなか

った。

桁行は南北にあっ 第16図　第5号建造物図

て、東側の全長は、

405cm、西側が400cm

である。梁間の全長は、南側が37

5cm北側が380cmである。

切合い関係から推定すると、第

4号住居跡が古く、土壙状遺構の

法面では、P12及びそれに対比す

る柱穴を確認することができなかっ

たために、桁行2間、梁間１間のプランと想定して、第40号、第41号土壙状遺構の掘り方を 

追った。結果的にはP12が検出された。このことから建造物跡よりも土壙状遺構が古いと判断

29 

柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　　　　 単位　cm

11 12 13 14 15 16 17 １１

20 13 30 17 15 15 20 20

24 20 19 28 27 24 23 24

柱　 穴　 番　 号

柱 穴 基 部 の 径

基盤面 からの深さ

柱 間 の 測 定 値 200 175 160 240 250 155
380



した。なお、土壙状遺構からは、須恵器が数点出土しているので参照されたい。

（5）第6号建造物跡

本建造物跡は、A8、A9区及びB8、B9区の中にあって、第5号住居跡の東南に位置し、切

り合っている。

桁行2間、梁間1間の建造物

ではないかと推定される。梁間

にP4 の小さい柱穴があるが、そ

れに対比する柱穴を北側の梁間

に確認することができなかった。

桁行の全長は東側で400cm､西

側が375cmと25cm短かくなって

いる。

第５号住居跡の法面に、P6 、

P7 の柱穴を確認することができ

たことから、この建造物が後世

のものであると推定する。

出土遺物については､A8､A9

B8、B9 区を参照されたい。

（6）第7号建造物跡

梁間の全長は南側で335cm､北

側が325cmと10cm短かくやヽ変

形している。 第17図　第６号建造物跡図

柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　　　 単位　 cm

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １

31 35 20 ９ 35 34 25 31

23 25 22 １１ 13 28 25 23

柱　 穴　 番　 号

柱 穴 墓 部 の 径

基盤面からの深さ

柱 間 の 測 定 値 220 180
165   170

180 195
335 325

本建造物跡は、第6号建造物跡の東部約250cmの位置にあってA10、A11区及びB10、B11区    

 に位置する。柱穴内の堆積土は、黄味灰色である。この堆積土は耕作土と同じ色調をしてい

 るが、粘質土ではなくさくさくしている。現在までに検出されている柱穴群の堆積土とは違

い白味をおびている。それでニューヒッ

トと呼称することとして、記号「Ｎ」を

使用することとした。

第18図で示してあるように、柱穴も小

さく、柱の大きさに合わせて掘っている

柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　 単位　cm

１ ２ ３ ４ ５ ６ １

13 17 10 10 12 13 13

35 21 31 28 20 40 35

柱　 穴　 番　 号

柱 穴 基 部 の 径

基盤面 からの深さ

柱 間 の 測 定 値 210 220 300 235 220 285
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ことが目立ち、基部の径が10～13cmとそ

ろっている。

桁行２間、梁間１問の掘立て柱建造物

である。

この建造物は桁行に対してN8.5 °Ｅと

なっていることから南北に構築されてい

ることとなる。

桁行の全長は東側で430cm､西側が455

cmとなっていて25cm長くなっている。

梁間は南側で300cm、北側が285cmと15

cm短かくなっている。

P4の柱穴は、第81号土壙状遺構の法面

で検出され、その下層には弥生式土器を

包蔵する遺構が検出されている。

本建造物は中世のものではないかと推

定した。出土遺物はA10、A11区及びB10 B11

区のところを参照されたい。

（7）第8号建造物跡

第18図　第7号建造物跡図

本建造物跡は、第5号住居跡と第7号建造物跡に挾まれた位置にあって、A9 、AlO区及び

B9、BlO区に位置する。第7号建造物よりも早く北側の柱穴は発見されていたが、南側の柱

穴が北にのびているのか、南にのびるならセクションベルト下となるので、周辺部の調査を

終ってからセクションベルト及びB9の測杭を取り除き精査することとした関係から、順序と

しては逆になった。

第8号　建造物跡柱穴一覧表　　　　　　　　　　　　　　 単位cm

２ ３ ４ ６柱　 穴　 番　 号 １ ５ １ ７ ８ ９ １０ 11 ７

柱 穴 基 部 の 径 10 ９ ９ １２ 10 １１ 10 21 15 21 18 19 21

20 32 20 40 32 22 20 28 24 32 20 42 28基盤 面からの深さ

柱間の測定値 140 150 195 150 140 195
240 220

300 295
460 440

精査によってP1、P2の柱穴を検出することができた。この建造物はP1～P6を結ぶ６本柱

とP7～P11を結ぶ５本柱からなるものと推定される。 P7～P9を結ぶ桁行２問の中間にP8が

あるがその対比する北側のP1O～P11の中間の柱穴は検出するとができなかった。
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西側の梁間に柱穴があるが、この柱穴は第6号建造物のP1 の柱穴であって関係ない。なお

P7の東にある柱穴は、第7号建造物のP5の柱穴であって関係ない。また、P11の柱穴は、第

58号土壙状遺構、弥生式土器を包蔵する遺構の中に構築してあったものである。

P1～P6を結ぶ内側にある建造物の規模は、桁行の全長が南側及び北側とも同じで290cmで

あり、梁間は東側も西側

も同じで195cmである。

外側の建造物の桁行全

長が､南側で460cmで、北

側が440cmとなっている。

梁間は東側で295cm､西側

が300cmとなっている。

この建造物の柱穴に堆

積した層序は黄味灰色を

した、さくさくした土質

であって、内外の柱穴の

時間差を知ることはでき

なかった。

偶然に内外の柱穴が結

びつくとも考えられない

ことから、若干の考察を

してみると、新築時から 第19図　第８号建造物跡図

このようなプランの構築

がなされてあった。また、P1～P６を結ぶ建造物であったが、家族の増加に伴い増改築をした

等考えられる。いずれにせよ中世の建造物である。基盤面から出土した遺物は、A9 、AlO区

及びB9 、BlO区を参照されたい。

３　 土壙 状遺構

本遺跡内で土壙状遺構として取り扱ったものが81基ある。これらの遺構の時代は弥生時代

前期から後期、古墳時代、中世と広範囲にわたっている。遺構の性格も、貯蔵穴と推定され

るもの、土壙墓と推定されるもの、用途が不明のもの等あわせたものが81基である。時代的、

性格的な内容については、総括で述べることとして、検出した順序に従って遺構及び遺構に

伴って出土した遺物について記述するものとする。

なお、石器類、鉄器類については、別項をもうけ記述することとした。
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（1）第1号土壙状遺構

本遺構は、B4区に位置する。北側の遺構と南側の二つの遺構を作図してあるが、北側の遺

構の法面から3点の弥生式土器の破片が出土している。胴部の破片で実測はできなかった。

しかし、時代的には、南側の遺構と時間差はないものと推定した。

南側の遺構は、東西に長軸があるが、ピットが二

つ集ったような感じで瓠形をしている。

掘り込みの傾斜は65°で､深さは25cmである。法面

の長軸方向は130cmである。

床面は、水平になっている、地山面とはっきり区

別のできる堆積土であった

第20図　第1号土壙状遺構図　　　　第21号　第1号出土遺物の実測図

ア　遺物の出土状況

出土した遺物は、第20図でもわかるように法面近くで出土している。弥生式土器の底部3

点と胴部破片6点及び石器1点であった。石器は床面近くから出土している。砥石状の石器

であるが、第171図の①を参照されたい。

（ア）底部

1は、壺形土器の底部ではないかと推定する。胎土中に長石、石英を含む砂粒が多量に含

まれている。色調は、内外ともに明るい茶色(194) である。一部黒変しているところもみら

れる。

焼成は軟質であるため剝離が進み、仕上げ手法など不明である。2は、わずかに底が上っ

ている。甕形土器の底部と推定する。胎土中に多量の砂粒を含み、色調は、内外ともにうす

い黄だいたい色(103)である。一部黒変しているところもみられる。外面に一部箆による調

整のあとがみられる。焼成は軟質である。3は、平底で底部が作りだされている。ふくらみ
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をもった立ちあがりをしている。小形の甕形土器の底部と推定する。胎土中に多量の砂粒を

含む、焼成は軟質である。内面は明るい灰色(192) である。外面は灰白色(190) であるが、

一部灰色(194) をしているところがある。剝離がひどく仕上げの手法は知ることができない。

（2）第2号土壙状遺構

本遺構は、B４、C4区にまたがって検出された。長軸が東西にあって100cm、短軸が85cmの

不整な円形をした遺構である。基盤面からの掘り込み角は60°前後で､深さは、東部で30cm、

中央部より西側が浅くなっている。

第23図　第2号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、第23図でわかるよ

うに法面近くで出土したのが１で、2は床面近く

から出土している。

このほかに弥生式土器片31点出土しているが、

胴部破片である。破片の中には、箆描き沈線の施

文がなされている土器片も含まれていた。第22図　第2号土壙状遺構図

（ア）底部

1・2とも甕形土器の底部ではないかと推定する。1は、平底をしており直に立ちあgがっ

て外反する。胎土中に多量の砂粒を含み、色調は、内外ともに赤味だいたい色(148) である。

仕上げの手法は摩滅しているので確認できない。2は、胎土中に長石、石英粒を含み、わず

かであるが金雲母を含んでいる。胎土は明るい茶色(149) であるが、内面は有機物が付着し

て茶色(166) となっている、内面の仕上げはなで仕上げとなっている。外面に櫛状工具によ

ろ整形痕が残る仕上げとなっている。
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（3）第3号・4号・5号土壙状遺構

本遺構は、A4区に位置し、第1号土壙状遺構の北側に当たる。最初遺構と確認した段階で

は、黒色ローム質土が方形にあるので一つの遺構としてセクションベルトを残し、掘り方を

追った。法面下から遺物の出土が始まり、10cm近く掘り下げた段階で遺構が重復しているこ

とに気付いた。A～A’、B～Bのベルトはそのままにしておき、新しくC～C’を設定した。

第1段階の掘り方を終って遺物の出土状況を平面図に実測し、写真撮影をして遺物の取り

上げをした。さらに掘り下げをすることとした。第１段階の図が第24図その１のトレース図

である。

第2段階として掘り下げを実施したところ、法面から床面に至る間、全層に遺物が包蔵さ

れていることを確認すると同時に、三つの遺構の存在も確認でき、遺構番号を第24図のよう

に付けた。

第24図　第3・4・5号土壙状遺構図

第3号土壙状遺構は長軸150cm、短軸120cmの不整形なだ円形をしている。深さは25㎝内外

の掘り込みとなっている。この遺構では床面よりもやヽ浮き上がった状態で遺物が出土して
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いる。

第4号土壙状遺構は、東西に長軸があって180cm、短軸は105cmの卵形をしている。法面下

から全層に遺物が包蔵されているが、床面近くの出土がほとんどで、第5号土壙状遺構との

切り合い関係にある。

第5号土壙状遺構は、長軸は南北方向にあって、約200cm、短軸120cmと椎定する。南側は

方形の掘り込みとなっているが、北側は円弧となっている。第3号、第5号の北側は水路で

攪乱を受ているため推定図となっている。この遺構も全層より遺物が出土している。

ア　第3号遺物の出土状況

本遺構より出土した遺物は、弥生式土器片で復元できた8点を実測図で示し、残存破片は

126点であった。石器については、第170図の②、③を⑥は第168図を参照されたい。

第25図　第3号出土遺物実測図

1

 2

 3

 4

5

 6

 7

 8

（ア）壺形土器 

  1は、壺形土器の口緑部である。頸部より広がりを持ちながら立ち上がり口縁部で大きく

外反する。口唇部は丸くおさめてあるが、外面端部に刻み目の施文がなされている。なお、
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頸部に張り付け突帯が1本めぐらされてあり、指圧文が施されている。胴部は卵形の器形で

ないかと推定する。表面の手法は剝離が進んでいるため不明である。胎土中に砂粒を含み内

外ともにうす黄だいだい色にやヽ褐色がかった色をしている。口径19cmである。2は、無文

の壺形土器の口縁で、口径16cm、現有器高8.2㎝、頸部より外反した立ちあがりをしている。

口縁部は大きく開いている。口縁端部はわらび手口縁となっている。胎土中に砂粒を含み、

内外ともにうす黄だいたい色をなし一部褐色化している。内外ともに箆による研摩仕上げと

なっている。

（イ）底部

3、4は、壺形土器の底部と推定する、3は、平底で外面はうす黄だいたい色で1の底部

ではないかと推定する。4は、平底であるがわずかに底が上っている。胎土中に砂粒を含み、

うす黄だいだい色をしている。2の底部ではないかと推定する。外面には箆による研摩仕上

げが残っている。

（ウ）甕形土器

5は、「く」の字状をした口縁をしており、胎土中に細砂粒を含み、内面は有機物が付着し

て灰色化している外面はうす茶色である。外面には箆による研摩仕上げの跡が残っている。

焼成良好である。6の口唇部は、つまみ出しによって作られた逆「Ｌ」字状の口縁をしてい

る。口縁下に箆状工具による1条の沈線が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外ともに

うす黄だいたい色である。7・8の口縁は、逆「Ｌ」字の口縁であり、張り付けとなってい

る。7は、口縁端部に1条の凹線文が施され、口縁下に施文具による沈線が10本施されてい

る、内外ともに箆による研摩仕上げとなっている。胎土中には砂粒を含み、色調は、内外と

もにうす黄だいたい色をしている。外面に一部黒変がみられる。

8は、復元による完形品である。口縁下に4本歯の施文具で施したとみられる沈線が12条

施されている。それより下方には、櫛目による調整痕が残る仕上げとなっている、胴部中央

より下方はなで仕上げとなっている。 底部はあげ底となっている。口径25cm、 胴部最大径

21.2cm、底部径6.0em、器高25.5cmである。

イ　第4号遺物の出土状況

遺構内から出土した、弥生式土器片で、復元できるものは行い実測できたものは6点であ 

った。残る破片は49点と｡石器④、⑤の2点である。石器については、第165図④､⑤を参照さ
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れたい。弥生式土器の胴部破片の中には、沈線と刺突文を施したもの、沈線だけのものなど

の破片があった。頸部あるいは、底部近くのものも多数あったが復元はできなかった。また、

実測図以外の器種も含まれている。

１

２

３

４

５

６ 

第26図　 第4号出土遺物実測図

(ア）甕形土器

　　 1～6は甕形土器の口縁及び底部と推定する。　1は、推定口径30cm、現有器高10cmである。

逆「Ｌ」字状の口縁をなし、端部に刻み目が施されている。口縁下には箆描き沈線が４条め

ぐらされ、沈線の間2か所と、一番下の沈線下に1か所都合3か所に刺突文が施されている。

内面は指圧痕の残る横なで仕上げとなっているが、外面は刷毛による調整がなされている。

胎土中に長石、石英の微細粒を含み、胎土色と内面は明るいだいたい色である。内壁の一部

に有機物が付着している。外面は、うす茶色(136)をしている。焼成は普通である。2は、

逆「L」字状の口縁をしている。口縁下に6条の箆描き沈線が確認されるが、いずれもフリー

上げとなっている。色調は、うす黄だいたい色である。
パッドで描かれている。内面はなで仕

外面一部に黒変がみられる。　3は、逆「L」字状の口縁をなし、口縁端部に刻み目が施され

ている。口縁下には、フリーハンドでかヽれた箆描き沈線が5条確認できる。外面は刷毛調

整をしたあと、沈線が施文されたようである。胎土中には砂粒を含み、明るいだいたい色で

ある。　4は、逆「L」字状をした口縁である。口縁下がやヽしまり、胴部にふくらみをもっ

ている。推定口径22cm、 現有器高14cmである。口縁下にはフリーハンドによる箆描き沈線が
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　 6条めぐらされ、その下に刺突文が2列施されている。内面は指圧痕が残るなで仕上げとな

っている。外面は刷毛調整がなされたあとなで上げの痕跡がみられる。胎土中には長石、石

英の微細粒を含む。内面はうすい黄だいたい色をしているが、外面はうすだいたい色で、一

部黒変しているところもみられる。5は､「く」の字状の口縁をなし、口唇部は丸くおさめて

ある。口縁下に7条の箆描き沈線が施されてある。内面はなで仕上げであるが外面は刷毛調

整痕がみられる。胎土中に長石、石英の細砂粒を含み、内外ともにうす黄だいたい色である。

   6は、甕形土器の底部であって上げ底となっている。外面は箆による研摩仕上げとなってい

る。内面はなで仕上げのようである。胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいたい色であり、

外面はうす茶色となっている。

ウ　第5号遺物の出土状況

本遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片で総数302点であった。その内復元などをして

実測可能なものは第27図及び28図に示し、石器は、石包丁と石のみが出土している。⑦は、

第167図、⑧は、第166図を参照されたい。

 1

 2

 3

4

 5

6

 7

 8

9

10

第27図　第5号出土遺物実測図

（ア）底部

1～10は、壺形土器、甕形土器の底部である。　8はわずかに底が上っている。そのほかは
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平底である。胎土中にいずれも石英、長石、その他の砂粒を含んでいる。

　　1の外面には刷毛調整痕がみられる。内面は灰白色で、外面はうす黄だいたい色である。

　2・3は、剝離が進んでいるため手法の観察はできない。胎土はうす茶色である。4は、内

外ともになで仕上げとなっている。内面は明るいだいたい色をなし、外面はうす黄味だいだ

い色である。5の外面には、箆による研摩の痕跡がみられ、内外ともうす茶色をしている。

一部黒変した部分もみられる。6は、内外ともになで仕上げとなっている。内面はうす黄味

だいたい色であり、外面はうすいだいだい色である。7の外面はうす黄味だいたい色である

 1

 2

3

 4

5

6

7
8

 9

10

11

12

13 14

15

16

第28図　第5号出土遺物実測図
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が、内面は黒変している。内外ともなで仕上げとなっている。8の外面に指圧痕が残り、箆

による研摩仕上げとなっている。内面は黄味灰色をなし、外面はうす黄だいたい色である。

9は、内外ともなで仕上げである。10の外面は煤が付着し黒変している。

（イ）壺形土器

第28図の1～3は壺形土器である。1の口縁は、頸部より大きく外反し、口縁端部の上下

に刻み目が方向をかえて施文されている。胎土中に粗砂粒を含んでいる。色調は、内外とも

うす黄だいだい色である。2は、頸部より外傾した立ちあがりをして、口縁近くで大きく外

反する、色調は、内外ともうす黄だいたい色であるが、部分的に黒変している。胎土中に粗

砂粒を多量に含んでいる。内面に指圧痕が残り、なで仕上げとなっている。外面は剝離が進

んでいるため不明である。

3の底部は、不明であるが、内湾ぎみに立ち上がり、球に近い器形をしている。口縁部は、

頸部が垂直に立ち上がって丸くおさめてある。口径10cm、最大胴部径28cm、現有器高29cmで

ある。胴部には3段の箆描き沈線と、その上下に刺突文が施文されている。下段の沈線は７

条であり、中段は5条である。上段は摩滅しているため不鮮明であるが、刺突文の上下間が

中段と同じであることから5条と推定した。内外とも摩滅が進んでいる。内面は、なで仕上

げとなっている。外面の施文間は箆か、なで仕上げかはっきりしない。胎土中に長石と大粒

な石英を含む砂粒が多量に含まれている。色調は、内面は明るい灰色をなし、外面はうす黄

だいたい色である。

（ウ）鉢形土器

4・5は、鉢形土器の口縁部ではないかと推定する。ともに無文で「く」の字状の口縁を

している。口唇部は丸くなっている。粗砂粒を含み、うす黄だいだい色である。4は内外と

もなで仕上げであるが、5は箆による研摩仕上げとなっている。

（エ）甕形土器

第28図の6～16は、甕形土器の口縁である。6～9は「く」の字状の口縁をしている。7

は無文であり、6の口縁端部に刻み目が施されている。なお口縁下には箆描き沈線がフリー

ハンドで5条施文されている、内面はなで仕上げである。胎土中に砂粒を含み、内外ともに

うす黄だいだい色である。8の口縁下は、刷毛調整をしたあと箆描き沈線が7条施されその

下に刺突文がめぐらされてある。この刺突文より下方は箆による研摩仕上げとなってい

る。
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９の口縁下にも４条の箆描き沈線がみられる。うす黄だいたい色である。胎土中に砂粒が含

まれている。

10～16は逆「Ｌ」字状をした甕の口縁である。胎土中に含まれる砂粒の状態は、11が長石、

石英を含む細砂粒であるが、それ以外はやヽ大きめの砂粒を含んでいる。

10は、口縁端部に刻み目が施されている。口縁下には７条の箆描き沈線があって、その下

に竹管文がめぐらされ、その下に４条の沈線が施され、さらに剌突文が施されている。内外

ともに明るいだいだい色をしている。焼成良好である。11も口縁端部に刻み目が施されてい

る。口縁下に櫛状工具による調整をしたあとなで仕上を施し、そのあと７条の箆描き沈線が

なされたものである。内面にも箆による横方向の磨きがなされてある。内外ともにうすだい

だい色である。12の口縁部は張り付けをしたようである。口縁下に6本歯の施文具で施したと

推定できる施文があり、その間に丸竹を半截した施文具で連続した平行斜線文がめぐらさ

れている。内面に箆磨きがみられる｡色調は､内外ともうす茶色をしている。13の口縁は「く」

の字状の口縁部をさらに折り曲げた状態で、無文である。内外面に多数の指圧痕がみられる。

内面はうす黄だいたい色をなし、外面は褐色がかっている。14は、口縁端部に刻み目が施さ

れ、口縁下に４条の沈線が施文されている。色調は、内外ともうすだいだい色である。15の

口縁断面は三角形状をなし、口縁下に８条の沈線が施されている。内面は横方向の箆磨きを

なっている。内面は灰味黄茶色(137) であるが、外面はうすく黒変している。16は、口縁下

に三角形の張り付け突帯をもち、やヽ赤味がかったうす黄だいたい色である。内面はなで仕

上げのようであるが外面は不明である。

（４）第６号土壙状遺構

本遺構は、C2 区に位置する。東

西に長軸があって160cmであり、南

北の短軸は93cmである。東部の掘り

込みは、法面から30cmで床面は水

平である。西側にさらに掘り込み

がなされている、深さは法面から

39cmである。二つの遺構が切り合

ったのではないかと推定するも、

時間差がないためその区別ができ

なかった。

第29図　第6号土構状遺構図
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第30図　第6号出土
遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内より出土した遺物は、弥生式土器片の底部1点であっ

た。床面近くから土出していることから遺構に関係のある遺物

と推定する。

（ア）底部

平底の壺形土器の底部であろう。長石、石英の砂粒を多量に

含んでいる、内面は茶色であり、外面は暗いだいたい色である。焼成は普通である、内面に

指圧痕が残っている。外面は摩滅がひどく手法の確認はできなかった。

（5）第7号土墳状遺構

本遺構は、C2区内にあって隣接する遺構は、第8号、第9号土壙状遺構である。遺構の長

軸方向は、N35°Wとなっていて長さは110cm、短軸方向は77cmである、ほぼだ円形をした遺

構である。法面からの掘り込みは10°15 °の傾斜角となっている。床面は平に作られている。

第31図　第7号土壙状遺構図　  

   1

　　2

第32図　第7号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、第31図で示してあるように、石が3点と口縁部2点、その外

に胴部破片11点であった。破片の中には箆による研摩仕上げをしたものも含まれている。こ

れらの土器は法面近くからの出土もあったが、床面近くからも出土している。石器1点も床

面より出土している。第165図の⑨を参照されたい。
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（ア）甕形土器

    　1は、胴部にふくらみをもち、口縁部は頸部より外反した立ちあがりをして大きく開き、

口唇部は丸くおさめてある。内外ともに横なで仕上げとなっている。胎土中に微細砂粒を少

量含み、焼成は良好である。色調は、うす黄だいたい色である。

　　　2は、胴部にふくらみをもち、口縁部は頸部よりゆるやかに外反している、口唇端部に施

文具による刺突文が2個組で施されている。内面はなで仕上げとなっているが、外面の頸部

より下に8本歯の櫛による調整痕が残る横まで仕上げとなっている。胎土中に多量の砂粒を

含み、焼成は軟質である。色調は、うす黄だいだい色である。

（6）第8号土壙状遺構

本遺構は、C2、D2区に位置する、円形をした土壙状遺構の中に、2個の柱穴が掘り込ま

れている。これらの遺構の時間差は東部の柱穴が先行するものと推した。柱穴部がや 深ヽく

掘り込まれている。西側は20cmの掘り込みとなっている。床面は平らに作られている。

1 2

第33図　第8号土壙状遺構図 第34図　第８号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構全体から出土した遺物は、弥生式土器片18点であった。これらの土器は法面近くから

出土が始まり、床面密着の状態での出土はなかった。実測できたのは、2点であって、残る

破片は胴部ばかりであった。
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（ア）器台脚部

良質の粘土に長石の微粒が少量含まれている。焼成も良好である。色調は内面が灰色をな

し、外面はうすだいたい色である。底部より少し上った位置に2条のけずり出し突帯が施さ

れ、内外ともに横なで仕上げとなっている。

（イ）壺形土器

壺の口縁部であるが、口唇部は破損しているため知ることができない、内面に一条の張り

付け突帯をもつ、胎土中には多量の砂粒を含む、胎土色は明るい灰色である。器壁が摩滅し

ているため手法は不明である。

（7）第9号土壙状遺構

本遺構は、C3 、D3 区に位置する。不整形なだ円形をしている。長軸は南北にあって100 

cm、短軸が80cmとなっている。法面からの掘り込みは、25cm程度であって、南側がゆるやか

な傾斜角となっている。床面はほぼ水平に作られている。

第36図　第9号出土遺物実測図

  1

2

3

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片12点であった。第32図で示すように遺物の出土

状況は、床面から遊離した状態で出土している。
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（3）甕形土器

1は、胴部より垂直に立ちあがり、口縁部は逆「Ｌ」字状に作り出されている。口縁下に

は、9条の沈線が施文されており、その下に剌突文が2列めぐらされている。胎土中に長石、

石英の砂粒を含み、焼成は良好である。色調は、内外ともにうす茶色をしている。

2は、無文の土器で、口縁部は開き、口唇部は丸くおさめてある。胎土中に砂粒を多量に

含み、焼成悪く器質は軟質である。色調はうす黄だいたい色である。

（イ）底部

3は、平底をした底部である。底面がやヽ丸みをなし不安定である。台部からの立ち上が

りは、内湾ぎみに立ち上っている。胎土中に多量の砂粒を含み、焼成もあまりよくない。

内面は青味灰色をなし、外面はうす黄だいたい色である。

（8）第10号土壙状遺構

本遺構は、D3 区に位置する。長軸が南北方向にあってN12 ° Ｅ である。長さは93cm､短軸方

向け55cmである。だ円形をした遺構で、床面は舟底形に作られている。

ア　遺物の出土状況

遺物は法面近くから集中して出土している。第38図で示す以外に須恵器片3点、青磁1点

白磁2点、弥生式土器片7点が出土している。弥生

式土器片については、本遺構の構築に伴って流れ込

んだものと推定される。

本遺構の床面から上部20cmの範囲にわたっては出土

遺物はなく、床面が舟底状になっている等から推定す

ると、直葬墓であって、土を覆ってからその上部に副

葬品を置いたのではないかと推定する。

出土遺物は、瓦質土器、青磁、白磁等である、これ

らの遺物から推定すると室町時代のものではないかと

思われる。

第37図　第10号土壙状遺構
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第38図　第10号土壙状遺構出土遺物完測図

（ア）高坏の脚部

　　1は、良質の粘土を使用した土師質の高坏脚部ではないかと推定す。脚部の中央部径は3.8

　cmである。上下が破損しているため全容を知ることができない。

（イ）羽釜（はがま）

　　2は、白色の粘土が使用され、瓦質のはがまである。底部が一部欠損しているが内湾しな

がら立ちあがり口縁部で大きく内湾する。口縁部に耳をもち穴が穿たれている。両耳の下に

は、高さ1.5cmの突帯がめぐらされ､かまどにかけたとき、安定させるためのものであろう。

器内には有機質物がこげつき、外面に煤が付着して黒変している。

（ウ）甕形土器

　　3は、白色の粘土が使用された薄手の瓦質土器である。胴部より垂直に立ちあがり口縁部

で外反し、端部は丸くおさめてある。口縁下に1条の凹線が施文されている。はがまと同じ

器質であって内面に有機質物がこげついている。外面は煤が付着して黒変している。
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（エ）皿及び碗

4は、青磁の皿で内面に釉薬が使用され、模様が描かれている。重ね焼きをしたのであろ

うか、その痕跡が残っている。5～8は白磁の碗ではないか推定する。底部と胴部を接合す

ると5の器形となり、胴部下半部に5条の疑似凹線が施文されている。４の皿とまったく同

じものが第32号土壙墓からも出土しているので参照されたい。

（9）第11号土壙状遺構

遺跡全体からみると西南端にあって、D1、D2区、E1、E2区にわたる位置にある。土盛場

として使用したために一部欠損している。東部はゆるやかな掘り込みとなっているが、西部

は70°と急傾斜の掘り込みとなっている､床面は平担になっていた。

ア　遺物の出土状況

本遺構内から出土した弥生式土器片

は212点であった。法面上より7～８ｃｍ下

から出土が始まり、全層に包蔵されて

いた。遺構内からの柱穴は確認できな

かったが、遺構から50cm離れた東側に

１個の柱穴を確認している。

貯蔵穴として利用したあと土器の破

棄場として利用したのではないかと推

定するも、土壙墓の可能性も考えられる。 第39図　第11号土壙状遺構図

（ア）壺形土器

１～３は、壺形土器である。１は、胴部から頸部にかけて内湾ぎみに立ちあがる。口縁に

ついては不明であるが、頸部下に剌突文がめぐらされている。胴部に張り付け突帯があって

上下は横まで仕上げがなされている｡輪積方式が採用されこの突帯のところが接合部となって

いる。表面の仕上げは施文をしたあ刷毛調整をしたのであろう、斜行する刷毛目がみられる。

胎土中に多量の砂粒を含み、内外ともに灰味黄茶色をしている。２は、頸部に張り付け突

帯をもち、大きく外反した口縁部である。頸部の突帯に指圧文がなされている。その下に2
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第40図　第11号出土遺物実測図

 1

 2

 3

 4

  5

 6

 7

8

 9

 10

列の竹管文が2個組で施文されている。それより下部には縦走する刷毛調整をしたあと、横

なでによる荒い刷毛目が残存する。口縁内側は、箆による横研摩仕上げとなっている。胎土

中に粗砂粒を含み、焼成は良好である。内外ともにうす茶色をしている。　3は、2と同じよ

うな口縁をしているが突帯をもたない。頸部に縦走する櫛目が残り、さらに、横走する櫛目

の施文がなされている。内面は箆による横研摩仕上げとなっている。

（イ）甕形土器

    4は、胴部にやヽふくらみをもった、逆「L」字状の口縁をした甕である。口縁端部に刻

み目が施文されている。口縁下には7本歯の櫛描文が5回めぐらされている。櫛描文の下に

は、刺突文が1列施文されている。内面は箆による研摩仕上げとなっている。胎土中に砂粒

を含み、焼成はあまり良好でない。赤味だいたい色をしている。   

    5の口縁部も逆「L」字状をなし、口縁下に7条の沈線があり、沈線を挾んで2列の刺突

文が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす黄だいたい色である。

    6の口縁は「く」の字状をしており、深鉢の器形である。胴部外面にわずかに刷毛調整の

あとがみられる。
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（ウ）底部

７と８は甕形土器の底部ではないかと推定する。立ちあがりはそれぞれ違うが、表面の仕

上げは箆による研摩仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、焼成も良好である。色調は

７はうすい茶色であるが、８はうす黄だいたい色である。

９と10は壺形土器の底部と推定する。９は厚手の平底である。 10は薄手の平底である。胎

土中に砂粒を含み、９はうすい茶色をしている。 10は赤味だいたい色である。底面近くは横

なで仕上げであるがそれより上部は箆による研摩仕上げのようである。

（10）第12号土構状遺構

D5、E5 区に位置し、第４号住居跡の南、3.5m の位置にある。直径70cmの円形の掘り込み

で「Ｕ」字状をしている。法面上からの掘り込みは、

20～30cmであるが、南側から西側にかけて法面が上

っていた関係でこのような形となっている。

ア　遺物の出土状況

遺構内より出土したものは、第42図に示す、弥生

式土器4点であった。2～4は法面近くで出土し、

１は遺構の中央部にねかされた完形品であった。口

縁部がわずかに欠損している。第41図　第12号土壙状遺構図

1

2

 3

 4

第42図　第12号出土遺物実測図

（ア）壺形土器

口径9.8cm､器高28.5cm、

胴部最大径19.5cm、底部径　 

　6cmである。胴部の最大径

は器高の1/2のところにある。

底はわずかに上がり底部か

ら外反ぎみに立ちあがり、

卵形をした胴部である。頸

部に張り付け突帯があって、
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指圧文が施されている。口唇部はカット状となっている。内面は横なで仕上げとなっている

が、外面に刷毛調整痕がわずかに残る。色調は、うす茶色をしている。

（イ）甕形土器

２・３は、甕形土器の口縁部である。口縁部は共通した広がりをもっている。２の口縁下

には、櫛描文があってその下に２個組の刺突文がめぐらされてある。色調はうす茶色をして

いる。胎土中に多量の砂粒と金雲母を少量含む、表面仕上げは、はっきりしない。

３は無文である、胎土中に多量の砂粒を含む、色調はうす黄だいたい色である。

（ウ）底部

平底をした壺形土器の底部である。胎土中に砂粒を含み、色調はうす黄だいたい色である。

表面の仕上げは、剝離が進んでいるため不明である。

(11) 第13号土壙状遺構

水遺構は、Ｅ4、Ｅ5区に位置する。北側は農耕による溝で攪乱されているため一部欠損し

ている。基盤面からの掘

り込みは、約40cm内外で

ある。東部に段を有し、

床面は西側があがりぎみ

になっている。

第43図　第13号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

遺構内より出土した遺物は、川原石1点と、弥生式土器片2点であった。いずれも床面か

ら遊離しており、流れ込みの可能性が考えられる。
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１は、胎土中に砂粒を含む、内面はなで仕
　

1
 2

第44図　第13号出土遺物実測図

（ア）底部

上げであるが外面の一部は刷毛による横なで

となっている。胴部はなで上げとなっている。

内面は黒変している。外面はうす茶色をして

いる。

 2も1と同じである。色調は、明るい黄味だいたい色をしている。

(12)　第14号土壙状遺構

本遺構は、E4区に位置する。円形の遺構と不整形な遺構の２遺構からなるものである。円

形の遺構は直径125cm である。掘り込みは50°～60 °の傾斜角となっている､床面は平面である。

不整形な遺構の長

軸は、東西方向にあ 

って165cm､ 短軸は、 

70cm 程度である。

掘り込みについて

は70 °の傾斜角である。

床面は平坦になら

させれている。

この遺構の時間差

はあまりないものと

考える。堆積土は、

黄味灰色をしたや ヽ

粘質土層であった。

第45図　第14号土壙状遺構

ア　遺物の出土状況

弥生式土器は法面近から数点出土しているが、流れ込みではないかと推定される。須恵器

の破片も15点出土している。実測可能なものはなかった。円形の遺構から出土した磁器と不

整形遺構から出土した石器（石臼・砥石）と土師であった。石器は、第172図の⑩、第174図
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の⑪を参照されたい。

　
1

2

第46図　第14号出土遺物実測図

（ア）脚部

直径6.6cm の円柱状の脚部と推定

される灰白色の粘土を使用した土

師器で焼成もよくない。

（イ）鉢

口径20cmの浅鉢で、囗縁部はわらび手に折曲げて作られ、内外面に釉薬が用いられにぶ

い茶色(180) をしている、下半分は焼成のままでうすい茶色(123) をしている。片口ではな

いかと推定される形器をしている。

(13)　第15号土壙状遣構

本遺構は、E4、F4区に位置する。直径120cmの円形である。 80°～85°の傾斜角をなす掘り

込みとなっている。床面は平らである。出土遺物は床面上から弥生式土器の口縁部が1点出

土したのみであった。

第47図　第15号土構状遺構図

第48図　第15号出土遺物実測図

　　　　(ア)甕形土器

逆「L」字状に折り曲げて作られた口縁部の端部に

二条の凹線を持つ。胎土中に、長石、石英の大粒な砂

粒を含んでいる。表面仕上げは剝離が進んでいるため

不明である。色調は、うす茶色をしている。

(14) 第16号土構状遺構

本遺構は、E5、F5区に位置する。遺構内に柱穴が1個存在する。土器を取り上げて精査
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中に検出されたものである。遺構の掘り込みは浅くだ円形状をなし、南北方向に長軸があっ

て115cm、短軸は65cmである。

 1

2

 3

4

第49図　第16号土壙状遺構図 第50図　第16号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

黒色ローム質土層の落ち込みであって、遺物は床面からの出土であった。特に多く出土し

たのは、北側にある柱穴の上部であった。実測不能の中には、口縁部3点、底部4点、胴部

破片193点であった。

（ア）壺形土器

頸部は、直に立ちあがり、ゆるやかに外反し口唇部は丸くおさめてある。頸部内面に接合

した痕跡が残っている。内外面とも横なで仕上げであり、頸部外面に弧文が施文されている。

これは施文具を使って押した状態である。粘土は精選され、少量の微細砂粒を含んでいる。

色調は、内面は明るいだいたい色をなし、外面はうす黄だいだい色である。

（イ）甕形土器

    2は、胴部より立ちあがった状態のまま口縁部が作られている。口縁下には１本の突帯が

張り付けられている。その下に5本歯の施文具を使用した沈線が10本施文され、さらに、三

角形をなす刺突文がめぐらされている。内面は指圧痕の残るなで仕上げである。胴部外面は

箆による研摩仕上げとなっている。色調は、にぶい赤色をしている。

３の口縁部は、口唇部が尖るように開いている、口縁外側に指圧による施文がめぐらされ

ている。色調は、うす茶色をしている口縁部の内外面は、なで仕上げとなっている。焼成良
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好である。

4は「く」の字状に開いた口縁をしている。胎土中に長石、石英の砂粒を含み、色調は、

うすい黄茶色であるが、内部は褐色がかっている。3・4は鉢形土器の可能性がある。

（15）第17号土壙状遺構

本遺構は、D4 区にあって第

２号住居跡ではないかと推定

して調査を始めた場所である。

法面上から10cm掘り下げをし

て、精査をすると茶褐色の落

ち込を確認した。周辺から４

本の柱穴 も確認した。平地式

住居跡の可能性 も十分考慮し

て調査を進めた。

結果的には第51図に示す結

果となった。

視覚的にみた層序は、土壙

も柱穴 も同じであると判断し

た。長軸方向はE13 ° Sで230

第51図　第17号土壙状遺構図　　　　　　　　　　　　　　　cmを測り、短軸方向け､150cm

である。同じ遺構内に段差がついている。もしこれが土壙墓と推定すれば２遺体が埋葬され

たのではないかと推定される。床面より下は砂礫の層となって水が湧き出る状態であった。

P1の柱穴の中には、使用していた柱に節があってそれが三方向に遺存していた。そのほか

の柱穴からは確認できなかった。

ア　遺物の出土状況

遺構内より出土した土器は、弥生式土器片１点と河原石４点であった。一段低い方から出

土した石のレベルは同じであった。内部から出土した遺物は、弥生式土器片68点であり、白

磁が１点あるが、上部法面層からの出土である。出土した遺物で実測できたのは8点であった。

（ア）壺形土器

頸部内面に接合部があり、直に立ちあがりゆるやかに外反する。端部はカット状にしたあ
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第52図　第17号出土遺物実測図

と、箆による研摩がなされている。胎土中には長石、石英の砂粒を多量に含み、内面は灰黒

色をなし、外面は赤味だいだい色である。

　　 2は、頸部より外反して口唇部は尖がりぎみである。外面に稜が作られている。胎土中に

石英と砂粒を含む、色調は、内外とも剝離されて黄味灰白色となっている。器台の脚部かも

知れない。

（イ）甕形土器

　　 3の口縁部は折り曲げられて逆「L」字状の口縁となっている、口唇部は尖がりぎみにな

っている。胎土中に砂粒を含む色調は、うすだいたい色をしている。口縁の一部に箆による

研摩の痕跡がみられるほかは不明である。

（ウ）底部  

   　4と7は平底であるが5と6は上げ底となっている。　4は、壺の底部であろう外反ぎみに

開いている。色調は赤味だいたい色である。5～7は甕形土器の底部ではないかと推定する。

胎土中にそれぞれ砂粒を含んでいる。6の外面は、箆による研摩仕上げとなっている。7

の底部は横なで仕上げである。8は白磁の碗である。釉薬が使用されうす黄だいたい色をし

ている。みだれ焼のようになった光沢のある磁器である。

(16) 第18号土壙状遺構

本遺構は、第4号住居跡の西側にあってD5区に位置する。遺構の中央部に土器の下から柱
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穴が１個検出されている。掘り込みは比較的浅く深いところで30cmを測り、ほとんど20cm内

外である。第53図で示しているように、全域に遺物が包蔵されていた。最初は収蔵庫であっ

たものを最後には土器の破棄場としたのではないかと推定されるような土器片の出土状況で

あった。第４号住居跡より出土した遺物と、本遺構を比較検討すれば同じ弥生中期の土器も

含まれている。検討を要するが弥生時代前期の土壙墓の可能性がある。

第53図　第18号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

遺物の出土状況は第53図で示してあるように、遺構内全域の全層に包蔵された状態であっ

る。出土した遺物は、弥生式土器片が箱（55×38×10) cmに５箱という夥しい量の出土であ

った。この中から実測可能な34点を紹介することとした。

（ア）壺形土器

第54図の1～9は壺形土器の口縁及び胴部である。1は、頸部より外反し、口縁部で開き

口唇部は丸くおさめている。頸部に2条の平行沈線が施文され、内面に張り付け突帯があっ

て施文具による押型文が施されている。口縁端部は、指圧による施文がなされている。胎土

中に砂粒を含み、胎土色は黒変しているが、表面はうすい黄茶色をしている。
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第54図　 第18号出土遺物実測図（その1）
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第55図　第18号出土遺物実測図（その2）
  

 　2は、頸部よりゆるやかに外反している。頸部にけずり出しによる二本の突帯があって、

指圧による施文がなされている。その上に、6条の平行な沈線が施文されている。胎土色は

黒変し、表面はうす黄だいたい色である。外面には箆による研摩の跡が残っている。

   3も頸部からゆるやかに外反し、口唇部は丸くおさめている。口縁内部に1本の突帯が張

り付けられ、頸部に平行な沈線が4条施文されている。胎土中に大粒の石英を多量に含み、

赤味だいたい色をしている。外面に箆による研摩のあとが残っている。

   4は、朝顔状に開いた口縁をしている。内外面ともに刷毛による調整がなされている。胎
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土中に少量の砂粒を含んでいる｡ 内面はうす黄だいたい色であるが、外面は黒変している。

5も朝顔状に開いた口縁をしている。内面は刷毛による調整がなされているが、外面は箆

による研摩仕上げとなっている。胎土中に長石、石英の細砂粒を多量に含んでいる。色調は

赤味だいだい色である。

6の口縁は小形である。頸部より外反し、口唇部は丸くおさめてある。櫛調整をしたあと

なで仕上げがなされている。色調は茶色である。

7の口縁は大形壺である。頸部より大きく外反し、端部はカットし、1条の凹線が施文さ

れている。頸部に2条の沈線がある。口縁内部に張り付け突帯があって、液体をそそぐとき

の流し口の役目をするように作られている。胎土中に粗砂粒を含み、胎土色及び内面は黒変

している。外面はうす黄だいたい色である。

8は壺形土器の胴部である。輪積をした接合部に突帯が張り付けられている。その突帯に

2条の凹線が施文されている。胎土中に砂粒を含み、胎土色は黒変しているが内外とも赤味

だいだい色である。

9も球形に近い丸底をした壺形土器である。頸部下に4条の沈線が、胴部に5条の沈線が

箆状工具で施文されている。櫛調整をしたあと箆による横研摩がなされている。条痕を残す

粗雑な仕上げである。最大胴径25cm、現有器高21cmである。胎土中に粗砂粒を含む、色調は

うすい黄だいたい色である。内面は灰白色となっている。

（イ）甕形土器

10～15は甕形土器であって、10は「く」の字状の口縁をした完形器である。口径22.8cm､胴

部最大径21.8cm、底径6.9cm､器高30.4cm、口縁下に13本の沈線が箆状工具で施文されている。

内外とも研摩仕上げがなされている。内面は有機質物が付着し、黒変している、胎土中に砂

粒を含む、色調はうす茶色である。

11～15の口縁は逆「L」字状をしている。11と12は作り出し口縁で13～15は張り付け口縁と

なっている。口縁端部にそれぞれ違った施文がなされてある。11、14、15は指圧文であるが、

15だけはさらに「二」の字状に施文具による施文がなされている。12、13は刻み目となって

いる。口縁下には箆描き沈線、刺突文が施文されている。11は12条、12は8条、2列の刺突

文、13は15条と刺突文、14は9条あって刺突文があり、さらに6条と2列の刺突文が施文さ

れている。施文の方向に変化がつけてある。15は2条確認できるがおそらく数条あるものと

推定される。胎土中にはそれぞれ砂粒を含んでいる。色調は、11、15がうすい黄茶色、12、

13が黄茶色、14がうすい黄だいたい色である。
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（ウ）底部

第55図で示してある底部の内1～10は壺形土器の平底をした底部と推定される。6の底部

はわずかであるが底が上っている。1は、底部にしぼりがなく立ちあかっている。しぼりが

目立つのが5、6である。9の底部は他に比較すると厚手であるほかは大差がない。

1 は胎土中に砂粒を含む、内面はうすだいたい色、外面はうす黄だいたい色である。内外

ともに一部黒変している。箆状工具による研摩の跡が内外にみられる。2は胎土中に長石、

石英及び粗砂粒を含む、色調はうす茶色である。内面はなで仕上げである。3は胎土中に石

英、長石を含む、粗砂粒が多量に含まれている。色調はうす黄だいたい色である。内外とも

一部黒変している。内面に箆状工具による研摩の跡がみられる。4は、薄手の土器で胎土中

に長石、石英の粗砂粒を含んでいる。色調は白色（190）である。外面底部に箆状工具による

研摩の跡がみられる。５は微細な砂粒の中に長石、石英がみられる、色調は内外ともにうす

い茶色である。内面に指圧のなで仕上げが残っている。外面は、櫛状工具による調整をした

あと箆状工具で研摩している。６は胎土中に砂粒を含む、色調はうす黄だいだい色である。

外面は櫛状工具による調整痕が残るなで仕上げとなっている。７の胎土中に長石、石英を含

む、多量の粗砂粒がみられる。色調はうすい茶色である。内外とも摩滅が進行している。　８

は胎土中に粗砂粒を含む、色調はうすい茶色である。９は胎土中に砂粒を含み、色調は灰白

色である｡10の胎土中に石英､長石を含む多量の砂粒がみられる。色調は赤味だいたい色である。

11～19は、甕形土器の底部と推定する。13は上げ底である。14、15もわずかに上がってい

る｡底部としてのしぼりのないものは11､12､15､17 で､外のものは多少なりともしぼってある。

胎土中に粗砂粒を含んでいるもの13、長石と石英を含む多量の砂粒を含むものが11、12、

14、15、18、細砂粒の中に少量の長石を含むもの17、18、砂粒をほとんど含んでないもの16

となっている。11の外面に箆状工具による研摩の跡がみられる。色調は、内面がうすい茶色

をなし、外面は赤味だいたい色である。12の内面はよこなででうすい黄茶色をなし、外面は

指圧痕が残っている。櫛調整痕もみられる。13の内面は横なで仕上げとなっている。外面に

荒い櫛目がところどころに残っている。色調は赤味だいたい色である。14は小形の土器で底

部近くに横なでをして、しぼりを出している。色調はうすい黄茶である。15は摩滅しているの

で手法は不明である。内面はうす黄味だいたい色をなし、外面はうす茶色をしている。16の

外面に櫛状工具による調整痕がみられる。内面はなで仕上げで茶褐色をしている。外面はう

す黄だいたい色である。17の外面に指による横なでがみられ、その外は箆による研摩仕上げ

となっている。色調は、内面が黄褐色をなし、外面はうすい黄茶色である。18の外面に指圧

痕が残っている。色調はうすい黄茶色である。19は内外ともなで仕上げとなっている。色調

は、胎土が赤味だいたい色をなし、内面は有機質物が付着して茶褐色である。外面はうす黄

だいたい色である。
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(17)　第19号土壙状遺構

第18号土壙状遺構の北側に隣接して、C5、D5区に位置する。長軸は東西方向にあってE 

25°Nとなっている。長さは210cmで、短軸は120cmとなっている。掘り込みは浅く、舟底形に

なっている。

　1

 2

3

4

第56図　第19号土壙状遺構図 第57図　第19号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

床面からやヽ遊離した状態での出土であった。弥生式土器片31点である。口縁部２点、底

部８点、胴部破片21点の中には、沈線と刺突文が施文されたものも含まれていた。

（ア）壺形土器

頸部より外反して口唇部に至る。口唇部は丸くおさめである。口縁内部に一段の陵を有す

る。口縁部外側は、櫛調整をしたあとなで仕上げとなっている。胎土中に粗砂粒を多量に含

み、色調は、内面が青味色（108）をなし、外面はうすい黄茶色をしている。

（イ）甕形土器

逆「Ｌ」字状の口縁をしている。張り付けによる口縁部ではないかと推定する。無文のな

で仕上げである。
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（ウ）底部

　　　3・4は甕形土器の底部ではないかと推定する。　3は上げ底であり、4は平底である。胎

土中に長石、石英を含む砂粒がみられる。底部近 くは横までの痕跡がみられる。色調は、と

もに内面がうすい黄茶色をなし、外面はうすピンク(113) 色をしている。

（18）第20号土壙状遺構

第19号土壙状遺構の北側に隣接する。C5区に位置する。検出された遺構は長方形の掘り込

みで、深さは北部で30cm、南部の深いところが36cmとなっている。壁面の傾斜角は、15～80°

の範囲である。長軸は南北方向にあってN5°Eであり、長さは145cm｡短軸は90cm内外である。

1

 2 3

第58図　第20号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

第58図の断面図でわかるように、黒色ロー

ム質土の中に褐色が混った土層の落ち込みで 第59図　第20号出土遺物実測図

あった。遺物は、法面上から10cmほど下がっ

た位置から出土が始まり、床面近くの範囲で出土した。第59図の1は床面近くから、2はや

や上部層からの出土であって、破片はそれぞれ接合ができた。石器1点は第170図､⑫を参照

されたい。
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（ア）甕形土器

逆「L」字状をした口縁端部に指圧文がめぐらされてある。口縁下には2本歯の施文具で

あろうか、2本が平行な沈線が8回めぐらされている。沈線下には刺突文が一列施文されて

いる。外面は刷毛調整をしたあと箆状工具で横方向の研摩仕上げとなっている。内面も箆に

よる研摩仕上げとなっている、胎土中に砂粒を含み、色調は、内面はうす黄だいだい色であ

るが、外面は剝離して黒色となっている。

2は「く」の字状の口縁をしている。口縁下には箆描き沈線が10条施文されている。外面

は刷毛調整後なで仕上げを施したようである。胎土中に金雲母を含む多量の砂粒が含まれて

いる。色調はうす黄だいだい色であるが、外面は煤が付着し黒変している。3の底部は、２

の底部であろう。上げ底の底部に、指圧痕が残っている。色調はうす黄だいたい色をなす。

（19）第21号土壙状遺構

第3号住居跡内に掘り込まれた土壙墓であろう。基盤から層序が続いていたので、住居跡

が先行する。長軸方向はN40°Eとなっている。長さは住居の床面で125cm、短軸は53cm、基

盤面からの深さは40cm内外である。掘り込みの傾斜角は80°となっている。

第60図　第21号土壙状遺構図

1

2

3

4

第61図　第21号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺物は主として住居の床面よりも

低い位置からの出土で床面近くに多

く出土した。出土した弥生式土器片

は11点であった。
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（ア）壺形土器

１は、大きく外反して口唇部に至る。口唇部は丸くおさめてある。内外ともに箆による研

摩がなされている。

２は、頸部で内傾したあと外反する。口唇部はカット状に作られている。口縁部に箆によ

る研摩の跡がみられ、無文である。この口縁部は他のものと遊離していた土器である。埋め

もどしによる流れ込みも考えられる。

（イ）底部

３は、平底部に指で押した跡がみられる。胎土中に大粒な砂粒が含まれている。内面はな

で仕上げとなっているが、外面は箆による研摩仕上げとなっている。４は上げ底となってい

る、胎土中に砂粒を含み、内面はうすい黄茶色をなし、外面はにぶ赤色である。外面は箆に

よる研摩仕上げとなっている。

（20）第22号土壙状遺構

第３号住居跡の北側にあって､E6 区に位置する。長軸が南北方向にあってN15 °となってい

る、長さは120cm､短軸方向け65cm内外である。

南の隅に柱穴があったものを、間違って掘っだ関

係で隅丸長方形のものが不整形になっている。

掘り込みも浅く15cm内外であった。

出土遺物は弥生式土器片４点であり、法面近くか

らの出土であったが、胴部の破片であるため、実測

は不可能であった。

弥生時代の土壙墓と推定される。　

 第62図　第22号土壙状遺構図

(21) 第23号土壙状遺構

本遺構は、第3号住居跡の東にあり、E6区に位置する。長軸は東西方向にあって、長さは

120cm、短軸は65cmである。掘り込みの傾斜角は、東部が55°西部が35°とゆるやかになって

いる。床面は水平に作られている。弥生時代の上壙墓と推定される。
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ア　遺物の出土状況

遺構内より出土した遺物は、弥生式土器片８点

であった。この内実測できたのは口縁部１点であ

る。なお、これらの遺物は床面上に密着した状態

で出土している。

（ア）壺形土器

第63図　第23号土壙状遺構　　　　　第64図　出土遺物実測図　
　頸部より大きく外反して

朝顔状に開き、口縁部は水

平になっている。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす黄だいだい色をしている。

(22)  第24号土壙状遺構

本遺構は、第23号土壙状遺構の南側にあり、E6、F6区に

位置する。直径90㎝程度の円形をなす遺構であって、掘り

込みの傾斜角は80°前後である｡深さは30cmで床面は水平に

作られている。

堆積層序は、黄味灰色をした土質であった。出土遺物は

まったくなく、時代判定をする資料は堆積土だけである。

中世の遺物 を包蔵する他の遺構の堆積土と比較してみると

まったく同じであった。中世の土壙墓ではないかと推定する。

第65図　第24号土壙状遺構図

(23) 第25号土壙状遺構

本遺構は、E6、E7区に位置する。瓦粘土を掘

り取った位置であるため全容を確認することはで

きなかった。従って長軸方向は不明であるが、短

軸は南北方向にあって､160cm である。

北側の掘り込みは80°の傾斜角で、南側は45 °と

ゆるやかになっている。深さは40cmで、床面は水

平になっている。

第66図　第25号土構状遺構図
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ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、河原石が2個出土している。西側の壁面にある石は床面上で

あった。このはかに弥生式土器片が１点と石器が１点出土している。小形の石斧である。

第166図の⑬を参照されたい。

以上の遺物から時代推定は困難であるが、弥生時代の土壙状遺構であろう。

(24) 第26号、27号土壙状遺構

本遺構は、A5区に位置する。両遺構とも不整形である。最初は両遺構を１つの遺構と判断

して掘り方を始めたところ、2つの遺構が検出された、北側を26号、南側を27号とした。第

27号遺構には、柱穴が3個あるが周囲に関連する柱穴はない。

ア　第26号、27号遺物の出土状況

第67図の断面図に示してあるように､第26号土壙状遺構からの遺物は､法面からの出土であ

って､床面からの出土はなかった。また､第27号土壙状遺構からは､柱穴の法面から底部１点で

あった。第26号からの出土した

弥生式土器片24点中には､細い紐

状の張り付突帯を３本めぐらし

た胴部もあり'､箆による研摩仕上

げとなっている破片が多かった。

(ア)壺形土器

１は、朝顔状に開いた口縁を

しており、端部は丸くおさめて

第67図　第26号、27号土壙状遺構　　　　　　　　　　　　ある。内外とも刷毛調整痕がみ

られる、胎土中に細砂粒を含み、色調は、内外ともにうす黄だいたい色をしている。

２は、大きく外反した頸部であるが、口縁部は欠損しているため不明である。頸部には7

条の箆描き沈線が施文されている。外面は箆仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、内

外ともうす黄だいたい色であり、一部に黒変がみられる。

３は、輪積方式を用い、接合部に張り付け突帯を有し、中心部に凹線を入れ､上部に刻み目

を、下部は刻み目を入れたあと指圧した施文がなされてある。突帯下には７条の箆描き沈線
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の施文があって、さらにその下部には斜行沈線がめぐらされている。胎土中に金雲母、長石、

石英を含む砂粒が含まれ

ている。内面は灰色をな

し、外面はうす黄味だい

だい色をしている。

1

2

3

4

5

6

（イ）底部

4～6は平底をした底部

である｡この中で5は第27

号土壙状遺構の柱穴上部

第68図　第26号、27号出土遺物実測図 から出土したものである。

    4の外面は箆による研摩がなされている。胎土中に粗砂粒を含み、色調は、内面がうす赤

茶色(136) で、外面はうす茶色である。

    5の外面は箆による研摩仕上げとなっている。胎土中に多量の粗砂粒を含んでいる。内面

はうす黄だいたい色であるが、外面は、うす茶色をしている。一部黒変している。

    6の外面は箆による横研摩がなされている。胎土中に粗砂粒を含み、内面は明るい灰色で、

外面はうす黄だいだい色である。

(25)第28号土壙状遺構

本遺構は、B5区に位置する。形としてはだ円形をなし、

掘り込みも大変浅い、長軸は南北方向にあってN30°Eとな 

って、長さは110cm、短軸方向け62cmである。　遺物の

出土はなく、ただ、床面から石が3個出土しただけで

ある。堆積土は黄味灰色をした土質であった。中世の

遺構ではないかと推定される。

(26)第29号土壙状遺構

本遺構は、B6区に位置す

る。長軸は南北方向にあっ

てN5°Eとなっている。長

さは125cm､短軸は73cmであ

第69図　第28号土構状遺構図

第70図　第29号土壙状遺構図 第71図　土器実測図
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る。掘り込みも浅く15cm内外である。形からすると土壙墓である。

(ア) 遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片8点、石2個であった。底部は法面から、その

外は床面近くからの出土であった。

(ア) 底部

上げ底の底部である。底面より15cmも上っている。 外面は指圧痕が残っている。しぼった

部分は横なでとなっていろが、上部はなで上げ仕上げとなっている。内面は横なで仕上げと

なっている。胎土中に少量の砂粒を含む。内面は灰色をなし、外面はうす黄だいたい色をし

ている。

(27) 第30号、31号土壙状遺構

本遺構 は、第4号住居跡の北側約3ｍの地点にあって、 B6、C 6区に位置する。第30号と

 第72図　第30号、31号土壙状遺構図
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第31号は切り合い関係にあり、層序から考察すると第30号土壙状遺構が先行するのではない

かと推定する。

第30号土壙状遺構の掘り方は、長軸が東西方向にあって真東をさしている。長さは 290cm 。

短軸は磁北にあって160cm内外である。周囲の掘り込みは浅く､中央部で20cmとなっている。

第31号土壙状遺構の掘り方は、長軸が南北方向にあってＮ9°Ｅとなっている、長さは130cm

で、短軸方向は90cmとなっている。南側が 2 段に掘り込まれていて、深さは基盤面から38cm

となっている。

ア　第30号遺物の出土状況

遺構内からの遺物の出土状況は、 法面近くから出土が始まり、床面に至る範囲からの出土

であった。遺物は弥生式土器片で細片 を含めて40点であった。その内実測できたのは７点で

ある。

(ア) 甕形土器

口縁部は作り出しによるもので、 端部は尖りぎみになっている。口縁下には箆描き沈線の

施文が 4 条確認できる。胎

土中には砂粒を含み、色調

は内外ともにうすい茶色を

している。

 2 は、逆「Ｌ」字状をし

た口縁部である。　口縁下に

は、箆描き沈線が刺突文の

上部に 6条、下部に 4条め

ぐらされている。刺突文は

第73図　第30号出土遺物実測図 口縁端と、胴部にあって、

1.5×7mmの施文具で丁寧

に刺突してある。胴部全面に刷毛調整がなされ、胎土中に長石、石英を含む粗砂粒を含み、

色調はうす茶色をしているが、外面は煤が多く付着している。

(イ) 底部

3～ 7の底部の内、 4は甕形土器の底部であり、 7は甑として利用された底部であろう。
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内面に多くの有機質物が付着している。　3の底部は粘上板を張り合わせたその面が剝離して

いる。色調は3がうす黄だいだい色で、外はうす茶色をしている。胎土中に細砂粒を含むも

の4、他の ものは粗砂粒を含んでいる。3～5は箆による研摩仕上げである。6は櫛調整を

したあと箆仕上げとなっている。7は刷毛調整の跡が残っている。

イ　第31号遺物の出土状況

第72図の断面に示 してあるように、法面近くから全層に包蔵されていた。　２段に掘り込ま

れた最初の段からの出土はなかった。出土した遺物は弥生式土器片で実測した以外に77点の

出土であった。

これらの破片の中に第26号土壙状遺より出土して

いる。胴部実測図（第68図３）と同じものが２点出

破片と推定する。

（ア）壺形土器

頸部より大きく外反して口唇部は丸くおさめてあ

る。口縁内部に1本の張り付け突帯がある。内面の

 第74図　第31号出土遺物実測図 手法は剝離が進み不明であるが、外面頸部に櫛調を

したあと箆描き沈線が6条めぐらされ、その下に剌突文が１列めぐらされた施文となって

いる｡外面は丁寧な摩 き仕上げ となっている｡ 粗砂粒を含み､ 色調はうすピンク色(113)である。

（イ）甕形土器

2の口縁部は折り曲げられて作ったようで、口唇部は丸くおさめてある。口縁下に4条の

沈線とその下に連続した平行斜線文があり、その下に1条の沈線が確認できる。外面に櫛調

整痕がちらちら残る研摩仕上げとなっている。胎土中には細砂粒を少量含み、色調はうす黄

だいたい色をしている。一部黒変している。この文様は、第5号土壙状遺構からも出土して

いる。なお、同じ文様の土器は奈良県磯城郡田原本町唐古第１様式の中に もでている。

また、 道後 姫塚からも出土している。

３の口縁は作 り出しで 逆「Ｌ」字 状をなし、 口唇部は 尖りぎみに なって いる。口 縁下には

箆描き沈線が４条確認できる。胎土中に は粗砂粒を含み、色調はうすい黄茶色をしている。

土している。遺構は約８ｍ離れているが、同器種の
１

２

 ３

４ ５
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第75 -1 図
第32号土墳状遺構図

１

２

４

５

６

８

３ ９

第76図　第32号出土遺物実測図

前述もしたように弥生期の遺構を切って構築したことと、二次的攪乱を受けていること等

によって弥生式土器片が混入していた。　1～5は代表的なものである。　1、2は壺形土器の

口縁である1は口縁端部に1条の凹線が施文されている。頸部は横なでがなされている。胎
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土中に微砂粒が含まれている。内面はうす赤茶色であるが、外面はうす黄だいたい色である。

２は頸部より斜めに立ち上がり、端部で広がりをもっている。　口縁下に２本の張り付け突帯

を確認する。その突帯に刻み目が施文されている。胎土中に砂粒を含む、色調はうす黄だい

だい色である。



（ウ）底部

4の底部は丸みをもって立ちあがっている。粗砂粒を含み、色調はうすピンク色（113）で

ある。  内面には指圧痕が残る。　1の口縁部と胎土、色調とも大変よくにている。

5の底部はわずかに上がっている。胎土中に砂粒を含み、色調はうす黄だいだい色である。

(28) 第32号土壙状遺構

本遺構は、 C 6区に位置する。円形の 土 壙墓で ある。法面か らの深さ は110cm内外である。 法

面の直径は135～140cmで、法面から55cm下がった位置が75cm前後の円形である、それから下

は90°に近い掘り込みとなっている。丁度漏斗状をなす形をしている。

堆 積土 はⅢ層に区別される。 法面か ら25cmの位 置までは、 黄味灰色質 土に 黄褐色質 土が混

ざった土質であり、第Ⅱ層は黄味灰色質土に炭化物（木炭・灰）の混ざった土層である。第

 Ⅲ層は黄味灰 色質の 粘土層と なって いた。い ずれの層も 攪乱を受 けていた。

ア　遺物の出土状況

弥生期の遺構を切って構築した遺構であるから、第Ⅰ層の中には弥生式土器13点が出土し

たが、流れ込みがはっきりしているので、セクションベルトにかゝった以外は取り上げた。

第Ⅱ層からは遺物の現状を保ちながら掘り下げをした。半分近く掘った平面の実測図が第75

図である。また、それより下層の平面合成図が第75－ 2図で、両図の断面は第75－ 2図に示

して ある。 第Ⅱ層の中 から出土した 遺物 は人骨片、石臼 の上下 片、石の 鉢片、土師 式土器､ 須

恵器、 磁器、 炭化 物、木器、 竹の根、桜の 木（枝） 及び川原石で あった。 第Ⅲ 層か らの出土

遺物はなかったが床面近くと、床面より35cm上がった位置に、鉄の赤錆が周囲に付着してい

た。おそ らく「タガ」 （樋の輪） として 鉄器が 使用さ れていた ので あろう。

層序は３層に分けられたが全層とも攪乱層である。直立の木棺に座位屈葬がなされていた

ものを再 び掘り出したことが伺える。木棺に使用していた板材が第57図の平面図及び、 第57

-1図の断面で知ることができるように､穴の壁面に縦横に張り付けた状態となっている｡自

然の形ではこのようなことがないと考えられる。従って、この木棺墓は仮埋葬であって、骨

になったものを別の場所 に埋葬したのではない かと推定 する。石器 は⑭､⑮､⑯を参 照されたい。

（ア）弥生式土器

３は壺形土器の底部であろう。 胎土中に粗砂粒を含み、色調はうす黄だいだい色をしてい
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る。

４、５ は甕形土器であり、５は「く」の字状をした口縁で端部に刻み目が施されている。

口 縁下には６条の箆描き沈線が施文され、内外ともに箆による研摩仕上げとなっている。胎

土 中に砂粒を含み、うす黄味だいだい色である。　５の口縁は逆「Ｌ」字状になっている。内

面 は箆による研摩仕上げがみられる。外面は櫛調整をしたあと５本歯の施文具による沈線が

３ 回めぐらされている。　３本歯による波状文が施されたあと５本歯の施文具で２回めぐらし

た あと３本歯の施文具による剌突文となっている。胎土中に砂粒が含まれ、内面はうすだい

だい色をなし、外面は黒変している。

（イ）中世の土器

6は須恵質の土器であって外面に自然釉が付着しているところ もある。底部ぎ り内湾ぎみ

に 立ちあがり、 端部は破損し ている､  外面は1条の凹線あり、そ の上部に 刻み 目が施 文さ

れてい  る。胴部の調整は5本歯の櫛を使用したようである。内面は櫛調整後なで仕上げをし

た稜が残っている。ロクロは左回転

となっている。

7は土師皿であろう、良質の粘土

が使用されている。内外ともなで仕

上げとなっている。色調はうす黄だ

いだい色である。8、9は青磁器で

ある、同じ器種のものが第10号土壙

墓からも出土している。このほかに

石で作った鉢も出土している。第 1 

72図の⑯を参照されたい。

(29) 第33号土壙状遺構

本遺 構は、第32 号土壙墓 の東約５

 ｍの地 点にあっ て、C 7区に 位置す る。

東西のトレンチで発見したためにス

コップで南部を切り取っている、そ

ほため腰から下の部分が欠損してい

第77図　第33号土譲状遺構図 る。残 る部分は石こうで巻いて取り

あげをしたまま保存してある。近日中に処理をして別途報告書で報告したい。掘り方は長軸
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が 磁北になっていて、長さが100cm､ 短軸が75cm となっている。 深さは基盤面から35cm となっ

ている。円筒状の木棺を横に寝かせた状態であるため、上部は落ち込み下半部の保存状態は

は 良好であった。

ア　遺物の出土状況

   遺構内から出土した遺物は、南側の石の上部から土師皿の半分が出土した。掘り下げの過

 程でじゃまになることから取り上げた。その下より川石３個が出土している。木棺の出た位

 置で平面図を測量したのが第77図である。

 石は墓標として使用されていたものであろう、石と木器（板材）を取り除いて掘り下げ

をし  たのが第77-2図である。

遺体と推定できる部分が出土した。頭は北にあって横臥（仰臥）屈葬の姿勢であったこと

が伺える。

副葬品として木棺内部から出土したのは、足の付かない膳がうつぶせになっており、その

 下から土師皿が１枚出土した。上部からの圧力によってひび割れていたが完全な形で残って 

 いた。遺体については、粘質土で、水位も高く調査が困難なため、全体を石こうで巻いて取 

 り上げて保存している。棺の外周には竹で編んだ「タガ」（樋の輪）が５か所にかけてあり 

 底の部分だけ２重にかけられていた。棺の蓋も外圧によって棺内に押し入れられた状態とな

っ ていた。

 木器、竹製の輪、人骨等については、次の報告書に登載することとして、今回は土器にし

 ぼって報告することとした。

１ ２

第78図　第33号出土遺物実測図

 （ア）土師器

 １は、木棺の上部層から出土した遺物である。口径12cm、器高24cm、底部の厚みに変化が 

 みられ、立ちあがりのところは薄く、内面に凹がある。胎土色は赤味だいだい色よりやゝ薄 

 く、内面は乳白色であったものが剝離して胎土色となっている。底部は糸切り底ではないか 

 と推定する。

 2は、木棺の内部に副葬されていた土師器である。口径11.6cm、器高2. 5cm､ 底部は厚みに
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変化がみられ、立ちあがりのところに凹がある。外面底部にロクロの条痕を残した箆切りを

した底となっている。胎土色は赤味だいだい色であるが表面は乳白色となっている。

( 30） 第34号土 壙状遺構

本 遺 構は  、B 7 、C 7区にわたる位置にある遺構である。

長 径115cm、短 径105cm の不整形な円形をなす掘りこみと

なっている。  掘り込みの傾斜角は60°～70°の範囲となっ

ている。

ア　遺物の出土状況

遺構に伴って出土した遺物は、弥生式土器片2点であ

第79図　 第34号 土 壙状遺構図 った。その出土状況は、床面に密着の状態であった。

出土した遺物は、胴部破片であるため実測をさけたが破片の１個に箆描き沈線文が2条確

認できた。

(31) 第35号土壙状遺構

本遺構は、C₇区に位置する。長軸が東西方向にあってE20° S となっている。長さは215cm

である。短軸は60cm 前後の長い遺構である。掘り込みは浅く、上部層は削平されている。

１

２
３

第80図　第35号土墳状遺構図　　　　　　　　　  第81図　第35号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺物は床面上からの出土である。出土した87点の弥生式土器片を分類すると５種類となる
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実 測できたのは第81図の３点であった。

（ ア）甕形土器

逆「 L」字状の口縁をなし、端面に刻み目が、口縁下には1条の沈線が施文されている。

胎 土中に多量の砂粒が含まれており、内外ともになで仕上げとなっている。色調はうす黄だ

いだい色である。

（ イ）壺形土器

頸部より外反し、口縁端面には箆状工具による斜格子文が施されている。口縁外面には指

圧 痕がみられる、頸部は横なでがなされ、1条の箆描き沈線が残っている。胎土中に砂粒を

含 み、外面はうす黄だいだい色が褐色がかり、内面はうすだいたい色である。

（ ウ ） 底 部

わ ずかに底が上がっている、胎土中に細砂粒を含み、色調は内面がうす赤茶色をなし、外

面 はうす茶色となっている。

( 32) 第36号土壙状遺構

 第82図　 第36号 土壙状 遺構図
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 本遺構は、B7、C 7区にわ 

 たる位置にあって、第35号

 土譲状遺構の北に当たる。 

 東部には水路があって一部 

 攪乱を受けていた。遺構内 

 に別の 遺構があるが堆積土 

 からみ て先行するものと 思 

 われる。　しかし、時間差は

 あまりないものと推定した。 

 実測可能な遺物の出土はな 

 かった。

 遺構の掘り込みは周囲か 

 らゆるやかに掘り込んであ



って一番深いところで40cm となっていた。

出 土遺物、遺構の形からして、収蔵用の竪穴遺構ではないかと推定する。

 なお、遺構に関係するかどうかはっきりしないが、北西の隅に柱穴が1個検出されている。 

直径30cm、 深さ20 cm、 対比す る柱穴 は第35号 土壙の 西部に あった ものと 推定さ れる。

ア　遺物の出土状況

法 面近くから床面に至る範囲から出土した。量的には多く、弥生式土器片263点が出土して

いる。残念ながら完形品の出土はなかった。しかし、大形壺1個体分の破片が出土している

１

２ ３

４

５

６

７

８

９

10

 11

12

13 14
15

16 17 

21 22 24

第83図　第36号土壙状遺構出土遺物実測図

18 19 20

23 25 26
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の で、今後 復元を するこ とによ って完 形品とな る可能 性は十 分考え られる。

（ ア）壺 形土器

1 は大形 壺であ る。底 部13と 復元ので きる 可能性 がある。 頸部よ り内傾し ながら 外反し、

2、 3は 頸部よ り朝 顔状に外 反する 。3 の口縁 下に指圧 痕が残っ てい る。１ の口縁端 面には、棒

状工具に よる圧 痕が施 文さ れ、頸部 にかけて 櫛状工具 による調 整がな されてい る。 突帯は

調  整後張り付けている。突帯に指圧文が施され、内外ともなで仕上げのようである。胎土中

に い ずれも粗 砂粒を 含んで いる。 色調は、 1、3 はう す黄だい だい色 である。 2はう す茶色

をしている。

（イ）甕形土器

4 ～12は、甕形土器の口縁部である。逆「L」字状の口縁をしているものは4～9である。

「く」 の字状の口縁をしているも のは10～12である。箆描き沈線が施文されているもの4は

1 2 条、 5は 6条確認 ができ る。 6は口縁端面 に刻み 目が施 されて いる。 7 ～ 12は無文である。

表面  の仕上げは 9～12が箆による研摩仕上げとなっている。そのほかは剝離が進んでいて不

明 で ある。胎 土中の 砂粒の 状態は 6 、12が 細砂粒 を含む ほかは 粗砂粒 を含 んでいる 。色調は、

４の内面はうす茶色をなし、  外面はうすい黄茶色である。5は内外ともうす茶色である。6

の 内面はうす茶色であるが、外面はうす赤茶色をしている。　7の内面はうす赤茶色をしてい

る が 外面は白 っぽい、 ８の 内面はう す黄だ いだい 色を なし、外 面はう す黄味だ いだ い色をし

て  い る。９の内面はうす黄味だいだい色であるが、外面はうす黄だいだい色である。 10 の外

面に 指でな でおろ した痕 跡が みられる 。内面 はうす黄 味だい だい色 で外面 はう す茶色を して

い  る。 11、 12 は内外ともうす茶色をしているが、一部黒変している。

 （ウ）底部

1 3～18 は壺形土 器の 底部であ ろう。13は1の底 部で 平底であ る。底 部外 面に櫛調 整のあと

が 一 部残って いる。 胎土 中に粗砂 粒を含 んでい る。色 調はう す黄だい だい 色である。 14の底

部 はわずかに上げ底となっている。櫛調整をしたあと箆による研摩仕上がしてある。胎土中

に 長石、 石英を 含む粗砂 粒がみ られ、色 調は うす茶色で ある が一部 黒変して いる。 15は平底

の 薄手の 土器で ある。 胎土中に 長石、 石英 を含む粗 砂粒が 多量に 含まれ ている。 色調 は内面

が 明るい 灰色をなし、 外面はう す茶色 である 。16～ 18は共通 した平 底で底部 にしぼ りがみら

れ る。刷毛調整をしたあと箆による研摩がなされている、内面はなで仕上げである。胎土中
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に粗砂粒を含んでいる。色調は、16・18はうす黄だいだい色であり、17 はうす茶をしている。

(33) 第37号土壙状遺構

本遺構は、 B 7区 に位置する。不整形なだ円形をしている。長軸は南北方向にあって130cm 、

短 軸は75 ～80cmである。深さは北部が14cm、 南部が８ｃｍと浅くなっている。掘りこみの傾斜

角は55°～70°の範囲である。

出土遺物は弥生式土器片1点が床面上から出土した、それ以外の出土遺物はなかった。

遺構の形から推定すると、弥生時代の土壌

墓ではないかと推定する。第21号及び第29号

土壙墓と類似している。時代的にも時間差は

ないものと考える。

出土した胴部破片は実測することはできな

かった。箆による研摩の跡がみられる。

(34)第38号土壙状遺構

第84図　第37号土壙状遺構図

本遺構は、B6区に位置する。掘り込みも浅く北部がはっきりしない。おそらく弥生の基盤

面まで掘り下げた関係でこのような遺構となったのであろう。遺構内に柱穴が１個存在する

が、周辺に関連する柱穴は見当たらない。

ア　 遺物の出土状況

第85図　 第38号土壙状遺構図 第86図　 第38号出土遺物実測図

遺構内から出土した遺物は床面上からである。土師式土器片10点、須恵器片６点であった。

実測できたのは坏1点であった。
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（ア）須 恵器

坏身ではないかと推定する。内外ともロクロの条痕がみられる、胎土色は赤茶 (94) 色を

している。外面は灰色である。

(35) 第39号 土壙状 遺構

本遺 構は、B 7区に 位置す る。長軸 は E 40°Ｓで長さは 160cm、短軸 は55cm 程度で ある。一 番

深い ところ で7cm 、浅い東南部 は1cm となる 。遺構 内に4 個の柱穴 が並 んでい るが床 面から

わずか 5cmの 掘り込 みであ る。この 遺構 の周辺部に はこ れと 結びつく柱 穴は 検出さ れてな い。

しかし、 遺構に関 係する 柱穴とも 考えられない 。本遺構 は遺構と して 取り扱っ た点に問 題が

第87図　 第39号土壙状遺構図

あったようである。

(36) 第40号土壙状遺構

本遺構は、D 6区にあって、第4号住居跡内

に存在する遺構である。遺構内の堆積土は黒

色ローム質土層であった。隣接する遺構は第

41号土壙状遺構で、北側にあって長軸方向に

直列した形となっている。出土遺物さらみて

も同時期のものではないかと推定する。

長軸は 南北方向に あって 、N 10°Ｅとなっ てい る。短 軸は115cm 内外で 細長い だ円形 をして

い る。周 囲から の掘り 込みは ゆるや かで、 中心部 の深いと ころが 25cmで ある。遺 構内に 柱穴

が 2個ある。 P 12は第 5 号建 造物の 柱穴で あり、P は第4号住 居跡の棟 木を 支える柱 穴と推

定 してい る。こ れに対 する柱穴 は、第 41号土 壙状遺 構の中 に存 在する

第 88図　第 40号土 壙状遺 構図
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ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、第88図で示しある位置に集中して出土した。土師式土器の皿

及び須恵質の杯片13点であった。これは一応復元ができた、その実測図が第89図である。

１ ２

３

第89図　第40号出土遺物実測図

弥生式土器の口縁部は住居跡からの流れ込みと推定されるが、遺構内から出土したもので

あるから、一括扱いをした。

（ア）弥生式土器

朝顔状に大きく外反する壺形土器の口縁部である。　口縁部は水平に開いている。端面下に

は、棒状のもので押えた施文がめぐらされている。胎土中に長石、石英を含む粗砂粒が多量

に含まれている。色調は、うす黄だいだい色である。中期のものと推定される。

（イ）須恵器

2は、須恵器の杯と推定する。底径6.6cm､口径13.4cm 、器高3.2cm である｡胎土中に少量の

微砂粒を含んでいる。内面の底は、明るい灰色をなし、そのほかは灰白色である。底部はわ

ずかに作り出しがあって、同心円文がみられる。内外ともロクロの条痕が残っている。

３は、須恵器の坏身である。底部は焼成時に変形したのであろう中央部が上っている。内

湾しながら口唇部に至り、口縁の立ち上がりは1.7cm である。ロクロの回転方向は右回りとな

っ てい る。胎 土中 に大粒の 砂粒が 数個含 まれて あり､色 調は灰 色であ る。口径 12cm、 器高4.2

cm で ある。

(37) 第41号土壙状遺構

本 遺 構は、C 6区に 位置す る。第40号 土壙 状遺構 の北側に 直列す る遺 構である。 長軸 は南北
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方向 にあって N10°Eとなって いる。 長さは 23.5cmで ､短軸 は80cm内 外であ る。細 長いだ円形

をしている。遺構の南部には第4号住居跡の棟木の支え柱となる柱穴が1個存在する。

第90図　 第41号土壙状遺構図

ア　 遺物の出土状況

第91図第41号出土遺物実測図

  遺構内から出土した遺物は、川石１個と土師式土器の皿の底部１個であった。レベルはど

ちらも同じであるが、床面から６cm程度遊離した状態で出土した。

（ア）土師式土器

第 92図　 第42号土 壙状遺 構図

第91図の土師式土器の皿は、胎土中に石英、長石の細

砂粒を含んでいる。内面にうず状の調整痕が残り、底部

は箆切りとなっている。胎土色は、うすだいだい色であ

る。外面は、乳白色の粘土を張り付けた状態のようにな

っている。

（38）第42 号土壙 状遺構

本遺構は、C 7区に位置する。 第４号住居跡の東側に接

し、長軸は南北方向にあって磁北をさしている。長さは

内 法が68cm、短 軸方向が内法40cm である。
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基盤面からの掘り込みはほとんどなく、基盤面に置い

た状態で検出された。基盤面のレベルは、4号住居跡の

東側法面と同じで、標高47.82 mである。

上部層は、水田の造成に伴って攪乱を受けており、遺

構の存在に気付かない状態で掘り下げた。人骨片が出土

した時点で始めて遺構があると気付いた。掘り方を追っ

たが、確認することは残念ながらできなかった。

掘り下げが進んだ基盤面で、箱形をした枠の跡が検出

された。基盤面から人骨部盛り上がりは、高いところで

３ｃｍ内外であった。

ア　遺物の出土状況

第93図　第42号出土遺物実測図

出土した箱形木棺の作り方は、短軸方向の板材を長軸方向の板材で挟み、釘で打ちつけて

いたのではないかと推定される。釘の出土はなかったが、釘を使用していたのではないかと

思われる錆の出土はあった。

床 面の部 分は、 南北方向 に板 材の繊 維が残っ ている だけで あり、上 部（ふた） の板 材も南

北方向に繊維が残っているが、板目板を使用していたようである。

使 用してい た板の 厚さは、 側板 から推定 すると 15cm内外 である。 長軸70cm、短軸43 cmの長

方形の箱形木棺である。

遺体は北に頭があって、横臥屈葬の姿勢となっている。頭部のあごの位置と推定される場

所から 臼歯 2 本が出土 し、 不透明 な乳白色で 内部に気 泡の入 った天然 ガラス 玉（外 径4.85mm

内径1.40mm 、 厚さ3.70mm) 1個が出土した。また、南西の隅近くから青磁の皿が1枚出土し

ている。遺体は底板（床面板）とふた板（上部板）に挟まれた状態であるため、保存状態は

比較的良好であった。平面測量は実施したが断面測量は実施できなかった。調査期間と道路の建設工事

の進捗状況にはばまれ、急いでこれ以上発掘を進めると遺体を破壙するおそれが

あるので、遺構全体を石こうで巻き、取り上げを行った。今後調査を行い、遺体編の報告書

で発表することとしたい。

（ア ） 磁 器

青磁の皿である。口径13cm、底径4.6cm、器高3.4cmである。内外面に釉薬が使用されてい

る。中心部に釉薬がかかっているが、その周辺部には認められない。重ね焼きをした関係で

はないかと考察する。回りには灰じんが付着している。釉薬のかゝっていない外面、及び底
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部にロクロの条痕があるが、内面にはそれが認められない。

(39)第42-2号土壙状遺構

本遺構は、D7区に位置する。第42号土壙のすぐ東側に当たる。長軸は東西方向にあってE

15°Ｎで長さは、190cm である。不整形な卵形をしている。掘り込みはわずかに壁面をもって

いるが、中心部に流れ込む形で掘られてあった。床面の下はすぐ砂利層となっていた。

１

２

第94図　第42-2号土壙状遺構図 第95図　第42-2号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

本遺構の法面上に大きな石があり、横には壺形土器の口縁部があり、石の下に石器(石鎌⑰)

が半分隠れた状態で出土した。

その下層部から胴部破片がまとまって15点出土している。東部から底部ほか４点の出土で

あった。口縁部と胴部の複元は残念ながらできなかった。石器については第169図の⑰を参照

されたい。松山市では初めての出土品である。

（ア）壺形土器

頸部は内傾しながら立ち上がり、口縁部で大きく外反し、口唇部は丸くおさめてある。口

縁内部に張り付け突帯がある。頸部に箆状工具による削り出し突帯が作られ、6条の沈線が

めぐらされている。条間には刺突文が2列施文されている。口縁部外側に指圧痕が残ってい

る。外面は箆による研摩仕上げである。内面はなで仕上げではないかと推定する。胎土中に

石英、長石を含む粗砂粒がみられる。色調は、内外ともうす黄だいだい色である。
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（イ ） 底 部

わずかに底の上った厚手の底部である。内外とも指圧痕が残っている。胎土中に石英、長

石を含む粗砂粒がある。色調は、内外ともうす黄味だいだい色である。

（40）第43号土壙状遺構

本遺構より水路を挟さんだ上の段の水田となり、C8区に位置する｡長軸はN35°Ｅで長さは

145cm､短軸は95cmで、不整な形をしている。先行する遺構の上に本遺構は作られた感じがす

る 。

１

２

３

４

第97図　 第43号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

第96図　 第43号土壙状遺構図

遺構に伴う遺物は、中央部に集中して出土

している。遺物を取 り上げたあとさらに掘り

込みがあったが、そこからの出土はなかった。

出土した弥生式土器片は51 点であった。

（ア）壺形土器

１は漏斗状に開いた口縁部であるが、剝離が進んでいるので手法が不明である。 胎土中に

砂粒を含み、うす黄だいだい色をしている。

２は頸部よりわずかに外反して立ち上がり、 口縁部で外反する。　口唇部は尖がりぎみであ

る。手法は不明である。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす黄だいだい色をしている。
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（イ ） 底 部

3は平底の底部で内湾ぎみに立ち上っている。外面に箆による研摩の跡が残っている。内

面はなで仕上げである。胎土中に細砂粒を含み、色調は内面がうす茶色で、外面はうす黄だ

いだい色である。一部黒変している。

4は上げ底で、底部にしぼりがある。甕形土器の底部と推定する。胎土中に砂粒を含み内

面はうす黄だいだい色であるが、外面は明るいだいだい色をしている。手法は不明である。

(41)第44号土壙状遺構

本遺構は､B8区に位置する｡円形をした黒色ローム質土の落ち込みである｡長径117cm、短径110

cｍである｡周囲の 掘り込み角は同じで65°前後となって

いる｡床面は水平になっていて､深さは15cm内外である。

ア　 遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器の細片10

点と須恵器片1点であった。須恵器片は法面の肩よ

第98図　第44号土壙状遺構図 り出土している。また弥生式土器片は、層全域から

の出土であった。測量するまでに雨が降り、現位置を保たず、床面に集まったため測量はで

きなかった。また、遺物の実測は細片の胴部のためできなかった。

(42)第45号、46号土壙状遺構

本遺構は、B8 区にあって、第44号土壙の北側に位置する。偶然であろうか、第43号、第44

号、第45号、第76号と南北に直列に並んでいる。第46号土壙状遺構は第45号の東に並び、時

間差もないものと思われる。46号の東に別の遺構がある。層序の違いがないため同時に掘っ

たものである。堆積土は黒色ローム質上であった。周囲の堀り込み角は東部は90°近くになっ

ているがそのほかは65 °前後で同じであり､床面は両方ともほぼ水平である。深さは、45 号が

12～15cmであ る。 46号は22cm内外でやゝ深くなっている。 46号の直径は95cm である。

ア　遺物の出土状況

第45号土壙からは､弥生式土器片１点､須恵器1点で法面より少しさがった壁面に密着の状
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態で出土した。なお、床面から川石１個も出

土している。

第46号土壙からは、床面上より扁平な川石が

１個出土した以外は何もなかった。

なお、東部遺構からは、弥生式土器片数点が

出土しているが実測可能なものはなく、細片ば

かりであった。

(43)第47号土壙状遺構

本遺構は、第43土壙状遺構の東にあって、Ｃ8
第99図　第45、46号土壙状遺構図

区に位置する。長径75cm、短径66cm のだ円形を

した遺構である。遺構に柱穴が１個あるが、本遺構より先行する。遺構内の堆積土は黒色ロ

－ム質土層であった。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式

土器片11点であった。ほとんどが床面

上からの出土である。実測できたのは

第110号図に示す１点であった。

第101図　遺物実測図　　（ア）底部

第100図　第47号土壙状遺構図　　                      底部にしぼりが入り内湾した立ちあが

りをなす、底端部に横なでの跡がみられる。胎土中に金雲母を含む細砂粒が含まれている。

外面はうす茶色をしているが、内面はいくぶん褐色がかっている。

(44)　第48号土壙状遺構

本遺構は、C9 区に位置する。直径100cm の、不整形な円形の遺構である。基盤面は傾斜

しているが床面は水平に掘られている。掘り込み角は65 °前後である。基盤面からの深さは、

東部で７cm、西部で15cmとなっている。堆積土は黒色ローム質土である。
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ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は細片を含めて、弥生式土器

片４点と、川石１個であった。床面に密着の状態で出土

している。

朝顔状に開いた口縁で、

端部は上下に肥厚している。

内外とも箆状工具による調

整痕がみられる。第102図　第48号土壙状遺構図　　第103図　遺物実測図

胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄だいだい色をなし、外面はうす茶色をしている。

(45)第49号土壙状遺構

本遺構は、B9、C9区に位置する。第48号土

壙の北側に隣接する。長径が東西にあって1

6cm､短径105 mのだ円形をしている｡地形が南

に傾斜しているため南部が浅く11cm、北部が

18cmである。床面は水平に作られている。掘

り込み角は65°前後

となっている。

ア遺物の出土状況

第104図　第49号土壙状遺構図　　　　　　　第105図　遺物実測図 遺構内から出土し

た遺物は、弥生式土

器片10点であった、そのうち床面に密着の状態で出土したのが３点である。実測できたのは、

底部１点であった。

（ア）底部

平底をした壺形土器の底部と推定する。底部にしぼりがあって大きく開いた立ち上がりと
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なっている。内外ともなで仕上げである。胎土中に多量の粗砂粒を含んでいる。色調は、内

外ともうす黄だいだい色をしている。

（46）第50号土壙状遺構

本遺構は、C9区に位置する。長軸は南北方向にあってN20 °Ｗとなって、長さは145cmであ

り、短軸は66cmである。周囲からの掘り込みの傾斜角は75°前後である。床面は全面が凹凸

であった。深さは20～23cmの範囲である。全体の形状は隅丸長方形に近いが、北部は円弧を

なしている。堆積土は黒色ローム質土層となっていた。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、法面から床面の全域にあっていた。弥生式土器片27点、石器

（石包丁）1点である。石包丁は床面上からの出土であった。第167図⑱を参照されたい。

１

２

３

４

第106図　第50号土壙状遺構図　　　　　　　第107図　第50号出土遺物実測図

（ア）壺形土器

1は、頸部より垂直ぎみに立ちあがり、口縁部で大きく外反し、端部に1条の凹をめぐら

した壺形土器の口縁部である。口縁部外面には指圧痕が残り、頸部にかけて横方向の箆に

よる研摩がなされている。胎土中に細砂粒を含み、内外ともうす黄だいだい色である。
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（イ）甕形土器

２は、胴部にわずかにふくらみを持ち、口縁部は「く」の字状をした甕形土器の口縁部で

あり、口縁部は丸くなっている。口縁下には、箆条工具による３条の沈線が施文されている。

胎土中に砂粒を含み、色調は、内外ともうす黄だいだい色である。

3、4は、逆「Ｌ」字状の口縁をしている。3の口縁は作り出しであるが、4は張り付け

られている。3の口縁下に、2条の沈線が施文されている。4の外面には箆による研摩がみ

られる。3の胎土中には砂粒を含み、内面はうす茶色をしているが、外面は黒変している。

4の胎土中には多量の砂粒を含み、内外ともうす赤茶色で、うすく黒変した部分もみられる。

（47）第51号土壙状遺構

本遺構は、C9C₁₀区に位置する。第51号、52号、55号、56号、81号、79号の円形をなす土

　　 壙が、第80号土壙墓を中心に円形をなす位置にある。偶然このような配置になったのであろ

うか検討を要する。なお、周囲の土壙の堆積土は、81号が黒色ローム質土に褐色土が多く混

ざった土質であるが、そのほかは黒色ローム質土である。本遺構は､直径130cmの円形をなし、

掘り方は北部が２段になっている。深さは、最深部で36cmとなっている。周囲からの掘り込

み傾斜角は75°～80°の範囲である。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片23点が出土している。この内実測できたのは口

縁部3点であった。

1

２

３

第108図　第51号土壙状遺構図 第109図　第51号出土遺物実測図
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（ア）甕形土器

1～3は、甕形土器の口縁部である。1は逆「L」字状をなし、口縁部は張り付けによる

ものと推定する。端面に刻み目が施されている。口縁下に2本歯の施文具で4回めぐらした

と推定できる沈線が8条施文されている。胎土中に砂粒を含み、内面は明るいだいだい色で

あるが外面は黒変している。

2は、「く」の字状をなす口縁で、端面に刻み目が施されている。口縁下には6本歯の施文

具で施したとみられる沈線が6条みられる。胎土中に砂粒を含み、内面は明るいだいだい色

である。外面は黒変している。

3は胴部より内湾ぎみに立ちあがり、口縁部はゆるい「く」の字状をなす。端面は尖りぎ

みで丸くなっている。外面は摩滅が進行しているが、内面は横なで仕上げとなっている。胎

土中に粗砂粒を多量に含み、色調は明るいだいだい色である。

(48) 第52号土壙状遺構

本遺構は、B9区に位置する。長径125cm、短径120cmの円形をなす遺構である。周囲からの

掘り込み角は75°前後である。床面は水平に作られて

いる。６基の内の１基である。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、川石２個で１個は法

面の肩から出土している。内部から弥生式土器片８

点が出土した。床面より遊離した状態での出土であ

った。雨のため流れ、現位置を保ってないので平面

測量図の中に入れることができなかった。

破片の大きさは３ｃｍカクの細片である。中に1点壺

の口縁部も含まれていたが実測はできなかった。破

片は６基の出土遺物と同じである。中期中葉とみる。

第110図　第52号土壙状遺構図

(49) 第53号土壙状遺構

本遺構は、B9 区に位置する。長軸方向が磁北になっていて175cmであり、短軸が90～98cm

で中心部がくびれただ円形状をなす遺構である。周囲からの掘り込み角は60～70°の範囲であ

り、床面は大きくひずんだ形となっている。地形は南部が低く傾斜している。
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第112図　第53号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

第111図　第53号土壙状遺構図 遺構から出土した遺物は、南部に片寄って出

土している。法面から10cm低い地点に集中していた。弥生式土器片10点と須恵器片（脚部）

１点の出土である。弥生式土器片の中に上げ底の底部、頸部に張り付突け帯があって、櫛状

工具でカットした大きい刻み目が施されているものが含まれている。

（ア）須恵器

高坏の脚部と推定する。端部カット状になっており、上下に作り出しがあって下部は丸く

してある。端部から立ち上がりの間に稜が作られている。内外ともロクロ仕上げとなってい

る色調は明るい灰色をしている。焼成良好である。

（50）第54号土壙遺構

本遺構は、第6号建造物跡の中にあってA₉ 区に位置する。長軸は南北方向にあり、125cm

を測る。形としては五角形の隅が丸くなっ

た感じの遺構である。

掘り込みの傾斜角は75°前後となっている。

床面に大きなひずみがみられる。

遺構内の東部に、さらに掘り込んだ遺構

がある。切り合いは不明であるが堆積土か

らみると黒色ローム質上で同じである。

ア　遺物の出土状況

法面からやゝさがった壁面に弥生式土器

片1点が出土しただけであった。第113図　第54号土壙状遺構図
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(51) 第55号土壙状遺構

本遺構は、B8区に位置する。6基の土壙墓の1基に該当するものである。長径125cm、短

径115cmの円形状をなす遺構である。掘り込みの傾斜角は60～85°の範囲で、深さは東部が

38cm、南部の浅いところで34cmとなっていて、床面に凹凸がみられる。堆積土は黒色ローム

質土層である。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片46点、高坏の脚部があるので坏部の破片と推定

できるものが8点出土しているが法面上からの出土である。また、須恵器片も法面より出土

している。弥生式土器片は、法面下から床面近くにかけて出土した。石器片（大形剝片）

が出土している。第167図の⑲を参照されたい。

ｌ

２

３

４ ５

第115図　第55号出土遺物実測図

（ア）甕形土器

１は、胴部より内湾ぎみに立ち上がり、口縁部は逆「 

第114図　第55号土壙状遺構図 L」字状に折り曲げられている。端部に刻み目が施文さ

れている。口縁下には箆状工具によるフリーハンドの沈

線が7条あり、刺突文が1列あって6条の沈線が確認できる。胎土中に砂粒を含み、内面は

うす黄だいだい色であるが、外面はうす茶色で一部黒変している。

２は、「く」の字状の口縁部で口唇部は丸くおさめてある。内面は横なでとなっている。胎

土中に少量の微細砂粒を含み、うす黄だいだい色である。
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（イ）須恵器

３は、良質の粘土を使用した鉢形の土器である。口縁近くで内湾し、口縁部はゆるやかに

外反する。口唇部は丸くおさめている。色調は乳白色である。ロクロの使用痕がみられる。

４は、坏の蓋ではないかと推定する。端部は丸くなっている。内面は灰白色であるが、外

面は黒色に近い、ロクロの使用痕がみられる。

（ウ）土師質土器

５は、高坏の脚部である、台と坏部が接合してある部分で、器形全容を知ることはできな

い。台の下半部は、中ぬきになっていたものと思われる。

(52) 第56号土壙状遺構

本遺構は、6基の土壙墓の1基に該当するものである。位置は、B10区に位置する。長径

123cm、短径110cmの円形をなす。基盤面からの掘り込み角は、80～90°に近い深さは､西部の

方が深く、45cmを測り、東部は35cmと浅くなっている。従って、東部より西部に向って傾斜

している。

1

２

３

４

５

第117図　第56号出土遺物実測図第116図　第56号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

法面上から3点の須恵器片が出土している。弥生式土器片は層全体から109点出土してい

る。第116図の平面図は床面近くから出土した遺物だけである。実測できないものの中には刷

毛目が全面に残る破片もあった。石器（砥石）も出土している、第170図⑳を参照されたい。
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（ア）甕形土器

1～3は、甕形土器の口縁部である。逆「L」字状口縁をなし、張り付けによるものであ

る。口縁端面に、1は刻み目、2は文無、3は剌突文が施文されている。口縁下は、刷毛調

整をしたあと箆描き沈線が、１は７条とその下に刺突文が１列施文されている。2は７条確

認でき、3は6条確認できる。内面はなで仕上げのようである。胎土中にはそれぞれ砂粒を

含む。

色調は、うす黄だいだい色である。外面はいずれも黒変している。

（イ）壺形土器

４は、鍬形平担口縁をした壺形土器の口縁部である。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす

黄味だいだい色をしている。

（ウ）鉢形土器

５は、浅鉢形をした土器と推定する。底部より内湾ぎみに開いている。貽土中に長石、石

英の細粒を含む砂粒がみられ、内外とも剝離が進んでいる。内面は赤味だいだい色をなし、

外面はうす黄だいだい色である。

(53) 第57号土壙状遺構

本遺構は、B10 B11、C10 C11の交差する点に位置する。直径98cmの円形をなす遺構である。

周辺の掘り込みは、東部は法面近くから急に切り立

っているが、そのほかは､45 °とゆるやかである。掘り

込みの深さは22cm で、床面は水平になっている。

堆積層序は黒色ロ ーム質土の一層となっていた。

（ア）遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片９点であ

る。遺構内に散乱した状態で出土し、床面近くからの

出土はなかった。胴部破片の中に特に記述すべき特長

のあるものはみ当たらなかった。

第118図　第57号土壙状遺構図
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(54) 第58号土壙状遺構

本遺構は、第8号建造物跡の北東隅に柱穴があり、A10区に位置する。長径が南北方向に

あって120cmであり、短軸は90cmである。掘り込みは、北部が80°前後である。そのほかは、 

50～70°の範囲となっている。深さは、北部が深く25cmで、南部は15cmと浅くなっている。

堆積層序は、黒色ローム質土と、褐色土の混じった土層である。

１

２

３

第119図　第58号土壙状遺構図　　　　　　　第120図　第58号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器の甕が1個体分、押しつぶされた形で出土した。

その破片は120点に及ぶ。今後復元すれば､完形品になる可能性がある。また、壺形土器の口

縁部は、法面近くの肩部より１点出土している。

（ア）甕形土器

1は、甕形土器の口縁部である。胴部にわずかなふくらみをもって立ち上がり、口縁部は

折りまげられた、逆「L」字状をなし、端面は丸くおさめてある。胎土中には、砂粒が含ま

れ、外面は、やゝ赤味がかったうす茶色をしている。内面は、うす黄だいだい色である。

（イ）壺形土器

２は、頸部より外反して、口縁部で大きく開く、端面に刻み目が施文されている。口縁下
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外面に、箆による研摩の跡が残存する。胎土中に砂粒を含み、色調は、内面がうす黄だいだ

い色で、外面は、うす黄味だいだい色である。

(ウ) 底部

３は、平底をした壺形土器の底部である。胎土中に粗砂粒を含み、色調は、内外ともにう

す黄だいだい色である。手法は、表面が剝離しているため不明である。

(55) 第59号土壙状遺構

本遺構は、A11区に位置する。隅丸長方形をした弥生期の遺構を切って、円形をなす遺構

が構築されている。弥生期の遺構の長軸は、南北153cmである。東部の円形をなす遺構の直径

は、75cmとなっている。堆積土は褐色であった。

第122図　第59号出土遺物実測図

ア 遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器土

器片9点、須恵器片1点であった。弥生式土

器片は、法面近くからの出土であって、床面

からの出土はなかった。須恵器片は、円形を

なす遺構の法面上の肩部より出土している。第121図　　第59号土壙状遺構図

（ア）甕形土器

逆「L」字状をなす口縁部は、丸みをもっている。胎土中に多量の粗砂粒を含み、うす黄

味だいだい色である。箆による横なで仕上げがみられる。

(56) 第60号土壙状遺構

本遺構は、B11区に位置する。南北にある私道にはばまれ、半分検出しただけである。直
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径70cm程度の遺構ではないかと推定する。掘り込みは､80°の傾斜角であり、深さは、32cmで

床面も水平になっている。

第124図　第60号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、床面近くにはな

く、法面近くからである。弥生式土器９点、土

第123図　第60号土壙状遺構図 師式土器１点、石器１点須恵器１点である。弥

生式土器片よりも須恵器片の方が、下層から出

土している。土師式土器は肩部より出土した。実測できたのは、弥生式土器片1点である。

石器は第166図 を参照されたい。

（ア）甕形土器

胴部より内傾しながら立ち上がり、逆「L」字状をなす口縁部である。口縁部は張り付け

によるものである。口縁下には、箆状工具をもちい、フリーハンドで施文した沈線が、７条

確認できる。胎土中に砂粒を含み、胎土色は、うす黄だいだい色である。

(57)第61号土壙状遺構

第61号土壙状遺構から第74号は、私道をはさんだ東側に存在する遺構である。本遺構も私

道にはばまれ、半分検出しただけである。遺構の掘り込みは、南部が深くて40cm、北部は27

cmと浅くなっている。堆積土は、褐色土に黒色ローム質土が混ざった土質である。

ア　遺物の出土状況

遺構内からの出土遺物は、弥生式土器片点75点であった。法面近くからは、鉢形土器が押

しつぶされた形で出土した。また、その下から底部も出土している。床面上からは、口縁部
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及び底部も出土し、比較的多くの遺物が出土している。実測可能であった7点の遺物の内、

1の口縁部については、器台の底部ではないかとの疑問も残っている。

Ｉ

２

３

4

５ ６ ７

第125図　第61号土壙状遺構図　　　　　　　第126図　第61号出土遺物実測図

（ア）壺形土器

1は、頸部から朝顔状に大きく開き、口縁部外面に段があって、肥厚している。外面には

箆による調整痕が残り、横なで仕上げとなっている。胎土中には、細砂粒を含んでいる。内

面はうす茶色をなし、一部黒変している。内面は明るいだいだい色である。

2は、短頸壺の口縁部ではないかと推定する。「く」の掌状をした口縁部で、端部に刻み

目が施されている。外面に箆による研摩の跡が残っている。胎土中に少量の細砂粒を含み、

内外ともうす黄だいだい色である。

（イ）鉢形土器

3は、胴部より内湾ぎみに立ち上がり、口縁部で広がる。端部は丸くおさめてある。胎土

中に多量の砂粒を含み、色調は、うす黄だいだい色である。手法については、剝離が進んで

いて不明である。

（ウ）底部

4～7の底部は、平底となっている。　4・7の底部には、わずかなしぼりがあり、外面は

箆による研摩の跡が残っている。内面はなで仕上げとなっている。胎土中には細砂粒を含む。

4は、うす黄だいだい色で、内面が褐色となっている。7は､うすだいだい色で､一部黒ず

んでいる。5は、胎土中に砂粒を含み、うす黄だいだい色である。6の立ち上がりは、丸く
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なっていて、特殊な土器ではないかと推定される。胎土中に砂粒を含み、外面は、うす黄だ

いだい色であるが、内面は、褐色である。

(58) 第62号土壙状遺構

本遺構は、第61号の南側にあって、B12区に位置する。遺構の規模は、長径120cm、 短径

115cmの円形をした掘り込みとなっている｡深さは、10cm内外で浅い。床面は水平となってい

る。

遺構内の堆積土は、黒色ローム質土と黄味灰色質土の混じった、さくさくした土質であっ

た。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片

47点である。法面及び床面上からの出土であ

った。

（ア）甕形土器

１は、胴部より垂直に立ち上がり、「く」の

字状に折り曲げた口縁となっている。推定口

径18.0cm 、現有器高5.0cm 。胎土中に砂粒を含

む、色調は、うす黄だいだい色である。

２は、胴部にふくらみをもって立ち上がり第127図　第62号土壙状遺構図

Ｉ

２

3

４

５

６

７

第128図　第62号出土遺物実測図
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口縁部は、折り曲げられ､「く」の字状をなす口縁である。端部は薄くなっている。胎土中に

砂粒を含む、色調は、内外ともにうす茶色をなし、外面の一部が黒変している。推定口径14 

.0cm、現有器高5.7cmである。

3は､胴部にふくらみを持ち､肥厚した作りとなっている。口縁部は､「く」の字状をなし､薄

くなっている。推定口径22.0cm、現有器高9.0ｃｍ。口縁端部に斜行する5本歯の櫛描文が、4

か所に施されている。胎土中に砂粒を含み、内外ともなで仕上げとなっている。色調は、う

す黄だいだい色である。外面の一部が黒変している。胴部のふくらみのところは、輪積み方

式による接合部と推定する。

（イ）底部

4～6は、壺形土器の底部である。平底の底部であるが、6は、わずかに底が上がっている。

底部と胴部は別々に作られ、張り合わせた痕跡がはっきり残っている。　５は、大形で厚手の

土器である。外面は、刷毛 目が残っている。色調はうす黄だいだい色である。

７は、甕形土器の底部と推定する。内外ともなで仕上げで指圧が残っている。少量の砂粒

を含み、色調は、内外ともうす黄だいだい色である。

（59）第63号土壙状遺構

本遺構は、B13 区に位置する。長径115cm、短径80cmのだ円形をした掘り込みである。掘り

込みの深さは、14cm 内外である。遺構内の堆積土は、黒色ローム質土に黄味灰色質土の混じ

った、さくさくした土質であった。

ア　遺物の出土状況

出土した遺物は、弥生式土器片7点、須恵器片1点で

あった。須恵器片は、法面上の肩部から出土している。

弥生式土器は、須恵器片と同じ位置からも出土してい

るが、床面からも細片が出土している。

遺構内に4個の川石が出土している。図でもわかるよ

うに床面から遊離した、同じレベルでの出土であった。

第129図　第63号土壙状遺構図
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（60）第64号土壙状遺構

本遺構は、B₁₃区に位置する。東西2個の掘り込みからなっている。西側の大きい方は、

長径80cm、短径75cmの円形をしている。東側の方も直径50cmの円形である。掘り込みの傾斜

角は､85°前後である。深さは、西側が15cm、東側が30cmと深くなっている。

第131図　第64号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片

35点、石器（石包丁）の未完成品１点とであ

第130図　第64号土壙状遺構図 った両遺構とも時代差がないのではないかと

堆積層序から見て推定した。口縁部は東側から、底部は西側からの出土である。石器につい

ては､第170図 を参照されたい。なお石器の出土状況は、法面近からの出土であった。

（ア）甕形土器

逆「L」字状をなす口縁部である。　口縁端部には、指圧文がめぐらされ、口縁下には、箆

描きによる4条の平行沈線が確認できる。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい

色である。

（イ）底部

甕形土器の底部ではないかと推定する。わずかに底が上がっている。底形6.0cm､ 現有器高

6. Ocmである。外面は､箆による研摩がなされている。内面は、有機質物が付着し黒変してい

る、色調は、うす黄味だいだい色である。

(61)第65号土壙状遺構

本遺構は、B₁₃ 区に位置する。円形をなす遺構で、長径110cm、短径110cm である。掘り込

みは、14cm 程度である。床面は水平になっている。
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ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片６

点であった。床面からの出土はなく、10cm近く

遊離した状態で出土している。

第132図　第65号土壙状遺構図　　　　　　　　　　     第133図　第65号出土遺物実測図

（ア）甕形土器

口縁端部は張り付けによるものと推定する。推定口径24.0cm､現有器高4.1cmであり､口縁部

は横なで仕上げとなっている。胎土中に砂粒に含み､内外面ともうす黄昧だいだい色をしている。

(62) 第66号土壙状遺構

本遺構は、A13区に位置する。長径87cm、短径82cmの円形をなす遺構である。掘り込み角

 は､80～85°の範囲である。深さは、北側が42cm、中央部が30

cm、南部が32cmとなっている。堆積土は、黒色ローム質土で

あった。床面近くは褐色がかっていた。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、法面近くから須恵器片５点、

弥生式土器片は、層全体から出土している。ほとんどが２ ×

 第134図　第66号土壙状遺構図 2cm大のもので、実測可能な口縁、底部の出土はなかった。

(63) 第67号土壙状遺構
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本遺構は、A12、A13区にわたる位置にあって、直径110cmの円形をなす遺構である。掘り

込みの傾斜角は80～90°の範囲となっている。深さは､18cm内外で、中央部がやゝ盛り上がっ



ている。堆積土は、褐色土に黄味灰色が混じった土質であった。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片、土師式

土器片及び須恵器片の出土であった。須恵器片の坏１

点は床面に密着の状態で出土している。また、遺構の

西側には、甕1個体分がおしつぶされた状態

で出土しているが、本遺構とは、関係が少ないと判

断して区別し、出土遺物の中に加えてある。

遺構内から出土した遺物で、実測できたものは、

  坏１点のみであった。

（ア）坏

第135図　第67号土壙状遺構図

第136図　 第67号出土遺物実測図　　　　　口縁部を もたない破片であることから、坏身か、

坏蓋であるか、判断に苦しみ、一応坏蓋ではないかと推定した。焼成は良好であり、胎土色

は、明るい灰色をしている。表面に自然釉が一部かゝっている。

(64) 第68号土壙状遺構

本遺構は、A13区に位置する。直径80cm程度の円形をな

し、掘り込みは15cm内外である。堆積土は、褐色土の中に

黄味灰色質土が混じった土質であった。

ア　遺物の出土状況

左図でも判明するように、弥生式土器の底部が、西壁面

に密着の状態で出土している。床面上に川石１個が出土し

ているが、地山面に密着した状態であった。

遺構内から出土した弥生式土器片は９点であり、須恵器

片１点も出土している。

第137図　第68号土壙状遺構図

第138図　 第68号出土遺物実測図　　　　　 （ア）底部

甕形土器の底部ではないかと推定する。底径6.5cm である。しぼられた底部は､上げ底とな
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っている。底部近くには、指によるなで上げた痕跡が残っている。胎土中に少量の砂粒を含

み、色調は、内面が黄褐色で、外面は、うす黄だいだい色である。外面の一部には、黒変し

た部分がみられる。

(65) 第69号・70号土壙状遺構

本遺構は、A13区に位置する。北側に未調査区域があるため、全容を調査することはでき

なかった。遺構の形 も不整形である。

推定短軸は、70 号の場合77cm であっ

て、深さは、法面からみて、両方とも

12cm 内外である。

堆積土は、黄味灰色質土のさくさく

した土質である。

遺構内からの出土遺物は､皆無であった。

第139図　第69・70号土壙状遺構図

(66) 第71号土壙状遺構

本遺構は、A14区に位置し、遺跡全体からみると北東隅に当たる。検出された遺構は、不

整形である。堆積土は、褐色土の中

に、黄味灰色質土が混じった土質で

あった。掘り終った状態で検討した

ところ、同時期の遺構が切り合って

いるものと判断した。西側にある遺

構の長軸は165cmで、東側は230

cmと推定する。短軸は両方合わせて

190cmである｡掘り込みは､法面から15

～25mmの範囲であるが、西側の方が

やゝ浅い。遺構内に柱穴が２個存在

したが、遺構図からは省略している。

周辺の柱穴から推定すると、東西３

本柱で、北に延びる建造物であった

ものと推定される。第140図　第71号土壙状遺構図
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ア　遺物の出土状況

左図の平面図は、法面から掘り下

げを行った１段階の図である。これ

らの遺物の下からも多数の出土があ

って、弥生式土器片246点が出土した。

復元できるものはそれを行い、実測

可能となったものは5点である。

（ア）甕形土器

 1 ２

３

４ ５

第141 図　 第71号出土遺物実測図

1は、胴部から内湾ぎみに立り上がり、口径18.4cm 、現有器高8.7cm である。口縁は、「く」の字状

をしており端部は丸くおさめている。口縁下に、6条の箆描き沈線が施文されている。

内面は、横なで仕上げであるが、外面に刷毛目が残っている。

胎土中に砂粒を含み、内外ともうす黄だいだい色である。

2も、胴部より内湾ぎみに立ち上がり、折り曲げられた口縁部は、逆「L」字状をしてい

る。 口唇部は尖りぎみである。裏側に１条の沈線が施文されている。

口縁下には、4本歯の施文具で施した沈線が、3回めぐらされ、12 条の沈線下に、１列の

剌突文が施文されている。胎土中に粗砂粒を含み、内外ともうす茶色をしている。口径16.0

 cm、現有器高5.2cmである。

3は、口径20.0cm、現有器高9.6cm､胴部より内湾ぎみに立ち上がり、逆「L」字状をして

いる。 口縁下に、3本歯の施文具を用いた平行沈線が、12条施文され、その下に、3本歯に

よる波状文がめぐらされている。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす茶色をしている。

（イ）底部

     4は、わずかに底の上がった壺形土器の底部である。色調は、うす黄だいだい色である。

５は、底部は張り付によう、上げ底の甕形土器と推定する。　底径6.2cm、現有器高10.0 

  cmである。内外とも箆による研摩がなされている。胎土中に細砂粒を含み、うす黄だいだい

色であるが、内外ともに黒変がみられる。

（67）第72号土壙状遺構
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本遺構は、A12、A₁₃区にわたっていて、北側が末調査であるため、全容を知ることはでき



なかった。掘り方は、東側に段を有し、西側が深くなり、最深部は、35cmとなっている。

１

２

３

第142図　第72号土壙状遺構図　　　　　　　第143図　第72号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

遺構の西側肩部に、壺形土器１個体が保存されてあって、内部より２個の底部が出土して

いる。復元できない細片は83点であった。

（ア）壺形土器

1の口径は、18.4cm頸部径15.2cm、胴部最大径30.0cm、現有器高20.０ｃｍである。球形をし

た胴部に「く」の字状の口縁をもつ壺である。胎土は薄く、内面には指圧が残り、外面は箆

による研摩仕上げとなっている。胎土中に細砂粒を含み、色調は、うす黄だいだい色である。

（イ）底部

２は、底径5cmで、上げ底をした壺形土器の底部である。胎土中に砂粒を含み、内面は、 

   明るい茶色をしているが、外面は、灰味茶色をしている。また、部分的に黒変している｡

３は、底径9cmで、平底をした壺形土器の底部である。胎土中に砂粒を含み、内面は、う

す黄だいだい色であるが、外面は、うす黄味だいだい色である。一部外面において、黒変し

ている部分もみられる。

（68）第73号土壙状遺構

108

本遺構は、B13 区に位置する。1部末調査の部分もあるが、全層を知ることができる。直



径75cmの円形をなす遺構である。掘り込みの傾斜角は､80°近くあって、深さは、34～37cmの

範囲である。床面は、南側が低くなるように傾斜している。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、須恵器片３点であって、法面

近くから出土した。それらは復元ができ、実測したのが下図

第l44図　第73号土壙状遺構図　　　　　第l45図　第73号出土遺物実測図

である。床面上から小さな石が３個出土している。

（ア）坏

須恵器の坏身である。口径12cm、受け部径13.4cm､口縁部の立ち上がり高さ7.0cm､現有器高

3.4cmである。内面は､暗い灰色をしているが、外面は、明るい灰色である。ロクロの使用痕

が残っている。

(69)第74号土壙状遺構

本遺構は、Bl2区に位置する。私道のすぐ東側にあって、約半分が調査されている。長径

は南北方向にあって､100cmである。法面からの掘り込み

は､90°に近い状態であり、深さは28cmで、床面は水平に

なっている。遺構内に柱穴1個があるが、堆積層序から

みると、柱穴が先行するものと考えられる。

第l46図　第74号土壙状遺構図 第l47図　第74号出土遺物実測図　 
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ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片55点であった。これらの遺物は、層全体の中か

らの出土であって、床面近くからは、３点であった。

（ア）甕形土器

胴部から垂直の立ち上がりをしている。口縁端部は、三角形状をしている。粘土ひもを張

り付けて口縁部が作られている。胎土中に砂粒を含み、色調は、内外ともうす黄だいたい色

をしている。剝離が進んでいるため、手法は不明である。

（イ）底部

底径7.2cm､わずかに底の上がった甕形土器の底部と推定する。胎土中に砂粒を含み、色調

は、内外面ともうすい赤味だいだい色をしている。

（70）第75号土壙状遺構

本遺構は、A8区に位置し、第5号住居跡内に掘り込まれた遺構である。住居跡の床面の精

査中に検出した遺構であることから、住居に関係する遺構ではないかと推定した。遺構の規

模は、長径85cm、短径70cmの円形に近い遺構で、周囲の掘り込み角は､75～80°の範囲で掘ら

れ、深さは、中央部が37cm、周辺部が32cmと浅くなるように作られ、床面が球面状をなす形

となっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構は、調査の過程で、第5号住居跡に関係する遺構で

あると推定したが、調査の終った段階で、関係のないことが

第148図　第75号土壙状遺構図      第149図 第75号出土遺物実測図
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判明した。出土遺物は、法面近くから床面に至る間に、弥生式土器片23点、須恵器片1点が

出土している。須恵器片は、床面から遊離しているが、本遺構に関係するものとみて間違い

ないであろう。従って、古墳時代の遺構とみなすべきである。

（ア)底 部

平底をした壺形土器の底部である。底径9.0cmで､大きく開いている。胎土中に粗砂粒を含

み、外面に、刷毛調整痕がみられる。色調は、内面が黄褐色で、外面はうす黄だいたい色で

ある。

(71)　第76号土壙状遺構

本遺構は、A8区に位置し、第5号住居跡の南西部で切り合っている土壙状遺構である。長

軸方向は、N35°Eで長さは、152cmであり、短軸は、98cmである。南側に柱穴１個が存在す

るが、本遺構とは関係ないものである。また、遺構内に長径87cm、短径68cmの円形をなす遺

構が存在する。この遺構は、本遺構を掘り下げた時点で検出されたものである。堆積土層及

び、出土遺物からみて弥生時代の遺構である。従って、本遺構は、弥生時代の遺構を破壊し

て造られたものである。北部の方は、住居跡の床面を先に掘った関係で、法面が低くなって

いる。基盤面からの深さは、37cm前後で水平に構築されている
。

ア　遺物の出土状況

第151図　 第76号出土遺物実測図

本遺構内にある弥生期の遺構からは、弥生式土器片６点が出土した。円形をなす遺構から

第150図　第76号土壙状遺構図
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は、須恵器1点、弥生式土器8点の出土であった。弥生式土器及び須恵器片は、床面近くか

らの出土であった。弥生式土器片は、遺構の構築に伴い流れ込んだものとみるべきであろう。

(ア) 甕形土器

頸部にしぼりのある「く」の字状をした甕形土器の口縁部と推定する。口径19.0cm、内面

には、指圧痕が残っている。外面の加工は不明であるが無文の土器である。胎土中に粗砂粒

を含み、色調は,うす黄味だいだい色である。

(イ) 底部

底部にしぼりがあって、わずかに上げ底となっている。底径5.4㎝､摩滅が進行しているた

め、表加工は不明である。胎土中に少量の砂粒を含み、内面は、うす黄だいだい色であるが

外面は、うす黄だいだい色である。

(ウ) 坏身

須恵器の坏身である。口径11.8cm、受け部径14.0cm、口縁部は、外反ぎみに内傾した立ち

上がりをしている。立ち上がりは1.Ocmである。内側に1条の溝があって､胴部と口縁部の区

別がなされている。ロクロの使用痕が内外面に残っている。色調は灰色(194)である。

第152図　第77号土壙状遺構図
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（72）第77号土壙状遺構

本遺構は、C10区に位置する。南側に水路があるため、約半分検出されている。東西方向

の現有長さは230cmである。本遺構の北側には柱穴が3個検出されていたが、遺構と直接関

係があるか定かでない、遺構内からは、柱穴を検出することはできなかった。法面からの深

さは、30cm前後で、床面は、西側が深くなるように作られている。土器の出土状況から判断

すると貯蔵穴ではないかと推定する。

ア　遺物の出土状況

上記の断面図でも理解できるように、遺構全体からの出土状況で、法面近くから出土が始

まり床面に至る。第153図の4・5は床面上に密着の状態で出土している。出土した遺物は弥

生式土器片116点であった。完全に復元できたのは、4の鉢形土器である。

（ア）壺形土器

１は、頸部より外反し、朝顔状の口縁部であって、口唇部は丸くおさめてある。口縁端部

外側に刻み目が施文されている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい灰(193) 色をして

いる。

  5は、甕形土器と扱うべきか、壺形土器とすべきか検討したが、正しい答が得られなかっ

た。結局壺形土器として紹介することとした。口径9.Ocm､現有器高11.0㎝、底部近くに最大

径があり、12cmを測る。手づくねの土器で器形の半分が残存する。内外面に指圧痕が残り、な

で仕上げとなっている。口縁部は小さく「く」の字状に折り曲げ、その時ついたと考えられ

る指圧痕が周囲に残っている。胎土中に少量の砂粒を含み、胎土色はうす黄だいだい色であ

るが、内外とも黒変している。

(イ) 甕形土器

２は、胴部より内湾した立ち上がりで、口唇部は丸くおさめている。口径19.4cm、胴部最

大径21.2cmである。口縁下に張り付け突帯がめぐらされている。内外とも箆状工具による研

摩がなされている。胎土中に砂粒を含み、内外ともうす黄だいたい色である。一部黒変して

いる。

３は、張り付け突帯による。逆「L」をなす口縁部である。内外ともに指圧痕が残り外面
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第153図　第77号出土遺物実測図

には、刷毛調整痕がみられる、胎土中に砂粒を含み、色調は、うす黄だいだい色である。

（ウ）鉢形土器

手づくねの土器で、平底に底部に円形をなす溝が作られた特殊な底部である。口径

13.2cm底径6.4cm､器高11.6cmである。胎土中に砂粒を含み、胎土色はうす茶色であるが、内

面は黒色である。外面は、剝離が進んでいるが、一部残っているところから判断すると、

なで仕上げではないかと思われる。

(エ) 底部

6・7は、平底である壺形土器の底部と推定する。6の底径8.0cm、7の底径6.6cmである。

6の底部は、張り付けによって作られている。胎土中に砂粒を含む。6の外面には、櫛状工

具による調整痕がみられ、７は箆状工具による研摩仕上げとなっている。色調は６がうす茶

色で、7はうすだいだい色（14）である。

(73) 第78号土壙状遺構
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本遺構は、C10区に位置する。長軸が東西方向にあってE25°Sとなっており、長さは､13  

5cmで、短軸は、lOO㎝である。不整形ではあるが、だ円形をなす遺構である。周囲からの

掘り込みは、北側が深く、南側が浅くなっている。弥生期の土壙墓ではないかと推定する。



のは上図の1点であった。

(ア) 甕形土器

ア　遺物の出土状況

本遺構内から出土した遺物は､弥生式土器片126点であ

った。遺構全面からの出土である。床面上か3個の川

石が出土しているが、3角形をなす配置となっている。

出土した遺物の点数は多かった。しかし、実測可能なも

胴部は、わずかにふくらみを持ち、口縁部は造り出しによる逆「L」字状をした口縁部で

ある。推定口径17.0cm、表面の摩滅が進んでいるため、仕上げの手法は不明である。胎土中

に砂粒を含み、色調は、うす茶色である。

(74) 第79号土壙状遺構

本遺構は、C10区からB10区にかかる位置にある。前述しているように第80号土壙墓を中

心とした周囲にある6基の土壙墓の1基である。本遺構の南側には弥生期のだ円形をなす遺

構があって、それを切って構築した遺構である。弥生期の遺構は、長径が100cmで東西になっ

ている。掘り込みの深さは、20cm前後である。時間差はあまりないものと思う。

本遺構は、法面での直径110cmである。南部で切り合っていたものを､同時に掘り方を追っ

た関係で次図の形となっている。深さは20cm前後で、床面は水平になっている。

ア　遺物の出土状況

   南側にある弥生期の遺構からは、弥生式土器片95点が法面下から床面に至る範囲で出土し

ている。本遺構からも、弥生式土器片12点､須恵器片４点､土師式土器片1点が出土している   

須恵器は、土師式土器、柱穴の構築に伴う流れ込みとみなすべきである。弥生式土器は、

第155図　第78号出土遺物実測図第154図　第78号土壙状遺構図
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（ア）壺形土器

第157図　第79号出土遺物実測図

頸部より外反しだ口縁部は、内側に1条の張り付け突帯がなされている。頸部に、箆状工

具による、沈線が6本確認できる。まだ、外面に指圧痕が残っている。仕上げの字法は不明

である。胎土中に粗砂粒を含み、色調は、外面が灰味黄茶色(137) をなし、内面はう字黄味

だいだい色である。推定口径15.8cmである。

（イ）甕形土器

「く」の字状に外反しだ口縁部である。摩滅が進んでいて手法は手明であるが、おそらく

無文であろう。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいだい色をしている。

(ウ) 底部

3・5は壺形土器の底部と推定する。胎土中に少量の砂粒を含み、色調は、うす黄だいだ

い色である。4は、甕形土器の底部ではないかと推定する。底部が2重に張り付けられて作

られている。胎土中に砂粒を含み、内面は、黄褐色（86）で、外面は、明るいだいだい色で

ある。これらは、剝離が進んでいるだめ手法は不明である。

（エ）須恵器

遺構内から出土しだ4点の内、実測できるのは6の坏である。残る点は、胴部3点である

第156図　第79号土壙状遺構図

法面下より出土している。
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が壺形土器のものと推定される。内面に青海波状文があって、外面には、たたきしめの文様

が明瞭に残っている。

(75) 第80号土壙状遺構

本遺構は、B9区、B10区にわたる位置にあって、井戸の構築によって破壊された遺構であ

る。長軸方向はN30°Wで、長さは173cmである。法面からの深さは、33cmで、床面は水平に

造られている。井戸跡によって破壊された遺構が、本遺構の外に2基あるが、円形をなすも

のは、須恵器が出土している。残るだ円形の遺構は、同味期のものと思われる。

ア　遺物の出土状況

本遺構内から出土した土器は、弥生式土器である。下図に示すような形で完形品1個と、 

5の底部が7ではないかと推定されるが、完全に接合はされなかった。底部を除けば復元が

できた1個と実測をした以外に､174点出土している。

（ア）壺形土器

1～3は、壺形土器の口縁部と推

定する。1は､「く」の字状をした口

縁部をしている。口径24.0cm である。

頸部は横なでがなされており、内面

は、箆摩きとなっている。胎土中に

金雲母を含む砂粒がみられる。色調

は、外面はうす黄だいだい色であり、

内面は黒変し、灰色（196 ）となって

いる。

2は、頸部からすぐ外反し、口縁

  端部が肥厚している。胎土中に は、 

細砂粒を含み、色調は、内外ともう

す茶色である。

3は、頸部から大きく外反している。胎土中に砂粒を含み、色調は、内面がうす黄味だい

だい色で、外面はうす黄だいだい色となっている。
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4

第159図　第80号出土遺物実測図

（イ）甕形土器

4～6は甕形土器と推定する。

4は、完形品であって、 口径15

cm、頸部径13.2cm 、最大胴17

.2cm､底径5.0cm、器高22.2cmで、

口縁部が傾斜している。

口縁は「く」の字状をしてお

り、胴部にふくらみのある器形

をしている。

底部は上げ底となっている。

底部近くに指圧痕を残した横な

でが施され、頸部も横なでとな

っている。胴部には縦走する刷

毛調整がわずかに残っている。

胎土中に石英、長石を含み、

粗砂粒が含まれている。

色調は、うす黄だいだい色であるが、外面の約半分が黒変している。５の底部は不明であ

るが、7と接合できるのではないかと推定する。口径13.2～13.5cmと変形している。頸部径12.2cm、

胴部最大径15.4cm、現有器高16.8cmである。胴部最大径が4に比較すると上にあが

っている｡「く」の字状をなす口縁部であり、口唇部はカット状となっている。頸部内側には

指圧痕が残っている。外部は横なでとなっている。胎土中に砂粒を含み、色調は、うすだいたい色

（14）であり、内外とも一部黒変している。

６は､「く」の字状に大きく外反し、逆Ｌ字状に近く、口縁部も器形に比較して長い形の土器

である。頸部は、横なでとなっている、その外は、不明である。胎土中に砂粒を含み、内面

はうす黄味だいだい色であるが、外面は、うす黄だいだい色である。

（ウ）底部

7・8は、共通した上げ底の底部である。７の底部近くの外面には指圧痕及びなで上げた

　　　　　　　　跡がみられる、胎土中に砂粒を含み、内面は灰色をなし、外面は、うすだいだい色である。

　　　　　　８の外面は、箆による研摩仕上げとなっている。胎土中に微細砂粒を含み、内面は、黄褐

　　　色をしているが、外面は、少し赤みがかったうす茶色である。　９の底部も上げ底となってい
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る。外面に、指圧痕が残り、底部の作り出しを意味している。内面は、なで仕上げとなって

いる。

（76)第81号土壙状遺遺構

本遺構は、B10区に位置する。井戸の構築によって破壊された第80号土壙墓を中心する6

基に属する。長径155cm、短径135cmの不整形な円形であるが、中期前葉の遺構の中へ、中葉

期の遺構が掘り込まれたためにこのような形の掘り込みとなった。床面は凸凹の状態であり、

中央部が最深部となっている。その深さは、60cmである。

第160図　第81号土壙状遺構図

㉕は165図、㉗は173図を参照されたい。

（ア) 壺形土器

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、

弥生式土器片392点と石器５点で

あった。左図の断面図でもわか

るように、法面近くから石包丁

が出土し、石鏃、石のみは、床

面近くから出土した。土器は層

全面に包蔵された状態であった。

二つの時期の区別をする掘り方

をすることはできず、一括遺物

で取り上げをした。

石器は､㉓、㉔は169図、㉔、

1は、短頸壺の口縁で、口径1.40cmである。口唇部は丸くおさめた無文の土器である。外

面の頸部に櫛調製をしたあと箆による研摩がなされている。頸部内面にも箆による研摩がな

されている。胎土中に砂粒を含み、色調は、内外ともうす黄だいだい色である。焼成良好。

２は、あまり外反しない口縁部で、端面はカット状になっていて、斜格子目の文様がめぐ

らされている。また、内面には、２本の突帯が張り付けられていて、刻み目が施文されてい

る。内外とも箆による研摩仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、色調は、うす茶色を

している。
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３は、頸部より朝顔状に外反し、口縁端部が肥厚した作りとなって、その端面に刻み目が深

く切り込まれ、のこ歯状の施文となっている。胎土中に砂粒を含み、胎土色は、黒色で、表

面はうす茶色をしている。

（イ）甕形土器

4～10は、甕形土器の口縁部である。逆「L」字状の口縁をしているのが6・7・8であ

るが、それぞれ異っている。また､「く」の字状をなす口縁をしているのは10である。4・5・

9は「T」字状をなす形となっている。これらの口縁部は、張り付けによるものではなく、

作り出し口縁で上部より圧力を加えたために、内側にも張り出しが出たようである。4・5

は同じ器形の無文の土器で、内面に指圧痕が残るなで仕上げとなっている。外面は、箆によ

る研摩仕上げとなっている。9は、口縁下に10条の平行沈線が施され、その下に2列の剌突

文が施文されている。以上の土器の胎土中には、砂粒を含み、色調は、4がうす茶色で、5

は黄褐色であり、9がうす黄味だいだい色である。4の口径は、26.0㎝、5の口径は26.4cm

9の口径が20.4cm となっている。

6は口径26.0cm、三角突帯を張り付けのではないかと推定する。口縁下には、7本歯の施

文具を使用したと考えられる平行沈線が14条めぐらされ、その下に１列刺突文が施されてい

る。胎土中に長石、石英を多量に含む砂粒が含まれている。色調は、うす黄だいだい色であ

る。7の口縁は作り出しで、口径16cmの無文である。8は、口径22.0cm、口縁端部に剌突文

が施されていて、口縁下には7条の箆描き沈線が確認できる。おそらく７条以上あるものと

推定される。色調は、灰味黄茶色をしている。10の口縁も作り出しとなっていて、口縁端部

に剌突文が施されている。胴部は無文のようである。

（ウ）器台形土器

11は、器台形土器の却部ではないかと推定する。底端部より、わずかな段と三角形をなす

段によって装飾され、内傾しながらそりぎみに立ち上がっている。脚部には4本歯の工具で

調整したあとなで仕上げをしたようである。色調は、茶褐色である。

（エ)底 部

12～23は、甕形土器及び壺形土器の底部である。12～13・15は、壺形土器の底部と推定さ

れる。12の底径は小さく、内湾ぎみに立ち上がっている。内面に指圧痕がみられる。外面に

一部黒変がみられるほかは、内外ともうす黄だいだい色である。13は、平底で底端部は張り
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付けではないかと推定する。内外とも櫛状工具による調整をしたあと研摩している。内部に

黒変がみられるがうす茶色である。14は、蓋形土器である。つまみの上部はくぼんでいる。

外面は箆による横方向に研摩した跡が残っている。外面の一部に黒変がみられ、その外はう

すい茶色である。15は、平底の底部で外反ぎみに立ち上がり、厚手の土器である。外面は横

方向に箆で研摩したあとが残っている。うす茶だいだい色(103)である。これらの底部には

石英、長石を含む砂粒が含まれている。

16～23は、甕形土器の底部と推定する。12・22が上げ底で、外は平底である。胎土中に長

石、石英を含む砂粒が含まれている。外面を、櫛状工具による調製をしたあと箆による研摩

がなされているもの17。その外は、櫛目、刷毛目を残さない研摩仕上げとなっている。

17

第161図 第81号出土遺物実測図

16の底径9.Ocmで､特別に厚く作られている。色調は、内面が灰色で、外面はうす茶色であ
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る。

17の底径は8.0㎝である。一部黄茶色を呈する部分もあるが､内外ともうすい黄茶色である。

18の底径は6.0㎝である。内面はうすく白色がかっているが､外面は、うす黄味だいだい色

である。19の底径は6.0cmである。内面はなで仕上げである。色調は､内外ともうす黄だいだ

い色である｡20の底径は7.0cmである。底は暗黄茶色を呈するも､内外面はうすい黄茶色である。

21の底径は6.0cm､ 内面はなで仕上げとなっている｡色調は､内外ともうす黄味だいだい色で

ある。22の底径､4.0cm、底部がよくしぼられている。内面はうす黄だいだい色である、外面

は､うすい黄褐色である。23の底径6.0cm、21と同じ器形であろう。内面はなで仕上げである。

色調は、内外ともうす黄味だいだい色である。

４　井戸跡

本遺構は、B9区、B10区にわたる位置にあって、第80号土壙墓２基を破壊して構築した中

世の井戸跡である。最初検出された状態が、第162図の上図平面図で示すように、直径130cm

程度の円形をなす掘り方があって、その内部に

集石が検出された。

周囲の遺構は、この井戸の構築に伴って破壊

されていることが判明していることから、井戸

の調査を最初に行い、調査の終った時点で遺構

調査をするとこととした。

上図、平面図の1～23の石を取り除くことに

よって、周囲に積まれた、石組を検出すること

ができた。

内部に落ち込んでいる石も上部にある石と同

じ大きさで、周囲に積まれている石とまったく

同じで、自然石の川石である。

内部に混入している遺物類に注意しながら掘

り出した法面から60cmのところで砥石１個を検

出した。このあたりから水が湧き出し、作業が

困難となり、水を汲み出す一方、石を取り出す

作業が続いた。作業を中止して、10分間に法面

第162図 井戸跡実測図 下20cmのところまで水が溜るといった状態であ

った。

内部に落ち込んでいた石を全部取り出した。床面には、玉砂利の層があって、その下層に 
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は、玉砂利とこぶし大よりも小さい石の混じった層となっていた。それらも全部水洗いして

遺物の検出につとめた。しかし、出土遺物は皆無であった。

その後、切断面を南北方向に取り、断面測量を実施しながら、西側半分の石を取り･除いて

断面測量を完了した。井戸内径は、法面で70cm、床面で50cm、現有深さは、105cmである。石

積みは、逆円推台状に積まれた「のずら積み」となっていた。

中に埋没していた石を周囲に積むとすれば、4～5段分は十分あることから、構築当時は、 

140～150cm程度の深さとなっていたのではないかと推定される。

遺物の出土は、砥石1個である、埋没した石と同時に堆積された土層は、黄味灰色質土で

ある。これだけの資料では、時代決定がむつかしい。石器は第173図の㉗を参照されたい。

５　区別出土遺物

区別に出土した遺物は、建造物、住居等に関係あるのではないかと考え、実測図､163図､1

64図で示し、下表を作成した。建造物の柱穴内から出土した土器も、これらの中にまとめて

作図してある。これらの外に胴部破片が、コンテナー（43×65×13）に６箱出土した。

区 別 出土 遺 物一 覧 表

遺物
番号 出 土 区 器　　　　 形 器　　　　 種

遺物
番号 出 土 区 器　　　　 形 器　　　　種

１ Ｅ － １ 壺形土器口縁部 弥 生 式 土 器 18 Ｅ－４ 底　　　　　 部 弥 生 式 土 器

２ Ｄ－５ 〃　　〃 〃　　〃 19 Ｅ－５ 〃　　〃 〃　　〃

３ Ｅ－３ 〃　　〃
20 Ａ－１ 〃　　〃 〃　　〃

４ Ｄ－４ 〃　　〃 21 Ａ－１ 〃　　〃 〃　　〃

５ Ｃ－２

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃 〃　　〃 22 Ｃ － ２ 〃　　〃 〃　　〃

６ Ｂ－１ 甕形土器口縁部 弥 生 式 土 器 23 Ｃ － ４ 〃　　〃 〃　　〃

７ Ｅ － ５ 〃　　〃 〃　　〃 24 Ｃ － ３ 〃　　〃 〃　　〃

８ Ｅ －４ 〃　　〃 25 Ｄ－５ 〃　　〃 〃　　〃

９ Ｅ － ４ 〃　　〃
26 Ｄ －４ 〃　　〃 〃　　〃

10 Ｄ － ５ 〃　　〃 27 Ｄ－３ 〃　　〃 〃　　〃

11 Ｂ－８ 〃　　〃 28 Ｃ － ２ 〃　　〃 〃　　〃

12 Ｄ － ５ 〃　　〃 29 Ｂ － ８ 〃　　〃 〃　　〃

13 Ｂ － ４

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃 〃　　〃 30 Ｅ －５ 〃　　〃 〃　　〃

14 Ｄ －５ 蓋 〃　　〃 31 Ｄ －４ 〃　　〃 〃　　〃

15 Ｂ － ７ 底　　　　　 部 弥 生 式 土 器 32 Ｃ－２ 〃　　〃 〃　　〃

16 Ｄ－３ 〃　　〃 〃　　〃
33 Ｅ －４ 〃　　〃 〃　　〃

17 Ｂ － ５ 〃　　〃 〃　　〃 34 Ｅ －４ 〃　　〃 〃　　〃
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遺 物
番号 出 土 区

遺 物

番 号 出 土 区

35 Ｅ － ４

器 形 器 種

底　　　　　 部 弥 生 式 土 器
42

Ｄ －３

器 形 種器　　　　

坏　　　　　 身 須　　恵　　 器

36 Ｅ－４ 〃　　〃 〃　　〃 43 Ｃ－２ 蓋　　　　　 坏   〃　　〃

37 Ｅ－４ 〃　　〃 44   A  ―12 土　　師　　 器

 
 38 Ｄ－４ 〃　　〃 45 Ｂ－５

皿

碗 白　　　　　 磁

 39 Ｄ－５

 〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃 〃　　〃 46 A  -12 土　　 師　　器

40 Ｅ －５ 〃　　〃 〃　　〃  47 Ｂ－５ 白　　　　　 磁

 41 Ｂ－７ 坏　　　　　 身 須　　 恵　　器 48 Ｂ －５

皿

皿

碗  〃　　〃

1
2

     3
     4

     5

6

7

     8

     9

10

    11

 12

 13

   14

15

    16

   17

18

  19

  20

21

22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

 第163図　区別出土遺物実測図
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（1）弥生式土器、土師式土器、須恵器、磁器

1～6は、壺形土器の口縁部ではないかと推定する。2の口縁端面には、1条の凹線が施

文されている。3の口縁は、朝顔状に開き端部が、下がっているのが特長である。４の口縁

は、端面に1条の凹線を有し、上下に刻み目が施されている。7～14は、甕形土器の口縁部

と推定する。7の口縁は、口縁部と胴の張りからみて鉢形土器の可能性がある。8は、口縁

部に刻み目と7条の箆描き沈線が施文されている。9は、口縁下に5条の平行沈線が確認で

きる。10は、口縁に刻み目をなし、8条の平行沈線が確認できる。12は、口縁下に7条の沈

線を確認することができる。11、13、14は無文である。

15～40は、壺形土器、甕形土器の底部である。上げ底となっているものは17～21、30、34

で、その外は平底である。

42

第164図　区別出土遺物実測図
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30

31

32

33

34

35 38

36

37

39

40

41 43

44

45

46

47

48



41、42は、須恵器の坏身であり、43は、蓋坏ではないかと推定する。 41の口唇部は丸くな 

っているが、42の口唇部はカット状になっている。ロクロの使用痕がみられる。

44、46は、土師式土器の皿ではないかと思う。

45、47、48は、白磁である、47の内面には、富土山の絵が描かれている。 44、48は、碗と

推定され、48の底部には､「㋩」の記号の入った墨書土器である。

６　 石 器類

本遺跡内から出土した石器類を説明するために、実測図（第165～174図）と、観察一覧表

を作成した。遺物番号のあとにくる数字を○で囲んであるのは、出土した位置を示すもので、

遺構図の番号と合わせて記述し、発掘中に動いたものは、場所の記述にとどめている。

石器類観察一覧表
単位:mm・ ｇ

図番
遺物
番号 器　種 材質 器厚 横幅 縱幡 重量 観 察 出土場所

165 
 1- 石 鏃

サ ヌ キ 質

安 山 岩
3.017.0 14.0   0.8

粗雑な作りを した、正三 角形状をなす平 基無 茎式

石 鏃である。

第 １ 号
住 居 跡

 2-④ 〃 〃 5.7 11.5 44.5
3.4

凸基石銅であ るが、 明確 には茎は作 り出 されてい

ない。石槍に近い 作りとなってい る。

第 ４ 号
土 壙

 3-㉕ 〃 〃
 2.5 8.5 26.5  0.6

平基無茎式 に分類される石銅であ る。 細身であり

作りは粗雑であ る。

第81 号

土 壙

 4 〃 〃 2.3 8.5 28.5
 0.7

凸基石銅 として作られたと考 えられるが、粗雑な

作りであ る。 基部は欠損してい るため 不明である。

第33 号

土 壙

 5-㉖ 〃 〃 2.5 14.0 14.0
  

0.5

平基無茎式 に分類される石鋼であ る。 基部に若干

の挾りが 入り、 先端部は使用に よる欠損がみられる

第81 号

土 壙

 6 〃 〃 4.8 21.7 26.8
 1.7 凹基石銅 である。 粗雑な作 りで ある。  Ｄ4区

 7 〃 〃 3.5
17.0 21.8 0.6

凹基石 銅である。 全体に加工 は粗雑である。しか

し、外形は整っている。

 A9区

8-⑤ 〃 〃  2.8 12.5 23.0
0.4

凹基石 銅である。加工は粗 雑で、器厚 もない。片

脚が主 要剝離面からの加圧 により欠損してい る。

第 ４ 号
土 壙

 9
く さ び
形石 器

 削片

硅　　　　　 岩
(赤色チャ ート)

13.2 21.8 45.5
 9.8

両極打 法により、 剝ぎ取 られた剝離片であ る。
号

跡

５
居

第
住

10-⑨
国府形

ナイフ

〃 5.5 21.2 44.2
6.8

瀬 戸内技法に より、製作 されたと考えら れる資 料

で、腹面から緻密なプランテインクが施されている

(旧石 器時代)

第 ７ 号
土壙
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石器類観察一覧表

図番 遺 物番号 器種 材質 観 察 出土場所

166  石　 の　 み 緑 泥 変 岩
柱状をな す、か なり緻密な作りの石の みである。

全体が研摩 されてい る。

第５号土壙
Ｅベルト中

２  〃 〃
一 部欠損してい るが、全体を推定す ると石 のみと

考えられる。加工 は粗雑である。
E4区

3-㉑   〃 〃 刃部が幅広 くなっ てい て、薄い作りであ る。 第６号土壙

４ 小 形 石 斧 角 閃 変 岩 小形であ るが、 入念な加工がなされてい る。 B7区ピット中

 5 石 の み 緑 泥 変 岩 変化に富 んだ粗雑 な作りである。 C5区

6-⑬ 小 形 石 斧 小 形 石 斧
やゝ片 刃に近い状 態の石斧である。刃部 は入念に

加工 されている。
第25号土 壙

 7 砥石 石 英 粗面
岩質安山岩

   ほぼ六角錐をなし、上部に穴が1孔穿たれている。
用途 に つ い て は 不 明 で あ る。 分 銅 、 砥 石 、 文 鎮 等 考

察 を 加 え た が 結 論 は で な か っ た。
A12区ピット中

167
1-⑱ 摩 製 石 包丁 緑 色 変 岩

背部は、ほぼ直線的で内部は、やゝ湾曲をした半

月形 である。穴は二 つ穿たれている。
第50号土壙

 2 石　 の　 み 砂　　　岩
大形 の石のみ と推 定する。刃部はかな り欠 損して

いる。 入念な加工が なされている。
第３号住居跡

 3 スクレイパ ー サヌキ質
安　 山　 炭

刃部は、粗雑で ある。 二次的加工 によっ て整形し

たのではないか と推 定する。
第79号土壙

4 砥　　　　石 層　灰　岩
小形の砥石と推定する。角柱状をなし４面が砥面

となっている。
第５号住 居跡

 5-⑲ スクレイパー 石
質
英
安
粗
山
面岩

岩 刃部先端に若干の 二次的加工がみ られる。 第55号土壙

 6 打 製 石 包丁 角閃安山岩 主要剝離面側に、 若干の摩製痕が みられる。

 7 スクレ イパ ー 角閃安山岩 粗雑な二次的加工がみられる。 第12号土壙

 8 不　　　　 明
黒 色 変 岩
(石墨変岩) 石器が 欠損 した一 部であろう。 丸をつけてい る。 第５号土壙

168
 1 摩 製 石 包丁 緑 泥 変 岩

だ円形をなす形状 で、穴が２孔穿たれてい る。

加工 は粗雑であ る。
第５号住居跡

 2 〃 〃
背に丸みを持ち、刃部は直線状をなす。半月形に

近い形状をしている。
第18号土壙

3 〃 〃
石 包丁が欠損し た一 部である。背部に丸 みを持ち

直線部に丸をつけ た半月形である。刃
第５号住居跡

４   〃 〃
小形の石包丁で、一 端に挾りがあ り、有孔 と挾 り

が一個 の石 包丁 に使 用されているこ とは興味深 い
第66号土壙

　
5-㉓ 〃

　　〃

器厚があり、かなり大形である。２孔が穿たれて

いる。研摩による入念な作りである。
第81号土壙

　6-⑥
　

〃 〃

比較的薄い器厚 の大形である。２孔が穿 たれてい

る。 表は入念な摩製 であるが、裏面は粗雑な 加工 と

なっている。

第３号土壙

　
7 スクレイパー サ ヌ キ 質

安　山　岩

打製の石 包丁の性 格を持つ。刃部には 入念な二次

的加工が加え られている。
第81号土壙

8-㉔  摩 製 石 包丁 頁　　　岩
薄い材料が使われている。刃部は入念に研摩され

ている。三方に刃部がみられる。無孔である。
第81号土壙

169

1-⑰ 石　　　　鎌 緑 泥 変 岩

体が美しい摩製となっている。にぎり手のところ

に丸みをつけ、刃部は15cmあって内湾する。県内で

の出土例はなく貴重な資料となる。

42-2号土壙
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図番 遺物番号 器　　種 材　　 質 観　　　　　　　　　　 察 出土場所

170  1-㉒ 石　 包　 丁 緑 泥 変 岩 未製品で、穴を穿つ途中 でや めている 。

第64号土壙

 2-②
石 斧として加工中の もの か、石 包丁として 加工中

〃 〃

の ものか定かでない。
第３号土壙

 3-⑫
加工痕がみられ、未製品であろうが、端部に尖が

〃 〃 第20号土壙

 4

ある。

〃 〃 石 包丁の未製品でなない かと推 定する。（未製品） 第３号土壙

５ 不　　　　明 安　 山　 岩 大 きい剝離片に加工 が少 しなされている。（未製品） 第５号土壙

 6 不　　　　 明 緑 泥 変 岩 加工 中であり、用途不明で ある。（未製 品） 第18号土壙

 7-⑳ 砥　　　　石
石英粗面 岩

質 安 山 岩

四面 に砥面 があり、中ほ どが凹んでいる面 もあっ

て、 かなり長く使用した ものと思われる
第56号土壙

8 石　　　　斧 縁 色 変 岩

粗 雑な作りであるが、 刃部は丸みを持ち、 よく研

摩されている。上部に衝撃痕がみられる。
A9区

9 不　　　　明 角閃安 山岩

石 器としての加工痕は みられる。未製品であるた

め、 器形を知ることはで きない。
 第２号土壙

10 不　　　　 明 角閃 安山 岩

石 器として加工中の もの であろ う。剝離痕は周囲

にみられる用途不明の未製 品であ る。
第３号住居跡

 1 スクレイパ ー
石英粗面岩
質 安 山 岩

表面 を見ると、三面からな り二面 が剝離されている 第３号土壙

2-① 砥   　 石 層　 灰　 岩

三面が砥面として使用されている。その内一面は

円弧状をなし、円形のもの研摩に使用したと推定さ

れる。

第１号土壙

 3 凹　 み　 石 角閃安 山岩 卵形をなす形状の凹石で、両面に使用痕がみられる E5区

 1-⑮ 石　　　　 臼
石臼の下台で、目の切り方も近代的である。第1

73図1-⑭と１対である。
第32号土壙

2-⑯ 石　 の　 鉢
熔　結　疑

灰　　　岩

凝 灰岩をくりぬい て作っ た鉢形 の石 器である。

口径25.5cm、深さ､6.5㎝、器高9.0cm
第32号土壙

3-⑩ 砥　　　　石 石英粗面岩
質 安 山 岩

四角錐をなす形状で、四面 とも砥面 として使用し

てい る。いずれの面 も中央 部に凹みがで きている。
第14号土壙

1-⑭ 石　　　　臼 熔　 結　 火
砕　　　 岩

石 臼の上台であるが 目は切 ってない。引 き手を取

り付け る穴が２か所あっ て、下 方の穴は摩擦面 まで

摩耗 している。摩擦面は内湾 している。

第32号土壙

 2-㉗ 砥　　　　 石
石英粗面 岩

質 安 山 岩

四角形 の柱状をなす形で、 四面 とも使用さ れ中央

部が 凹み内湾してい る。（伊予砥）
井戸跡 

 3 砥　　　　石 〃
２面 に使用痕が みられ、破 損品の一 部ではないか

と推定する。（伊予砥）
第18号土壙

1-⑪ 石　　　　 臼 熔結火砕岩

石臼の下台である。第32号土壙で出土したものと

同 じ時 代の ものではないか と推 定される。目の切り

方 も類似する。

第14号土壙

 2
不整形 な六角柱をなす形状 に砥面 がある、一面は

溝状となる用途に使用されている。（伊予砥）
C1区ピット中

 1

砥　　　　石 石英粗面岩
質 安 山 岩

くさび形石器 頁　　　 岩
上下 両端のはくりがな されてあ って断面は くさび

形 をしている。（泥岩の形をしている）
第５号住居跡
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安　 山　 岩
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172

173
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１

２－④ ３－㉕
４

５－㉖

６

７

８－⑤

９

10－⑨

第165図石器実測図

　　129



６-⑬ 

第166図　石器実測図

４

１-⑧

２

３-㉑

５

７ 

 130



６

８－⑦

５－⑲

７

第167図　石器実測図

２

１-⑱

４

３

 131



６-⑥

４

８-㉔

７

第168図　石器実測図

５-㉓

３

１

２
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１-⑰

第169　石器実測図
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１-㉒ 2-② ３-⑫

４-③

５

６

７-⑳

８

９ 10
第170図　石器実測図
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第171図　石器実測図

１

２-①

３ 
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第172図　石器実測図　　　　  3-⑩

1-⑮

２-⑯
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一次引き手穴

二次引き手穴

１-⑭

２-㉗

３

第173図　石器実測図
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１-⑪

２

第174図　石器実測図

１

第175図　石器実測図
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（７）鉄器

  　　 Ｂ8区の柱穴内より出土した鉄器である。袋の部分が破損しているが鉄斧（チョーナ）の原

形は十分保っている。刃幅3.8cm、長さ8.0cmである。

第176図　鉄器実測図
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第Ⅲ章　　　　 久米窪田Ⅳ遺跡の総括

久米窪田IV遺跡は、弥生時代、古墳時代、中世にわたる複合遺跡であって、検出された遺

構は、前述もしたように住居跡4棟、建造物跡9棟、土壙状遺構81基、井戸跡1基である。

これらの遺構に伴って遺物も出土しているので、土器の相対年代から推定した若干の考察を

試みたい。

１ 弥生時代

遺跡内から検出された柱穴の中で、建造物跡と推定されるものは、15棟以上あるものと推

定されるが、プランに欠ける面もあって9棟を選択した。その内第1～6号、9号建造物跡

は、弥生時代のものではないかと推定される。しかし、複合遺跡である関係から時期的な細

分化することは差し控えたい。

（１) 弥生時代前期

阿方式土器にみられる突帯、 箆描き沈線、 器形等から推定して、 第3号住居跡から出土

した壺形土器、甕形土器が前期中葉から前期未のものと推定される。住居の掘り込みも外の

住居跡に比較して深く(35cm) 掘り込まれているのが特長である。

前期の上壙墓としては、第4、5、16、18、20、26、31、35、58、60号の10基である。だ

円形をしているものは、第4、5、16、18号であり、長だ円形をしているものが第35号であ

る。円形をしているものは第60号。長方形のものは第20号。方形のものは第26、31、58号と

なっている。これらの土壙墓から推定されることは、形状の変化と埋葬形態の違い、また、

方位にしても第4、35号は長軸方向が東西となっている。その外は、ほぼ南北方向となって

いる。だ円形をしている第4、5、18号は、石づめ式の木棺直葬墓ではないかと推定する。

なお、本遺跡内における前期の土壙墓は、集団墓ではなく、単独的傾向がみられる。

（２)弥生時代中期

第4号住居跡、方形のプランで、4本柱を主体にそれぞれ張り出しの柱穴を持ち、棟木を支

える柱穴と推定できる形式の竪穴式住居跡である。出入口は南側にあったと推定される。

第40、41号土壙によって攪乱され、炉跡を検出することはできなかった。しかし、床面上か

らの炭化物（木炭）の出土はみた。出土した壺形土器、甕形土器の相対年代から推定して中
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期初頭のものと掘定する。

第5号住居跡、円形のプランで、4本柱を主体に炉跡を有する竪穴式住居跡である。住居

の掘り込みの壁面に沿って推水溝が造られているが、東の部分が切れている。従って、東側

に出入口があったものと推定される。出土した土器を観察すると、壺形土器の口縁構部が肥

厚し、端面に凹推が1条、2条、3条と施文されている。甕形土器の口縁は、「く」の字状、

逆「L」字状に折り曲げられた口縁をしているものと、頸部がしまり、胴部が張ったものも

含まれている。ほとんど無文の土器である。これらの土器の特構を相対年代から推定すると、

中期中葉から中期末に位置づけることができる。

中期の土壙墓は、土壙墓一覧表にまとめてあるので参照されたい。ここでは、中期の墓制

についての考察を試みることとする。

第80号土壙墓、だ円形状をなす掘り込みの遺構が２基並んでいる。その中央部に中世の井

戸が構築されて破壊されていたが土器の保存状想はよく、完形品も出土している。中期中葉

の土器である。この土壙墓を中心に、同時期の第55、56、81、79、51、52号の土壙墓が六角

形をなす位置に埋葬され、南側外周に第57、78、50号土壙墓が配置されている。北側の外周

には配置されてないということは、聖域と考えたからではなからうか。これらの土壙墓中に

包蔵されていた土器は、中期中葉のものである。このような埋葬形態をするのは、軍団墓と

掘定することはできないだろうか。第３図のB9･10区、C9･10区を参照されたい。

また、A8.9区、B8.9区、C8.9区においては、東側に第48、49、53、54号と磁北に向って直列

に並び、西側に対比するがごとく第43、44、45、76号と磁北に向って直列に並んでいる。こ

のような埋葬形態をするのは、農業集団墓ではなかろうか。前者の形態は、A12･13区、B12･13

区ひもみられ、後者の形態は、西側のB6.7区、C6.7区にもみられる。

前者を軍団墓と仮定するなら、同時期の円形をなす第5号住居跡は、墓守りの住居跡では

ないだろうか、東側に出入口が設けてあることもうなずけるような気がする。あくまで推定

であって確証はない。

（３）弥生時代後期

本遺構から後期と推定される土器は、遺構の法面上で各所に出土しているが、はっきりし

た後期の遺構を検出することはできなかった。
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土壙状遺構一覧表

遺構
番号

種　類 形　　 状 相　対　年　代
方　 向
指　向 種類 形　状 方　 位

指　向 相　対　年　代

 1 土壙墓 円　　 形
42

土壙墓 長 方 形 磁　 北 中世 （室町）

2 〃 〃 43 土壙状遺構 不 整 形 N35 °Ｅ 弥生 時代後期

3 〃 〃
44

土壙墓 円　　 形 弥生 時代

4 〃 だ 円 形 Ｅ ５°Ｎ 45 〃 円　 形 弥生時代

5 〃
〃 Ｎ８°Ｎ

46 〃
円　 形

6 〃 〃 Ｅ２°Ｎ

弥生時代中期 末

弥生時代中期 中葉

弥生時代中期 前葉から中葉

弥生時代前期末から中期初頭

弥生時代前期中葉から前期末

弥生時代中期中葉から中期末
47

〃 円　　 形 弥生時代 中期末

7 〃 〃 N35 °W 弥生時代中期中葉から中期末 48 〃
円　　 形 弥生 時代中期中葉

8 不　 明 円　　 形 弥生時代中期 中葉
49

〃 円　　 形 弥生 時代中期中葉

9 土壙墓 だ 円 形 磁　北 弥生時代中期 中葉
50 〃 長 方 形 N20 °Ｎ 弥生時代中期中葉

〃 〃 N12 °Ｅ 中世 （室町 ）
51 〃10

11

土壙状遺構 長方形
52

〃

円　　 形 弥生時代中期中葉から中期末

円　 形

12
ｻｲ ロス円　　 形

弥生時代中期中葉から中期末

弥生時代中期 中葉
53 〃 長 方 形 磁　北 弥生 時代中期中葉

13
土壙墓 だ 円 形 Ｅ14°Ｓ 　弥生時代中期 54 〃 円　　 形 弥生 時代

14 〃 円　 形 中世
 55

弥生 時代中期中葉

15 〃 円　　 形 弥生時代中期末
 56

〃 円　　 形

〃 円　　 形 弥生 時代中期中葉

16 〃
だ 円 形 N10 °W 弥生時代前期末

 57
弥生時代

17
土壙墓 隅丸長方形 E13 °S 弥生時代中期 中葉

 58

〃 円　　 形

〃
方　　 形

18

〃 だ 円 形 Ｎ ９°Ｅ 弥生時代前期中葉から前期末 59 〃 隅丸長方形

弥生 時代前期末

N10 °Ｅ 弥生 時代

19
〃 だ 円 形 E25 °Ｎ 弥生時代中期中葉から中期末

 60 〃 円　　 形

20 〃
 61

〃 円　　 形

弥生 時代前期末

弥生 時代中期中葉

21
〃

長 方 形 Ｎ ５°Ｅ 弥生時代前期中葉から前期末

長 方 形 N40 °Ｅ 弥生時代中期中葉から中期末 62 〃 円　　 形 弥生時代中期中葉

22 〃
 63

〃 だ 円 形 Ｅ ８°Ｓ 弥生時 代

23
〃

長 方 形 N15 °Ｅ 弥生時代

長 方 形 Ｎ ３°Ｓ 弥生時代中期中葉  64 〃 円　　 形 中期 中葉弥生時代

24 〃 円　　 形 中世   65  〃

2 5 〃   66 〃

 円　　 形

円　　 形

弥生時代 中期中葉

弥生時 代

　26
 〃  67 〃 円　　 形

27 〃  68 〃 円　　 形

弥生時代

弥生時代 中期

　28
 〃 69 〃 不 整 形

　29
 〃

だ 円 形

方　　 形 弥生時代前期中葉から前期末

不 整 形

だ 円 形 N30 °Ｅ 中世

だ 円 形 Ｎ ５°Ｅ 中期中葉弥生時代
  70

〃 不 整 形

　30
 〃 だ 円 形 Ｅ Ｏ° 弥生時代中期中葉

71
〃 長 方 形 磁　 北 中期

　31
 〃 方　　 形 Ｎ ９°Ｅ 弥生時代前期末から中期初頭 72 〃 不整形 ４世紀 初頭　

32 〃 円　　 形 中世 （室町) 73 〃 円　 形 ７世紀

  33
 〃 74 〃 だ 円 形 磁　 北 中期 中葉

 34 〃 75 〃 だ 円 形 E40 °Ｗ ７世紀 末

35 〃 76

36 〃

だ 円 形 磁　北 中世 （鎌倉）

だ円 形 E37 °S 弥生時代

長だ円形 E20 °S 弥生時代前期末

円　　 形 弥生時 代中期前半  77

37
〃 だ 円 形 磁　北 弥生時 代   78

〃 だ 円 形 N35 °Ｅ 弥生時代 中期（７世紀）

土壙状遺構 不 整 形 弥生時代 中期末

土壙墓 だ 円 形 E25 °S 弥生時代 中期中葉

 38 〃 79 円　　 形〃 弥生時 代中期中葉

 39 〃
   80

 〃 だ 円 形 N30 °W 弥生時代 中期中葉

  40
 〃

 81 〃 円　　 形 弥生時 代中期前葉から中葉

  41
  〃

長 方 形 N16 °Ｅ 中世

 長だ円形 E40 °S

長だ円形 N10 °Ｅ 古墳（６世紀末）

長だ円形 N10 °E 古墳（６世紀末）

142

番号

遺構



２ 古墳時代

検出された遺構の中で、弥生式土器と須恵器が供に出土したもの、須恵器と土師式土器が

出土したもの等の中で、須恵器の相対年代からみて古墳時代のものと推定したものである。

第1号住居跡は、方形か、長方形のプランで、４本柱を主体とする竪穴式の住居跡であろ

う。弥生式土器も出土しているが、須恵器も同じレベルで出土していることから古墳時代（5

世紀）のものと推定する。

第40、41土壙状遺構は、長だ円形をした土壙墓で、長軸方向が直列に並んでいる、須恵器

土師式土器を伴う遺構である。須恵器の相対年代からみて古墳時代（６世紀末）と推定した

が、７世紀初頭に位置づけるべきかも知れない。

３ 歴史時代

中世のものと推定される遺構は、弥生時代の遺物を包蔵する堆積土に構築されたものであ 

って、柱穴や遺構内に堆積している土層の違いが、明確に区別される。土層は、黄味灰色質

土（乾燥すると白ぽくなる）層である。褐色土が混じるに従って時代は古くなる傾向をたど

る。建造物跡では、第7・8号が該当する。柱穴のプランだけであるが弥生時代の柱穴の掘

り方とは違い、柱に合わせた穴を掘っている。この外にも数個の柱穴は確認したが建造物と

してのプランに欠けていた。

土壙墓として検出されたものは、第10、14、28、32、33、38、42、75号等である。同じ堆

積土の遺構である。しかし、人骨は伴わないが形状からみて土壙墓と推定される。こヽでは､

埋葬形態の異なる4基について若干の考察をすることとした。

第10号土壙墓は、D11区に位置し、長軸が南北方向にあってＮ12°Eを指向している。法面上

での長さは、93cm、短軸が55cmのだ円形をした遺構である。深さは、最深部で30cm、東西と

南部の掘り込み角は80°前後であるが､北部はゆるやかに傾斜をした舟底形をしている。

遺物は、床面上からの出土はなく、床面より20cm上がった位置から法面の範囲に集中して

いる。掘り方から推定すると棺を使用しない裸葬の可能性が考えられる。大きさから推定す

ると伸葬であるなら子供であり、屈葬であるなら成人も可能である。出土遺物の状況から推

定すると、床面上20cmの範囲に出土遺物がないのは、遺体を土で覆いその上に副葬品を置い

いたのではなかろうか。副葬品は、被葬者が生前使用していたものをする傾向があるとする

なら、女性の可能性が十分考えられる。

第32号土壙墓は、C7区に位置し、法面の直径は135cm、法面より55cm下がった位置の直

径が72cmで、それより下は垂直になっている。全層が攪乱層となっているが、大別すると３
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層となる。第Ⅰ層からは、石と弥生式土器片、第Ⅱ層からは、少量の人骨片、炭化物（木炭･

灰）、板材（木棺､）桜の木（杖）竹の根、須恵器、土師器、磁器、石臼、石碗（鉢）。Ⅲ層から

は、床面近くと、床面より25cm上がった壁面の周囲に輪状をなす鉄さびが付着していた。以

上の状況から推定すると、木棺で金属製の輪が使用された棺の座葬である。棺に使用されて

いた板材が、傾斜する壁面に縦横に密着していること、人骨片が遺物に混じって検出された

こと等から推定すると、埋葬後、木棺を掘り出し、人骨を拾って別の場所に再埋葬をしたと

考えられる。桜の木の杖が副葬されていることから老人の可能性大である。

第32号土壙墓は、C7区に位置し、長軸方向が磁北にあって、法面上での長さが100cm、短

軸が75cmのだ円形をなす掘り込みの中に、木棺の側板の長ち70cm、北部口の径67cm、南部底

の径54cmの木棺の中に、遺体は、北を枠に横臥屈葬の姿勢で埋葬されていた。副葬品は、脚

のない膳がうつぶせになって、上部に鉄さびがあり、下から土師皿１枚が出土した。棺の回

りには、竹で編んだ輪が５か所かけてあった。鉄のさびは刃子の可能性が考えられる。

第41号土壌墓は、C7区に位置し、長軸方向が磁北にあって、長さは、70cm、短軸が43cmの

長方形をした箱形の木棺である。板の厚さは15cm内外と推定する。検出状況は、基盤面上に

あって、底板と蓋板に挾さまれた状想で検出された。遺体は、北を枕に横臥屈葬の姿勢である。あ

ごと推定される位置から、臼歯２本。副葬品としては、不透明な乳白色で内部に気泡

のある天然ガラス玉１個、青磁の皿１枚が出土した。本土壙墓と同じ埋葬形態のものとして

は、伊予郡松前町出作遺跡からも１基検出されている。

以上4基の土壙墓は、埋葬形態の違が明瞭である。鎌倉時代から室町時代の墓制研究の上

で貴重な資料と考える。
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第Ⅳ章 久米窪田Ⅴ遺跡の概況

本遺跡は、久米窪田Ⅳ遺跡の東部に隣接する遺跡であるが､｡県道三坂松山線からは、東約

200mの地点から東へ約150mの範囲にあって、面積は、2,800㎡である。

調査方法としては、県路予定地の南側に東南のトレンチを設定し、南北のトレンチは、地

形から判断して、第1図で示す3本のトレンチを設定した。それぞれのトレンチ掘りをした

結果について検討した結果、堆積層序について格別の変化もみられず第Ⅰ層、第Ⅱ層が耕作

土で、第Ⅲ層が床じめ層となっている　（第1図の断面図では、第Ⅰ層、及び第Ⅱ層を一つ

にまとめて作図してある。なお、第Ⅲの床じめ層も1～5cmの範囲であるが、2cm以下のと

ころは線となって区別するだけとなっている）。この層から下の第Ⅳ層が、遺物を包蔵してい

る層となっている。場所によっては、この層も二つの層に区別され、上部が中世の文化層で、

下層が弥生期の文化層となっているところもあった。第5層が基盤面、あるいは、地山面と

なっているわけで、遺構は、この層に構築されていた。従って、パワーショベルによる排土

をどこまでするかが問題となり、色々検討した結果、基盤面（地山面）から10～15cmの範囲

までを残して排土することとし、臨時調査員1名がパワーショベルについて指示を与えなが

ら実施することとした。それより下層については、手掘りで調査を進めることとした。

パワーショベルで排土した跡を削平し、中世の遺構をたしかめ、遺構が存在する場合は、

調査を行い、ない場合はさらに掘り下げて弥生期の遺構を検出することとした。こうした､手

順で遺構の検出を行った。遺構検出後の調査は、Ⅳ遺跡同様のパタンで実施した。

本遺跡から検出された遺構は、住居跡8棟、建造物跡5棟、堅穴状遺構9基、土壙状遺構

75基、柱穴1,807 個等の検出であった。建造物については、さらに検討を要するわけで、20基

以上あるのではないかと考えられるが、明確なものだけを取りあげたものである。

出土した遺物は、繩文式土器、弥生式土器、土師式土器、須恵器、石器等であった。これ

らの遺物は､ 遺構に伴って出土しているわけで､ 各時代の様相を知る上で貴重な資料を考える。

各遺構のまとめ方については、遺構に伴う遺物の内、土器類は遺構と関連づけて記述し、

石器類については、文章の終りで実測図の紹介をし、石器類をまとめた実測図で紹介するこ

ととした。なお、土器類、石器類で遺構に伴わない遺物は、区別にまとめて紹介することと

した。

実測図については、日本工業規格の製図通則による。繩文式土器・弥生式土器は1/6、土師

式土器は1/3、須恵器は1/4、石器類は、大きに応じて1/1、1/2、1/3に縮尺することとして統一し

てある。

色調については、配色色名帖（200） 編者・色彩企画センター発行所・（株）日本色彩社

のものを使用した。従って、色名のあとにくる（　）内の数字は配色番号である。　　
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第１図　久米窪田Ⅴ遺跡遺構図

 Ⅳ  暗い茶色質土が主体で灰味黄茶色質土が

うすくまざる。

 Ⅴ　灰昧黄茶色質土が主体で暗い茶色質上が

うすくまざる。

 Ⅵ  暗い黄だいだい色質土の中に多量の砂利

を含んでいる。

 Ⅶ　砂利層

 Ⅷ　黒色粘質土

凡　　　 例
Ⅰ  黄味灰色（124）質土を主体にし。暗い

黄だいだい色（150）質土が点入してい

る。（耕作土層）

Ⅱ　暗い黄だいだい色（150）質土を主体に

してその中に黄味灰色（124） 質土が点

入している。

Ⅲ　灰味黄茶色(137)質土を主体にしその

中に暗い茶色（195）質土が点入してい

る。（包含層）
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１　住　居　跡

本遺跡内から検出された住居跡は、8棟である。これらの住居跡の内、方形 または、長方

形状をなす竪穴式住居跡6棟、6本柱に囲まれ、炉跡を持つもの1棟、8本柱に囲まれ、炉

跡をもつもの1棟である。遺跡全体からみて、方形・長方形のプ ランをなすものは、まとま

っている、また、この近くには、中世の建造物跡もまとまっているということは、遺跡の東

側に、北部から南に流れていた小開折谷があり、西側にも北部より、南部に流れていた、小

開折谷が存在する。遺跡は、これらの小開折谷に挟 まれた中央部に当たる。古くは､繩文時代

から中世に至る間、文化生活の営 まれていたことを物語っている。おそらく帯状に調査をし

た遺跡の南部及び北側一帯にも本遺跡同様の遺構が存在しているはずで、各時代の集落地域

とみなすべきであろう。

（１）第１号住居跡

本住居跡は、B13 区及びC13 区 の位置にあって、竪穴式住居跡 と推定される。壁面は、南側

半分が検出されているが、北側半分は、かく乱されていたため確認することができなかった。

確認された壁面については、堆積土を取り除いた状態が第２図で示す形となったわけである。

ア　堆積層序

本住居跡上を走る、東西、南北のセクションベルトを残し、遺構の掘り方を追ったわけで

ある。堆積層序を視覚的に観察すると、法面から床面 までが一つの層序で、黒色ローム質土

層の中に褐色質上が混じった層であった。基盤面と堆積土の区別は比較的はっきりしていた。

また、炉跡については、上部層は、黒色ローム質土が主体であったが、床面に近くなるほ

ど炭化物（木炭片）灰が多くなり、床面上では灰がたまっていた。炉跡の中から第3図の3

が出土した。

イ　住居跡の状況

第2図で示してあるように、南側半分に掘り込みの壁面が残っていて、北側半分はかく乱

を受けているため不明である。東西の法面上の長さは、315cmであるが不整形なためはっき

りしない。柱穴についても、時間差はあまりないものと考えられるが、住居跡に関係のない

柱穴があって、色々検討した結果P1～P4を本住居跡の柱穴と推定した。

北側にあるP3･ P4は、南側のP1･ P2に比較し大きい点に問題があるのではないかの意見

   もあった、P3 の位置に小さい柱穴はあるが、それとP4 を結べば不整形となる。大きさ、深さの
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点は、P1・ P2と同じであるが、P4の位置からする

 と斜になりすぎる等からＰ1～P4を選んだわけであ

る。柱穴の柱間から判断すると、本住居は、南北方

向に長い隅丸の長方形をした、竪穴式の住居跡と

みなすべきであろう。

壁面の掘り込みは、5～10cmの浅い掘り込みと

なっているが、周囲の溝は確認でき

なかった。

ウ　遺物の出土状況

本住居に関係する出土遺物は、弥

生式土器片380点であった。これら

の土器片は、床面に密着、あるいは、

遊離した状態で、南側半分からの出

土であった。北側に大きいピットが

２つあってその中から須恵器片が10

点出土した。これらの破片は、壺形

土器片でたたきしめ、及び、青海波

状文が施されていた。

炉跡の中より出した、第３図の３

は、復元ができ完全な形の碗形土器

である。

実測は不可能であったが、底部破

片も12点、口縁部破片が16点で口縁

第２図　第１号住居跡平面図 部の中には、端面が上下に肥厚して

いるもの、大きい「く」の字状をな

す口縁部は内面に櫛調整、外面は刷毛のなで仕上げとなったものがほとんどである。胴部破

片の中には、たたきしめをした文様の残っているものもある。底部の中には乳頭形をしたも

のもみられる。

エ　出土遺物

（ア）壺形土器

１は、複合口縁をした、大形土器の口縁部である。口縁部の立ち上がりの内面は、横なで
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柱穴一覧表　　　　　　単位cm

柱　 穴　 番　 号 １ ２ ３ 3’ ４ １

柱 穴 基 部 の 径 15 16 35 16･ 19 15

基盤面からの深さ 30 25 24 25 24 30

柱 間 の 測 定 値 190 215
190

(195) 215



（イ）碗形土器

３は、炉跡の中より出土した土器で、復元による完形品である。口径14.0cm、底径3.4cm

器高8.6cm、不定定な底部から内湾ぎみに立ち上がり、口縁部は丸くおさめてある。口縁部

は横なでがなされている。内面は、刷毛による調整がなされた刷毛目が全面に残っている。

外面に一部残っているところもあるが、なで仕上げとなっている。胎土中に少量の細砂粒を

含んでいる。色調は、内面はうす茶色(114) であり、外面は赤昧だいだい色(148) である。

（ウ）底部

4～10は、壺形土器及

び甕形土器の底部である。

上げ底となっているもの

は、 ５・７・８であり、

その外のものは平底であ

ろう。

４は、内面がなで仕上

げであり、外面は箆によ

る研摩仕上げとなってい

る。胎土中に砂粒を含む。

色調は、うす黄だいだい

色（103）であるが、一部

に黒変がみられる に黒変がみられる。

5は、丸底の底部に輪をなす台部を張り付けて上げ底としている。胎土中に砂粒を含む。

色調は、暗いだいだい色(167)である。６は、剝離がひどく手法は不明である。胎土中に細砂

粒を含む。色調は、うす黄だいだい色(102)である。焼成もあまりよくない。７は、甕形土

器の底部で、わずかに底がよっている。外面と底の面は箆による研摩がなされている。胎土

中に砂粒を含む、色調は、内外面ともうす黄だいだい色である。８は、刷毛調整をしたあと
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第3図　第1号出土遺物実測図

仕上げがなされ、頸部にかけては、櫛整形の条痕が残っている。外面は、横なで調整をした

あと櫛状工具による大きい波状文を施し、上下の空間にも施文がなされている。立ち上がり

から頸部にかけて櫛調整の条痕がはっきり残っている。胎土中に、石英、長石の砂粒を少量

含み、色調は、赤昧だいだい色(148) であるが、内面は黒変している。焼成良好である。

２は、頸部より外反し、端部は肥厚している。なお端面には、 ２条の凹線が施文されて

いる。内外面とも頸部のところまで横なで仕上げとなっている。貽土中に砂粒を含み、色調

は、内面はうすい黄茶色(123) であるが、外面はうす黄だいだい色（103）である。

1
2

34 5

6 7
8

9 10



箆による研摩がなされ、色調は灰味黄茶色(137) をしている。10は底部にしぼりがあって台

部が作られている。外面に箆による研摩がみられ、色調はうすい黄茶色(123)をしている。

（2）第2号住居跡

本住居跡は、C16 区、D16区にわたる位置にあって、第1号住居跡からみると、東南約10m

の位置に当たる。時代的には、第1号住居跡に先行して、弥生時代後期初頭と推定される。

ア　堆積層序

法面上で、黒色ローム質の中に褐色質上が混じった落ち込を確認した。方形の住居跡とし

て調査を開始した。東西、南北方向にセクションベルトを設定し、1/4区面ずつ遺構の掘り方

を追った。法面から下層部の層序は一層であった。基盤面と層序の違いは、はっきりしてい

るため保存状態は良好であった。隅丸長方形をした4本柱の竪穴式住居跡である。

イ　住居跡の状況

本住居跡は、主軸が南北方向にあって、N12 °Ｅとなっている。法面での東西方向の長さは

480cmであり、南北方向の長さは、510cmである。西側の壁面は2段になっていて、帯状をな

すべットは、客土による張り付けとなっていた。北部の二点鎖線のところは、掘方をあやま 

った。ところがこの失敗で張り付けによるものであることが判明したわけである。残る三方

向の掘り込みは10cm内外で床面も水平になっている。
　　　　

第1号住居跡と同じ位置に炉跡が検出されている。炉跡については別項でもって説明を加

えることとしたい。

柱穴及び柱間については、右表に示してある、南西

隅の柱穴がやゝ南に寄っている。柱穴の規模からみて

この4本が本住居をなす主柱である。この外に小さい

柱穴が8個存在するが住居跡と関係あるか定かでない。

住居内に5個のピットが存在するが、東壁、南璧に

かゝつている遺構及びP5は､堆積土が黄味灰色をして

おり、内部から須恵器片及び土師器片が出土していることから、住居に関係ないものとみな

してさしつかえないであろう。残る2個のピットP6 、P7 は、床面上での直径が50～60cmで、

深さが、P6が35cm、P7が30cmである。遺構内から出土した遺物も、床面上から出土した遺

物も同時のものであり、P6 の外周では、同器種のものも出土していることから、P6 、P7 は

住居に伴う遺構と考えられる。
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柱　穴　 番　 号 １ ２ ３ ４ １

柱 穴 基 部 の径 17 18 15 13 17

基盤面からの深さ 15 21 16 24 15

柱 間 の測 安 値 192 264 195 258



第4図　第2号住居跡平面図

ウ　遺物の出土状況

本遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片

447 点であった。土師式土器片37 点と須恵器片

は、法面及び壁面にかかるピット及びP5 から出

土している、本住居跡とは、関係ないものと推定

できるが、一応弥生式土器に合わせて紹介する

こととした。 第5図は、住居内から検出された

炉跡だけを取り出し、遺物の出土状況を図示し

－153－

第5回 　第2号住居炉跡図



たものである。これらの器種と同じものが半数近く出土している、胴部破片や口縁、底部で

あっても細片であるため、実測ができなかった。

第6図　第2号出土遺物実測図

炉跡から出土した底部は、第1号住居跡の炉跡から出土した碗形土器の底と大きさ、立ち

上がり、整形手法が類似している。第3図の3と第6図の5を参照されたい。石器としては

石包丁1点と蛤刃石斧1点の2点が出土している。第174図③及び第182図①を参照されたい。

エ　出土遺物

（ア）壺形土器

1は、頸部に張り付け突帯がめぐらされ、等間隔の指圧文が施されている。口縁部は「く」

の字状をなし、口唇端部は、横なで仕上げとなっている。 口径27.0cm である。胎土中に砂粒

を含み、内面はうすく褐色がかっている。外面は、うす茶色をしている。

2は、 口縁部で水平に広がり、口縁部端面に斜格子目文が施されている。胎土中に少量の

砂粒を含んでいる。色調は、内外ともうす茶色をしている。口径22.0cm である。

（ｲ）底部

3は、わずかに上げ底となった甕形土器の底部ではないかと推定する。底径7.6cmで、胎

土中に砂粒を含み、色調は、暗いだいだい色(167)である。外面に箆による研摩の跡がみら

れる。4は、底径4.4cmで、やゝ内湾ぎみに立ち上がり、内面になで上げた痕跡がみられる。

外面に一部黒変がみられる。色調は、明るい茶色(149)である。
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5は、炉跡から出土した底部である。底部は小さく不安定な形をしている。内外全面に刷

毛調整をした、刷毛目が残る仕上げとなっている。胎土中に砂粒を少量含 み、内外面ともう

す茶色をしている。同じ器種の細片が7個出土していたが実測は省略した。

（ウ）土師式土器

6・7は土師皿である。6の口径12.4cm、器高2.2cmで、うす黄味だいだい色（3）をしている、

底は、糸切り底となっている。7の口径6.8cm、器高1.7cmで、うす黄味だいだい色である。

（エ）須 恵 器

8は蓋坏である。口径14.9cm、現有器高4.8cm、口縁部外面 は溝状をなすロクロ痕による

わずかな稜ができている。色調は灰色である。破片は器形の1/3であった。

（オ）紡 錘 車

良質の粘土を使用し、焼成も良好である。中央部に穴が穿たれている。焼成前に穴は穿た

れてあり、片方から穿ったものと推定される。直径は4．0cmで、厚みは2．9cmである、穴の大

きさは、0.65cmで、穴の中程に三角形をなす溝が1か所作られている。軸に対して空回りす

るのを防止するために作られた溝ではないかと推定する。

（3）第3号住居跡

本住居跡は、D19 区に位置する。第2号住居跡からみると、東約10mの位置に当たる。方

形のプランをなす住居跡である。

ア　堆積層序

基盤面上からの落ち込み層序は、暗い黄茶色（96）を主体に、暗い黄だいだい色（150 ）が点

々に混じった状態で、基盤面との区別はできた。住居跡の東西、南北方向にセクションベル

トを残し、1区画ごとに遺構の掘り方を追った。掘り終った層序を視覚的に観察すると堆積

層序は、格別変化がなく全層が同じであった。床面近くでは、少量ではあるが炭化物（木炭

片）が混入しているところ もあった。炉跡と推定される位置では、焼土もあり、灰がたまり

多く炭化物が混入していた。

イ　住居跡の状況

本住居の大 きさは、法面上で東西方向570cm 、南北方向が570cm の隅丸方形をしている。出

入口と考えられる。台状部が北側に作られていることから、主軸方向を南北と考え方位はN
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第7図　第3号住居跡平面図

20°Eを指向している。周囲の掘り込みは、東側と北側は10cm内外であるのに対し、南側と西

側については、南西方向に向って浅くなって3cm程度となる。

北側の出入口の台状部と対称となる南側の位置には、直径80cm、深さ10cmのピットがあり

台状部の東側から壁面にそって、東回りに周溝が掘り込まれ、ピットのところで終っている。

溝幅は、法面上で20cm、底面で10cm、床面上からの深さは、3～4cmである。南東の隅の�

ところは、第57号土墳状遺構のところで切り合っている関係で一部切れた状態で検出された。

排水のための水路でピッ卜の中に水がたまるよう工夫されていたものと思われ、また、床面
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全体が南西に向って低くなるよう構築されている。なお、遺構内には、土壙状遺構及び柱穴

がある。柱穴で直径20cmより小さいものは、法面上で検出された黄味灰色質土の柱穴である。

従って、本住居跡とは関係のない柱穴である。P₅、P₆も別の建造物に伴う柱穴である。本

住居跡に関係する柱穴は、P₁～P₄である。

土壙状遺構の内、北西隅、南西障にある遺構は、本　　　　　柱穴一覧表　　　　単位cm

住居に関係あるも　のと推定した。南西隅にある第55号　 柱　穴　番　号　1　2　3　4 1

　土壙状遺構のところを参照されたい。北壁面で第8号　柱穴基部の径　25　23　25　13　

25竪穴状遺構と切り合い、この遺構が切っていることか 基礎面からの深 32 40 25 35 32

ら住居跡が先行すると判断される。従って、この遺構　柱間の測定値　220　220　220　220

は別の住居跡に関係するものと推定する。

住居に関係する柱穴については、一覧表にまとめたが、P₁とP₃の柱穴がす掘りであるの

に対し、P₂ とP₄ は、掘り方、すなわち2 段に掘られてある。おそらく柱間の調整のための掘

り方ではないかと推定される。

ウ　炉　　跡

南側の柱間に造られた炉跡は、東側に小さな掘り込みがあって、瓠形をしている。東側に

ある掘り込みは、直径57cm、深さ5cmの半円状をなし、床面2cmは焼土帯で、平面となって

いる。炉跡は、床面上での直径が90cmで、床面は70cmの円形に造られている。床面より10cm

の範囲は、灰と炭化物であった。東側にある焼土帯は、煮たきをした甕などを置く場所とし

て造ったものではないかと推定される。

エ　遺物の出土状況

住居内の床面上からの遺物は、第8

図-2・7の2点である。また、炉跡

より出土した底部は、図-4である。

図-8は法面上からの出土であった。

その外は、北西隅の遺構内より出土し

たものである。なお、本住居に関係す

る遺構と記述した。第55号土壙状遺構

の法面上で、須恵器が出土している。

法面上のことであり遺構とは関係ない

ものと思われる。

出土遺物、遺構の形状から推定する

と弥生時代中期の遺構ではないかと推

1
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第8図 第3号出土遺物実測図
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定される。

オ　出土遺物

遺構内より出土した遺物は、弥生式土器59点であった。その内実測可能であったのは、口

縁部3点、底部4点である。図-8は法面上より出土したものである。

（ア）壺形土器

1は、頸部より外反し、端部が肥厚している。端面には2条の凹線がみられる。内外とも

に刷毛調整痕が一部に残っている。横なで仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、内外

ともうす黄だいだい色をしている。

（イ）甕形土器

2 ・3は、甕形土器口縁部は、逆「L」字状をしている口縁部は、張り付けによるものと

みなされる。2は口縁部に刻み目が施され、2条の箆描き沈線が施文されている。3は無文

である。口縁部及び外面の加工は箆口よる研摩仕上げとなっている。胎土中に砂粒をともに

含んでいる。色調は、2がうす黄味だいだい色（3）であり、3はうすだいだい色（14）で

ある。内面はやゝ赤味がかっている。

（ウ）底　　部

4～7は、平底の底部であるが、4の底部にはしぼりが入っており、7はわずかに上がっ

ている。8は完全な上げ底である。いずれも胎土中に砂粒が含まれている。

4は、外面になで仕上げをした指圧痕も残っている。色調は、うす茶色である。5は、剝離が

進んでいて不明である。色調は、暗いだいだい色（167）である、6は、黄褐色をしている外面

の一部に黒変がみられる。7は、内面に指圧痕がみられる。色調は、暗いだいだい色である。

8は、内外面ともなで仕上げで、底面がカット状となっている、色調は、うす茶色をしている。

（4）第4号住居跡

本住居跡は、D₂₀区、D₂₀区、E₂₀区、E₂₁区にわたる位置にあって、第3号住居跡の東側に

隣接する。本住居跡と東に第5号住居跡が隣接し、北側に第6号住居跡が隣接する。

ア　堆積層序

本住居跡の上部を東西、南北方向に走るセクションベルトを設定し、遺構の検出をした。

床面は比較的安定していた。しかし、掘り込みが浅く、後世のかく乱を受けているため明確で
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なかった。周囲からの掘り込みは、第9図で示してあるように不整形である。堆積土は基盤

面と一応区別できたが、暗い黄茶色質土の中に、黒色ローム質土、暗い黄だいだい色質土が

混じりあった層である。遺構の南側で炉跡と推定できるとこをは、堆積土は黒色ローム質土

で、炭化物とが混入して、下層部には少量の灰の層がみられた。

イ　住居跡の状況

東西方向の掘り込み幅は、法面上で425cmである。南北方向については、不明である。北

側の一部と東側には、第3号住居跡と同じように溝が造られており、さらに南に延びて切れ

ている。西側の壁面も途中で切れている。床面は比較的安定しているが、住居に伴う柱穴の

ところがかく乱されている。床面上で検出された柱穴は、P₁ ～P₄ であることから、取り上げ

てみた。竪穴状遺構として扱うべきものであったかも知れない。

第9図　第4号住居跡平面図
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P₁・P₅の付近は、かく乱がひどく柱穴を確認することができなかった。南西の隅には、炉

跡と推定できる遺構がある。だ円形をなす掘り込みは10cm程度のものである。内部からは、

炭化物、灰の出土はあったが土器の出土はなかった。

ウ　遺物の出土状況

床面上からの遺物の出土はなく、法面上での出土であった。遺物の種類は、弥生式土器片

15点、土師質土器片13点であった。これらの中には口縁部3点、底部4点もあったが細片で

あるため実測はできなかった。

（5）第5号住居跡

本住居跡は、D₂₁区に位置し、第4号住居跡の北東の隅に隣接している。4本柱を主体と

する竪穴式の住居跡である。

ア　堆積層序

本住居跡の上部を走る、セクションベルトを東西、南北方向に設定して、遺構の検出を実

施した。堆積土は、黒色ローム質土を主体に、暗い黄だいだい色質土が混入した層序となっ

ていた。東側の壁面には、第64号土壙状遺構があって、その遺構と切り合っている。図面上

は住居跡が先行する形となっているが、逆に遺構が先行するわけで、住居内にかヽる遺構の

上部は、床面として客土がしてあった。その下層部から黒色ローム質土層の堆積土が出土し

ている。

イ　住居跡の状況

東側の壁面は、両隅が検出されただけで、途中はかく乱されているものと推定していた。

それはかく乱層ではなく、客土した土であることを第64号土壙状遺構を掘って知り得たこと

である。西側の隅は、隅丸となっているが、東側の両隅は、隅丸となっていない。住居跡とし

ては、この遺跡に類例がない。南西の隅付近一帯に焼土と炭化物が散乱していて、隅のとこ

ろは、焼土による台上部が作られている、おそらくこの場所に「かまど」があったのではな
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単位cm

1 2 3 4 1

柱穴一覧表

柱　穴　番　号

桂 穴基 部 の 径

基盤面からの深さ

柱 間 の測 定 値

9 9 13

13 15 14

（215 ）185210(180)

柱穴一覧表　　　　単位cm

6 7 8 5柱　 穴　 番　 号 5

柱 穴 基 部の 径 14 20 14

基盤面からの深さ

柱 間 の測 定値

5 13 5 12

275 425 265 425



いかと推定する。

住居跡内からは、20個余りの柱穴が検出されている。

これらの中から、方形のプランをなす柱穴P₁～P₄を選

出した。その状況は右表のとおりである。

東西方向の柱間と、南北方向の柱間では、東西方向

か長く、東側に出入口があったのではないかと推定する。

ウ遺物の出土状況

住居跡内から出土した遺物は、弥生式土器片30点であった。これらの土器片は細片であっ

て、遺構の検出に伴い

床面から浮いたものは

取り上げた。そのため

平面図に記録がないが

床面上から出土した底

部は、北西の柱穴と、

南西の焼土帯上から出

土している。

実測できたのは、こ

の2 点のみであった。

実測できなかった破

片の中には、頸部に箆

描き沈線の施されたも

1

第10図　第5号住居跡平面図

2

第11図　第5号出土遺物実測図

のや、胴部に櫛調整をした格子目文の施されている土器。高坏の脚部と推定できる、 丸い穴

の穿たれた破片も含まれている。
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柱穴一覧表 単位cm

柱　穴　番　号 1 2 3 4 1

柱穴基部の径 18 10 11 14 18

12 20 17 25 12

225 225 180175

基盤面からの深さ

柱間の測定値



エ　出土遺物

（ア）底部

1・2は、平底をした甕形土器の底部ではないかと推定する。器壁は摩滅しているため、

手法などは不明である。胎土中に細砂粒を含み、色調は、明るい茶色（149）をしている。

（6）第6号住居跡

本住居跡は、B₂₀区、B₂₁区、C₂₀区、C₂₁区にわたる位置にあり、第3号住居跡、第5号

住居跡の東に隣接している。長方形をなす竪穴式の住居跡である。中央部のやゝ南よりに炉

跡をもち、南側の両隅に台状部が造られてある住居跡である。

ア　堆積層序

法面上において、住居跡とはっきりした堆積土の落ち込みであった。東西、南北方向にセ

クションベルトを設定した。複合遺跡であるため、住居跡の法面上で、黄味灰色質土の柱穴

が多数検出された。その調査時点での柱穴の状態と、住居跡を5cm程度掘り下げた時点で出

土した遺物を合成した図が第11図の平面図である。古墳時代から中世頃の建造物に伴う柱穴

と推定される。調査後遺物を取り上げ、床面上まで掘り下げを行った状態が第11-2図である。

堆積土は、黒色ローム質土層であって、床面近くは黒色の度合が強くみられた。特に中央

部南側にある炉跡の中の堆積土は、黒色土で炭化物（木炭片）が多く含まれていた。底の部

分には、灰がたまっていてその上部に石と弥生式土器片も含まれていた。

イ　住居跡の状況

北東の隅は、溝によって一部かく乱されていた。それ以外は、完全な壁面を検出すること

ができた。周囲からの掘り込みは10cm程度であり、床面も大変安定しており保存の状態は良

好であった。主軸方向はN15°Wを指向している。東西方向の長さは、510cmであり、南北方

向の長さは、550cmである。4本柱の状況は、一覧表に

に東西方向の柱間で、北側より南側にある柱間が広く

造られている。

また、P₄ 、P₁、と結ぶ線上にP₅があり、P₃、P₂

と結ぶ線上にP₆がある、おそらく南側に出入口があっ

て、P₅、P₆は、出入口の軒柱ではないかと推定される。

南側入口の両側に、不整形な台状部が付設されている。西側の台状部の近くには、焼土の
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まとめてあるが、南北方向の柱間は同じ長さであるの 柱穴一覧表 単位cm

柱　穴　 番　 号 1 2 3 4 1

柱穴基部の径 12 13 10 11 12

基盤面からの深さ 21 20 22 20 22

柱 間 の測 定 値 190 215 175  215



固まりが散乱していた。また、木炭の固まりが床面2か所に出土している。

炉跡は、長径100cm、短径80cmの不整形なだ円形をしている。深さは、10cm　内外であるが全

体的にみると、南側が深くなるような構造であった。

第12図　第6号住居跡・上層部平面図（1・2）

ウ　遺物の出土状況

前述もしたように、複合遺跡であるため上部層に掘り込まれてあった柱穴の検出と、法面

から5cm 程度掘り下げた状態の柱穴及び遺物の出土状況を示した平面図が、第11図である。

遺物は遺構全面に出土しているが、特に多く出土しているのが炉跡の東側である。これらの

遺物を取り上げ、さらに掘り下げを実施した状態が第11－2 図である。

出土した遺物は、第12図の実測図で示した以外に、弥生式土器片919点と須恵器片11点で

あった。須恵器片は法面上からの出土である、実側できる破片の出土はなかった。
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第13図　第6号出土遺物実測図

164

3

9



エ　出土遺物

実測した弥生式土器の中で、11～14、26、29、31、33、35～40は、弥生時代後期のもので

土師質土器と扱うのかよいかも知れないが、弥生式土器として点数を含めてある。919点　の内

土師質土器と思われるものは、31点であった。中には中期の土器も含まれている。

（ア）壺形土器

1 ～5は、壺形土器の口縁部である。1は、頸部からの立ち上がりは不明があるが、口縁

近くで内湾ぎみに広がり、口縁端部は肥厚しており、上下に開いている。端面には、平行斜

線文が施され、山形をなす間隔は不統一である。胎土中に砂粒を含み、内面はうすだいたい

色（14）であり、外面はうす黄だいだい色（103）である。一部に黒変がみられる。

2は、外反して広がり、口縁端部は上下に肥厚しており、端面に凹が4条施文されている

口縁部内面に箆による研摩の跡が残っている。胎土中に少量の砂粒を含み、内外ともうす黄

だいだい色を呈する。3は、「く」の字状をなす口縁部ではないかと推定する。内外面とも刷

毛目が残っている。胎土中に砂粒を含み、うすいだいだい色（14）をしている。

4は、頸部より外反して、端部にふくらみをもっている。外面に、刷毛目が残存する。胎

土中に砂粒を含み、うす黄だいだい色である。5は、口縁内部に張り付突帯を持ち、端面に

櫛状工具による施文をしたあと、箆状工具による沈線が2条めぐらされている。内面は横な

で仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、うす茶色（114）をしている。

（イ）高坏・器台

6 は、高坏の杯部と椎定する。脚接分部からの立ち上がりはわからないが、外面に陵を有

しそのところから外反して大きく広がっている。胎土中には多量の砂粒を含み、うすきだい

だい色（102）をしている。

7 は、器形が不明である。器台の底部ではないかと推定する。

8・9は、高坏の脚部と推定する。8は四方に穴が穿たれているが、9は、それが認めら

れない。貽土中に砂量を含み、明るいだいだい色（28）である。

（ウ）甕形土器

わずかに外反する口縁部で、口唇部に丸い棒状のもので押えた圧痕が施文となっている。

外面の施文はなく、横なで仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、内面はうすだいたい

色であるが、外面は、うす黄だいだい色である。

165



（エ）. 底部

11～40は、甕形土器、壺形土器の底部である。

15～28、30、32の底部を分類すると15～18の壺形土器、19～28、30、32の甕形土器の底部

に大別され、さらに、19、20は底部にしぼりがあり、30は上げ底となっている。胎土中には

すべて砂粒を含んでいる。調整は、内面はなで仕上げで指圧痕の残っているものもみられる。

外面は、摩滅していて不明なものもあるが、刷毛目の残るもの18、20、箆によるもの25と

なっている。

11～14、26、29、31、33、35～40は、弥生式土器の中で比較的短かい。同時期に盛行した

ものと思われる。共通する手法は、器壁の内外面に刷毛調整をした刷毛目が残存すること。

底部が一般に小さく不安定な状態であること、胴部が張って、ラグビーボールの形状をなし、

口縁部は「く」の字状をなして比較的長い。筆者が調査した遺跡の中で出土した例は、道後

姫塚遺跡第1号住居跡より出土したものと類似している。この住居跡も4 本柱を主体とする

竪穴式の住居跡で、ペット状遺構（台状部）が付設されていた。

平底の底部で、底径4cm 以下であって底部より内湾をした立ち上がりをするものは（仮称

R11-I式）12、13、14、26であり、同じく4cm以下で内湾をあまりしないで直線的に広が

りをもった立ち上がりをするものは（仮称R11-Ⅱ式）11、39である。

底部が台付になっていて、平底のものと、上げ底のものに区別され、平底のものは、底部

より大きく内湾した立ち上がりをするものを（仮称R11-Ⅲ式）31、33、35、36、40、また

上げ底となっているものは、内湾がわずかで直線的に広がりをもって立ち上がるものを（仮

称R11-Ⅳ式）37、38。平底の底部であって、底径が4cm以上あって、胴部にたたきしめの

あるもの（仮称R11-V式）29などに区別することができる。細分することはいくらでも

きるが、ここではこの程度にとどめることが妥当と考える。これらの土器の胎土中には、砂

粒が含まれている。色調は、うす茶色（114）をしているもの、11、12、26．うす黄だいたい

色（103）をしているもの、13、38。明るい茶色（149）をしているもの、14、31、33、39、 

40。暗いだいだい色（165）をしているもの、29、37。暗い黄だいだい色（150）をしている

もの、35．灰味黄茶色（137）をしているもの、36となっている。

（7）第7号住居跡

本住居跡は、E22区、E23区、F22区、F23区にわたる位置にあって、方形あるいは、長方形

をなす建造物跡ではないかと推定して、基盤面上に検出された柱穴について周囲の掘り込み

を十分注意して調査をすすめた。結局炉跡を中心とする8 本の柱穴が回っている円形の住居

跡であることを確認した。
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ア　堆積層序

基盤面上に検出された本住居跡の堆積土は、住居内には検出されず、炉跡内、柱穴内の堆

積土のみである。調査当初は、掘り込みもなく、周溝もない。建造物に伴う柱穴群として柱

穴の掘方を追っている途中で、炉跡を発見した。炉跡があるなら住居跡であろう、そのプラ

ンはどうなっているか、周囲の掘り込みや、周溝は、色々精査をしたがそれらを検出するこ

とはできなかった。炉跡を中心とする8本柱を検出したのみであった。上部層はかく乱でな

くなっていたとも考えられるが、調査の段階で堆積土の確認はできなかった。柱穴内の堆積

土は、暗い黄茶色（96）質土層であった。炉跡内は、暗い黄茶色質土に炭化物が混入した状

態で、底面近くは灰が堆積していた。

イ　住居跡の状況

8本柱で円形をなし、中央部に炉跡を有する住居跡である。住居内の周溝、あるいは、住

居外の周溝、等検討したが検出することはできなかった。床面は安定した状態で南側にゆる

く傾斜していた。8本の柱穴の内、P8は、第67号土壌状遺構内にあるため他の柱穴に比較し

て深くなっていた。土壙状遺構が先行するものと推定される。

第14図　第7号住居跡平面図
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⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ 柱穴一覧表　　　　　　　　　　　単位cm

│⁸ ⌐╕≤╘≡╖√⁹P2│  　　柱 穴 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 1

柱 穴 基 部 の 径 20 16 17 20 16 15 15 15 20ↄ⁸P8 │ ™⁸ ╙⇔√╟℮⌐⁸ 

67 ─ ≢ ↄ∑↨╢╩ 

⌂⅛∫√╙─≤ ╦╣╢⁹

基盤面からの深さ 26 16 26 28 19 22 26 46 26

柱 間 の 測 定 値 185 210215215210280175 175

►⁷ ─  

⁷ ⅛╠─ │⁸ 9 ≢№ 

∫√⅜⁸ ⅛╠│⁸ ⁸ ⁸ ─  

⅜ ⇔√⁹ 45 ≢№╢⁹∕─ ⇔√ 

─│⁸3 ≢№∫√⁹

⅛╠⁸ ≤⁸ ─

┘ ⅜ ⇔≡™╢⅜⁸↓╣╠│⁸

≤⇔≡ ∫√─≢⁸F21 ⁸F22 ╩ ↕╣√

™⁹ 14 ─ ≢│⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹⌂−↓

─╟℮⌂ ⅜№╢─⅛ ≢№╢⅜⁸ ─

│ ─ ≤⌂∫≡™√⁹
15 ⁷ 7  

◄⁷

⅛╠ ⇔√ ─ ≢⁸ ≢⅝√─│ 16 ─ 3 ≢№╢⁹

  ▪

 1 ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷2⁷⁷⁷⁷⁷ 3 1│⁸╝╢ↄ ⇔√₈ↄ₉─ ╩

⌂∆ ≢⁸ │ ↄ⅔↕╘≡™

╢⁹ ⌐ ⌐╟╢ ⅜ ∆╢⁹

⌐ ─ ╩ ╖⁸ │⁸
16 ⁷ 7  

≤╙ ╢™∞™∞™ 28 ╩⇔≡™╢⁹

▬ ⁷

2│⁸ ⇔√ R11IV ⌐ ≠↑╠╣╢╙─≢⁸ → ≤⌂∫≡™≡⁸ ⅜╦ 

∏⅛⌐⁸ ⌐ ⅜∫≡™╢⁸ ⌐│⁸ ⌐╟╢ ⅜ ∆╢⁹ │  

⅜ ⇔≡ ⇔≡™╢⁹ │ ⌂≢≢№╢⁹ ⌐ ─ ╩ ╖⁸ │⁸℮∆ 

≢№╢⁹ 12 ─37⌐ ∆╢⁹ 

3│⁸ ⇔√ R11-и ⌐ ≠↑╠╣╢╙─≢⁸ ≢№∫≡ ─ ⌂™⁸
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⌐ ⅜╡╩∆╢╙─⁸ 12 ─11⁸39⌐ ∆╢╙─≢№╢⁹ │⁸ ⌐╟╢
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なお、遺構の存在する区は、D ϔ 区、Dϕ 区、Eϔ 区、Eϕ 区である。出土した遺物は、床面に

密着の出土ではなく、遊離した状態の出土であって、堆積土の中に包蔵された状態での出土

である。

第17図　第8号住居跡・建造物跡平面図

エ　参考

Bϕ区、Cϕ区にも柱穴群があって、柱穴が回っている。この場所は、第6号土墳状遺構が存

在し、その周囲に柱穴が回っているわけである。4本柱の建造物のプランも成立する。色々

検討した結果、今後さらに検討することとして保留することとした。

第6号土壙状遺構は、弥生式土器が主体であるが、その中に縄文式土器片が混入していた、

縄文時代晩期のものと思われる。

また、北側に隣接する第10号土壙状遺構の中にも縄文式土器片が出土している。遺構が切

り合い、弥生時代は西側で、東半分は縄文時代と推定される。土壙状遺構の第10号を参照さ

れたい。
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2　 竪穴状 遺構

本遺跡内から検出された竪穴状遺構は9基あって、第8号竪穴状遺構がだ円形をしている。

（土壙墓の可能性がある）以外は、方形、又は、長方形である。ここで竪穴状遺構というの

は、掘り込みのプランはあるが、それに伴う柱穴が明確でないものを竪穴状遺構として取り

扱った。堆積土からみて時間差はないようにみられる。竪穴状遺構の中にはっきり炉跡と推

定できるものを有する遺構も存在する。一応検出された順に紹介したい。

（1）第1号竪穴状遺構

ア　遺構の状況

本遺構の規模は、法面上で、東西方向の長さが217cm、南北方向の長さが190cmで、隅丸方

第18図　第1号竪穴状遺構図
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第1号住居跡の南側に、3基の竪穴状遺構が存在する。本遺構は、C13区にあって方形を

した竪穴状遺構である。法面からの堆積土は、暗い黄茶色質土と、黒色ローム質土の混じり

合った土質で、さくさくした土質であった。



形である。北側の丸みは小さく、南側の丸みが大きくなっている。掘り込みの傾斜角は東壁

が75°、南側が60°、西側が75°、北側はゆるやかに立ち上がっている。深さは、東部が25cm内

外で、西部が15cm内外となっている。床面は水平で、たたきしめた状態のようであった。

遺構内に柱穴が3個存在するが遺構と関係あるかどうか定かでない。

第17図の断面図で示してあるような位置から弥生式土器片が37 点出土している。そのうち実

測できたのは壺形土器の口縁部2点 と甕形土器の口縁部2 点である。実測できなかった胴部

破片の中には、箆による研摩仕上げの土器片や箆描き沈線の下に刺突のあるもの、刺突文を

はさんで沈線のあるものなども出土している。

ウ　出土遺物

出土遺物37点の内6点を紹介してあるが、拓影についてのかたむきについては、推定である。

器形及び施文から推定すると阿方に類似するので、弥生前期後半ではないかと推定される。

（ア）壺形土器

1は、頸部より直線的に広がり、端部近くでわずかに外反する。 口唇部は丸くおさめてあ

る。内面はなで仕上げである。外面は、刷毛による調整がなされ、その条痕が残存する。口

縁端近 くは調整後横なでが施されている。また、頸部には調整後、箆状工具による沈線が9

条めぐらされている。その上下に刺突文が1列づつ施文されている。下方の剌突文は、肩部
｀

に施文された状態となっている。胎土中に砂粒を含み、色調は、内外ともうす茶色（114）を

している。　　　　　　　　　　　　 

23

12 13

3

2
1

1

2

3

第19図　第1号土遺物実績図
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拓影の1、2も壺形土器の頸部ではないかと推定する。1は、2条を組とする箆描き沈線

を2段に引き、その後、指圧文を施している。胎土中に砂粒を含み、色調は、うす茶色であ

る。口径は矢印の場所での推定である。2も同じく頸部ではないかと推定される。張り付け

突帯があって、二つの山形を作り、上部には指圧文を施してあるが下部はそのままにしてあ

る。突帯の上部に凹線が4条確認でき、下部には2条確認できる。胎土中に砂粒を含み、色

調はうす茶色である。

（イ）甕形土器

2・3は、甕形土器の口縁部である。2は、口径21.4cm　「く」の字状の口縁をなす薄手の

土器で焼成も良好である。内面には有機質物が付着して暗い黄茶色（96）をしている。内面

の仕上げは丁寧でみがきがしてある。外面は、口縁下に数条の箆描き沈線があって、その下に

　　刺突文が施文されている。箆による研摩が丁寧になされている。胎土中に少量の砂粒を含む。

色調はうす茶色である。3は、口径26.0cm、口緑部で「く」の字状に外反する。端部はカッ

ト状になっていて、刻み目が施されている。口緑下には、箆状工具による6 条の沈線とその

下に刺突文が一列施文されている。胎土中には砂粒を含み、内外ともうす黄だいだい色であ

るが一部黒変もみられる。

拓影3は、19 図-3と同じ器種ではないかと推定して示したものである。

（2）第2号竪穴状遺構

本遺構は、C₁₃区に位置する。第1号竪穴状遺構の西側に隣接する、長方形をなす竪穴状

の遺構である。堆積土は、暗い黄茶色質土の中に暗い黄だいだい色質土が点々に混じった一

層であった。

ア　遺構の状況

遺構の北側に、遺構を切った状態の溝があるのは、確認調査の段階で試掘した溝跡である。

本遺構の規模は、法面上で、東西方向が170cm、南北方向が250cmである。主軸方向は、N 

7°Eを指向している。法面上からの深さは、25～30cmで北側半分が5cm程度深くなっている。

床面は平らでよくしまっていた。床面に柱穴はなく、ただ、南壁に掘り込まれた柱穴1個で

ある。

イ　遺物の出土状況

断面にかゝつている遺物は、床面から遊離しているがその外の遺物は、床面に密着の状態

で出土している。これらは胴部破片5 点で実測不可能である。法面上での出土遺物は、35点
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出土しているがこの中にも実測で

きるものはなかった。

南側壁面に出土した遺物は、甕

形土器の口縁部である。「く」の

字状をなす口縁で、口縁下には数

条の箆描き沈線と刺突文が施文さ

れた破片であった。

残念なことに、測 量 ・ 写 真撮

影後、調査員以外の者が数点の土

ミ　　器片を数回持ち去ったその中の1

点である。弥生前期の土器と推定

していた。

第20図　第2号竪穴状遺構図

（3 ）第3号竪穴状遺構

本遺構は、C₁₂区に位置する。第2号竪穴状遺構のすぐ西側に隣接する位置にある竪穴状

の遺構である。堆積土は、第1 号竪穴と同じく、暗い黄茶色質土の中に暗い黄だいだい色土

が混じった状態の土質であった。

ア　遺構の状況

本遺構の北側法面上に焼土が存在する。この形から推定すると粘土で作った「かまど」で

あろう。この遺構は、平地式

住居に伴う「、かまど」ではな

いかということで精査も試み

たが、それらしい遺構の検出

をみることはできなかった。

遺構とは関係ないものである。

遺構の規模は、長軸が東西

方向にあって、法面での長さ

は、335cm であってE10°Sを

指向している。短軸は210cmで

ある。法面上からの深さは、

北側が30cm、南側が20cm とな

第21図　第3号竪穴状遺構図 っていて、床面は水平面を保
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っている。東壁面の一部に小さな段が作られていた。また、遺構内から柱穴1個が検出され

ている。大きさは、床面上で直径25cm、深さ20cmの柱穴である。

イ　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器片87点であったが、底部、口縁を残し、そのほか

は取り上げながら発掘を続けた。セクションベルトを東西、南北方向に残しての遺構検出で

あったが、ベルトの残し方が変則的であるのは、方形の住居跡の可能性を考えて設定したた

めである。東西の断面に遺物が記録してあるが平面図に現われてないのは、ベルトの中から

出土したためである。

ウ　出土遺物

1
2

3 4

第22図　第3号出土遺物実測図

（ア）甕形土器

胴部より垂直に立ち上がり口縁部で外反

し「く」の字状をなす。口縁部は横なで仕

上げをしたあと端面に刻み目が施文されて

いる。口縁下には、箆状工具による沈線及

び刺突文が施文されている。胎土中に少量

の砂粒を含み、内外ともうすい黄茶色をし

ている。器形、器質とも第1号竪穴状遺構

出土の甕形土器と大変よくにた薄手の土器である。

（イ）底部

2～4は、平底の底部である3、4の底部はわずかに上がっている。胎土中の砂粒はそれ

ぞれ含んでいる。2の内面は明るい茶色であり、外面はうす黄茶色である。3の底端部に

は、刷毛による調整痕がみられる。色調は、うす黄だいだい色である。44は、内湾ぎみに立

ち上がっている。内外ともなで仕上げとなっている色調は、うす黄だいだい色である。

（4 ）第4号竪穴状遺構

本遺構は、E₁₂区、F₁₂区にわたる位置にある竪穴状遺構である。法面上からの堆積土は、

暗い黄茶色質土と、黒色ローム質土の混じり合った土質であった。

ア　遺構の状況

本遺構の法面上での規模は、長軸が南北方向にあって、N1O°Eを指向している。長さは
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390cm、短軸方向は、180cmである。法面からの深さは、20cm程度である。掘り込みの角度は、

全域が55°前後である。遺構の東側壁面に、張り出した掘り込みが同時に検出されている。堆

積土からの切り合いは、張り出し部が先行すると判断した。同じ東壁に、傾斜をつけた穴が

両隅に掘り込まれている。本遺構に関係するかどうかは不明であるが、堆積土からみるかぎ

りでは同時期とみなされる。

第23図　第４号竪穴状遺構図

イ　遺物の出土状況

セクションベルトを残し、口縁部、底部は現位置に残し、床面近くは全部残す条件で遺構

の掘り方を検出した。出土遺物は少なく弥生式土器片27点であった。その内床面上、あるい

は、床面近くから出土したものは、３点であった。断面にかゝっているのは底部である。北

の床面上にあるのが口縁部である。出土した土器片の中には、数条の沈線のあるもの、外面

を研摩したも、良質の粘土を使用したと思われる黒色の土器片等が出土している。

（ア）壺形土器

１は、壺形土器の口縁である。口縁部内面に３本の張り付け突帯があって、それぞれに刺

突文が施文されている。端面には、１条の凹線があってその上下に剌突文が施文された手の

こんだ土器である。胎土中に少量の砂粒を含み、

色調は、内外ともうす黄だいだい色である。

第24図　第４号出土遺物実測図
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（イ）甕形土器

２は、逆「Ｌ」字状をなす口縁部で、口唇部には、刻み目が施されている。口縁下には、

６条の箆描き沈線が施文されている。焼成のよい薄手の土器である。胎土中に砂粒を含み、

色調は、胎土も表面も黒色である。

（ウ）底　　部

底部にしぼりがあり、上げ底となっている。胎土中に砂粒を含み、色調は、内面がうすい

黄茶色をしているが、外面は、灰味黄茶色である。

（５）第５号竪穴状遺構

本遺構は、E11区を主体に、わずかE10区にかゝる位置にある竪穴状の遺構である。南側が

未調査であるため半分検出した状態である。堆積土は、暗い黄茶色質土の中に黒色ローム質

土が混じった状態の土質である。基盤面上での落ち込みは明確であった。

ア　遺権の状況

本遺構の規模は、南北方向に長軸があるものと推定されN15 °Ｅを指向している。検出され

ている長さは、190cmである。短軸は、175cmとなっている。基盤面上からの掘り込みは、現

在までに検出された遺構に比べてやゝ浅く、15cm内外である。隅はやゝ丸みをもち、比較的

ゆるやかな掘り込みとなっている。
イ　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、４個の石

と、17点の弥生式土器片である。上部法

面上から須恵器片３点が出土しているが

遺構とは直接関係ないのではないかと推

定する。この遺跡は前述もしてあるよう

に、複合遺跡であって、須恵器片は上部

層には至るところに散乱しているからで

ある。

ウ　出土遺物

実測できなかった破片の中には、胴部

に刷毛目が残り、箆描き沈線が施された

破片３点も含まれている。
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第25図　第5号竪穴状遺構図



また､「く」 の字状をなす口縁下に、刷毛の横なでによ

る施文のなされた甕形土器の破片もあった。

（ア）壺形土器

口縁部で大きく外反し、口唇部は丸くおさめてある。

端面の半分 より下に刻 み目が施文されている。胎土中

に砂粒を含 み、色調は、内外とも明るい茶色をしてい

る。第26図　第5号出土遺物実測図

（イ）底　　部

２・３は、平底の底部で３にはしぼりが入っている。底端部に刷毛による調整痕が残って

いる。胎土中には、それぞれ砂粒を含んでいる。２は、内面が灰味黄茶色で外面は明るい茶

色をしている。　３の内面は、うすい黄茶色で外面は明るい茶色である。

本遺構は、D17、D18区、E17、E18区に両遺構がまたがっていて、第２号住居跡、第3号住

居跡に挟さまれた南よりの位置にあたる。堆積土は黒色ローム質土層であった。

ア　遺構の状況

（ア）第6号竪穴状遺構

本遺構の規模は、長軸方向が東西にあって、E13 °Sを指向し、長さは330cmである。短軸

は、西側が225cm、東側が240cmとなっている。掘り込みは浅く10cm内外となっている。遺構

の中央部に炉跡があって、回りに焼土が存在した。焼土から推定すると焚囗は、西側となっ

ている。

（イ）第７号竪穴状遺構

本遺構の規模は、長軸方向が東西にあってE10°Sを指向し、長さは340cmである。短軸方

向の長さは、210cm程度である。掘り込みはやゝ深く15cm程度となっている。炉跡を確認する

ことはできなかった。

両遺構を結ぶだ円形状の掘り込みがあるが、堆積土からの切り合い関係をみると本遺構が

先行するのではないかと推定した。

遺構内に柱穴が存在するが、法面上での検出は、直径25cm以下のもの９個であって残りは

床面上での検出である。遺構に関係する柱穴であるか定かでない。今後検討を要する。
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イ　遺物の出土状況
（ア）第６号竪穴

遺構内から検出された土器

片は、弥生式土器36点であっ

た。床面上から出土したもの

は、左図の平面図に示してあ

る10点ほどである。

炉跡内からは、炭化物、灰

がかなり多く出土した。

（イ）第７号竪穴

本遺構内から出土した弥生

式土器片は、25点であった。

床面上に出土したものが、

ほとんどである。北西隅の柱

穴土からは、須恵器片も出土

している。竪穴状遺構とは、

関係ないものとみなされる。

南西隅近くの柱穴土からは

弥生式土器片が、かたまって

出土している。27図-6底

部が出土している。

ウ　出土遺物

１、3、４、５は、第6号竪穴状遺構

から出土し、2、7は、第7号竪穴状遺

構から出土したものである。

（ア）壺形土器

漏斗状に外反した口縁部である。口径

16cm、口唇部は丸くなっている。無文で

仕上げの手法は不明である。胎土中に砂

粒を含み、内面は、褐色であり、外面は、第28図　第６・７号出土遺物実測図
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第27図　第６・７号竪穴状遺構図



黄味灰色(124) をしている。

（イ）甕形土器

逆「Ｌ」字状をなす口縁をした甕形土器で、内面は、横なで仕上げのようであるが、外面

は、刷毛による調整をしたあと、箆状工具で6条の沈線及び剌突文が施文されている。また

口縁部端面には、刻み目が施文されている。胎土中に砂粒を含み、色調は、内外とも明るい

茶色をしている。

（ウ）底部

3～5は、平底の底部であるが、3、4は、わずかに底が上がっている。壺形土器の底部

と推定する。6は、上げ底で甕形土器の底部ではないかと推定する。3の底径は､8.8cmであ

る。底部にしぼりが入り、箆調整がなされている。内面は乳白色で、外面は、明るい茶色で

あるが一部に黒変がみられる。4の底径は、6.4cmである。胎土中に砂粒を含む、色調は、内

面が黄茶色で、外面は、暗いだいだい色であり、一部に黒変がみられる。5の底径は、8.0cm

である。外面の一部に刷毛目が残っている。胎土中に砂粒及び金雲母を含み、色調は、うす

い黄茶色をしている。6の底径は、6.8cmである。胎土中に砂粒を含み、色調は、内面が灰味

黄茶色で、外面が明るい茶色となっている。底の面は煤で黒変している。

（7）第8号竪穴状遺構

本遺構は、C19、C20 区に位置する。第6号住居跡のすぐ西側の位置に当たる。だ円形状を

なす竪穴状の遺構である。堆積土は、暗い黄茶色質土の中に、暗い黄だいだい色質土が点々

に混じった状態の土質であった｡この遺構からも第29図-2の口縁部の半分をなに者かに持ち去

られたため、写真には撮影されているが、実測図には記録がなされてない。

ア　遺構の状況

本遺構は、南に傾斜した場所に構築された遺構で、だ円形というか、卵形をした遺構であ

る。遺構内の床面に２点鎖線で囲んだ場所がある。この場所の堆積土は、暗い黄だいだい色

質土の砂質土である。台状部として扱うか、流れ込みとして扱うべきか色々検討した結果砂

質土でしまってないことから流れ込み土とした。流れ込み土の中からの出土遺物はなかった。

北側の壁面近くに柱穴1個が存在するが、この柱穴は、法面上で検出されたもので時代的に

は、古墳、中世の柱穴である。遺物を取り上げたあと床面の精査も行ったが柱穴の確認はで

きなかった。長軸方向の長さは、410cmで磁北を指向している。短軸は、265cmとなっている。

掘り込み角は、35°前後で35cmの深さとなっている。床面は水平で南側はゆるく立ちあかって
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いる。一部第3号住居跡と切り合っている。そこに1個の柱穴がある。切り合い関係では、

遺構が先行するものと思われる。

イ　遺物の出土状況

第28図の平面図及び断面図を見てもわかるように、遺構全面に土器片が散乱した状態で出

土した。夥しい量の遺物であるが完形品は1点の出土もなく、復元もあまりできなかった。

遺物の量及び出土状況から判断すると、Ⅳ遺跡の第18号土壙状遺構として扱った遺構に類

似する。収納庫的な役目をなす遺構か土壙墓であるかはっきりしない。遺構に関係する柱穴

といえば、P1～P4ではないかと推定して取り出したものであるが全体的な様相は、第1図の

遺跡全体図を参照されたい。

第29図　第8号竪穴状遺構図
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ウ　 参 考

柱穴については、関係するかどうか定でないが、一

応参考として、柱穴一覧表を作成した。東西北方に対

して、南北方向があまりにも長すぎる点に疑問が残る。

第30図　第8号出土遺物実測図
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柱穴一覧表 単位cm

柱　穴　番　号

柱穴基部の径

基盤面からの深さ

柱間の測定値

1 2 3 4 1

10
（19）19 11 9 8

26 25 24 27 26

230
（180）

412 205
（420）
400

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24 25 26



エ　出土遺物

遺構内から出土した遺物は、弥生式土器である。復元できるものは復元をして実測した。

残りの破片が380点であった。時期的には弥生時代前期に位置付けられるものと推定する。

（ア）壺形土器

1は、頸部より外反した立ち上がりで大きく広がる。口唇部はわずかではあるが欠損して

いる。内側に1本の張り付け突帯がめぐらされている。外面は、櫛による調整痕があり、頸

部には、8条の箆描き沈線が施文されている。胎土中に砂粒を含み、内面はうす黄味だいだ

い色であり、外面は、うすい黄茶色をしている。一部に黒変がみられる。

2は、頸部より外反した立ち上がり、口縁端部に張り付け突帯があるため、外面は凹線状

をなすくぼみができている。頸部には、凸帯があって指圧文が施してある。その上下に箆描

沈線が上部に5条、下部に6条確認することができる。胎土中に砂粒を含み、内面は、うす

い黄茶色をしている。外面は、うす黄だいだい色である。

3は、口縁近くで外反し、口唇部は丸くおさめた無文の土器である。胎土中に砂粒を含み、

内外ともうす黄味だいだい色である。

（イ）甕形土器

4～15は、甕形土器である。ゆるく外反して「く」の字状をなすもの4、逆「L」字状を

なすもの5～12、口縁端部を作り出しているもの13、14、口縁端面に刻み目をもたないで、

口縁下に箆描き沈線だけを施文したもの、4、5、9、13、14、口縁端面に刻み目、押捺文

があって口縁下に箆描き沈線と剌突が施文されているもの、6、7、10～12と推定する。こ

れらの施文は刷毛による調整後なされている。15は、口緑端部の作り出し部がなくカット状

になっている。立ち上がりも内湾ぎみに立ち上がっている。胴部に平行斜線文があって、そ

の上部に9条、下部に10条の細い箆描き沈線が施文されている。胎土中には、それぞれ砂粒

を含む。口径は、2が16cm、3が17cm、4が23.4cm、6が25.2cm、7が29cm、8が20cm、9

が18cm、10が32.8cm、11が24cm、12が21.4cm、13が23cm、14が23cm、15が23cmとなってる。

色調は、うすい黄茶色をしているもの1、うす黄だいだい色をしているもの2～6、9、 

11、12、14、明るい茶色をしているもの7、13、15、うす黄味だいだい色をしているもの８、

黒色をしているもの10となっている。

（ウ）鉢形土器

16は、「く」の字状の口縁をした鉢形土器の口縁部ではないかと推定する。剝離が進んで

いるため手法は不明であるが口縁下に数条の沈線があったようである。胎土中に砂粒を含み、
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色調は、うす黄だいだい色である。口径24cm を測る。

（エ）底部

17～26は、壺形、あるいは、甕形土器の平底の底部である。17～20、24は、甕形土器の底

部で、胎土中に砂粒及び金雲母を含んでいるものもある。 21は底部にしぼりがあって、厚底

となっている。色調は、17 は内面がうす黄だいだい色で、 外面は、黄味灰色である。18は、

内外ともうす黄だいだい色である。19 、20は、内外ともうす黄味だいだい色である。21はう

すい黄茶色をしている。24 は、明るい茶色である。

22、23、25、26 は、立ち上がり角は違うが、底部にわずかなしぼりがみられる。

22の内面は、黄味灰色で、外面は、うす黄だいだい色である。 23は外面は刷毛調整がなさ

れている。内外ともうす黄味だいだい色である。25の外面に刷毛による調整痕がみられる。

内外とも黄味灰色をしている。 26の外面は、刷毛 による調整をしたあと、箆による研摩がな

されている、内面は、暗いだいだい色であるが、外面は、明るい茶色をしている。

（８）第９号竪穴状遺構

本遺構は、G26 区に位置し、遺跡全

体からみると東端に当たる。長方形を

なす竪穴状の遺構である。堆積土は、

黒色ローム質土であった。

ア　遺構の状況

遺構の規模は､法面上で､長軸方向の

長さが380cmでＮ ３°Ｗを指向している。

短軸の長さは､220cm となっている｡掘り

込みは､ 北側で12cm 、南側が５cmと浅く

なっているが､床面は水平に造られてい

る｡遺構内からの柱穴の検出はなかった。

イ　遺物の出土状況

床面上から出土した遺物は、弥生式

土器片で、頸部破片と胴部破片である。

頸部破片には、刷毛 目がみられ、胴部

破片は箆みがきがなされていた。第31図　第９号竪穴状遺構図
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３　 建造物 跡

本遺跡内には、弥生時代の建造物跡と推定されるものは、20棟以上あるものと推定される

が、これらの建造物跡については、今後十分検討することとして、古墳時代から歴史時代の

範囲に含まれる5棟について紹介することとした。

弥生時代の遺跡の上に古墳時代から歴史時代の遺跡か重複しているわけで、弥生時代の遺

構は、かく乱を受けているものもあった。ここで紹介する第1号建造物跡から第5号建造物跡

の内第5号建造物は、東方約30m の地点にあって離れている。第3号と第4号は切り合い関係

にある。堆積層序から、時代差を見つけ出すことがよいか疑問であるが、黄味灰色質上のも

のが新しく、この堆積土の中に褐色質土の混入が多くなるほど、時代が古くなるようである。

この５棟の中では、第５号建造物跡が古く、第３号、第４号と後続し、第１号、第２号と

なる。第１号、第２号は、同時期のものではないかと推定する。

（１）第１号建造物跡

本遺構は、遺跡全体からみると、ほぼ中央部にあって、弥生時代の住居跡が集中している

南側に当たり、D14区、E14区に位置する。基盤面は、暗い黄茶色質土の中に暗い黄だいだい

色質土の混じった、弥生式土器を包蔵した面で検出されたものである。柱穴内の堆積土は、

黄味灰色質土層で、基盤面とはっきり区別され、乾燥すると白ぽくなる土質である。

ア　建造物跡の状況

本建造物は、梁間１間と桁行が、東側２間、西側３間となる変則的な建造物である。これ

らの規模を一覧表にまとめると、右表の

とおりである。梁間250cm、桁行570cm の

長方形をなす形状である。

桁行は、南北方向にあって、N２°Eを

指向している。棟木をささえる合掌の造

りを考察すると、Ｐ1～P2 、P5～P6 で両

側か成り立ち、P3 ～P4 ～P7 の三角形状をなす合掌を造り、その中央部に柱がある（P8 ）こ

のような形状のものではないかを推定できる配置の柱穴である。

柱穴について考察すると、西側にある、P3 、P4 の柱穴は小さくて浅い、それに対比するP7

は、それよりも大きく深く作られている。建造物跡内の北側に３ｲ固の柱穴が存在するが、関

係ないものと推定している。
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柱穴番号

柱 穴基 部 の 径

基盤面からの深さ

柱 間 の測 定値

柱穴一覧表　　　　　　　　　単位cm

１２ ３ ４ ５ ６ ７ １

14　12　10　７　14　８　13　14

2 6  3 4  1 3  1 4  2 3  2 0  3 3  2 6

285275 250 200 210 145 250 



イ　遺物の出土状況

本造物跡内から出土した遺物

は、基盤面上から弥生式土器片

が出土しているものの、これら

の土器片は、建造物とは関係な

いものである。

Pϗの柱穴内から出土した土師

式土器片2点が関係するものと

思われる。この破片は、土師皿

の底部であるが、実測はできな

かった。第2号建造物の柱穴か

ら出土した土師皿と器種、は類

似する。従って、堆積土、出土

遺物からみで同時期のものと推

定した根拠である。

第32図　第1号建造物跡図

（2）第2号建造物跡

本建造物跡は、Dϑϕ区、Eϑϕ区に位置する。第1号建造物跡のすぐ東側にあって、並列関係

にある。堆積土については、第1号建造物跡のところで記述したように、暗い黄茶色質土の

中に暗い黄だいだい色質土が混じった状態の弥生式土器片を包蔵した基盤面の上に構築され

たものであって、柱穴内には、黄味灰色質土が堆積していた。

ア　建造物跡の状況

本建造物跡も基本的には、第1号建造物跡に類似している点がみられる。梁間については、

南側は1間であるが、北側は2間となっている。桁行の方は、東側が2間であるのに対して、

西側は2間、あるいは、5間とみなされる柱穴が並んでいるが、Pϒ～Pϓ～Pϔ～Pϕの3間と

みなすべきかも知れない。Pϕ・Pϖの柱穴には、小さい補助的な役割をする穴が同じように

掘られている。これらの果す機能が何であるか推定の域を出ないが、床を上げていたと推定
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するなら、根太をさゝえる柱穴とも

考えられる。

梁間の長さは、南側が340cm、北

側が350cm。桁行の長さは、東側が

柱穴一覧表　　　　　　　　　　　単位cm

柱 穴 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 1

柱穴基部の径 12 14 10 11 12 13 8 12 12

柱 穴の深 さ 29 28 27 26 27 28 29 25 29

530cm、西側が510cmとなっていて、 柱間の測定値 340 215
100　195 225　125

250 280
295 350

桁行方向は、N3°Eを指向してい

る。前述した床を上げていたと考えられる柱穴は、Pϔ、Pϕ、Pϖ、Pϙ、Pϑϐ、Pϑϑではないか

と推定する。

イ　遺物の出土状況

基盤面が弥生期の遺物を包蔵

している層であるため、弥生式

土器の出土はあった、それらは

区別出土遺物として取り扱って

いるので参照されたい。

本建造物の柱穴内より出土し

た遺物は、土師式土器片12点と

皿の2 点であった。

D
L　

5
1
．
8
4

1

2

第33図　第2号建造物跡図

ウ　出土遺物　　　　　
第34図　第2号出土遺物実測図

（ア）土師式土器

1・2は、土師式土器の完形品である。1の口径は、6.4cm、底径4.4cm、器高1.2cmであ

る。丁寧な作りである。 離した関係であろう、ロクロの条痕はみられない。色調は、うす

黄味だいだい色（3）である。2は、焼成時に変形したものかいびつになっている。口径7.2

～6.7cm、底径4.6cm、器高0.9～1.4cmとなっている。器形は変形し、底部に「きれつ」が入 

っている。底はロクロの条痕が残る箆切り底となっている。うす黄味だいだい色である。
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（3）第3号建造物跡

本建造物跡は、第2号建造物跡のすぐ東側にあって、Eϑϖ区に位置する。第4号建造物跡

と切り合い関係になっている。その平面図を第35図で示した。

第35図　第3・4号建造物跡平面図

第3号建造物跡の柱穴内における堆積層序は、黄味灰色質土の中に 色土が混じった土質

であった。第3号建造物のものと比較するとやゝ 色土質が多く、一見して層序の違いを見

分けることができた。

ア　建造物跡の状況

第36図に示してあるように、梁間2間、桁行2間の長方形である。南北方向の柱間は、ほ

ぼ同じであるが、東西方向は、東側
柱 穴 一 覧 表　　　　　　　　　　　 単位cm

の間が広く、西側の間が狭くなって

いるのが特長である。

本建造物も、床を上げていたので

はないかと推定されるPϙの柱穴が存

在する。またPϘとPϗの柱穴の中間に

柱　 穴　 番 1 2 3 4 5 6 7 8 1

柱穴基部の径 14 16 13 10 14 17 11 14 14

基盤面からの深さ 22 17 26 25 26 24 25 17 22

柱間の測定値
300　180 225 200 175 295 215 205

480 425 470 420
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柱穴が存在することから、東側に出入口が設営されていた可能性も考えられる。

第36図　第3号建造物跡図

イ　遺物の出土状況

柱穴上及び柱穴内から出土した遺物は、弥生式土器片9点、土師式土器片13点、須恵器片

1点であった。弥生式土器片は、柱穴の周囲が弥生式土器を包蔵している地層である関係で

柱穴内に流れ込んだとみなすべきであり、土師式土器、須恵器が本建造物に関係するものと

推定される。

ウ　 出土遺物

実測した遺物は、弥生式土器2点、須恵器1点、土師式土器1点である。

（ア）弥生式土器

1・2は、甕形土器の口縁部である。1は、推定口径47.Ocm、現有器高7.6cm、逆「L」字
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状をなす口縁部である。口縁下には、箆描きによる沈線と刺突文が交互に施文されている。

口縁部のすぐ下は、66条、刺突文、4 条、剌突文、3条、剌突文、1条確認することができる。

外面は、刷毛による調整をしたあと施文がなされている。内面は箆状工具による研摩仕上

げとなっている。胎土中に粗砂粒を含み、色調は、内外ともうす黄だいだい色である。

2は、推定口径41.Ocm、現有器高7.9cm、逆「L」字状をなす口縁部である。口縁下には箆

描き沈線が10条、その下に刺突文が1列施文されている。外面は箆みがきのようであるが、内

面は不明である。胎土中に砂粒を含み、色調は、うす黄だいだい色である。このような大形

の甕形土器は、本遺跡の中でもめずらしい。弥生時代前未から中期初頭のものではないかと

推定する。

（イ）須 恵 器

3 は、壺形土器の口縁部である。頸部より外反した立ち上がりをして、口縁端部は、上下

に肥厚しており、内面は、粗雑な仕上げとなっている。外面には、たたきしめの文様が頸部

から肩部にかけてついている。焼成は良好でない。色調は、灰色をしている。

1

2

3

4

第37図　 第3号出土遺物実測図
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（ウ）土師式土器

4 は、土師式土器の皿である。口径11.0cm、底径7.2cm、器高2.7cmである。内外面と╙

離が進んでいて手法は不明であるが、底はロクロを使用した箆切底のようである。胎土中に

大粒の石が4個入っている。内面は、二次的焼成を受けて黒変している。

（4 ）第4 号建造物跡

本建造物跡は、Eϑϖ区、Eϑϗ区に位置する。第3号建造物跡と切り合い関係にある建造物跡

である。第2号住居跡の南側に隣接している。基盤面は、暗い黄茶色質土の中に暗い黄だい

だい色質土が混じった、弥生式土器を包蔵している土層であり、下層には、弥生時代の遺跡

があるわけである。柱穴内の堆積土は、一見して区別できる黄味灰色質土に 色質土がわ

ずかに混じった土質であった。第3号建造物が先行するものと思われる。

ア　建造物跡の状況

本建造物跡は、梁間2間、桁行3間の長方形をなす建造物である。桁行方向は、南北にあ 

ってN7°Eを指向している。

柱穴の大きさ、基盤面からの

深さからみて、問題になる柱穴

はみあたらない。

南側の梁間は、2間となって

いて、Pϑ～Pϓの中間にPϒが存

在する柱間で430cmとなっている。

柱穴一覧表　　　　　　　　　　　単位cm

柱　 穴　 番　 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

柱 穴 基 部 の 径 17 10 10 19 18 17 10 12 15 17

基盤面からの深さ 25 12 21 22 24 27 25 26 25 15

柱 間 の 測 定 値 425
220 210 130215 215 215 215 130

430 560 560

北側の梁間は、1間で425cmとなっている。桁行については、東側も西側も同じ間隔で、きれ

れいにそろっている。建造物内のPϑϐ、Pϑϑは、根太を支える柱穴か、棟木を支える柱穴の可能

性が考えられる。北西の隅に直径75cmの円形をなつピットが存在する。堆積土からみると同時

期のもので、炭化物が含まれていた、20㎝程度の浅い掘り込みである。南側の波線で示して

あるのは、この場所の下に第50号土壙状遺構、弥生時代のものが存在することを意味している。

イ　遺物の出土状況

基盤面上から出土した弥生式土器は、区別出土として扱い。ここでは、柱穴の法面上、あ

るいは、柱穴内より出土したものを取り上げることとした。Pϑ、Pϕ、Pϑϐの柱穴内からは、

川石が出土している。Pϖの柱穴内からは、土師式土器、粘土の焼土の固まり、炭化物（木炭

片）、等が出土している。このことと、ピットを合わせて考えると炉の可能性が十分考えられ
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る。建造物に関係するかそれは確信がもてない。すべての柱穴内から土師式土器片が出土し

ている。

ウ　出土遺物

出土した土師式土器片の内、実測できたのは、土師皿3 点である。

第38図　第4号建造物跡図
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（ア）土師式土器

1

2

3

1 ～3は、土師皿である。　1は、口

径6.Ocm、底径4.0cm、器高0.7～0．8cm

となった、薄手の完形品である。

2は、口径11.0cm、底径7.0cm、器

高25.3cmである。

3は、底径6.0cmである。これらの皿

は、良質の粘土が使用され、作りも丁

寧である。 離しているため、手法は、第39図　第4号出土遺物実測図

はっきりしないが、3の底は糸切底となっている。

（3）第5号建造物跡

本建造物跡は、Fϒϔ区、Gϒϔ区に位置する、他の4建造物からみると約40m東に離れた位置

にあって、第7号住居跡の東側に当たる。柱穴内の堆積土は、黄味灰色質土の中に  色土

がかなり多く混じっている。弥生時代の柱穴とは区別される。古墳時代の建造物ではないか

と推定される。

ア　建造物跡の状況

本建造物は、梁間11間、桁行22間の建造物で、桁行方向が南北にあって、ほぼ磁北を指向

している。南側の梁間は、Pϑ～Pϒ

Pϓとなっていて、270cmであり、北

側の梁間は、265cmでほぼ同じであ

る。桁行の長さは、東側か470cm、

西側が460cmと10cm短かくなってい

る。柱穴については、ほとんど同じ

ような深さであるが、Pϖだけ40　cmと

特に深くなっている。

柱穴一覧表　　　　　　　　　単位cm

柱　 穴　 番　 号 1 2 3 4 5 6 7 8 1

柱 穴 基 部 の 径 13 12 14 11 11 10 16 10 13

基盤面からの深さ 13 15 15 13 12 40 10 14 13

柱 間 の 測 定 値 170 100 220240 265160 100 210

イ　遺物の出土状況

弥生式土器を包蔵している層が、基盤面となっている。基盤面上及び柱穴内から須恵器の

破片が出土したが実測可能な遺物の出土はなかった。

本建造物の周辺部からは、高坏、坏、蓋坏等が出土している。これらは遺構に伴って出土
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したものではなく、基盤面上

あるいは、それより上部層か

らの出土であった。

以上、古墳時代から歴史時

代の建造物跡について記述し

てきたが、時代の決定につい

ては今後、検討を要するもの

と思われる。

第40図　第5号建造物跡図

4　 土器群

土器群と呼称したのは、出土遺物がかなり多く出土するが、それに伴って遺構の検出がで

きなかったものを土器群としたものである。本遺跡では、2か所に検出されている。

（1）第1号土器群

本土器群は、遺跡全体からみると西端に当たり、Cϑ区、Cϒ区に位置する。土師式土器及

び須恵器の中に弥生式土器が数点混じって300点余り出土した。実測できなかった破片の中に

は、内面に青海波状文、外面に格子目文のある破片51点、胴部から底部の破片と推定される

ものや、 の破損、蓋坏でつまみの部分と口縁部の破損したものなど10点近くあったが、復

元はできなかった。作図してあるものは、復元できるところまで行ったものである。

なお、土師式土器の破片も3 個体分の破片と思われるが、細片となっているため復元す

ることはできなかった。破片数は243点であった。弥生式土器2点の実測も含めている。
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第41図　第1号土器群平面図

1

2

3

4

5

6

7

第42図　第1号土器群出土遺物実測図

ア　弥生式土器

3 ・4は、弥生式土器の壺形土器の口縁部と推定する。3は、短形壺の口縁部であるが、

口縁がわずかに開いている。「く」の字状をなす口縁が破損し、摩滅したのではないかと検
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討した結果短形壺と判断した。胎土中に砂粒を含み、色調は、うすピンク色である。4は、

「く」の字状をなす口縁部である。口唇部にわずかであるが立ち上がりがついて、端面はカ

ット状になっている。胎土中に少量の砂粒を含み、色調は、うす茶色をしている。

イ　須恵器

須恵器として出土したものは、壺の口縁部3点、坏身1点、蓋坏1点である。蓋坏は完形

に近いが坏身は半分である。

（ア）壺

1は、壺の口縁部である。口径22㎝である。胴部の大きさを推定すると甕と扱うのが適当

であるかも知れない。頸部より外反して立ち上がり、口縁部で段をもって立ち上がり、口唇

部は丸くなっている。外面肩部には、たたきしめの条痕が残り、内面はなで仕上げとなって

いる。頸部から口縁部の内外面は、ロクロの条痕がはっきり残っている。色調は、明るい灰

色である。2│1と同じ器形である。

5は、長頸壺の口縁部ではないかと推定する。口径10.4cm、頸部径7.4cmで、頸部より上部

は完全に復元できている。頸部から口縁端部の間に稜が2か所あって、稜間に櫛による波状

文が施文されている。内外面に釉が使用され、外面の一部はふやけている。（胎土中の空気が

熱膨張して内外にふくらんでいる。）小指大5 か所、人差指大4 か所が目立つ。色調は灰色で

ある。

（イ）蓋坏

6 は、つまみのある蓋坏である。口径12.4cm、つまみ径3.4cm、つまみ高0.9cm、品高6.1cm

となっている。天井部外面には、ロクロの条痕が残り、内面には、箆による整形痕が残って

いる。その外は水引き仕上げとなっている。色調は、明るい灰色である。

（ウ）坏身

7は、坏身である、口径10.5cm、最大径12.0cm、立上り1.3㎝、現有器高3.9cmとなってい

る。底部外面には、ロクロの条痕があり、箆を使用したようである。それ以外は、水引き仕

上げとなっている。

－196



（2）第2号土器群

本土器群は、Aϔ区に位置する。遺跡全体からみると北西端になる。この土器群が検出され

た西側の水田とは落差があり、その上、かく乱されていて遺構の検出をすることができなか 

った。そのため、排土場所として使用したものである。

この土器群の下層部には、第9 号土壙状遺構があり、その遺構からは、弥生式土器、石器

等が出土している。この土器群に伴う遺構、掘り方等について、遺物の出土が始まった時点

で検出したが、それらをみつける層序の違いはなく、土器が散存するに過ぎなかった。

出土遺物の量は多く、コンテナー（43×65×13cm）に、土師式土器片が1 箱、須恵器片が

1.5箱出土している。復元できるものはそれを行い、実測できたものは、土師式土器10点と

須恵器26点である。

第43図　 第2号土器群平面図

ア　弥生式土器

1 は、壺形土器の口縁部である。頸部より大きく外反し、口唇部はカット状となっていて
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箆摩きがなされている。外面は横なで仕上げであるが、口縁部内面は、箆摩きである。胎土

中に大粒な砂粒を含み、色調は、うす茶色をしている。

イ　土師式土器

2～11は,比較的良質の粘土を使用した土師式土器である。7は、弥生式土器と土師式土

器の区別が困難である。また、2～7は、甕形土器、壺形土器の区別が困難である。ここで

は壺形土器として扱うこととした。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

第44図　 第2号土群土師式土器実測図
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（ア）壺形土器

1～7は、「く」の字状をした、口縁部の長い壺形土器である。口縁部は外反ぎみに開いて

いる。口唇部にそれぞれ丸みをもち、7はやゝ肥厚し、内湾ぎみである。表面が 離してい

て、はっきりしないが、3の内面に横なでの跡が残っている。5─内面には、胴部と頸部を

張り合わたつなぎ目がはっきり残っている。外面にはそれがみられない。

9は、たまねぎの形をした胴部に、口縁部が接合された薄手の土器である。それぞれの色

調は、うす茶色をしているもの、2、3、4、5、9。赤味だいだい色をしているもの、6・

うす黄だいたいをしているもの、7である。

8 は、甕形土器の器形をしている。「く」の字状の口縁で、胴部に張りがみられる薄手の土

器である。色調は、うす黄だいだい色である。

（イ）碗形土器

10は、半分以上あるが、底部が欠損している。口径12cm、現有器高4.7cmである。内湾した

立ち上がりで、口縁部で外反し、口唇部は薄くなっているが丸くおさめてある。色調は、う

す茶色である。11│、手づくねの土器である。内外とも指圧痕が残っている。口径は不整形

で9.2～10.1cmである。底部は丸底となっていて、器高は、6cmである。色調は、にぶ赤色（1 

63）である。

（ウ）その他　

これらの周辺部から出土したものは、区別出土遺物として扱った。　Aϔ区、Bϔ区、西側トレ

ンチを参照されたい、同じ時期の須恵器、土師式土器が出土している。

ウ　須恵器

（ア）蓋坏

1は、口径10.8cm、器高4.6cm、立上り2.1cmとなっている。天井部と口縁部を区別する稜

があって、天井部は丸くなっているが、4 段の箆削り成形による調整痕を残し、内部は3 段

の回転を利用したなで調整仕上げとなっている。口唇部にかえりを有し、口縁部は内湾ぎみ

の立上りで、内外ともなで仕上げとなっている。色調は、内面が明るい灰色（192）、外面が灰

色（195）となっている。

2 は、口径11.Ocm、器高4.2cm、立上り1.7cm≤なっている。1≤器形、調整仕上げの手法
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第45図　第2号土器群須恵器実測図
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はまったく同じである。口縁部がやゝ開いている。色調は、内面が明るい灰色（193）、外面が

灰色（194）となっている。

3は、口径11.3cm、器高4.6cm、立上り1.6cmとなっている。1と器形、調整仕上げの手法

はまったく同じであるが、口唇部にかえりをもたない。色調は、内面が灰白（191）、外面

が灰色（195）となっている。

4・5は、破片であるためつまみ部がついていたかどうかはっきりしない。4の推定口径

13.0cm、現有器高3.8cm、立上り2.Ocmとなっている。色調は、内外面とも明るい灰色（192）

をしている。5の推定口径14.0cm、現有器高3.Ocm、立上り2.3cmとなっている。色調は、内

外とも明るい灰色（193）をしている。

（イ）つまみ付蓋坏

6・7は、つまみのある蓋の完形品である。6は、口径12.6cm、器高6.1cm、立上り1.8㎝、

つまみ径3.1cm、つまみ高1.0cm≤⌂っている。天井部は丸くなっているが、5段の箆削り成

形による調整痕を残し、内部は8段の回転を利用したなで調整仕上げとなっている。口唇部

にわずかなかえりをもっている。稜より口唇部の間は、内外ともなで仕上げとなっている。

色調は、内面が明るい灰色（193）、外面が明るい灰色（192）をしている。

7は、口径11.9cm、器高5.5cm、立上り2.1㎝、つまみ径3.3cm、つまみ高0.9cmとなってい

る。天井部は丸くなっている。箆削り成形の段が明瞭でなくロクロ使用の条痕がみられる。

内部は、5段の回転を利用したなで調整仕上げとなっている。口唇部にかえりを有し、稜の

上側から口唇部にかけてなで仕上げがなされている。色調は、内面が黄味灰色（124）、外面が

明るい灰色（192）をしている。

（ウ）坏

8～15の内、13、15は、坏であるが、その外は、破片であるため高坏の坏部との区別がは 

っきりしないが、復元した破損部の状態から推定すると高坏の可能性が大である。

単 位 ：cm

番号 口径 受部径
器 高

（現有高）
立上り 長特　　

8 11 ．4 13．0 （　3．9） 1．7

口唇部にかえりを有する。受け部に落ち込みがある。受け部下には、箆削りの痕

跡が1 段みら れる。内 外面と もなで仕上げ となっ ている。色 調は、内面 が 青味灰色

（124）外面が明 るい灰 色（192）をしてい る。焼 成は軟質である。

9 11．4 13．0 （　4．5） 1．7

口唇部にかえりを有する。受け部に落ち込みがある。受け部下から5段の箆削り

成形による調整痕を残し、内外ともなで仕上げとなっている。色調は、内面が明る

い灰色（193）、 外面 が明るい灰 色（192） をしてい る。焼成良好であ る。
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単位：cm

番号 口径 受 部径
器 高
（現有高）

立上 り 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長

10 10．6 12 ．5 （　5．1） 1．8

口唇 部にかえりを有す る。受 け部に落ち込みがあ る。受 け部下には、4 段の箆削

り成形 による調整痕を残し、内 外ともなで仕上げ となっ ている。 色調は内面が 黄味

灰 色（124） 、外面 が明るい灰色（193） をしてい る焼成良好であ る。

11 10．6 12 ．2 （　3．3） 1．5
口唇 部にかえりを有す る。受 け部に落ち込みがな く直接立 ち上がってい る。 内外

面 と もなで仕上げ である。色調 は、 内外面と も明 るい灰 色である。焼成良好であ る。

12 11．4 12 ．9 （　3．3） 1．4

口唇部にかえりを有す る。受 け部は水平になって立 ち上 がっている。内外 ともな

で仕上げ となっている。 色調 は、 内面が灰色（194）、外面 が灰色（195）をしてい る。

焼成良好 である。

13 10．4 12 ．2 4．5 1．6

圷身の 完形品である。 口唇 部にかえりを有する。受け 部は水平になってい る。受

け部下 には、 箆削り成形 をした調整痕 を残し内部は4 段の 回転を利用した。なで調

整仕上げ となっている。 色調 は、 内外面と も灰色（195） をしている。胎土中に 長石、

石英の粗 砂粒が目立っ てい る。焼 成は良 好である。

14 11．0 13 ．0 （　3．8） 1．5

口唇 部にかえりを有し、受け 部は、 水平になってい る。受 け部下にくぼ みがあっ

て稜がで きている。内外面 ともなで調整仕上げとなっ てい る。 色調は、内外面 とも

明 るい灰 色（193 ）をしてい る。焼 成良 好である。

15 11 ．2 13 ．0 5．2 2．3

口唇 部にかえりを有し、受け 部に落ち込みがある。受 け部から下は、箆削 り成形

による調整痕が残り、内部は、5段の回転を利用した調整仕上げとなっている。口

縁部内 外面は特に丁寧ななで仕上 げとなっている。 色調は、 内面が灰白色（191）、

外面が 明るい灰色（192） となっ てい る。 焼成良好であ る。

（ェ）高坏

16～26は、高坏である。完形品は、17、26で、16、18は坏部が完形である。　19～25は脚部

で完形なものは、25で、残りのものは1/3～1/2程度のものである。　　　　単位：㎝
器 高
（現有高）

脚端
部径

脚部
高さ

坊部
高さ

特　　　　　　　　　　　　　　　番号 口径 受 部径 立上り 長

16 14．5 13 ．3（5 ．7） 1．8 5 ．1

三 方に長方形 （台形状） の透し窓のある脚部が接 合されていたこ と

が明 瞭であり、接合後 に透 し窓を穿った痕跡が みられる。受 け部下に

は、 歯数は、はつ きりしない が、 波状文がめぐ らされてい る。 それ よ

り下 には箆削り成形 による調整痕 を残し、内部 は回転を利用した調整

仕上 げとなってい る。受け 部までは内湾であるが、 過ぎると外反し、

外の ものと違った 器形 をしている。 色調は、内面 が明るい灰色（193）

外面 が明るい灰色（192 をしている。

17 10．5 12 ．5

8 ．8

8．5
1．5 8 ．2 4 ．5 4 ．2

坏部と脚部を接合したあと櫛状工具による11条の沈線を施しそのあ

と長方形（台形状） をした透し窓 が三方に穿た れてい る。 口唇部にか

えりを有し、受け部 に落 ち込みがある。受部下 には、2段の箆削り成

形による調整痕を残し、内部に3段の回転を利用した調整仕上げとな

っている。受け部下から、口唇部にかけて内外とも丁寧ななで仕上げ

がなされている。 色調 は、 内外とも黄味灰色（124） をしている。焼成

軟 質である。

18 10 ．7 12 ．9 6．4 1．5 4 ．5

脚部には四方に 直径1.2cmの 丸い穴 が穿たれてある。口唇部にかえり

を有し受け部に落 ち込 みがある。 受け部から下 には、3段の箆削り成

形による調整痕 を残し内外面とも回転を利用 したなで調整仕上げとな

っ ている。色調は、内 外面 と も黄味灰 色（124） をしている。焼成軟質

であ る。
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単位：cm

番号 口径 受部径
器　 高

（現有高）
立上り

脚端
部径

脚部
高さ

坏部
高さ

特　　　　　　　　　　　　　　　　 長

19 （2 ．7） 8 ．2
四方に長方形を した透 し窓のある脚部であ る。 色調は内面が明 るい

灰 色（192）、床面が灰 色（196 ）をしてい る。焼 成良 好である。

20 （5 ．0） 8 ．6 4 ．2
長方形をした透 し窓 が三 方にある脚部であ る。 色調は、内面が明 る

い灰色（193）、外面が 明るい灰色（192）をし てい る。 焼成は良好であ る。

21 （4 ．2） 8 ．6
長方形をした透 し窓 が三方にある脚部であ る色調は、内面が明 るい

灰 色（193）、外面が明 るい 灰色（192）をしてい る。 焼成は良好であ る。

22 （4 ．0） 9 ．0
長方形をした透 し窓 が三方にある脚部であ る。 色調は、内面が灰 色

（194 ）、外面が明 るい灰 色（193 ）をしてい る。焼 成は良 好である。

23 （4 ．1） 9 ．0
長方形をした透 し窓 が三方にある脚部であ る。 色調は内面が明 るい

灰 色（193）外面が明 るい 灰色（192）をしてい る。焼 成は良好であ る。

24 （3 ．3） 8．6
長方形をした透 し窓 が三 方にある脚部であ る。 色調は、内面が明 る

い灰色（192）、外面が灰 白色（191 ）である。焼成 は良 好である。

25 （4 ．8） 9．0 4 ．1

長方形をした透し窓 が三 方にある脚部であ る。坏 部に脚部を接合 し

てから窓は穿たれてい る。 色調は、内外面 とも黄味灰 色（124）をし て

い る。 焼成は良好であ る。

26 10 ．4 12 ．5
9．9

8．2
1．7 9．0 4 ．1 4 ．7

口唇部にかえりを有 し、 受け部は水平であ る。 基部の近くには、箆

削 り成形による調整痕 を残 し、内部は2 段の 回転を利用した。なで仕

上げ調整となっている。脚部には、三方に透し窓が穿たれてあり、長

方形（台形状）をしてい る。 なで仕上げであ る。

（オ）壺形土器

第46図の1～4は壺形土器である。　1は、第2号土器群より出土した壺で、これ1個であ

る。外には出土していない。残念なことに頸部より上部が欠損しているので、口縁部の様子

を知ることができない。胴部最大径は16.1cm、現有器高は10.4cmである。底部はやや尖りぎ

みで丸底となっている。肩及び内面には、自然釉のために緑がかった灰色をしている部分も

みられる。頸部から胴張りの下2cmの範囲には、櫛状工具による成形をした調整痕があり、

底部及びその周辺には、たたきしめの跡が残っている。調整痕とたたきしめの間4～5cmの

範囲はなで仕上げとなっている。その内面は、5段の回転を利用したなで調整仕上げとなっ

ており、上部は頸部にかけて水引き仕上げとなっている。

2～4は、本遺構跡には関係ないものである。県道三坂松山線の路肩改修工事中に、パワ 

ーショベルで掘り出したものである。出土位置は、本遺跡の北の端から約100m北進した道路

の西側である。その場所は水田で、表土から約50㎝下からの出土であるが、工事者が気付き

連絡を受けた時点で調査をしたところ、2～4の土器及び土師式土器の壺形土器1個体分、

須恵器、壺の口縁部1点、坏破片1点を採集している。遺構の性格はつかめてないが、地山

面に掘り込んである幅は80cm程度で水田下に延びているようであった。
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第46図　 第2号土器群及び採集須恵器実測図

5　 土 壙 状 遺 構

（1）第1号土壙状遺構

本遺構は、Dϓ、Dϔ区にかけて位置し、規模は、直径約70㎝のほぼ円形の掘り込みで、床

面は、南西から北東にかけて深くなっている。

最深部は19cmである。また、本遺構の南側に、

直径25cm、深さ8cm、北側には、直径20㎝、

深さ7㎝の柱穴がみられる。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、第48図で示すように、中央

部の法面近くから、繩文式土器片が出土して

いる。床面からの遺物は出土しなかった。

A　L　50．20m

第47図　第1号土壙状遺構図
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（ア）キャリパー形深鉢形土器

遺構内から出土した破片は、

全部復元することができた。口

径28.Ocm、口縁下最大径30cm、

胴部最少径23.Ocm、ふくらみ部

径23.0cmとなっている。器厚は、 

0.5cm内外で、比較的薄手の土器

である。胎土中に石英、長石、

金雲母を含む砂粒がみられる。

外表面には、整形の時点にでき

たと考えられる右から左へ移動

した石による跡が全面にみられ

る。内面には、それがみられな

いが、輪積みをした接合部の跡

 第48図　第1 号出土遺物実測図 が3か所みられる。胎土は、    

明るい茶色（149 ）、外面は黄茶色（168 ）、内面はうす茶色（114 ）で、焼成は良好である。

（2 ）第2 号壙状遺構

本遺構は、Dϔ、Eϔ区にかけて位置する。規模は、長軸229㎝短軸130㎝の長だ円形の掘り込み

である。床面は、西側から東側にかけてゆるやかに低くなっている。深さは中央部で17cm≢№る。

ア遺物の出土状況

本遺構からは、床面 よ

り法面にかけて、弥生式

土器片75点が出土している。

（ア）甕形土器

1は、推定口径24.6㎝

逆「L」字状の口縁をし

ている。口縁部の端面に

第49図
第2号土壙状遺構図
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刻み目がみられる。口縁下は、刷毛目調整後、箆状工具による7条の沈線と、2列の刺突文

が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいたい色（103）である。

2は、推定口径25.Ocmで、ゆるく外反する口縁をしている。口縁部の端面は、丸くおさめ

られている。口縁下は、5本歯の櫛状工具で施した20条の沈線と、その下に1列の剌突文が

めぐらされている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るいだいたい色（28）であるが、

外面の一部に  色がかっているところがみられる。3│⁸推定口径24.4cmで、逆「L」字状の

口縁をしている。口縁部の端面に刻み目が施され、外面に、刷毛目調整痕がみられ、内面に

は、指圧痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうすきだいだい色（102）であ

る。4│、推定口径16.4cmで、口縁部は、断面が三角形状をなす突帯を張り付けられている。

口縁下は、3本歯の櫛状工具で、3回めぐらした沈線が施文されている。胎土中に砂粒を含

み、外面はうす赤茶色(136)、内面はうすきだいだい色(114)である。5は、推定口径18.6㎝

で、口縁部は、断面三角形状をなす突帯が張り付けられている。端面には、刻み目がみられ、

内面は、横方向の箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいたい

色（103）で、外面に少し灰色がかったところがみられる。6│、推定口径15.Ocmで、断面

が三角形状をなす口縁をしている。内面には、一部箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂粒を

含み、内外面ともうす黄だいたい色である。

1

2

3

4

5

6

8

9

10
7

第50図　第2号出土遺物実測図

（イ）鉢形土器

7は、推定口径26．Ocm、胎土中に細砂粒を含み、外面は、 色がかったうすい黄茶色（123）

－206　－



であり、内面は、灰味黄茶色（137）をしている。

ウ　底部

8 、9、10は、外面に箆みがきの跡がみられ、胎土中に砂粒が含まれている。8は、内外面

とも明るいだいたい色、9は、  色がかったうすだいたい色、10の外面は、明るいだいた

い色で、内面はうす黄だいたい色である。

（3 ）第3号土壙状遺構

本遺構は、Dϔ区に位置する。規模は、長軸198cm、短軸156cmのだ円形の掘り込みで、床

面は、南から北にかけて深くなっており、中央部で21㎝である。床面の北端に、直径27cm、

床面よりの深さ28㎝の柱穴がみられる。また、本遺構の南側には、浅く掘り込まれた平担部

がひろがっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片11 

7点、土師式土器片9点、須恵器片

2点が出土している。床面の柱穴

から、土師式土器片が出土してい

る。

（ア）壺形土器

11は、推定口径14.0cmで、外反

する口縁の端部は、上下に肥厚し

ている。内面には、箆みがきの跡

がみられる。胎土中に砂粒を含み、

内外面ともうす茶色（114）である。

（イ）甕形土器

2 は、「く」の字状をなし、推定

A　L　50．20m

第51図　第3号土壙状遺構図
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第52図　第3号出土遺物実測図

口径14.0cmである。胎土中に砂粒

を含み、内外面ともうすだいだい

色である。3は、推定口径300cm

で、逆「L 」字の口縁をなし、口

縁下に、櫛状工具による7 条の沈

線が施されている。胎土中に砂粒

を含み、内外面ともうす黄だいたい

色である。4│、推定口径17.3

cmで、「く」の字状の口縁をなし、

胎土中に、砂粒を含み、明るいだ

いたい色（28）である。5は、推定

口径15.7cmで、「く」の字状の口縁

をなし、端面には、2本の沈線が

みられる。外面に刷毛 目調整痕内

面は、箆みがきの跡がみられる。

胎土中に砂粒を含み、内外面とも灰味黄茶色（137）で、一部褐 色がかっている。

（ウ）底部

6は、平底で、胎土中には砂粒を含み、外面は、箆みがきの跡がみられる。内外面とも黄茶

色（168）である。7⁸8、9は、上げ底で、7の外面は、刷毛目調整痕がみられる。胎土中

に細砂粒を含み、外面は、うすきだいだい色、内面は黄味灰色（124）である。8、9は、胎

土中に砂粒を含んでいる。8は、内外面ともうすい黄茶色、9は、内外面とも少し赤みがか 

った明るい茶色である。

（エ）須恵器

10は、壺形土器の口縁部ではないかと推定する。推定口径15.0cmで外反する口縁端部は、

丸くおさめられている。内外面とも黄味灰色である。11│、推定口径13.0cmの坏蓋で、内外

面とも、黄味灰色をしている。

（4）第4号土壙状遺構

本遺構は、Cϔ、Dϔ区に位置する。規模は、長軸475cm、短軸245cmの不整形な浅い掘り込
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みで、最深部で19cmである。南北両

側は、ゆるやかに掘り込まれている。

床面には、8個の柱穴があるが、本

遺構との関係は不明である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片27点

土師式土器片4点と小礫が床面より

遊離した状態で出土している。その

中で実測できたのは、弥生式土器底

部1点であった。

（ア）底部

平底をなし、胎土中に砂粒を含ん

第53図　第4号土壙状遺構図 第54図　第4号出土遺物実測図

でいる。内外面とも摩滅がひどく、うす黄だいたい色である。

（5）第5号土壙状遺構

本遺構は、Cϕ区に位置する。規模は、長軸490cm、短軸120cmの不整形な掘り込みである。

遺構内には、3個の柱穴がみられ、床面には、凹凸がかはりあり全体としてのまとまりは不

明である。最深部は、中央部で55㎝である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離した状態で、弥生式土器片108点、土師式土器15点、須恵器片

16点及び10個の石が出土している。
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（ア）底部

1、2とも、胎土中に少量の砂

粒を含み、1は、上げ底で、内外

面とも黄 色である。2は、刷毛

目調整痕がみられ、うす茶色でる。

（イ）土師式土器

3は、推定口径11.Ocm─ 形土

器である。胎土中に少量の細砂粒

を含み、内外面とも暗いだいたい

色（167）である。

（ウ）須恵器

4は、推字口径12.Ocm、受部径

13.9cmで、大きく外反した立ち上

がりをしている。内外面とも黄味

灰色をしている。

（6）第6号土壙状遺構

本遺構は、Bϕ、Cϕ区にかけて

位置する。規模は、長軸114cm、短

軸86cmのだ円形の掘り込みである。

床面は、平担であるが、西側から

東側にかけてゆるやかな傾斜があ

第55図　第5号土壙状遺構図

1

2

3

4

第56図　第5号出土遺物実測図

る。深さは、西側で10cm⁸東側で13cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、繩文式土器片1点弥生式土器片84点、法面近くさら、土師式土器片20点、
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V　 第6号土壙　800212

第57図　第6号土壙状遺構図

3

4

5

6 7 8

第58図　第6号出土遺物実測図の1

須恵器片8点と川石及び石器が出

土している。

（ア）繩文式土器

1 は、本遺構の南西部より出土

したもので、内外面とも条痕によ

る器面調整がなされている。

胎土中に石英、少量の黒雲母、

金雲母などを含む砂粒がみられる。

器形は、キャリパー形をした口

第59図　第6号出土遺物実測図の2 縁部であるが、第1 号遺構より出

土した鉢形土器とは、口縁の作りが異なっている。内面は黒色で、外面は灰味黄茶色である。

（イ）弥生式土器（器形不明）

2 は、細片のため器形は不明である。箆状工具による沈線と、貝殻による重孤文が施され

ている。胎土中には砂粒を含み、外面はうす茶色、内面はうす黄だいだい色である。

（ウ）壺形土器

3は、推定口径20.0cmで、内湾ぎみに外反する口縁である。端面には、凹線状のくぼみが

みられる。外面は、刷毛目調整痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい

だいたい色である。
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（エ）甕形土器

4は、推定口径24.2㎝で、逆「L」字状の口縁をなし、端面には刻み目が施されている。

内外面ともなで仕上げとなっている。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいたい色

で、外面には、一部黒変しているところがみられる。

（オ）底部

5～8は、平底で、胎土中に砂粒を含んでいる。6は、なで仕上げがなされている。内外

面ともうす黄だいだい色であるが、内面はうすく黒変している。5、8は、外面に箆摩きの

跡がみられる。5は、内外面ともうす黄だいだい色、8は、うす茶色である。　7は、外面に

指でなでた跡が残存している。内外面ともうす黄だいだい色である。

（7）第7号土壙状遺構

本遺構は、Aϔהϕ区にかけて位置する。規模は、長軸304cm、短軸122cmの不整形な掘り込み

である。床面は、中央部より南側で深くなり30cmである。床面には、3個の柱穴があり最深の

ものは、南側にあり、直径20㎝、床面よりの深さ22㎝である。

ア遺物の出土状況

本遺構からは、床面

から法面にかけて弥生

式土器片47点と法面上

より須恵器片6点が出

土している。

（ア）壺形土器

1 は、推定口径17.8

cmで、ゆるく外反する

口縁部である。胎土中

に細砂粒を含み、外面第60図　第7号土壙状遺構図
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第61図　 第7号出土遺物実測図

は櫛状工具による調整痕がみられ黄 色である。内面はうす茶色である。

（イ）底部

2 は、胎土中に砂粒を含み、外面はうすい黄茶色、内面は黄味灰色で、一部黒変している

ところがみられる。

（ウ）須恵器

3は、推定底径8.0cmの高坊形土器の脚部

である。外面は黄味灰色をなし、内面は灰

色である。透かし窓については、細片のた

め確認することはできなかった。

（8）第8号土壙状遺構

本遺構は、Bϕ区に位置する。規模は、長

軸328cm、短軸98cmの下整形な掘り込みであ

る。東西両端で少し深くなり、東側で52cm、西側

で60cm、中央部で26㎝である。本遺構

には、3個の柱穴からみられる。最大のも

のは、長径32cm、短径28cmで、床面からの

深さ18㎝である。

ア　 遺物の出土状況

本遺構からは、ほぼ全体に分布した状態第62図　第8号土壙状遺構図
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第63図　第8 号出土遺構実測図

で、小礫、弥生式土器片40点、土師式土器

片20点、須恵器片1点が出土している。こ

の中で、実測できたのは、弥生式土器片1

点と、須恵器片1点であった。

（ア）甕形土器

1 は、弥生式土器の甕形土器の口縁部である。推定口

径19.Ocm≢、「く」の字状の口縁をなく、口縁部の端面

は丸くおさめられている。頸部は、横なでがなされてい

る。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうすい黄茶色であ

る。

（イ）須恵器

2 は、推定口径13.0cm⁸現有器高3.4cm─坊蓋である。

口縁部内面には、凹線状のくぼみがみられる。内外面と

も黄味灰色をしている。外面の一部には、自然釉がかか

り緑色をしているところがみられる。

B　

L　

4
9
．
9
5
m

（9 ）第9号土壙状遺構

第64図　第9 号土壙状遺構図

本遺構は、Aϔ区に位置し、第2号土器群と重なって所

在する。規模は、長軸260cm、短軸95cmの長だ円形の掘り込みで、床面は、南から北側にかけ

て、ゆるやかに傾斜しており、深さは、中央部で40㎝である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、西側の掘り込み面より、弥生式土器片が出土しているが、細片のため図示

することはできなかった。

（10）第10号土壙状遺構

本遺構は、Bϕ・ϖ区にかけて位置し、第8号土壙状遺構の東側に隣接している。本遺跡内に

は、南北のトレンチを3 か所に設定し、セクションベルトを残してあった西側のものと重な
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る位置であるも。規模は、長軸の長さは370㎝、短軸は115cmとなっている。形としては、三

日月状の掘り込みである。この種の遺構に共通した掘り方で、孤の部分から弦に向うほど深

くなる掘り方をしている。床面は、2段の掘り方になっていて、上段の深さは35㎝、下段の

深さは40㎝となっている。

堆積土も、この種の遺構に共通した

黒色ローム質土である。視覚的には区

別できないが、触覚的には、下半分が

粘質土であり、上半分は、さくさくし

た土質である。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、繩文式

土器片4点と弥生式土器8点が出土し

ている。

弥生式土器片は、無文のもので時代

のきめてとなる破片の出土はなかった。

また、レベルからみても法面上から

の出土であるため、平面測をして取り

上げ、調査後合成したものである。

   繩文式器片は、床面に密着の状態

で第65図　第1O号土壙状遺構図                   出土したのではなく、法面から6～15

A　L　50．20m

㎝下からの出土であって、下層部から

出土したものは、①、②であり、③、④は上層部から出土したものである。

（ア）繩文式土器

1は、口縁部である。口唇部での径は、17.5㎝、現有器高は、46.0cmである。口縁部に突

帯が張り付けられ、右下りの繩文が施文してある。施文のあとに、直径0.3cmの先が丸い棒状

のものを使用して、拓影図のような施文がなされている。外面は、刷毛調整のあと研摩した

ものと推定する。胎土中には、長石、石英を含むごく小さい砂粒を含んでいる。色調は、内

面が暗い黄茶色（96）で、外面は、灰味黄茶色をしている。焼成は良好である。

2は、胴部の破片ではないかと推定する。現有器高は4.0cm⁸内径は15.0cm╩計測する。外

表面は、仕上げ加工のあとに施文がなされている。胎中に微細な長石、石英、角閃石を含ん
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でいる。色調は、内面が暗い黄茶色で、外面は灰味黄茶色をしている。焼成は良好である。

第66図　 第10号出土遺物実測図 
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1

３は、胴部の破片である。外面には、縄目の文様が残っている。胎土中に微細な石英、長

石を含む、色調は、内面が茶色(182) であり、外面は、黄茶色（53）である。焼成は良好で

ある。　４は、鉢形土器の口縁部ではないかと推定する。外反した立ち上がりをなし、口唇部

は丸くおさめられている。口唇部下0.5cmの外面に、１条の沈線がみられる。胎土中に長石、



石英の砂粒を含み、金雲母も含まれている。外面は刷毛調整をしたあと、研摩したようであ

る。色調は、内面が灰色(194)であり、外面は灰味黄茶色(137)である。以上の土器片は、

同じ遺構内より出土したので一括扱いすると繩文後期ではないかと推定する。

(11)第11号上壙状遺構

本遺構は、A6区の北端に位置する。規模は、長軸120cm、短軸106cmのだ円形状のものであ

る。床面は2段になっておリ、深さは、南側の上段部で11～14cm、下段の中央部で、44ｃｍで

ある。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面上段の延長面上

から法面にかけて、弥生式土器片が62

点が出土している。床面の北側からは、

床面より6cm 遊離した状態で、少量の

炭化物が出土している。

（ア）甕形土器

１は、推定口径27.Ocmで、外反する
第67図　第11号土壙状遺構図

１
４ ７

５ ８

２ ６ ９

３

第68図　第11号出土遺物実測図
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口縁部の端面は、丸くおさめられている。口縁下には、刷毛目調整後、６本歯の櫛状工具で

３回施文された18条の沈線と１列の刺突文が施されている。

 胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色で、一部褐色がかっている。２は、推

定口径23.0cmで､「く」の字状の口縁をなし、端面はカットされ平面になっている。口縁下に、

６本歯の櫛状工具で３回施文された18条の沈線、その下に１列の刺突文がめぐらされている。

   胎土中に砂粒を含み、内外面とも褐色がかったうす黄だいだい色である。３は、推定口径22

.0cmで、口縁は、張り付けによる断面三角形状をなしている。外面には、刷毛目調整痕が残

存している。胎土中に砂粒を含み、外面はうすい黄茶色で、一部黒変している。内面はうす

茶色である。

（イ）底部

４～６は、平底である。４は、胎土中に粗砂粒を含み、外面は明るいだいだい色、内面は

なで調整痕がみられ、うす黄だいたい色である。　５、６とも胎土中に砂粒を含み、５の外面

は、箆みがきがなされ、うすい黄茶色、内面は黄褐色である。　６の外面は、うす黄茶色を、内

面は灰味黄茶色である。　７～９は、上げ底で胎土中に砂粒を含んでいる。　７は、外面に一部

箆みがきの跡がみられ､内外面とも明るいだいだい色である。８の外面は、赤味がかった明る

い茶色、内面はうすい黄茶色である。　９の外面は、明るいだいだい色であり、内面はうす黄

味だいだい色で、一部うすく黒変している。

(12) 第12号土壙状遺構

     本遺構は、A7区の北端に位置する。北

側は発掘区域外にかかるため完全に検出

することはできなかった。発掘部分の規

模は、南北181cm、東西126cmであり、長

だ円形の掘り込みではないかと推定され

る。床面は、南東部が深くなっており最

深部で34cmである。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

(13) 第13号上壙状遺構

本遺構は、A4区に位置する。規模は、第69図　第12号土壙状遺構図
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長軸144cm、短軸109cmの隅丸方形の掘

り込みである。床面は、東から西側に

かけてゆるやかに傾斜している。深さ

は、中央部で43cmである。本遺構の南

北両端には、浅く掘り込まれた段状部

がある。

ア　遺物の出土状況

第70図　第13号土壙状遺構図

本遺構からは、床面 より少し遊離し

た状想で、 弥生式土器片78点が出土し

ている。中央部より東側に底部片、西

側に口縁部片が集中している。この中

で実測できたものは、口縁部５点、底

部３点であった。

（ア）壺形土器

１は、推定口径13.5cmで、

短頸壺形土器ではないかと推

定する。口縁部の端面は丸く

おさめられ、頸部に平行線文、

内面に箆みがきの跡がみられ

る。胎土中に砂粒を含み、外

面はうす黄だいたい色、内面

は灰味黄茶色である。

（イ）甕形土器

２は、推定口径23.5cmで、

ゆるく外反する口縁部である。

端面は丸くおさめられてい

る。　口縁下には、６本歯の櫛

状工具で２回の沈線、その下第71図　第13号出土遺物実測図
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に一列の刺突文が施文されている。内面には､横方向の箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂

粒を含み、内外面とも赤味がかったうす茶色である。3～5は、逆「L」字状の口縁である。

３は、推定口径29.5cmで、目縁部端面に刻み目があり、口縁下には、刷毛目調整後、箆状工

具による７条の沈線が施されている。内面に指圧痕が残存している。胎土中には、砂粒が含

まれ、外面は灰味黄茶色、内面は明るい茶色と一部うす黄味だいたい色である。4は、推定

口径21.5cmである。口縁部端面に刻み目が施されている。口縁下は、刷毛目調整後、3本歯

の櫛状工具で4回の沈線、その下に一列の刺突文が施されている。胎土中に砂粒を含み、外

面は明るい茶色で、一部褐色がかっている。内面はうすい黄茶色である。5は、推定口23

.0cmで、口縁部の端面に刻み目が施されている。口縁下は、刷毛目調整後、4本歯の櫛状工

具による沈線と波状文が施され、その下に、箆状工具による１列の刺突文がみられる。胎土

中に砂粒を含み、外面は茶色(182)､内面はうすく赤味がかった明るい茶色をしている。

（ウ）底部

６は、胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいたい色である。焼成はあまりよくな

い。　７・８は、外面に箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶

色である。８は、少し赤味がかっている。

(14) 第14号土壙状遺構

本遺構は、A7区に位置する。

規模は。東西に長径145cm 、南

北に短径140cm の円形で、ほぼ

垂直に近い堀り込みとなってい

る。床面は、平担であり、深さ

は中央部で60cmとなっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面

にかけて、10～20cm内外の石が

20個と、床面より遊離した状態

で弥生式土器片12点、土帥式土

器片4点、須恵器片2点が出土

－220 －
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 しているが、細片のため図示できなかった。

 第15号土壙状遺構

 本遺構は、B7区に位置する。規模は、長軸345cm、短軸130cmの不整形な掘り込みで、東側 

 からゆるやかに傾斜し、最深部は、中央部で53cmである。

 第74図　第15号出土遺物実測図

 ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離して、弥生式土器片23 

点、土師式土器片３点、法面上から須恵器片が１点が 

出土している。この中で実測できたのは、弥生式土器 

片１点、須恵器片2点であった。

 （ア）甕形土器

１は、推定口径22.2cmで、外反する口縁部の端面に 

刻み目がみられる。口縁下には、箆状工具による７条 

の沈線がめぐらされている。内外面とも箆みがきの跡 

がみられ、胎土中に砂粒を含み、外面はうす茶色、内 

面は明るいだいたい色をしている。

（イ）須恵器 第73図　第15号土壙状遺構図

 2は、坏蓋で推定口径12.Ocm、直立した口縁部とゆるやかな天井部とからなっている。内

外面とも灰色である。３は、高坏の脚部である。推定脚径9..2cmである。外面は､刷毛目調整

後、透かし窓があけられているが、何個あるかは不明である。内外面とも灰色である。
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(16) 第16号土壙状遺構

本遺構は、B7、C７区にかけて位置する。南北方向に長軸415cm、短軸180cmの三日月状の

掘り込みである。東側は、他の掘り込み面に比べて、急な掘り込みとなっている。床面は２

段になり、中央部より東側が深くなっており67cmである。また、本遺構の南、西側の掘り込

み面に2つの浅い柱穴があるが、本遺構との関係は不明である。

１ ２

３

第76図　 第16号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面からの出土遺物はな

く、床面より遊離し法面にかけて、弥生式

土器片23点、法面近くから須恵器片４点と

東側の掘り込み面に密着して、法面近くか

ら砥石が出土している。

（ア）底部

１～３とも、弥生式土器の底部である。

１は、内湾ぎみに外反した立ち上がりで

船土中に砂粒を含み、外面に箆みがきの跡

がみられる｡内外面ともうす黄だいだい色で、

内面は黒変している部分もみられる。　２の

底端部は、丸くなっている。胎土中に砂粒

を含み、外面はうす黄だいだい色で、一部

黒変している。内面はうす黄味だいだい色

である。　３は、上げ底で、胎土中に砂粒を第75図　 第16号土壙状遺構図

含み、内外面ともうす茶色である。
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(17) 第17号土壙状遺構

本遺構は、E7 区に位置し、南側が発掘区域外にかかるため、全容を確認することはできな

かった。遺構の規模は、南北265cm、東西175cmである。全体にゆるやかに掘り込まれている。

床面は平担で、深さは中央部で17cmである。また、床面の西端に柱穴がみられるが、本遺構

との関係は不明である。

ア　遺物の出土状況

本遺構においては、中央部から南東部にかけて、床面より3～5cm遊離した状態で、弥生

式土器片が５点、法面近くから10cm 内外の

石が出土している。

（ア）甕形土器

１は、推定口径20.0cmで、ゆるく外反す

る口縁である。口縁部内面は横なでがなさ

れている。胴部には、あまり張りがなく無く無

文である。内面は箆 みがきの跡がみられる。

胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄

だいだい色で、一部黒変しているところが

みられる。２は、推定口径26.0cm で、逆「

Ｌ」字状の口縁としている。　口縁下には、

箆状工具による７条の沈線が施文されてい

る。内面は箆みがきの跡がみられる。胎土

中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだ

い色である。

（18） 第18号土壙状遺構

本遺構は、E9区に位置する。規模は、長

軸315cm、短軸152cmの長だ円形の堀り込み

で、長軸方向は､N15 °Ｅである。北側は垂第78図　第17号出土遺物実測図
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直に込く、南側はゆるやかに掘り込まれている。床面は、中央部で深くなり最深部で53cmで

ある。

ア遺物の出土状況

本遺構からは、床面より10cm 以上遊離した状態で、弥生式土器片288点､法面近くから、須

恵器片18点と10～20cm内外の石も９個出土している。この中で、実測できたのは、弥生式土

器の口縁部５点と底部７点であった。この外、石器が3点出土している。

（ア）甕形土器

１は、推定口径24.0で、逆「L」字状の口縁をなし、口縁下には、箆状工具による5条の

沈線、その下に、2本歯の施文具による山形文があり、さらに、箆状工具による4条の沈線

と2列の刺突文が施されている。内面は、横方向の箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂粒

を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。

２は、推定口径25.Ocmで、逆「L」字状の

口縁をなし、端面に刻み目が施されている。

口縁下は、11条の沈線と２列の刺突文が施

されている。胎土中に砂粒を含み、内外面と

もうす黄だいだい色をしている。　3は、推定

口径25.Ocmで、逆「Ｌ」字状の口縁で、端部

は上下にわずかに肥厚し、端面には刻み目が

施されている。胎土中に砂粒を含み、内外

面ともうす茶色である。4は、推定口径22.0

cmで、張り付けによる逆「L」字状の口縁で

ある。端面には棒状工具による押圧文が施さ

れている。口縁下には、櫛目調整痕がみられ

る。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄

だいだい色で、一部黒変しているところがみ

られる。　５は、小形のもので推定口径13.Ocm

である。口縁部はゆるく外反し、胴部は、張

りがあり全体に丸味をもっている。内外面と

も箆みがきの跡がみられ､頸部内面には､指圧

第79図　第18号土壙状遺構図 痕があり接合部とみられる。胎土中に砂粒を

－224 －



ｌ ５ 10

２

６

３

７
11

８
12

４ ９

第80図　第18号出土遺物実測図

含み、内外面ともうす黄だいだい色で、外面の一部はひどく黒変しているところもみられる。

（ア）底部

6～10は、平底で、胎土中に砂粒を含んでいる。　6は、内外面ともうす黄だいだい色であ

る。　7・8は、内外面ともうす黄味だいだい色である。　9は、外面はなで仕上げがなされて

おり、うすだいたい色(14)､内面はうす黄味だいだい色である。10は、胎土中に金雲母を含

む砂粒がみられ、外面はうす黄味だいだい色、内面はうす茶色である。 11、12は、上げ底で

ある。11は、胎土中に粗砂粒を含み、内外面とも黄味だいだい色である。 12は、胎土中に砂

粒を含み、外面は摩滅が進行しピンク色、内面はうす黄だいだい色をしている。

(19)  第19号土壙状遺構

  本遺構は、C8 区に位置する。規模は、長軸194cm 、短軸68cmの長だ円形の浅い込みで、床 

面は中央部で9cmである。床面東側には、直径24cm、床面よりの深さ5cmの柱穴がみられる。

ア　 遺物の出土状況

本遺構からは床面に密着した状態で須恵器片2点、床面の柱穴から弥生式土器片が1点、
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第81図　第19号土壙状遺構図

第82図　第20・21号土壙状遺構図
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出土したが、細片のため図示できなかった。

（20）第20号土壙状遺構

本遺構はA8区に位置し、本遺構の北東部に隣接して第21号土壙状遺構が所在している。

規模は、長軸198cm、短軸120cmで長だ円形の掘り込みである。南側は２段に掘り込まれて

いる。床面は、ゆるやかに傾斜しており、最深部で32cmである。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

(21) 第21号土壙状遺構

本遺構は、A9区に位置する。本遺構北側は発掘区域外にかかるため、全容は検出できなか 

った。規模は、東西210cm､南北95cmで、全体に垂直に近い掘り込みとなっているが、東側は

2段に掘り込まれている。床面はほぼ平担であり、深さは中央部で38cmである。東側の掘り

込み面に柱穴が２個みられるが、本遺構と関係あるかどうかは不明である。

ア　遺物の出土状況

   本遺構からは、床面より15cm以上遊離した状態で、弥生式土器片が134点と法面近くから

１
２

７

３

４

６

８

９

５

第83図　 第21号出土遺物実測図
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10～15cmの石が2個出土している。この中で実測できたものは、壺形土器口縁部2点、甕 形

土器口縁部5点、底部2点であった。

(ア) 壺形土器

1は､ 推定口径16.0cmで､ 外反する口縁部の端面は､ 丸くおさめられている。胎土中に少量

の砂粒を含み､内外面とも赤味がかった明るい茶色である。2は、推定口径17.0cm で､反する口

縁部の端面はカットされている。胎土中に砂粒を含み､内外面ともうす黄味だいだい色である。

(イ) 甕形土器

3は、推定口径30.0cmで、ゆるく外反する口縁をしている。 口縁下は、刷毛目調整後、箆

状工具による4条の沈線が施されている。 胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいだ

い色で、外面の一部はうすく黒変している。4は、推定口径21.Ocmで、外反する口縁部の端

面に刻み目が施されている。 口縁下には、箆状工具による５条の沈線が施されている。内面

には箆みがきの跡がみられる｡胎土中に少量の砂粒を含み､内外面ともうすきだいだい色であ

るが、内面の一部は黄味灰色である。5は、推定口径20.0cmで、外反する口縁部の端面に刻

み目がみられる。口緑下には、箆状工具による５条の沈線が施されてる。胎土中に少量の砂

粒を含み、内外面ともうす黄味だいだい色をしているが、外面の一部はうすく黒変している。

6は、推定口径18.0ｃｍで、口縁端部は下方に肥厚しており、端面に刻み目が施されている。

口縁下には、刷毛目調整後、箆状工具で4条の沈線が施されている。胎土中に砂粒を含み

内外面とも黄褐色である。7は、推定口径29.0cmで､｢く｣ の字状の口縁をなす無文の土器で

ある。内面は横方向の箆摩きの跡がみられる。胎土中に少量の砂粒を含み、内外面ともうす

黄だいだい色で、外面の一部にうすく黒変しているところがみられる。

(ウ) 底部

8は、胎上中に多量の砂粒を含み、外面は明るい茶色(149)､内面は暗い黄茶色(96)である。

9は、わずかに上げ底になっている。胎土中に砂粒を含み、外面は箆みがきの跡がみられ、

黄味灰色をしている。内面はうす黄味だいだい色である。

(24)　第22号土壙状遺構

本遺構は、 B9区に位置する。規模は、長軸206cm、短軸92cmで、東西2つの堀り込みから
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できている。本遺構の北側には、5～10cm掘り下げた平担な部分がある。深さは、東側で30

第84図　第22号土壙状遺構図

cｍ、西側で27  cmである。

本遺構からは､遺物は出土しなかった。

（23） 第23号土壙状遺構

本遺構 は、C9･10区にかけて位置す

る。規模は、長軸206cm、短軸110cm

で、3段の堀り込みからなっている。

南側が最も深く34cmである。

本遺構からは。弥生式土器片が２

点出土しているが、細片のため図示

することはできなかった。

(24)  第24号土壙状遺第85図　第23号土壙状遺構

本遺構は、C10区に位置する。規模は、長軸135cm、短軸180 cmの隅丸方形状で、垂直に近
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い掘り込みをしている。床面は平担

になっており、深さは中央部で54cm

である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より30cmの間

に、弥生式土器片48点と、床面の北

西端に石が出土している。

（ア）甕形土器

第86図　第24号土壙状遺構図

１

２

３

第87図　第24号土出遺物実測図 １は、推定口径24.0cmで、外反す

る口縁部は、なで調整がなされている。胎土中に砂粒を含み内外面とも褐色がかったうす茶

である。　２は、推定口径24.Ocm で、逆「Ｌ」字状の口縁をしている。胎土中に砂粒を含み、

うす茶色をしている。

（イ）底部

２は、上げ底で胎土中に砂粒を含み、外面には、箆みがきの跡がみられる。内外面 ともう

す黄だいだい色である。内面は炭化物が付着し褐色がかっている。

第88図　第25号土壙状遺構図
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(25) 第25号土壙状遺構

本遺構は、C11区に位置し、東西２つの掘り込みよりなっている。束側に所在する遺構は、

長軸152cm､短軸88cmのだ円形の掘り込みで、床面は、北側からゆるやかに傾斜し、中央部よ

り少し南側で深くなっている。最深部で46cmである。西側に所在する遺構は､長軸166cm短軸

110cmのだ円形で、２段に掘り込まれている。床面は、北から南にかけてゆるやかに深くなっ

ており最深部で63cmである。　２つの掘り込みの重なるところは、ゆるやかな傾斜が、みられ

    る。

ア　遺物の出土状況

西側の掘り込みからは、法面近くより弥生式土器片14点と

第89図第25号出土遺物実測図 長さ15cmの石が出土している。東側の掘り込みからは、南側

の掘り込み面の肩部より弥生式土器片１点出土している。こ

の外に石器が１点出土している。

（ア）底部

東側の掘り込みの南側の肩部より出土した遺物である。上げ底となっており、内外面とも

摩滅が進行しており手法は不明である。胎土中に砂粒を含み、外面は明るいだいだい色、内

面はうす黄だいだい色である。

第90図　第26号土壙状遺構図
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(26) 第26号土壙状遺構

本遺構は、Ｂ11区に位置する。規模は、長軸305cm、短軸80cmの隅丸方形の掘り込みである。

床面は、西から東にかけてゆるやかに傾斜している。深さは最深部で36cmである。本遺構の

東西両側は、柱穴状の掘り込みと切り合っている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、中央部より東側を中心に

床面上から、小さい礫と弥生式土器片44点

及び石器が１点出土している。また南側の

床面に密着した状態で、長さ27cmの大きさ

の石が出土している。

（ア）底部

１
４

２

５

３

第91図　第26号出土遺物実測図

１～５は、ともに胎土中に砂粒が含まれている。１、２は、やや内湾ぎみな立ち上がりと

なっている。内外面とも灰味黄茶色である。　３は、外面はうす黄だいだい色をなし、内面は

うす茶色である。４は、推定底径11.Ocmで、大形の底部である。内外面ともうす黄味だいだ

い色で、一部黄味灰色である。　５は、外面に箆みがきの跡がみられ、うす黄味だいだい色を

している。内面は、指なでの跡がみられ、うす黄だいだい色をしている。

(27) 第27号土壙状遺構

本遺構は、B11区に位置する。規模は、長軸132cm、短軸55cmで、西側が丸くなっており、

だ円形状の掘り込みである。床面は、東側から西側にかけてゆるやかに傾斜がある。深さは、

中央部で18cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片90点が、中央部と南東部に集中して出土している。
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第92図　第27号土壙状遺構

（ア）壺形土器

１は、推定口径12.0ｃｍで、ゆるく外

反する口縁部の端面は丸くおさめられ

ている。頸部から胴部にかけて櫛目痕

がみられる。胎土中に砂粒を含み、内

外面ともうす黄だいだい色である。2

は、推定口径14.0cm で、大きく外反す

る口縁部の端面はカットされている。

頸部には、突帯が張り付けられ、刻

み目が施されている。胎土中に砂粒を

含み、内外面とも赤味がかったうすだ

いだい色である。

３は、法面上から出土したも

のである。推定口径17.0cmで、

外反する口縁部の端面は、丸く

おさめられている。口縁内面に

突帯が張り付けられている。頸

部には箆状工具による７条の沈

線とその下に２本の突帯が張り

付けられ、剌突文が施されてい

る。胎土中に砂粒を含み、内外

面とも箆みがきの跡が残存して

おりうす黄だいだい色である。

（イ）甕形土器

３

第93図　第27号出土遺物実測図

４は、推定口径19.Ocmで、ゆるく外反する口縁をしている。口縁下には、刺突文が上下交

互にめぐらされている。内面には、箆みがきの跡が残っている。胎土中に砂粒を含み､内外面

とも褐色がかったうす黄だいだい色である。　５は、椎定日径21.Ocmで、逆「Ｌ」字状の口縁

をしている。口縁下には、櫛状工具による平行沈線が４条残存している。胎土中に粗砂粒を

含み、内外面とも明るいだいだい色である。6は、推定口径19.5cmで､「く」の字状の口縁を

している。端面に刻み目が施されており、口縁部、頸部は横なでがなされている。胴部は張

りがある。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうすだいだい色である。

- 233 -

１
４

２
５

６

７



(28) 第28号土壙状遺構

本遺構は、C12区に位置する。規模は、長

軸118cm､短軸70cmの隅丸長方形の掘り込みで

ある。床面は、平担であり、中央部で深さ21

cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片18点と７個の
第94図　第28号土壙状遺構図　　　　　　　　石が床面より少し遊離して出土した。いずれ

も、細片のため図示できなかったが、この中には刷毛目調整痕が残存しているものがあった。

(29) 第29号土壙状遺構

本遺構は、B12、C12区にかけて位置する。規模は、長径216cm、短径196cmで、円形の掘り

込みである。壁面は、全体に垂直な立ち上がりとなっている。床面は、中央部より西側が少

し深くなっているが、ほぼ平担である。最深部で48cmとなっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは。床面か

ら法面にかけて、ほぼ全

体から弥生式土器片322

点と石器が10点出土して

いる。また法面上より、

本遺構と関係ないと思わ

れる須恵器片１点出土し

ている。この中で実測で

きた土器片は、弥生式土

器の口縁部14点と底部９

点であった。

第95図　第29号土壙状遺構図
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（ア）壺形土器

１は、推定口径22.2cm外反する口縁をなし、端面は丸くおさめられている。器厚はうすく、

内面は箆摩きがなされている。

胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色である。
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第96図　第29号出土遺物実測図
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（イ）甕形土器

２は、推定口径19.5cmで、ゆるく外反する口縁をなし、端面に刻み目が施されている。外

面には何毛目調整痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面とも灰味黄茶色である。

３は、推定口径18.8cmで、ゆるく外反する口縁である。胎土中に砂粒を含み、内外面とも

うす黄だいだい色である。　４は、推定口径19.0cmで、ゆるく外反する口縁部の端面は丸くお

さめられている。口縁部及び頸部は横なでがなされている。外面は刷毛目調整痕がみられる。

胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色である。　５は、推定口径18.０ｃｍで、逆「Ｌ」

字状の口縁である。口縁下は、箆状工具による５条の沈線が施文されて、箆摩きがなされて

いる。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。　６は、推定口径22.Ocmで

逆「Ｌ」字状の口縁である。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色である。　７は、推

定口径21.Ocmで、６と類似し、やや薄手である。外面は刷毛目調整及び箆摩きがみられる。

内面には指圧痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色で、一部黒

変している。８は、推定口径24.Ocmで、逆「Ｌ」字状の口縁の端面に刻み目が施されている。

口縁下には､櫛目調整後､６本歯の櫛状工具で３回の沈線とその下に刺突文が施されている。

胎土中に砂粒を含み、外面は褐色がかったうす茶色、内面は箆摩きの跡がみられ、うす黄

だいだい色である。　９は、推定口径20.０ｃｍで、逆「Ｌ」字状の口縁である。口縁部上面には

９本歯の櫛状工具による「ハ」の字状が施され、口縁下に同じ工具により３回の沈線と、箆

状工具による１列の刺突文が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも箆摩きがなさ

れ、うす茶色で、一部うすく黒変している。 10は、推定口径19.Ocmで、断面三角形状の突帯

を張り付けた口縁である。口縁下は、櫛状工具による沈線が施され、その下に連続して刺突

文が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも箆摩きがなされ、うす黄だいだい色で

ある。11は、推定口径18.5cmで、逆「Ｌ」字状の口縁をしている。胎土中に砂粒を含み、内

外面とも明るい茶色である。 12は、推定口径16.5cmで､「く」の字状の口縁である。口縁部端

面に刻み目が施されている。内外面とも箆摩きの跡が残存している。胎土中に少量の細砂粒

を含み、内外面とも明るい茶色であるが、外面の一部はうすく黒変しているところがある。

13は、推定口径21.Ocmで､「く」の字状の口縁部である。端面は丸くおさめられている。

口縁下は、４本歯の櫛状工具で４回の沈線と箆状工具による刺突文が施されている。外面

は櫛目調整痕が残在している。胎土中に砂粒を含み、外面は赤味がかったうす茶色、内面は

うす黄だいだい色である。14は、口径18～19cmで､「く」の字状の口縁である。頸部から胴部

にかけて刷毛目調整痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面とも赤味がかった明る

い茶色で、一部黒変しているところがみられる。
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（ウ）鉢形土器

胎土中に少量の砂粒を含み、内外面とも黄褐色(86) で、一部黒変している。

（エ）底部

16・19・20は、外面に箆摩きがなされている。胎土中に砂粒を含み、16はうす茶色、19は

うす黄だいだい色、20は、灰味黄茶色である。17・23は、外面に刷毛目調整がな｡されてい

る。胎土中に砂粒を含み、17は、明るい茶色、23は、暗いだいだい色である。18・22は、上

げ底である。胎土中に砂粒を含み、ともに暗いだいだい色である。 24は、台付の底部である。

台部には、孔径0.5cmの穴が２個組で対称となるようにあけられている。胎土中に砂粗を含

み、内外面ともうす黄だいだい色であるが、外面下半分は黒変している。

(30) 第30号土壙状遺構

本遺構は、C12区に位置す

る。規模は､長軸270cm、短軸

100cmの隅丸長方形で､東側か

らゆるやかな傾斜をもつ掘り

込みとなっている。深さは中

央部で30cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、法面近くか

ら弥生式土器片８点と石が７

個出土している。土器は、摩第97図　第30号土壙遺構図

滅が進行しており細片のため図示できなかった。

(31)第31号土壙状遺構

本遺構は、B12･13区 にかけて位置する。規模は、長軸260cm 、短軸210cm で、東側が張り出し
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15は、推字口径27.0cm で、ゆるく外反する口縁部をしてい る。口縁部の端面下に、刻み目

がめぐらされている。 口縁下には、櫛目調整がみられ、内面は箆みがきの跡が残存している。



ているだ円形の掘り込みである。床面は、船底状になっている。深さは、中央部57cmである。

本遺構の南東部に、浅い掘り込みがひろがっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構から出土した遺物は、床面から遊離した状態で、全層に包蔵されていた。弥生式土

器片は230点であった。法面上には､土師式土器片３点、須恵器片３点が出土しているが、遺

構との関係はうすいものと推定する。実測できたものは、弥生式土器の口縁部７点と底部６

点であった。この外に石器が１点出土している。

第98図　第31号土壙状遺構図

（ア）壺形土器

１ は、 推 定 口 径25.0cm で、 頸 部 よ り 外 反 す る 口 縁 部 の端 部 は 、 上 下 に 肥 厚 し て い る。 端 部
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下方に、棒状工具による押圧文が施されている。口縁部内面は、突帯が張り付けられ、箆摩

きがなされ、突帯に刻み目が施されている。また、口縁内面の端部に一列の刺突文がめぐら

されている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色であり、焼成は良好である。

（イ）甕形土器

２～８は、甕形土器の口縁部で、胎土中に砂粒を含んでいる。　２は、推定口径21.5cmで、

外反する。縁部の端面に、刻み目が施されている。口縁下には、箆状工具による８条の沈線

が残存している。内面は箆摩きがなされている。内外面ともうすい黄茶色で、外面の一部は

うすく褐色がかっている。　３は、推定口径27.0cmで、外反する口縁部の端面下に、刻み目が

施されている。口縁下には、箆状工具による10条の沈線、その下に、２列の刺突文がめぐら

５

６

７

８

13

１

２

３

４

９

11

10 12 14

第99 図　 第31 号 出 土 遺 物 実 測 図
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されている。内面に箆みがきがみられる。内外面とも明るい茶色である。４は､推定口径24.0

　　　cmで、外反する口縁部の端面に、刷毛目調整痕が残存している。内外面ともうす黄だいだい

色である。　５は、推定口径24.Ocmで、口縁端部は肥厚している。胴部は張りがなく無文であ

る。内面に箆みがきの跡がみられ、内外面とも明るい茶色である。６は、推定口径26.０ｃｍで、

断面が三角形状をなす口縁部である。口唇部は、つまみ出しによって作られ、指圧痕が残っ

ている。外面は暗いだいだい色、内面は黄茶色である。７は、推定口径25.5cmで､「く」の字

状の口縁をしており、端面に刻み目が施されている。口縁下に。箆状工具による６条の沈線

とその下に２本の平行斜線文、さらに６条の箆描き沈線と一列の刺突文が施されている。

外面は刷毛目調整痕がみられ、内外面ともうす黄だいだい色である。　８は、推定口径21.0

ｃｍで､「く」の字状の口縁をしている。口縁端面に刻み目が施されている。外面はうす黄だい

だい色、内面はうすい黄味灰色である。

（ウ）底部

９は、胎上中に砂粒を含み、外面はうす黄だいだい色、内面は灰味黄茶色である。10～15

は、上げ底となっている。10は、胎土中に砂粒を含み、外面に刷毛目調整痕がみられ、うす

い黄茶色である。内面はうす黄味だいだい色である。11は、胎土中に砂粒を含み、外面は明

るい茶色､内面は灰味黄茶色である。12は、胎土中に少量の砂粒を含み､外面は箆みがきがな

され、うすい黄茶色、内面はうす黄だいだい色である。13は、胎土中に砂粒を含み、外面に

箆みがきがなされ､内外面とも灰味黄茶色である。14は､張り付けによる平底と思われる断面

となっている。胎土中に砂粒を含み、外面は箆みがきがなされ黄茶色であり、内面は灰味黄

茶色である。

(32)  第32号土壙状遺構

本遺構は、B12･13、C13区 にかけて位置する。

規模は、長軸166cm 、短軸132cm のだ円形の掘り

込みである。南西部には、グリット杭があり、

図のような検出となった。床面は、西から東側

に傾斜している。深さは、最深部で42cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片8点、須恵器片第100図　第32号土壙状遺構図
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３点が、いずれも法面近くから出土している。この中で、実測できたものは、弥生式土器の

底部の１点であった。

（ア）底部

上げ底であり、胎土中に砂粒を含み

外面は暗いだいだい色、内面は灰味黄

茶色である。

第101 図　第32号出土遺物実測図

(33)第33号土壙状遺構

本遺構は、D11区に位置す

る。規模は、長軸190cm､短軸

80cm、深さは、中央部で20cm

の隅丸方形状の掘り込みであ

る。南北両端は別の掘り込み

と重なった状態である。南端

に隣接する遺構は、長径73cm、

短径58cmのだ円形で、深さは

最深部で35cmである。北側に

隣接する遺構は、長径98cm、

短径75cmのだ円形で、深さは

最深部で53cmである。第 102図　第33号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、法面近くから、弥生

式土器片103点と石が５個出土してい

る。また、北側に隣接している遺構の

床面から弥生式土器片が出土している。

南側に隣接する遺構からは、遺物は出

土しなかった。

１

３

４

２

第 103図　 第33号出土遺物実測図
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(ア) 壺形土器

１は、推定口径19.０ｃｍで、外反する口縁部の端面に、２本歯の施文具による山形文が施さ

れ、外面は、櫛状工具による調整痕が残存している。頸部には、突帯を張り付けた後、指に

よる押圧文が施されている。胎土中に砂粒を含み、外面は暗いだいだい色(167)､内面は灰味

黄茶色をしている。

２は、北側に隣接する遺構の床面から出土した遺物である。推定口径24.0cmで、ゆるく外

反する口縁である。口縁下は、刷毛目調整後、３本歯の施文具で沈線が３回施されている。

内面は箆みがき痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす茶色である。外面

の一部は黒変しているところもみられる。

（ウ）底部

3・4は、上げ底となっており、胎土中に砂粒を含んでいる。3は、外面は、なで仕上げが

なされ、明るい茶色、内面はうす茶色である。4は、内外面ともうす黄だいだい色で、外面

に一部黒変しているところがみられる。

(34) 第34号土壙状遺構

本遺構は、D13･14区

にかけて位置する。

規模は、長軸203

cm、短軸113cm の長

方形で、垂直に近い

状態で掘り込まれて

いる。北西部の肩部

は、浅い掘り込みが

ひろがっている。床

面は、東から西側に

かけて、ゆるやな傾

斜がある。深さは、

最深部で32cmである。第 104図　 第34号土壙状遺構図
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(イ) 甕形土器



また、床面上に、柱穴がみられるが、本遺構との関係は、不明である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、中央部より西側に集中し、床面より法面にかけて弥生式土器片81 点と、長

さ16cmの川石が出土している。また、法面上からは、須恵器片が３点出土している。この中

で実測できたものは、弥生式土器の口縁部８点と底部３点であった。

（ア）壺形土器

1は、推定口径23.Ocmで、外反する口縁の端部は、少し肥厚し、口縁部端面は、丸くおさ

められている。 胎土中に砂粒を含み、外面は黄味灰色、内面は灰味黄茶色である。2は、推

定口径13.4cmで、外反する口縁部の端面は、丸くおさめられている。口縁部内面に、突帯が

張り付けられ、端部には、2個の穴が1.3cm の間隅であけられている。頸部に、突帯が張り付

けられ。刺突文が施されている。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい灰色である。3は、

推定口径16.0cm で、口縁の端部は、上方に肥厚し、端面には、2本の凹線が施されている。

胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。　4は、推定口径23.0cm で、外

反する口縁の端部は、上下に肥厚し、端面には、箆状工具による「X」字状の刻み目がみら

れる。内面は箆みが きの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み、内外面とも明るい茶色である。

（イ）甕形土器

5は、推定口径23.0cm で、逆「L」字状の口縁をしており、口縁部の端面に刻み目が施さ

れている。口縁下は、箆状工具による8条の沈線、2列の刺突文、さらに7条の沈線が施さ

れている。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいだい色をしている。6は、推定口

径22.0cmで、逆「L」字状の口縁をしており、口縁部の端面に刻み目が施されている。頸部

には、なで仕上げの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み、外面は灰味黄茶色、内面はうす黄

味だいだい色である。7は、推定口径24.6cmで、逆「L」字状の口縁をしており、 口縁部の

端面に刻み目が施されている。胴部は少し張りがあり、一部箆みがきの跡がみられる。胎土中

に砂粒を含み、外面は黄味灰色、内面はうす黄味だいだい色である。　８は、推定口径25.4cm

で、逆「Ｌ」字状の口縁をしており、口縁部の端面は丸くおさめられている。胎土中に砂粒

を含み、外面灰味黄茶色、内面はうすい黄茶色である。
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（ウ）底部

９は、平底で胎土中に砂粒を含み、外面は明るいだいたい色で一部黒変し、内面はうす黄

味だいだい色である。10は、平底で、胎土中に砂粒を含み、外面はうすい黄茶色、内面はう

す黄だいだい色である。11は、わずかに底が上がっている。胎土中に砂粒を含み、外面はう

すい黄荼色、内面はうす黄味だいだい色である。

（35） 第35号土壙状遺構

１

５ ９

６

10

１ １

７

３

２

８４

第105 図　第34号出土遺物実測図

本遺 構は、D13 区に位置する。

規模は､長軸144cm 、短軸は、西側

で91cm､ 東側で116cm である。中央

部で少しくびれており、全体に垂

直に込く掘り込まれている。深さ

は､西側で46cm､東側で50cmで ある。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面に

かけて、弥生式土器片64点が出土第 106図　第35号土壙状遺構図
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している。この中で実測できたの

は、壺形土器蓋部１点、鉢形土器

口縁部１点と底部１点であった。

（ア）壺形土器の蓋

３は、壺形土器の蓋ではないか

と推定する。口径11.Ocm､ 器高3.６

ｃｍで、中央部には、つ まみ部の痕

第107図　第35号出土遺物実測図 跡がみられる。また、外面は箆 み

がきがなされ、左右対称に２個組

の穴があけられ、その下に、箆状工具による4条の沈線が施されている。胎土中に砂粒を含

み、内外面ともうす黄だいだい色であるが、外面の一部はうすく黒変している。

（イ）鉢形土器

１は、推定口径23.Ocm、口縁部は折り曲げられ水平になっている。口縁下に突帯が張り付

けられ指頭痕がみられる。胎土中に少量の細砂粒を含み、内外面とも黄だいだい色(66) で

ある。

（ウ）底部

３は、推定口径30.０ｃｍで、大形土器の底部

である。胎土中に砂粒を含み、内外面ともう

す黄味だいだい色である。

(36)  第36号土壙状遺構

本遺構は、F13 区に位置する。南側は発掘

区域外にかかるため、北側のみの検出となっ

た。

規模は、南北135cm 、東西120cm で、床面は、

ほぼ平担であり、深さは中央部で30cm である。

第108図　第36号土壙状遺構図
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ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より10cm以上遊離した

状態で、弥生式土器片が14点出土している。

この中で、実測できたのは底部1点であった。第109図　第36号出土遺物実測図

（ア）底部

上げ底となっており、外面に刷毛目調整痕が残存している。胎土中に砂粒を含み、外面は

うすい黄茶色、内面はうす黄味だいだい色で一部黒変しているところがみられる。

(37) 第37号土壙状遺構

本遺構は、D14、E14区にかけて位置する。規模は、長径106cm、短径100 cmの円形をしてい

る。床面は、北から南側にかけてゆるやかな傾斜があり、深さは、最深部で20cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より法面にかけて弥生式土器片2点と北側の肩部から土師式土器片42

点が出土している。この中で実

測できたのは、弥生式土器の口

縁部1点と土師式土器の5点で

あった。

（ア）壺形土器

    1は、推定口径11 .Ocmで、鍬

形平担口縁をしており、頸部に

は箆状工具による沈線と削り出

された突帯に刻み目が施されて

いる。胎土中に砂粒を含み、外

面はうすい黄茶色、内面は明る

い茶色である。第 110図　 第37・38号土壙状遺構図
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（イ）土師式土器

2～6は、胎土中に少量の砂粒を含み、内外面ともうすい黄味だいだい色をしている。2

は、推定口径13.Ocm、底径6.0cm､ 器高2.6cm、3は、推定底径9.4cm､ 現有高1.lcmである。4

は、推定口径12.Ocm、底径7.4cm 、器高2.6cm、5は、推定口径12.0cm、底径7.0cm、器高2.7

cm、6は、推定口径12.Ocm 、底径7.Ocm、器高2.6cmである。2と6の底は、箆切りとなっている。

１

２

３

５

８

４

６

７

第 111図　 第37・38号出土遺物実測図

（38） 第38号土壙状遺構

本遺構は、E14区に位置する。規模は、長軸120cm、短軸90cmの隅丸長方形状である。床面

は平担で深さは中央部で32cmである。西側は深さ42cmの掘り込みがある。
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ア　遺物の出土状況

  本遺構からは、中央部より西側の掘り込みの床面より12～17cm遊離した状態で、弥生式土

器片が60点 と、本遺構の北側の掘り込み面の肩部より土師式土器片が10点出土している。弥

生式土器片は、いずれも細片で図示できなかったが、中には、刷毛目調整痕が残存している

ものがあった。

（ア）土師式土器

7・8は、土師皿である。ともに胎土中に少量の砂粒を含み、内外面ともうす黄味だいだ

い色である。7は、推定口径11.０cm、現有高1.7cmである。8は､推定口径11.Ocm 、底径7.0

cm、現有高2.6cmである。

(39)第39号土壙状遺構

本遺構は、E14区に位置する。規模は、長

径110cm、短径100cmの、円形のゆるやかな掘

り込みで、深さは中央部で18cmである。床面

には柱穴がみられる。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離した状態で、

弥生式土器片６点が出土しているが、細片の

ため図示できなかった。

(40) 第40号土壙状遺構

本遺構は、E14区に位置する。規模は、長

径150cm、短径130cmのだ円形で、ほぼ垂直に

近い状態で掘り込まれている。深さは中央部

第 112図　 第39・40号土壙状遺構図

で40cm である。

本遺構からは、法面上より弥生式土器片が1点出土しているが、図示できなかった。
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(41) 第41号土壙状遺構

本遺構は、E10区に位置し、第5号竪穴状

遺構の西側に所在する。規模は､長187cm、

短軸86cmの長だ円形の掘り込みで、深さは中

央部で23cmで、床面には、3個の柱穴がみられ

る。本遺構の西側に隣接して､長軸160cm、

短軸62cmの長方形で、深さは、中央部で22cm

の掘り込みがある。

第 113図　第41号土壙状遺構図

第114 図　第41号出土遺物実測図

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より法面にかけて弥生

式土器片が10点出土している。この中で実測

できたのは、底部1点であった。また、西側

の掘り込みからも、床面から法面にかけて弥

生式土器片が出土している。

（ア）底部

平底となっている。胎土中に少量の砂粒を

含み、外面はうす茶色、内面はうすく黒変し

ている。

（42） 第42号土壙状遺構

本遺構は、F14区に位置する。南端は、発

掘区域外にかかるため全容は検出できなかっ

た。

第 115図　第42号土壙状遺構図
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規模は、南北160cm、東西108cmで、床面は、

2段になっており、中央部には柱穴がある。

深さは、最深部で25cmである。



ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離した状態で、弥生式土器片が７点出土している。細片のため

図示できなかったが、この中には、刷毛目調整痕が残存しているものがあった。

(43) 第43号土壙状遺構

本遺構は、F14区に位置

する。南側は、発掘区域外

にかかるため、北側のみの

検出となった。規模は、東

西170cm､南北75cmの半円形

で、床面は東側で深くなっ

ており36cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、北側壁面の肩部より、

弥生式土器片が1点出土しているが、細

片のため図示できなかった。

(44)第44号土壙状遺構

本遺構は、E15、F14･15区にかけて位置

する。規模は、長径150cm、短径142cmの

だ円形で、全体に垂直に近い掘り込みと

なっている。床面は平担で、深さは中央

部で30cmである。床面の東端に、長径20

cm、短径17cm、床面よりの深さ8cmの柱

穴がみられる。また、本遺構の南側に隣

接して、直径36cm、深さ16emの柱穴があ

るが、本遺構と関係があるかどうか不明

である。第 117図　第44号土壙状遺構図
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第 116図　第43号土壙状遺構図



ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面にかけて弥生式土器片と石が出土した。また、北側壁面の法

面近くから、ほぼ完形に近い甕形土器の底に穴の穿たれたものが出土している。他には、壺

形土器の頸部に箆描き沈線と突帯が張り付けられている細片が出土している。

（ア）壺形土器

１は、推定口径26.0cmで、水平に近く外反する口縁をしており、端部は肥厚している。端

面に、箆状工具による刻み目を施し、その後、２条の沈線を施文している。口縁内面には、

半円状の張り付け文がみられる。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。

(1)  甕形土器

2は、推定口径28.0cmで、逆「L」字状の口縁をしている。口縁部は横なでがなされてい

る。口縁下に、箆状工具による6条の沈線が残存している。胎土中に砂粒を含み、内外面と

もうす黄だいだい色である。3は、北側壁面の法面近くから出土したもので、口径22〜23.0

cm、器高25.4cmである。逆「L」字状の口縁をしており、口縁部は横なでがなされている。

４

７

８６

５

１

２

３

第118 図　 第44号出土遺物実測図
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口縁下に、箆状工具による9条の沈線が施されている。底部は、箆摩きの跡がみられ、底

に直径1.4cmの穴が穿たれている。胎土中に砂粒を含み､内外面とも暗いだいだい色(167)で

ある。外面の底部から胴部にかけて黒変し、内面はうすく褐色がかっている。4は、推定口

径20.0cmで、逆「L」字状の口縁をしている。端面には刻み目がみられ、口縁部及び頸部は、

横なでがなされている。口縁下に、箆状工具による8条の沈線と、その下に2列の刺突文が

めぐらされている。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。

（ウ）底部

5～8は、胎土中に砂粒を含んでいる。5は、内外面とも明るい茶色であり、外面はなで

仕上げとなっている。6は、外面に箆摩きの跡が残存し、うすい黄茶色、内面はうす黄味だ

いだい色である。7は、内外面ともうす黄だいだい色で、外面は一部黒変しているところが

みられる。8は、上げ底で、胎土中に金雲母もみられ、内外面とも濃い灰味黄茶色である。

(45) 第45号土壙状遺構

本遺構は、E14･15区にかけて位置し、西側は第1号建造物内にかかっている。規模は、長軸

188cm、短軸145cmのだ円形の掘り込みである。床面は、東側が少し低くなっている。深さは

中央部で34cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離

した状態で、ほぼ全体から

弥生式土器片93点と小石が

混入して出土した。

（ア）壺形土器

3は、壺形土器の胴部片では

ないかと推定する。箆状工具に

よる沈線と、貝殻による重弧文

が施されている。胎土中に砂粒

を含み、外面はうす茶色、内面第 119図　第45号土壙状遺構図
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はうす黄だいだい色である。

（イ）甕形土器

１は、推定口径25.Ocmで、逆「L」字状の口縁をしており、端面に刻み目が施されている。

胎土中に砂粒を含み、内外面とも赤味がかったうす茶色である。2は、推定口径23.5cmで、

逆「Ｌ」字状の口縁をしている。胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす茶色である。4は、

器形は不明であるが、甕形土器の胴部片ではないかと推定する。外面は、円形の刺突文と2

本歯の施文具による沈線と山形文が残存している。内面はなで仕上げとなっている。胎土中

に、少量の砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色で、外面の一部は黒変している。

（ウ）底部

５～９は、平底で、胎土中に砂粒を含んでいる。　５は、底がうすく、外面には、刷毛目調

整痕が残存している。内外面ともうす黄だいだい色である。６も底がうすく、内外面とも赤

味がかったうす茶色で、内面は一部褐色がかっている。　７・８・９は、内外面ともうす黄味

だいだい色であるが、７の外面の一部は黒変している。　８の外面は、箆みがきの跡が残存し

ている。

１
２

３ ４ ５ ６

７ ８ ９

第  120第  45号 出土遺物実測図
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(46) 第46号土壙状遺構

本遺構は、E15 区に位置し、第1号建造物と第2

号建造物の間に所在する。規模は、長径87 cm、短径

80cm のだ円形で､垂直にちかい掘り込みとなっている。

床面は、中央部で少し低くなっており深さ53cmで

ある。第 121図　第46号土壙状遺構図

第 122 図 第46号出土遺物実測図

第 123図　第47号土壙状遺構図

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離した状態で、弥生式土

器片が34点出土している。

（ア）甕形土器

1は、推定口径25.0cmで、外反する口縁

部の端面には、刻み目が施され、頸部は、

横なでがなされている。

胎土中に細砂粒を含み、内外面ともうす

黄味だいだい色である。

(47) 第47号土壙状遺構

本遺構は、D16区に位置し、第２号住居跡内に所

在している。住居跡発掘前に、上面より検出したも

ので、堆積土は、他の遺構とは異なり、暗い黄だい

だい色(150) に灰色(195) がまざっている粘質土で

あった。規模は、直径80cmのほぼ円形の浅い掘り込

みで、中央部で12cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、西側の床面近くから、土師式土器

１

２

第 124 図 第47号出土遺物実測図
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片が７点出土している。

（ア）土師式土器

１は、推定口径11.4cm 、底径6.0cm 、器高2.8cm の土師皿で、胎土中に少量の細砂粒を含み、

内外面ともうす黄味だいだい色である。底は糸切りの跡が残存している。　２は、推定口径11

.８cm、 底径6.6cm 、器高2.８ｃｍで、底はあらく切り取 られ凹凸がみられる。胎土中に砂粒を含

み、内外面ともうす黄味だいだい色である。

(48) 第48号土壙状遺構

本遺構は、F15･16区に位置する。南側は発掘区域外にかかるため全容を検出することはでき

なかった。規模は、南北106cm、東西108cmであるが、隅丸長方形をした遺構ではないかと推

定する。床面は、最深部で30cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面にかけて弥生式土器片20

点が出土している。その中で細片のため図示できないも

のの中に、箆状工具による沈線の残存しているものがみ

られた。この外に石器が１点出土している。

第 125図　第48号土壙状遺構図

（ア）壺形土器

１は、最大胴径18.4cm で、胴部は球形状をしている。

器厚は１ｃｍ内外で、外面はきれいに箆みがきがなされている。

内面に、指圧痕が残存している。胎土中に細砂粒を含み

内外面ともうす黄だいだい色で、外面には一部うすく黒変

しているところがみられる。

第　126 図 第48 号 出 土 遺 物 実 測 図

（イ）底部

２は、外面に箆みがきの跡がみられる。胎土中に粗砂

粒を含み、内外面とも明るいだいだい色で、うすく褐色
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がかっている。

(49) 第49号土壙状遺構

本遺構は、F17 区に位置する。規模は、

長軸150cm､短軸90cmの長方形の掘り込み

で、北側に隣接して柱穴がみられる。

床面は、北から南側にゆるやかに傾斜

があり、深さは、中央部で22cmである。

また、床面に2個の柱穴がみられる。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片が13点出

土しているが、いずれも細片のため図示

できなかった。

第127図　 第49号土壙状遺構図

（50） 第50号土壙状遺構

本遺構は、第４号建造物と重なっ

ており、E16 、E16 区にかけて位置す

る。

規模は、長径150cm、短径125cm の

円形で、 全体に垂直に近い掘り込み

となっている。床面は、ほぼ平担で

ある。深さは、中央部で34cm である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面にか

けて、弥生式土器片86点が出土して

いる。この中で実測できたのは、床

面から出土した弥生式土器の口縁部

１点と底部１点であった。第 128図　第50号土壙状遺構図
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（ア）甕形土器

１は、推定口径23.0cmで｡ 逆「L」定状の口縁をしている。口縁下は、箆状工具による５

条の沈線が施されている。内面には、箆みがきの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み、内外

面ともうす黄だいだい色である。

１

２

（イ）底部

２は、底がわずかに上げ底となっ

ている。内湾ぎみに立ち上がり、外

面に箆みがきの跡がみられる。底の

部分には。直径1.2cmの穴が穿たれて

いる。胎土中に砂粒を含み、内外面

ともうす黄味だいだい色であるが、

外面の一部は、うすく黒変している。

第129 図　第50号出土遺物実測図

(51) 第51号土壙状遺構

本遺構は、D 17.18区にかけて位置する。規模は、長軸220cm、短軸108cmの不整形な掘り込み

である。南側の掘り込み面はゆ

るやかで柱穴がみられる。床面

は平担である。深さは中央部で

34cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面より遊離

した状態で、弥生式土器片が12

点出土しているが、細片のため

図示することはできなかった。
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第 130図　 第51号土壙状遺構図



(52)  第52号土壙状遺構

  本遺構は、D18区に位置する。

規模は、長軸126cm、短軸148cm

の長方形の掘り込みで、床面は、

東から西側にかけてゆるやかに

傾斜している。深さは、東側で

8cm、西側で14cm である。また、

本遺構の東側には、直径30cm、

深さ9cmの柱穴があるが、本遺

構とは関連はないものと思われる。

本遺構からは遺物は出土しな

かった。

第 131図　第52号土壙状遺構図

（53）第53号土壙状遺構

本遺構は、D18･19区にかけて位

置し、第3号住居跡を切った状

態で検出された。規模は、主軸

　方向は、E-25°-Sで、198cm、

　短軸56cmの長方形の掘り込み

で、西側は東側よりもゆるやかな掘

り込みとなっている。床面は、

東から西側にかけて傾斜してお

り、中央部で15cmである。また、

南西の隅に柱穴がみられるが、

本遺構との関連はないものと思

われる。土壙墓の可能性が考え

られる。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、法面上から

弥生式土器が1点のみ出土して

い

第 132図　第53号土壙状遺構図
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第135図　第55号土壙状遺構図

る。細片のため図示できなかった。

(54)  第54号土壙状遺構

本遺構は､D18･E18 区にかけて位置す

る。規模は､長軸230cm､ 短軸114cm の不

整形な掘り込みで､東側はゆるやかで、

西側は垂直に近 く掘り込まれている。

床面は平担で､深さは中央部で32cmである。第 134 図 第54号土遺物実測図

第 133 図 第54号土壙状遺構図

１

２

３

ア　遺物の出土状況

本遺構からは､西側の壁面に沿って床面から法面にかけて､弥生式土器片が15点出土している。

（ア）甕形土器
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1は、推定口径25.Ocm で、口縁部は三角突帯が張り付けられ、内面は、箆みがきの跡がみ

られる。 胎土中に砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。



（イ）底部

2は、胎土中に少量の砂粒を含み、外面には箆みがきの跡がみられ、灰味黄茶色、内面は

うす黄だいだい色である。3は上げ底で、胎土中に砂粒を含み、外面は、指なでの跡がみら

れる内外面ともうす黄だいだい色である。

(55) 第55号土壙状遺構

本遺構は、D19 区に位置し、第3号住居内に所在する。規模は､長径102cm、短径93cmの円

形に近い掘り込みで、壁面は垂直に近い状態となっている。床面は、中央部へゆるやかな傾

斜をもっており、最深部で38cmである。

ア　遺物の出土

本遺構からは、法面近くから弥生式土器片14点、法面上から須恵器片2点が出土している。

この中で実測できたものは、弥生式土器の底部1点であった。

（ア）底部

1は、胎土中に少量の砂粒を含み、底端部になで調整痕がみられる。外面はうす茶色、内

面はうす黄だいだい色である。

第136図　第55号出土遺物実測図

（56）第56号土壙状遺構

第 137図　第56号土壙状遺構図
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本遺構は、E19 区に位置する。規模は、長径

93cm、短径88cmの円形の掘り込みである。 南側

は、柱穴と重なっている。床面は、平担で、深

さは中央部で24cmである。



ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片が７点、床面か

ら遊離した状態で出土しているが、細片のため

図示することができなかった。

(57) 第57号土壙状遺構

本遺構は、E19･20区にかけて位置し、北側の一

部は、第3号住居跡と切り合っている。規模は、

長軸202cm、短軸114cmの三日月状の掘り込みで

ある。

堆積土は、黒色ローム質土であった。東側は

急で西側はゆるやかな掘り込みである。床面は、

中央部より東側がもっとも深く45cmである。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

第 138図　第57号土壙状遺構図

(58) 第58号土壙状遺構

本遺構は、F19･20区にかけて位置する。規模は、

東西92em、南北94cmの隅丸方形の掘り込みで、

壁面は、垂直に近い状態である。床面は、東か

ら西側にかけてゆるやかに傾斜しており、中央

部で深さ33cm である。北側には、浅い掘り込み

がひろがっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、法面近くから弥生式土器片が

26点出土しているが、細片のため図示できなか

った。

この中には、刷毛状工具により調整のなされ

第 139 図 第58号土壙状遺構図

ているものが４点あった。
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(59) 第59号土壙状遺構

本遺構は、F20 区に位置する。規模は、長径101cm､短径90cmの円形で、垂直に近い掘り込み

となっている。床面は平担であり、深さ32cmである。

床面には、直径24cm、床面からの深さ５ｃｍの柱穴がある。また、本遺構の北東部に、深さ

６ｃｍ、14cmとなる２段の掘り込みと切り合っている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、中央より東側で、床面より法

面にかけて、弥生式土器片が20点が出土してい

る。この中で実測できたのは、弥生式土器の口

縁部片１点であった。

（ア）甕形土器

推定口径23.0cmで、ゆるく外反する口縁部で

ある。口縁部の端面は丸くおさめられている。

胎土中に砂粒を含み、内外面とも摩滅してい

るため手法は不明であり、褐色がかったうす茶

色である。

第140図　第59号土壙状遺構図

第 141 図 第59号出土遺物実測図

１

第 142図　 第60号土壙状遺構図　　　　   第 143図　 第61号土壙状遺構図
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（60）第60号土壙状遺構

本遺構は、F21区に位置する。規模は、長軸90cm、短軸70cmの隅丸方向で。北側はゆるや

かで、南側は垂直に近い掘り込みとなっている。

深さは、中央部で26cmである。

本遺構からは、法面近くから２個の石が出土したのみであった。

(61) 第61号土壙状遺構

本遺構は、E20区に位置する。規模は、長径90cm、短径80cmのだ円形の掘り込みである。

壁面は垂直に込い状態となっている。床面は平担で、深さは中央部で23cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、 床面から弥生式土器片、須恵器片と甑形土器の取手部片それぞれ1 点出土

しているが、いずれも細片のため、

図示できなかった。

(62) 第62号土壙状遺構

本遺構は、第5号住居跡の北側に

隣接し、C21、D21区にかけて位置す

る。

規模は､長径102cm、短径60cmのだ

円形の掘り込みで、床面は、南側か

ら北側に傾斜している。最深部で21

cmである。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面にか

けて、弥生式土器片7点が出土して

第 144図　  第62、63号土壙状遺構図

いる。
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（ア）甕形土器

1は、推定口径27.4cm で、逆「L」字状の口縁をし

ている。口縁下は、3条の沈線が残存している。胎土

中に砂粒を含み､内外面ともうす黄味だいだい色である。第 145 図 第62号出土遺物実測図

(63)  第63号土壙状遺構

本遺構は、第62号土壙状遺構の東側に隣接し、C21、D21区にかけて位置する。規模は、長

軸方向はN-2°-Wで、158cm 、短軸60cmで、隅丸長方形の掘り込みである。西側に張り出

し部分があるが、柱穴と切り合い関係となっていたものを、 一諸に掘ったためである。床面

は、船底状をし、深さは、南側で24cm、北側で28cm となっている。本遺構の南西部に直径28

cm、深さ22cmの柱穴があるが、本遺構と関連があるかどうかは不明である。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

(64)  第64号土壙状遺構

本遺構は、D21･22区 にかけて位置し、第5号住居跡と重なっている。規模は、長軸240cm､ 短

軸120cm で、だ円形状である。深さは､中央部で51cmである。

本遺構からの出土遺物は、東側壁面近くから川石が出土したのみであった。

(65)第65号土壙状遺構

本遺構は、E22区に位置する。規

模は､直径130cmのほぼ円形の浅い掘

り込みである。床面には、ゆるやかな

凹凸がみられる。深さは、中央部

で6cmである。本遺構の堆積土は、

黒褐色で炭化物が含まれていた。

ア　遺物の出土状況

遺構内から出土した遺物は、全体

第 146図　第64号土壙状遺構図 からまばらに、弥生式土器片44点と

石である。この中で実測できたのは、甕形土器の口縁部1点のみであった。
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（ア）甕形土器

1は、推定口径28.Ocmで、逆「L」字

状の口縁をしている。口縁部の内面は横

なでがなされ、端面には、刻み目が施さ

れている。口縁下は、刷毛目調整後、箆

状工具による3条の沈線と剌突文を組と

して2回くりかえされている。胎土中に

砂粒を含み、外面はうす黄だいだい色で

一部黒変しているところがみられる。内

面は明るい黄味だいだい色である。

第 147図  第65号土壙状遺構図

第 148 図 第65号出土遺物実測図

(66)第66号土壙状遺構

本遺構は、F23、G23区にかけて位置する。規

模は、南北146cm、東西148cmの不整形の掘り込

みで、西側面はゆるやかに傾斜しているが、そ

の外は、中段があり、中段の南北両側に柱穴が

ある。床面は平担で、深さ37cmである。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

(67) 第67号土壙状遺構

本遺構は、Ｆ23区に位置し、規模

は、長軸270cm、短軸100cmの三日月

状の掘り込みで、南西部中段にみら

れるが、その外はゆるやかな傾斜を

している。最深部で41cmである。中

央部北側の柱穴は、第号住居跡のも

のである。東端の柱穴は、長径27 

cm、短径25cm、床面よりの深さ4 cm

である。本遺構との関係は不明であ

る。

   　本遺構より遺物は出土しなかった 
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第 150図　第67号土壙状遺構図

（68） 第68号土壙状遺構

本遺構は、G26･27区 にかけて位置する。規模は、長軸369cm 、短軸122cmで東西に細長い不整

形な掘り込みで、掘り込み面は。東西はゆるやかで、南北は垂直に近い状態となっている。

床面は、ゆるやかな凹凸があり、深さは、東側で42cm、西側で41cm である。
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ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面からの遺物はみられず、法面近くから弥生式土器片125点と石が出土し

ている。さらに法面上からは、土師式土器片1点が出土している。この中で実測できたのは、

弥生式土器の口縁部4点と底部3点及び土師式土器1点であった。

１

２
５

６

８

７

（ア）壺形土器

１は、推定口径14. 5cmで、

頸部は短く、外反する口縁

部の端部はわずかに肥厚し

ている。内外面とも箆みがき

がなされている。胎土中に

砂粒を含み、内外面とも暗

いだいたい色である。　２は

３ 推定口径13.0cm で、逆「Ｌ」

字状の口縁をしている。　口

縁下には、箆状工具による

５条の沈線が残存している。
４

第152 図　第68号出土遺物実測図 内面は横方向の箆みがき

の跡がみられる。胎土中に砂

粒が含まれ、内外面ともう寸黄だいだい色である。外面は一部うすく褐色がかっている。3・

4は、張り付けによる逆「L」字状の口縁をしている。端面は丸くおさめられている。3は、

推定口径23.5cmで、内面には、箆みが きの跡がみられる。胎土中に砂粒を含み､内外面ともう

すい黄茶色である。4は、推定口径24.Ocm で、外面に、刷毛目調整痕がみられる。胎土中に

砂粒を含み、外面は赤味だいだい色、内面はうす黄だいだい色である。

（イ）底部

5は、甕形土器の底部で、底は少し上がっている。外面には、箆状工具による調整痕がみ

られる。胎土中に砂粒を含み、外面は明るいだいだい色、内面は灰色がかった褐色である。

6、7は、胎土中に少量の砂粒を含み、内外面ともうす黄だいだい色である。
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（ウ）土師式土器

8は､底径3.6cmと小さく不安定な底をしている。内面は、刷毛目調整痕がみられる。胎土

は、良質の粘土が使われ、小量の細砂粒を含んでいる。外面はうす茶色であるが、底を中心

に黒変している。内面は明るい灰色である。

（69） 第69号土壙状遺構

本遺構は、F26 区 に位 置す る。規模は、

長径141cm、短径109cm のだ円形の浅い掘

り込みである。床面は、中央部へゆるや

かに傾斜している。最深部で18cm である。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、弥生式土器片42点と小

さい石が、床面より遊離した状態で出土

している。この中で実測できたのは、口

縁部2点、底部１点であった。細片の中

には、箆描き沈線がみられるものがあっ

た。この外に石器が2点出土している。

第 153図　第69号土壙状遺構図

（ア）甕形土器

1は、推定口径17.8cmで、逆「L」字状の口縁をしている。端面に刻み目が施され、口緑

下に、2本歯の施文具による8条の沈線、その下に一列の刺突文が施されている。胎土中に砂

粒を含み、内外面とも茶色である。2は、推定口径24.2cmで、口縁部は、つまみ出されて

いる。口縁下に5条の沈線が残存

れている。胎土中に砂粒を含み、

内外面とも茶色である。

１

している。内面は箆みがきがなさ
２

３

第 154図　第69号出土遺物実測図
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（イ）底部

３は壁面の肩部より出土したもので、胎

土中に金雲母を含む粗砂粒を含み、内面は

なで調整がなされている。内外面ともうす

黄だいだい色である。

第155図　第70号土壙状遺構図

(70) 第70号土壙状遺構

本遺構は、F25・26区 にかけて位置する。規

模は、長径92cm、短径81cm のだ円形で、垂

直に近い掘り込みとなっている。床面は平

担で、深さは中央部で45cm となっている。

ア　遺物の出土状況

本遺構からは、床面から法面にかけて、

第156図　 第70号出土遺物実測図

弥生式土器片が6点出土している。

．

（ア）壺形土器

1は、推定口径15.0cmで、頸部より反外する口縁部の端部は横なでがなされている。

頸部内面は箆みがきとなっている。胎土中に砂粒を含み、外面はうす茶色で、一部うすく

黒変している。内面は赤味だいだい色である。

（イ）甕形土器

2は、推定口径17.0cmで、ゆるく外反する口縁をしている。内面は箆みがきがなされ、胎

土中に砂粒を含み、外面はうすい黄茶色、内面は灰味黄茶色である。

(71) 第71号土壙状遺構

本遺構は、F26区に位置する。規模は、長軸246cm、短軸118cmの三日月状で、南側は垂直

に近く、その外は、ゆるやかな掘り込みとなっている。床面は、東から西側にかけてゆるや　
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かに傾斜しており、最深部で36 

cmとなっている。北側の壁面に

は、2個の柱穴がみられるが、

本遺構と関係があるかどとか不

明である。

本遺構からは、遺物は出土し

なかった。

第157図　第71号土壙状遺構図

(72) 第72号土壙状遺構

本遺構は、E26･27、F 26・27区に

かけて位置する。規模は､長軸1

80cm､短軸164cm の不整形な掘り

込みとなっている。南西部は、

直径74  cm、深さ15 cmの円形の掘り込みによ

って切られている。掘り込み面は、北側は

垂直に込い状態であるが、その外は、ゆる

やかになっている。最深部は北東端にあり、 

60cm である。本遺構内には、2個の柱穴が

みられるが、本遺構と関係があるかどうか

不明である。

本遺構からは、遺物は出土しなかった。

(73) 第73号土壙状遺構

本遺構は、E27･28、F27・28区にかけて位置

第 158図　第72号土壙状遺構図 し、規模は、長軸184cm 、短軸126cm の不整

形な２段の掘り込みである。深さは、上段

中央部で16cm、下段で32cmである。本遺構の南西に、長径52cm、短径46cm、深さ15cmの柱穴

があり、その中に、４個の石がみられる。

本遺構からは、石が２個出土したのみであった。
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(74) 第74号土壙状遺構

本遺構は、D26･27区にかけて位置する。規模は、長軸方向N-32°-Eで220cm、短軸86cmの

隅丸長方形の掘り込みである。床面は、ほぼ平担である。深さは、中央部で34cmである。床

面南西部には、柱穴がみられる。

本遺構からは、石が１個出土

したのみであった。

(75)第75号土壙状遺構

本遺構は、D26区に位置する。

北側は、砂利層にかかるため明

確に、検出することはできなか

った。規模は､長軸188cm、短軸

112cmで､掘り込み面は、西側は

東側にくらべてゆるやかになっ

ている。床面は、ほぼ平担であ

り、深さは、中央部で40cmであ

る。

本遺構からは、遺物は出土し

なかった。

第 159図　第73号土壙状遺構図

第 160図　第74号土壙状遺構図

第 161図　第75号土壙状遺構図
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6　 区別出土遺 物

区別に出土した遺物は、今後遺跡内の住居、建造物、その他の遺構について、検討する場

遺物
番号

出土区 器形 器種
遺物
番号

出土区

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

D 　－　1

F　－18

D　－20

A －5

B 　－12

F　－16

E　－14

D －3

E －9

南北トレンチ

B　－10

南北トレンチ

E　－19

E －9

表　採

D －27

E －9

C －1

E －9

C　－10

E－14

D　－13

E －9

D－10

D 　－21

E －4

D　－11

A －8

A －6

E －9

B　－10

B　－12

C　－11

表　採

C　－10

D－4

B －10

F　－16

F　－22

F　－22

C　－11

F －20

東西トレンチ

壺形土器の口縁部

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃

甕形土器の口縁部
〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃
〃　　〃　

〃　　〃　

弥生式土器

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

　〃　　　 〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃
〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

F　－15

D 　－11

C　－14

F 　－21

D　－15

C 　－12

東西トレ ンチ

D　－27

C　－14

E　－18

E　－18

B －4

B －4

E －9

G　－22

B －4

D －4

E　－14

C －3

F 　－22

C　－11

D －3

E －3

E　－21

B 　－11

E －3

南北♩꜠fiチ

C－14

F　－19

C －3

F 　－22

E －3

F 　－20

表　 採

G 　－25

C　－15

東西トレンチ

D －3

D－14

D　－15

E－10

D　－12

D －10

壺形土器の胴部

〃　　　〃

鉢形土器口縁部

〃　　　〃

器台形土器

高坏形土器

〃　　　〃

〃　　　〃　

皿形土器

〃　　　〃

〃　　　〃

碗形土器

〃　　　〃

鉢形土器

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

坏身

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃　

〃　　　〃

〃　　　〃

蓋坏

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃　

〃　　　〃

〃　　　〃

弥生式土器

　　〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃　

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃
〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

弥生式土器

〃　　〃　　

〃　　〃

〃　　〃

〃 〃

〃 〃

〃　　　〃

〃　　〃

器形 器種

〃　　〃

土帥式土器

須恵器

66

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

器台

高坏

器台

高杯

底部

－ 272 －

〃　　〃　　

〃　　〃　　

〃　　　〃　　　
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遺物
番号

出　土　区
遺物
番号 出　 土　 区

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

D　－11

B　－10

E －9

D　－17

D　－13

C －2

E －9

D　－10

B　－10

E －9

D 　－13

E　－19

D－14

C －20

E －9

E　－10

E －9

D　－17

底　　　　　　部　
〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃

〃　　　〃
〃　　〃　

弥生式土器

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

　〃　　〃

〃　　〃
　〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

　〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

105

106

107

108

109

110

111

112

113

116

117

118

119

120

121

E　－13

南北ベルト中

D　－20

E 　－11

A －8

C －3

C　－14

F　－20

C －9

D －8

F 　－19

E －8

D －8

D －1

D 　－27

D　－27

B　－14

底　　　　　　部　

〃　　　〃

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　　〃　　　〃　　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

〃　　〃　

〃　　　〃　　　

〃　　〃　

弥生式土器

〃　　〃
〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃　　

〃　　〃

　〃　　〃

　〃　　〃

〃　　〃

〃　　〃

　〃　　〃

〃　　〃

器形 器種

114

115

〃　　〃　　

　〃　　

〃　　〃　　

〃　　〃　　

器形 器種

〃　　　〃　　　

－ 273 －



１

２

３

19

12

４ 13

20

21

22

23

14

５

６

７

15

16８

９

10

18

17 24

11

第 162図 区別出土遺物実測図(1)

274



25

28

29

30
26

27

31

42

32

33
41

40

39

38

37

36

35

43

34

第163図　 区別出土遺物実測図(2) 
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44

45

46

47

第164図　区別出土遺物実測図(3)

48

50

51

49

第165図　区別出土遺物実測図(4)

276



52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

第166図　区別出土遺物実測図(5)
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

7980

81

第167図　区別出土遺物実測図(6)
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82 83 84

85

86 87 88

89
90 91 92

93 94 95 96

97 98 99 100

101 102 103

104 105

106

107 108

109

第168図　区別出土遺物実測図(7)
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110 111 112

113

114 115 116 117

118 119 120

121第169図　区別出土遺物実測図(8)

　合の資料として活用することを考え、実測図（第162図～第169図）と一覧表を作成したもの

である。

第162図､遺物番号1～24は、弥生式土器の壺形土器の口縁部を実測したものである。1～　

3は、大形の壺形土器の口縁部で１の口径は46cm、2の口径は49cm、3の口径は53cmであり、

口径部外面は、櫛で調整したあと４条の沈線を施し、直径2.0 ×2.4cm の円盤を張り付けた浮

文がみられる。

第163図､遺物番号25～43は、弥生式土器、甕形土器の口縁部である。 35の口縁端面には、

　3条の凹線がめぐらされている。41は、口縁端面に刻み目、口縁下に張り付け突帯をめぐら

し、施文具による押圧文が施されている。43の口縁下に張り付け突帯をめぐらし、指圧文が

施文されている。

第164図､遺物番号44・46・47 は、弥生式土器である。44は壺形土器の胴部と推定される。

胴部最大径20.8cm、突帯がめぐらされ、1条の沈線の上下に指圧文が施文されている。

第165図､遺物番号45・48～51の内45は、壺形土器の胴部である。胴部最大径15cm、頸部下

に7条の箆描き沈線があり、胴部突帯上にも沈線が施されている。沈線にはさまれた空間を

沈線で2等分し、上下に櫛による施文がなされている。上段は平行であるが下段は木葉文と

なっている。48～51は、器台形土器の一部である。

第166図　  遺物番号52～62は、土師式土器である。 55・56は手づくね土器である。

第167図　  遺物番号63～81は須恵器である。 78は であるが穴の部分が欠損していた。

第168図　  遺物番号82～109は､弥生式土器の壺形土器、甕形土器の底部である。

第169図　  遺物番号110～121は、弥生式土器の壺形土器、甕形土器の底部である。

280



７　石器類（第170図～190図）

本遺跡内から出土した石器類は、総数138点であった。この中には､旧石器と考えられるナ

イフ形石器をはじめ、石鏃、くさび形石器、摩製石斧、砥石等が見られた。これらの資料

を説明するために、実測図、観察表を作成した。遺物番号のあとの数字を○で囲んであるも

のは、出土した位置を示すもので、遺構図の番号と合わせて記述することとした。

石器類観察一覧表

図番
遺物
番号

器　　種 材　　 質 最長 最幅 器厚 重量 観　　　　　　　　　　　　　　 察 出土場所

170

171

1

 2

 3

 4 

 5

 6 

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

石　　鏃

 〃

 〃

〃

   〃

 〃

 〃

 〃 

 〃

〃

サヌキ質
安 山 岩

μ

粗面岩質
安山岩

サ ヌキ質
安 山 岩

 〃

  〃 

  〃

  〃

 〃 

 〃

 〃

  〃

 〃

 〃

17.8

20.1

27.6

25.3

20.0

15.0

24.8

19.0

25.6

24.7

32.3

24.0

47.0

39.2

15.1

17.1

15.8

20.0

17.2

16.3

21.1

15.5

15.2

16.3

16.3

16.5

15.3

19.1

3.0

4.5

4.8

　3.7

　4.7

2.5

4.8

　2.7

3.5

 4.5

 4.4

 3.2

 4.5

 4.7

0.53

　1.0

　1.9

　1.3

　1.5

　0.5

　4.5

　0.6

 3.9

 1.1

 1.9

 0.9

11.2

2.5

全体的に粗雑なつくりの石鏃で、両脚の長さが異な

る。両面に、皆面もしくは腹面を残す。挟りは浅い。

凹基鏃に分類される。

一側縁のみ入念に加工が施され、尖端部は、欠損し

てい る。挟 りは浅 く、ほぼ剝片の形 状を利用し てい る。

凹基鏃に分類される。

両面に、背面もしくは腹面を残す。器厚は厚く尖端

部にしたがって薄くなる。挟りはなく。平基鏃に分類

される。

脚は、入念な加工が施されており、挾りが頸著に見

られる。片脚が欠損している。尖端部の加工は、粗雑

である。凹基鏃に分類される。

器厚は厚く、脚部の加工等に粗雑な石鏃である。両

面に背面もしくは腹面を残寸。凹基鏃に分類される。

尖端部が欠損している。挾り、加工とも粗雑な石鎚  

である。凹基鏃に分類される。

片脚のみ作り出している。全体的に粗雑な石鏃であ

る。凹基鏃に分類される。

二次加工後、尖端部及び胴部に若干研摩が行われて

いる。挾りは深く作られている。凹基鏃に分類される。

石鏃の末製品で、背面に自然面を残す。二次加工は、

粗雑である。平基鏃に分類される。

両面 と も入念な加工が 施されている。脚 部の作り出

七は、若干で挾りも浅い。凹基鏃に分類される。

尖端 部及び基部の一一角は、新 しい欠損であ る。 両面

とも介体に入念な加工 が施 されており、基部には、挾

りがない。平基鏃に分類される。

両面 に、背面を残す。 全体に粗雑な加工ではあ るが。

脚部は入念な加工が見られる。凹基鏃に分類される。

両面に、背面もしくは、腹面を残す。横長の剝片を

使用した石鏃で、薄手の粗雑なボイント状に作られて

いる。二次加工は､側縁のみである｡凸基に分類される。

尖端部は欠損しているが、その加圧方向は不明であ

る。全体に粗雑な二次加工がなされている。平基鏃に

分類さ れる。

第29号土壙

〃

表　　　　 採

〃

第29号土壙

D―4区
基

盤面上

表　　　採

第2号住居北
 DE基盤面上

 B―4区
基盤 面上

第29号土壙

 B―6区
基盤面上

A-  4 E

基盤面上

第３号竪穴

     基盤面上
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〃

〃

〃

〃

A―4区



図番
貴物

番号 器種 材質　　 最長 最幅 器厚重量 出土場所

171

〃

 〃

172

 〃

 μ

  〃

  〃

  〃

173

 〃

 〃

〃

 〃

 〃

15

16

17

 1

 2

 3

 4

5

 6

 1

2

 3

 4

5

 6

石　　 錬

〃

〃

くさび形
石 器 の

削　　片

  〃

くさび形

石　 器

くさび形

削　　片

くさび形

石　　 器

  〃

ナイフ形

石　器

  〃

石　錐

剝　 出

  〃

  〃

サヌキ質
安 山 岩

   〃

 〃

サヌキ質
安 山 岩

 〃

 〃

 〃

  〃

 〃

  〃

赤　　 色
チ ャート

サヌキ質
安山岩

〃

赤　　色

チャート

流紋岩

29.0

47.5

27.0

 32.0

 87.0

28.1

34.8

40.2

25.3

19.2

22.5

27.1  10.8

34.8  28.2

 14.8

 34.4 25.5

17.1

 53.5 18.1

 47.2 17.5

21. 0

6．5 29.0

8.0

 49.1

25.6

  31.0

   4.5

   5.3

  3.8

  6.7

   5.6

10.5

  4.1

7.2

10.6

12.0

   5.5

   6.1

 7.2

   5.7

   8.3

   2.1

   3.6

   0.3

   5.1

 2.3

   9.7

    3.1

   8.2

10.5

28.8

  6.7

  1.5

12.0

 5.8

3.3

観　　　　　　　　　　　　　　 案

  両面に背面もしくは腹面を残す。二次加工は、粗雑

  で、基部は舌状に丸味をおびて作り出されている。凸

  基鏃に分類される。

  両面に背面もしくは腹面を残している。脚部は長く、

  基部は挾りが深い。尖端部は細く鋭利に作り出されて

  いる。凹基鏃の足長錬に分類される。片脚が、欠損し

 てい る。

 尖端部、基部ともに欠損している。茎部を作り出し

 た痕跡が見られる。薄手で粗雑な石練である。有茎鏃

  に 分類 される。

 くさび形石器の削片。 加撃方向 か 統一一されてい る。

  打面は細かく剝離し、ステップ状の剝離痕を残す。

 くさび形石器の削片で、上下両端に剝離痕が見られ

 る。一側縁に載断面を持つ。

 くさび形石器特有の 載断 面を持 ち、断面は凸レ ンズ

 状をしている。打面を細かく剝離し、上下両端の剝離

 疸が、頸著に見られる。

 くさび形石器の削片で。上下両端に剝離痕が見られ  

 る。器厚は薄い。

 くさび形石器特有の載断面を持ち、打面は細かく剝

 離 してい る。載断面は、上 下両端 からの 加圧に より、

 複雑な剝離痕を残す。

 両側面にくさび形石器特有の載断面を持つ刃部側縁

 は。細かく剝離している。載断面は、上下両端からの

 加圧痕を残す。

 自然面を加撃し、縦長の剝片を剝離している。背面

 には、自然面を残す。ブランディングは、打面部と尖

  端部にネガ面からの粗雑で急角度なものが、加えられ

 ている。刃部にも、粗雑な二次加工が施されており、

  基部は意図的に、整 形されている。 器厚は、 厚く風化

 も進 んでい る。図は、 縱長剝片を示す 為、打 面を上に

 した。

 横長剝片を素材としている。打面は、ブランディン

 グにより除去されており、尖端部、基部ともに欠損し

 ている。基部の欠損面には。若干の二次加工痕が見ら

 れる。この為、基 部は切断された 可能性 があ る。ブラ

  ンティングは、両側縁にネガ面から。入念な加工が、

 旃されているが、角度は甘い。

    一側縁の二次加工は、急激な角度を持っている。尖

 端部は、鋭利な形状をしており。数枚の刃こぼれが、

 観察される。

 打面に、打面調整痕を残す、縦長の剝片である。ポ

  ジ面に自然面を残している。

 背面に残された剝離痕から見れば、縦長剝片生産技

  術を持ったものと思われる。腹面にはバルバスカーを

  残し、大きな力で加撃されたものと思われる。

  自然面を打面とし、加撃された剝片で、背面に石核

  調整及び最初の剝離痕を残す。

第29号土壙

  D―15区
基盤面上

  D―7区
基盤面上

  第18号土壙

 第29号土壙

    〃

D―4区
基盤面上

 第3号建造物
   ヒット中

  A―4区
基盤面上

E―9E
基盤面上

 第29号土壙

  C―2区

第18号土壙

  C―11区

第6号竪穴

282

基盤面上

基盤面上



 図番
遺物
番号

器　　 種 材　　質 最長 最幅 器厚 重量 観　　　　　　　　　　　　　　察 出土場所

174

〃

　〃

 〃

175

175

〃

  〃

176

〃

177

〃

〃

178　

〃

179

〃

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

1

2

二次加工
のある

剝　片

剝　片

石包丁

〃

蛤刀石斧

スクレ イ
パー

くさび形
石　　 器

扁平片

円 盤 状
石　 器

二 次 加 工

の あ る

大型剝片

携帯用
砥　石

砲　　丁

未製品

扁平片刃

蛤刃石斧

小形扁平

石　　斧

石　　斧

赤　　 色

チャート

サヌキ質
安 山 岩

縁泥変岩

 〃

角閃変 岩

サヌキ質
安山岩

角　　 閃
安山岩

黒色雲母

変　　 岩

粗面岩質
安山岩

〃

頁　岩

緑色変岩

〃

層灰岩

緑色変岩

〃

　〃

40.1

44.8

38.4

60,6

49.7

75.7

70.0

69.2

111.2

169.5

71,7

46.3

92.1

49.3

85.1

114.4

141.0

34.5

33.0

17.0

55.6

75.5

82.8

91.2

37.8

95.0

86.8

35.5

69.8

32.5

22.7

43.8

72.3

68.9

4.5

11.5

4.6

6.2

11.2

9.3

11.5

11.7

15.6

19.4

14.9

10.8

13.0

8.5

16.4

52.5

37.2

6.1

11.0

5.1

33.7

62.1

57.8

85.2

46.1

50.1

63.1

77.2

20.9

111.3

打面部は、欠損している。縦長の剝片の端部に粗雑

な二次 加工が、 施された もので、 スクレ イパー的機能

を持っ てい る。

背面に自然面を残した縦長の剝片で、ファーストフ

レ イク的 様相 を持つ。

小形 の摩 製石包丁片であ るが、 小片の為、 全体の形

態は 分から ない が、湾刃直 背に分類さ れる。

両面 とも入念な研摩が 行な われている。中央部 に紐

かけ孔が両面 から、あけられている。形 状からすれ ば、

直刃直背に分類される。

刃部以外は欠損しているが、残された器厚から推

定するならば、器厚2～3cmの薄手の石斧で、刃部幅

の広い器種である。摩痕は、一定方向で、入念な仕上

げがされている。

幅広の剝片の加撃痕を切断し、薄手の剝片に整形し

ている。二次加工は、腹面から一側縁に入念に加えら

れている。刃部角は、35～36度をし、鋭利なスクレイ

パーに仕上げている。形態的に、叶浦Ｂ遺跡出土のも

の と類似 する。

くさび形石器特有の載断面は持たないが、剝片の上

下、両端が細かく剝離し、剝離痕は階段状のステップ

を持っている。

頭部が、欠損している。器面は、節理にそって摩痕

が剝落している。

円盤状に、粗雑な二次加工が施されている。側縁は

細かく剝離している。器厚は厚い。

人形剝片の側縁に、粗雑な二次加工が、施されてい

る。

全面にわたり、摩耗痕が見られる。一側縁は。ほぼ

直線的に平坦面を持つ。

薄手の剝片に、整形加工を施したもので、ほぼ砲丁

の形状をなす。

一側面のみ研摩痕を残している。他面は。一部を残

すだけで両極か らの加圧 により、剝離した もの と思 わ

れる。整形は、人念な研摩が施され稜線は明瞭である。

小形の扁平 片の石斧 で、全体的に人 念な研摩が 行な

われている。刃部は、片刃でわずかな刃こぼれが見ら

れる。頭部及び側縁の稜線は、面取りがされ明瞭であ

る｡

粗雑な小形の石斧で、全体に整形痕を残す。刃部は、

使用による刃こぼれが見られる。風化が著しく、わず

かに研摩痕が残る。

円柱状に 人念に調整された石斧で、 下方向 からの加

圧により、刃部が欠損している。頭部は円形に整形さ

れ、若干の整形痕を残している。節理による剝落痕が

見られる。

頭部及び胴部に若千の整形痕を残すが、他は人念な

研摩が行なわれている。面取りは、明瞭ではない。断

而は、 かまぼ こ形をしてい る。

C―11区
基盤 面上

D ―22 区
基 盤 面 上

第2住居跡

第26号土壙

第29号土壙

D―13区
基盤面上

第54号土壙

D―15区
    ピット中

D―14区
   基盤面上

E―22区
基盤面上

第68号土壙

F―22区
     ピット中

第18号土壙

第６号土壙

E―5区

B―101区

    基盤面上

第5号住居跡
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石　斧
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小形扁平

基盤面上



図番
遺物

番号
器　　種 材　質 最長 最幅 器厚 重量 観　　　　　　　　　　　　　　 察 出土場所

180

  〃

181

〃

μ

183

  〃

184

 〃

185

〃

186

 〃

187

 〃

188

 〃

1

 2

 1

 2

182  1

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 2

1

 2

 1

 2

1

蛤刀石斧

石　　 斧

片刃石芹

たたき石

蛤刀石斧

砥　　石

すり石

砥　　石

た たき石

凹　　 石

たた き石

す り 石

石　　棒

　〃

石　　 皿

石　　棒

砥　　 石

　 〃

緑 色変岩

 〃

安 山 岩

緑色変岩

蛇 紋 岩

頁　 岩

砂　　 岩

頁　 岩

砂　　岩

    〃

 〃

  〃

    〃

〃

  〃

縁 色変岩

石　英

肌面岩質
安山岩

 〃

85.8

139.6

126.3

96.3

85.0

125.8

66.7

173.3

153.2

110.3

128.6

100.0

150.5

127.8

152.9

187.5

265.6

172.7

60.1

71.8

67.2

22.3

55.5

57.0

60.8

28.4

55.8

95.0

54.0

80.4

71.4

47.7

65.0

33.1

71.0

62.3

30.4

37.1

40.6

18.3

30.6

25.8

48.6

20.4

36.9

69.2

43.7

46.7

42.4

36.6

68.8

26.6

94.8

65.4

74.2

頭部が、欠損している。刃部は、蛤刃で刃こぼれが、

数多く見られる。側縁には整形痕を残し、全体に節理

による剝落痕が見られる？

頭部近くから、胴部にかけて側縁ともに、装着痕が

見られる。長軸に直交するように、不明瞭な擦れ跡が

全周するもので、注目したい。刃部は、下方向からの

加圧により欠損している。

頭部及び刃部に上下、両端からの加圧による剝離

痕が見られる。器面は、整形痕を全面に残し。刃部か

ら胴部にかけ て若干の研摩が、施 されている。粗雑な

石斧であ る。

上下。両端に打痕が見られる。その他に調整はなく、

パンチ的様相か持っている。

刃部及び胴部に若干の打痕を残す。研摩は、入念に

施されている。刃部に。多少刃こぼれが見られ、器面

に摩耗痕が観 察される。

全体が入念に 整形さ れている。使用部はだ円形に 窪ん

でい る。

円礫の中央部から円周にかけて、かなりの打痕が観

察される。

扁平な細身の砥石で、両面に摩痕が観察される。節

理にそって欠損している。

細長い川原石の一側縁に、打痕が集中している、打

痕部は使用によって細かくこぼれている。

だ円形の扁平な川原石を使用し、平坦面にこう打に

よる凹みが作られている。

一 端にのみ打痕 が集 中しており、節理 にそっ て一部

が、 欠損してい る。

扁平な川原石をそのまま利用し、全面に摩耗痕が、

観察される。一部に打痕も残す。

円柱状をしたもので、両端部とも欠損している。器

面は、研摩されてだ円形に仕上げられている。一側縁

に一部、打痕を残す。

円柱状 をした もので、 尖端 部に若干、打痕を残す。

器面は、尖端部から胴部にかけて研摩されているが、

基部は、整形時の打痕を残す。

石皿の中央部のみを残し、あとは欠損している中央

部に若干の打痕が、見られる。器面は、ゆるやかに窪

んでい る。

細身の円柱状をしたもので、尖端部に打痕を残す。

節理にそって粗雑な整形がなされているが、ほぼ自然

面を残している。

一面を砥ぎ面とし、側面には、線刻を持つ。線刻は

  2mm幅で、長軸に平行するように残っており、砥ぎ面

としての 可能性 が 考えられ る。

細身の川原石の側縁に、使用痕跡を残す。使用面は、

一　定していない。

E―9区

基盤面上

F―15区

～F16区
東西トレ ンチ

F―15区
東西ト レンチ

D―12区
基盤面上

第2号住居跡

B―14区
基盤面上

G―22区～G
23区トレ ンチ

第25号土壙

E―3区
基盤面上

第3号竪穴

G―22～G23
区トレンチ

第３号竪 穴

第31号土壙

第48号土壙

第29号土壙

第31号土壙

第2号土器群

第16号土壙
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図番 遺物
番号

器　種 材　　質 最長 最幅 器厚 重量 観　　　　　　　　　　　　　　 察 出土場所

 189

 〃

190

 1

 2

 1

二 次加工
の あ る
大形剝片

砥　　石

  〃

粗面岩

質安山岩

 〃

石　　 英

粗面岩質

安 山 岩

211.4

194.0

263.6

152.3

115.5

78.5

23.5

57.5

62.6

横長の大形剝片の側縁に、粗雑な二次加工を持って

いる。背面には、剝片剝離方向と同一の剝離痕が2枚

存在す る。

川原石を半割し、その半割面を砥ぎ面としている。

使 用面は、 若干の窪みを持つ。

細長い礫の一面を利用したもので、全面にわたり調

  整痕を残す。使用面は、断面が凹形となっている。

G27 ～G28 区
トレ ンチ

第68号土壙

表　　　　採 

 a b

c

 a

 b

註. プランテイング　　　剝片の鋭い縁辺をこばして、握りやすくしたり、又力を加えたりするのに都合よ

くする二次加工のことを言う。特にナイフ形石器の加工に顕著に見られる。

フレ イク

背面

石器に作りあげろための素材。二次加工を受けていないもの。
大剝離面のことで。礫面及び調整痕、剝離痕をもっている。（a面）

腹面

バルバスカー

主要剝離面のことで、石核から最終的に剝がされた面である。（b面）

下図のcのことをいう。剝片を剝がし取るための打撃力が強いと打瘤の下に小さ

な貝殻状の破 砕部分ができる。
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 1

 2

 3

 4

 5
6

 7

 8

 9

第170 図
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10

11

12

13

15

16

17

第171 図
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1
 2

 3

 4

5

 6

第172 図

288



1

 2

 3

 4

 5

 6

第173 図

289



 1

 2

 3
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第174図

290



  1

2

3

 4

第175 図

291



 1

  2

第176図

292



  1

 2

 3

第177 図

293



1

 2

第178 図

294



   1

 2

第179 図

295



第180 図   

  296

 2

1



2

第181 図

  297 

1



1

2

第182 図

  298



1

2

第183 図

 299



 1

2

第184 図

  300



1

2

第185 図

 301 



1

2

第186 図

  302



1

2

第187 図

  303



1
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第188 図

　304



1

2

第189 図

  305



1

第190図
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第V章　久米窪田V遺跡の総括

本遺跡内には、繩文時代から中世にわたる遺跡が重複して存在し、遺構として検出したも

のは、住居跡8基、竪穴状遺構9基、建造物跡20棟以上、土壙状遺構75基、柱穴大小合わせ

て1807個であった。

出土した遺物は、繩文式土器、弥生式土器、土師式土器、須恵器、石器等である。石器類

の中には、旧石器時代に使用されたと考えられるナイフ形石器を始め、繩文時代、弥生時代

に使用したと考えられる石鏃、石のみ、石包丁、砥石等が出土している。遺構に伴って遺物

が検出されているので、その遺物の相対年代から推定して、遺構の年代をは握するこ とがで

きるので本遺跡について若干の考察を試みたい。

1　繩 文 時代

本遺跡内から繩文式土器を伴う遺構は3基である。第1号土壙状遺構に伴って出土した土

器は、無文のキャリパー形鉢形土器である。こ れに類似する土器は、越智郡波方町水崎遺跡

出土の土器である。実物をみてないので詳細な類似点はつかめないが、キャリパー形をして

いる点が類似する。水崎遺跡出土のものは繩文時代中期に位置づけている。この時期のもの

としては、東宇和郡城川町中津川遺跡からも出土しているが類似しない。また、県総合運動

公園関係遺跡谷田Ⅱ遺跡(上野)から出土したものとも類似しがたい。水崎遺跡のものと類似

するだけで中期と位置づけることはどうかと思い、西田栄先生の御指導を受け、繩文時代中

期に位置づけることとした。

繩文時代後期のものとしては、第10号土壙状遺構から4点出土している。遺構の形状は三

日月形をしている。堆積土は、全層が黒色ローム質土層である。この形状をなす遺構は、本

遺跡内において、第16・57・71 号等が検出されている。しかし、出土遺物は皆無であって、

土器の伴うのは本遺構だけであった。

すり消し繩文式土器は、南宇和郡御荘町手城貝塚、上浮穴郡久万町山神遺跡、松山市周辺

の遺跡等から出土しているものと類似することから、繩文時代後期のものとみて間違いない

と思う。同じ遺構内から出土している条痕のある鉢形土器の口縁部も同時期とみてよいので

はなかろうか。このような形状をなす遺構は、土壇原遺跡においても多く検出されている。

すべての遺構に遺物が伴うわけではないが繩文式土器を伴う遺構 もかなりあった。これなど

と合わせて考察するとき、何の目的でこのような遺構が構築されたかである。粘土を採掘し

たためにこの様な遺構ができたのではないかと推定する。

第6号土壙状遺構は、弥生式土器を主体とする遺構である。この遺構の西床面上に密着し
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た状態で繩文式土器片（口縁部）1点が出土している。晩期のものではないかと推定してい

たが検討を要する。

2　 弥生式 時代

本遺構は、弥生の遺跡といってもよいほど弥生式土器を伴う遺跡が多く検出されている。

出土遺物から相対年代を推定すると、前期に分類されるもので､第165図-45は、持田式土器

に類似する木葉文が施文された土器である。持田式土器、箆描きによるものであるが、本遺

跡から出土したものは、櫛状工具による施文である。最初は、貝殼による施文ではないかと

思ったほどである。時期としては、持田式に平行するか、それよりも下がる時期のものでは

ないかと推定する。

第45号土壙状遺構からは、貝殼を使用して施文した重弧文土器の胴部破片も出土している。

第120図-3を参照されたい。

第46号土壙状遺構からは、阿方式土器に類似する壺形土器の口縁部、口縁部の内側に張り

付け突帯があって、2個組の穴が対称となるよう穿たれている。本遺構の南東約2～3ｍの位

置に、第45号土壙状遺構があって、その中より出土した。すげ笠の形状をした蓋形土器が出

土している。2個組の穴が対称となるように穿たれている。第46号土出の壺と、この蓋は、

時間差はあるとしてもセットとなるものであろう。

竪穴状遺構について考察すると、土器を伴っているものについては、相対年代を推定する

ことができるが、胴部破片が少数出土だけであるものについては、竪穴状遺構という共通点

から推定するよりしかたがないわけである。第1号から第9号竪穴状遺構について相対年代

を列記してみると次のようになる。

第1号は、弥生時代前期、第2号は、出土遺物がない。第3号は、弥生時代前期末、第4

号は、弥生時代前期、第5号は、弥生時代前期末、第6・7号は、弥生時代中期の底部が1

点入っているが、平面図でもわかるように、法面上から出土したものを一括扱いしたためで

あって内部床面から出土したものは、弥生時代前期である。第8号は、弥生時代前期、第9

号は、出土遺物は、胴部破片であった。以上のことから竪穴状遺構は弥生時代前期に構築さ

れたと推定できる。

土壙墓の相対年代は、一覧表にまとめてあるので参照されたい。

次に検出された住居跡について相対年代をみて見ると、本遺跡内には、弥生時代前期の住

居跡は確認することができなかった。弥生時代中期のものとしては、第３号隅丸方形をした

竪穴式の住居跡、第5号方形をした竪穴式の住居跡、2棟が上げられる。

弥生時代後期のものとしては、時間差順に列記すると、後期初頭と思われる第2号竪穴式

住居跡（長方形）,後期中墳と推定される第7号住居跡,（8本柱で円形をなし、中央部やや南
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に炉跡を有する円形の住居跡）第4号住居跡（攪乱を受けているため明確でないが長方形と

推定される)、､後期末と推定される第6号竪穴式任居跡（方形に近く炉跡及び台状部を有する

住居跡）、後期終末と推定される第1号竪穴式住居跡（攪乱を受けているため掘り込みが不正

確である。炉跡を有する。中期の土器も含まれているが攪乱を受けたときの流れ込みのもの

と推定され、炉跡内より出土した、碗形土器が相対年代の決め手となった）。

第9号住居跡（6本柱の円形で炉跡を有する）は、時代決定をする資料に欠けるが区別出

土遺物のところを参照されたい。

土壙状遺構一覧表

遺構
番号

種　　類 形　　 状
指　向　　　　　　　　　　　　　　　　遺 構
方　位 相　対　年　代　　　　　 番号種　　 類 形　　状

　　　　　　指　向

方　位
相　対　年　代

1 サイロス 円 形　　　　　　　繩文時 代中期　　　　　　　　35 土壙墓　　だ 円 形 　Ｎ8°Ｗ 弥生時代 前期末

2 　土壙 墓　長 方 形 E17°Ｓ 弥生時 代中期初頭 　　　　　 36　　　〃　　円方 形　　Ｎ5°Ｅ 弥生時代中期

〃　　円形　　3　　　〃　　円 形　　　　　　　弥生時 代中期末　　　　　　　37     弥生時代 前期

4  不 明　　　 不 整 形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38     〃　　長方形　　Ｎ40°Ｅ 古墳時代

5　　　〃　　　　〃　　　 古墳 時代（５世 紀末) 39 　　〃 円 形　　　　　　　
弥生時代

 6  土壙 墓  円 形　　　　　　　弥生時代中期中葉　　　　　　40　　　〃
　Ｅ37°Ｓ　　　〃

　　
〃

　　
〃

　7   不 明　　 不 整 形　　　　　古 墳時代( ５世 紀末)    　　　41　　　〃　　　　〃　Ｎ７°Ｅ　弥生時代中期

　　8  土壙状遺構 　〃　　　　　　　　　〃　　〃　　　〃　　　　42　    〃　　円形　　　　　　　弥生時代

　　9  土壙状遺構長だ円形　Ｎ37°Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　43　　　〃 　だ円形　　Ｅ7°Ｓ　弥生時代

　　10土壙状遺構三日月形　　　　　 繩文時代後期　　　　　　　　 44  　　〃　　円形　　　　　　　弥生時代前期後半

 11　土壙墓　　円形　　　　　　　弥生時代中期 　　　　　　　　45　　　〃　　　〃　　　　　　　弥生時代前期末
　

　  12　不明　　　だ円形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46   　〃　　　　〃　　　　　　弥生時代前期

　 13　土壙墓　　　〃　　 
Ｅ22°Ｓ　弥生時代前期　　　　　　　　 47　　　〃　　　〃　　　　　　　中世

　 14    〃　　　円形　　　　　　　中世　　　　　　　　　　　　  48

 15 不明　　　不整形　　　　　　弥生時代前期末　　　　　　　　49 

　  1 6 土壙状遺構三日月形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50

　  1 7 土壙状遺構長だ円形　　　　　　弥生時代前期中葉　　　　　　51

     〃 　長方形　　Ｎ１°Ｅ 弥生時代後期  

 〃　　　　〃　　Ｎ35°Ｅ弥生時代

     〃　　円形　　　　　　　弥生時代中期前葉

     〃　　　　〃　　Ｅ26°Ｎ弥生時代

　 18　　 〃　　　　〃　　Ｎ15°Ｅ弥生時代前期末から中期初頭　　52     〃　　　　〃　　Ｅ7°Ｓ

  19　土壙墓　　だ円形　　Ｅ20°Ｎ　　　　　　　　　　　　　　　53  〃　　　　〃　　Ｅ25°Ｓ

　  2 0　　　〃　長だ円形　 Ｎ11°Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　54　土壙状遺構 不整形　　　　　　弥生時代中期

　 21　土壙墓　 長方形    Ｅ25°Ｓ弥生時代中期初頭　　　　　　　55　土壙墓　　円形　　　　　　　弥生時代中期初頭

土壙状遺構　不整形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56    〃　　　　〃　　　　　　 弥生時代
　 22 

　 23 土壙状遺構　不〃　　　　　　　弥生時代　　　　　　　　　　 57　遺構　　 三日月形　　　　　　（繩文時代?） 

　  2 4 土壙墓　　方形　　　　　　　 
弥生時代中期中葉　　　　　　　58  土壙墓　方形　　　　　　　　弥生時代

　 25  　　〃　　だ円形　　Ｅ35°Ｎ弥生時代中期　　　　　　　　　59　　〃　　 円形　　　　　　　弥生時代前期
Ｅ35°S

　　　　　　　　　　　　   

 26   
〃　　長方形　　Ｅ5°Ｓ　弥生時代中期中葉　　　　　　　60     〃　　方形

　 27     〃　　だ円形　　Ｅ20°Ｓ弥生時代中期初頭　　　　　　　 61     〃　　円形　　　　　　　古墳時代

　
 2 8     〃　　　　〃　　Ｅ12°Ｓ弥生時代　　　　　　　　　　　 62　　　〃　 だ円形　 Ｎ8°Ｗ　弥生時代前期

　 

　 29  土壙状遺構円形　　　　　　　弥生時代前期末から中期初頭　  63　　　〃　 長方形　  Ｎ2°Ｗ

 
30　土壙墓　　長方形　 Ｅ10°Ｓ　弥生時代　　　　　　　　　　64　　〃　　 だ円形　　Ｅ8°Ｓ

　 31  土壙状遺構だ円形 　　　　　 弥生時代前期末から中期初頭　　65  〃　　円形　　　　　　　弥生昭代前期

　 
32　　　〃 　　　〃　　　　　　弥生時代中期末　　　　　　　　66 遺構　　　不整

　  33 土壙墓　　円形　　　　　　　弥生時代中期中葉　　　　　　　67     〃　　三日月形　　　　　　（繩文時代?）

34　　〃　　長方形　　Ｅ12°Ｓ 弥生時代前期末　　　　　　　　68　土壙墓　　不整形　　　　　　弥生時代前期末から中期初頭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  309 

だ円形



本遺跡内からは、古墳時代 の遺構 としては第5号建造物跡、 土器群として2か所確認し

た。第1号土器群は、基盤面上に弥生武土器とともに須恵器の壺形土器、蓋坏、坏身等の破

片がまとまって出土しただけである。第2号土器群も同じように基盤面に出土している。こ

の土器群 の下層部には、石器を伴う古い時代の第9号土壙状遺構が存在する。

土器群の中からは、弥生式土器、土師式土器等と、須恵器が大量に出土した。大別すると

蓋坏、坏身、高坏となる。これらが1か所にまとまって出土するということは、祭祀跡的な

傾向が強く感じられる。時期としては、5世紀末と推定する。

4　 歴史時代

歴史時代の遺構としては、建造物跡4棟と円形の土壙墓2基である｡掘立て柱建造物跡が

この地域にまとまった形で検出されたということは、弥生時代の住居跡とも関連することで

あって、生活をする条件が整っている場所のようである。この地域一帯の調査が進めば結論

がでるのではないかと思う。時代としては、奈良時代から平安時代 のものと推定する。
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遺構　 　 　　　　　指 方　　　　　　　　　　　　遺構　　　　　　　　指 向　
番号 種　類 形　状 方　位 　　相　対　年　代 　　番号 種　類 形　状  方　位 　相　対　年　代

 69 土壙墓 円　　形 　　　弥生時化前期末　　　　 73　遺　構　不整形
 70 　"　　　" 　　　　　弥生時代中期 　　　　  　74 土壙墓 長方形 N32゜E

 71 遺　　構 三日月形 　　（縄文時代?）　　　　　 75 　"　　だ円形 E39°N

 72　　"　　不整形

  3   古墳時代 



久米窪田Ⅳ遺跡

遺構写真





写 真1 発掘風景

写真2　12区より東側



写真3　 第1号住居跡

写真4　 第3号住居跡



写真5　 第4号住居跡

写真6 第5号住居跡（西から）



写真８　第２号土壙

写頁７　第１号土壙



写真 9　 第 3 号、 4 号、 5 号土壙(1)

写真10　第 3 号、 4号、 5 号土壙(2)



写真11　第7 号土壙（南西から）

写真12　第8 号土壙（北から）



写真13　第9 号土壙

写真14　第10号土壙(1)



写真15　第10号土壙（西から）(2)

写真16　第12号土壙



写真17　第13号土壙

写真18　第14号土壙



写真19　第18号土壙(1)

写真20　第18号土壙(2)



写真21　第19号土壙

写真22　第20号土壙



写真23　第32号土壙　遺物の出土状況

写真24　第33号土壙(1)



写真25　第33号土壙(2)

写真26　第33号土壙(3)



写真27　第36号土壙　遺物出土状況

写真28　第42号土壙



写真29　第53号土壙（西から）

写真30　第59号土壙（西から）



写真31　第61号土壙

写真32　第62号土壙



写真33　第63号土壙

写真34　第64号土壙



写真35　第65号土壙

写真36　第67号土壙



写真37　第68号土壙

写真38　第77号土壙



写真39　第78号土壙

写真40　第79号土壙



写真41　第80号土壙

写真42　第81号土壙



写真43　発掘前の井戸跡

写真44　井戸（北西から）



久 米 窪 田 Ｖ 遺 跡
遺 構 写 真





写真45　東側より

写真46　　発掘風景



写真47　北西から最終発掘区を見る

写真48　遺構検出状況



写真49　第2号住居跡（南より）

写真50　弟3号住居跡（北より）



写真51　第4.5.6号住居跡周辺（南から）

写真52　第6号住居跡（南西より）



写真53　第7号住炉跡

写真54　第5号竪穴



写真55　第8号竪穴（南より）

写 真56　 第9 号 竪 穴 、68 号 土 壙 周辺



 写真57　第1号土器群

  写真58　第2号土器群周辺



写真59　第1号土壙

写真60　第3号土壙（西から）



写真61　第4号土壙（西から）

写真62　第5号土壙（西から）



写 真63　 第9号土壙

写真64　第10号土壙（北西から）



写真65　第11号土壙（西から）

写真66　第12号土壙（西から）



写真67　第13号土壙（西から）

写真68　第14号土壙（北西から）



写真69　第20.21号土壙

写真70　第22号土壙



写真71　第23号土壙（西から）

写真72　第24号土壙



写真73　第33号土壙

写真74　第42､43､44号土壙



   写真75　第44号土壙　遺物の出土状況

写真76　第45号土壙（西から）



写真77　第47号土壙

  写真78　第48号土壙（西から）



写真79　第49号土壙

写真80　 第50号 土壙



写真81　第51号土壙

写真82　第53号土壙（南から）



写真83　第55号土壙（西より）

写真84　第56号土壙（北西より）



写真85　第57号土壙

写真86　第58号土壙



写真87　第65号土壙（西から）

写真88　第66号土壙



  写真89　第68号土壙

写真90　第69号土壙



写真91　第70号土壙

写真92　第71号土壙



写真93　第73号土壙

写真94　 第74号土壙



写真95　砥石出土状況



久米窪田Ⅳ，Ｖ遺跡

遺　物　写　真





写真1　Ｖ遺跡　土器群No.1

写真2　Ｖ遺跡　土器群N0.2



写真3　Ⅳ遺跡　第1～4号住居跡出土遺物

写真4　Ⅳ遺跡　第5号住居跡出土遺物



写真5　Ⅳ遺跡　第1～10号土壙出土遺物

写真6　Ⅳ遺跡　第1～10号土壙出土遺物



写真7　Ⅳ遺跡　第11～20号土壙出土遺物

写真8　Ⅳ遺跡　第11～20号土壙出土遺物



写真9　Ⅳ遺跡　第21～30号土壙出土遺物

写真10　第31～40号土壙出土遺物



写真11　第41～60号土壙出土遺物

写真12　第61～70号土壙出土遺物



写真13　第71～81号土壙出土遺物（口縁部）

写真14　第71～81号土壙出土遺物（底部）



写真15　Ⅳ遺跡　表土出土遺物

写真16　Ⅴ 遺跡　第1～3号住居跡出土遺物



写真17　Ⅴ遺跡　第6・7号住居跡出土遺物

写真18　Ⅴ遺跡　第2号建造物ピット中出土遺物



写真19　V 遺跡　第1～7号竪穴　出土遺物

写真20　V 遺跡　第8号竪穴出土遺物



写真21　V遺跡　第2～5，7～9号土壙出土遺物

写真22　V遺跡　第11～20号土壙出土遺物



写真23　V遺跡　第21～26号土壙出土遺物

写真24　V遺跡　第27～29号土壙出土遺物



写真25　V遺跡　第30～40号土壙出土遺物

写真26　V遺跡　第40～60号土壙出土遺物



写真27　V遺跡　第61～75号土壙出土遺物

写真28　V 遺跡　表土出土の須恵器



写真29　V 遺跡　表土出土の土師器

写真30　V 遺跡　表土出土の弥生式土器



写真31　V 遺跡　表土出土の弥生式土器

写真32　V遺跡　第1号土壙出土の繩文式土器



写真33　Ⅳ遺跡　72号土壙出土

写真34　V遺跡　第6・10号土壙出土の繩文式土器



写真35　V遺跡　出土の土器

Ｖ遺跡　出土の重弧文土器

写真36　Ⅳ遺跡　第3号土壙出土   Ⅳ遺跡　第18号土壙出土



写真37　Ⅳ遺跡　第12号土壙出土

第80号土壙出土

写真38　Ⅳ遺跡　第36号土壙出土 第77号土壙出土

写直39　Ｖ遺跡　第29号土壙出土

第44号土壙出土



写真40　V遺跡　第2号土器群出土

写真41　V遺跡　第2号土器群出土



写真42　V遺跡　表土出土
Ｖ遺跡　第2号土器群出土

写真43　V 遺跡　第2号土器群出土

写真44　V 遺跡　第2号土器群出土



写真45 V遺跡　出土の石鏃

写真46　Ⅳ遺跡　出土の石鏃及び剝片



写真47　Ⅳ遺跡及びＶ遺跡　出土の石器（1）背面

写真48　Ⅳ遺跡及びＶ遺跡　出土の石器（2）腹面



写真49　Ⅳ遺跡及びＶ遺跡　出土の石庖丁

写真50　Ⅳ遺跡及びＶ遺跡　出土の石斧



写真51　V 遺跡　出土の石斧

写真52　V 遺跡　出土の石器



写真53　V遺跡　出土の石器

写真54　V遺跡　 出土の石器



写真55　V 遺跡　出土の石器

写真56　V 遺跡　出土の石器





埋蔵文化財発掘調査報告書　 第6集

一般国道11 号松山東道路関係遺跡

埋蔵文化財調査報告書

(Ⅲ)

昭和56年3月23日

編 集 愛 媛 県 教 育 委 員 会 文 化 課

発　行( 財)愛媛県埋蔵文化財調査センター

松山市一番町4丁目4-2

印 刷　平 和 印 刷 工 業 株 式 会 社

代表取締役　中　　正　隆

松山市針田町112-8 (0899)72-2890

PDF作成：平成26(2014)年3月31日 株式会社コピー愛媛












	一般国道11号松山東道路関係遺跡埋蔵文化財調査報告書Ⅲ
	序文
	例言
	本文目次
	第Ⅰ章 序説
	1 発掘調査の経緯
	（1）調査に至る経過
	（2）調査日誌（久米窪田Ⅳ遺跡）
	（3）調査日誌（久米窪田Ｖ遺跡）  

	2 遺跡の位置と環境
	（1）遺跡の位置
	（2）歴史的・自然的環境


	第Ⅱ章 久米窪田Ⅳ遺跡の概況
	1 住居跡
	（1）第1号住居跡
	（2）第2号住居跡
	（3）第3号住居跡
	（4）第4号住居跡
	（5）第5号住居跡

	2 建造物跡
	（1）第1号建造物跡
	（2）第2号・3号建造物跡
	（3）第4号建造物跡
	（4）第5号建造物跡
	（5）第6号建造物跡
	（6）第7号建造物跡
	（7）第8号建造物跡

	3 土壙状遺構
	（1）第1号土壙状遺構
	（2）第2号土壙状遺構
	（3）第3号・4号・5号土壙状遺構
	（4）第6号土壙状遺構
	（5）第7号土壙状遺構
	（6）第8号土壙状遺構
	（7）第9号土壙状遺構
	（8）第10号土壙状遺構
	（9）第11号土壙状遺構
	（10）第12号土壙状遺構
	（11）第13号土壙状遺構
	（12）第14号土壙状遺構
	（13）第15号土壙状遺構
	（14）第16号土壙状遺構
	（15）第17号土壙状遺構
	（16）第18号土壙状遺構
	（17）第19号土壙状遺構
	（18）第20号土壙状遺構
	（19）第21号土壙状遺構
	（20）第22号土壙状遺構
	（21）第23号土壙状遺構
	（22）第24号土壙状遺構
	（23）第25号土壙状遺構
	（24）第26号・27号土壙状遺構
	（25）第28号土壙状遺構
	（26）第29号土壙状遺構
	（27）第30号・第31号土壙状遺構
	（28）第32号土壙状遺構
	（29）第33号土壙状遺構
	（30）第34号土壙状遺構
	（31）第35号土壙状遺構
	（32）第36号土壙状遺構
	（33）第37号土壙状遺構
	（34）第38号土壙状遺構
	（35）第39号土壙状遺構
	（36）第40号土壙状遺構
	（37）第41号土壙状遺構
	（38）第42号土壙状遺構
	（39）第42－2土壙状遺構
	（40）第43号土壙状遺構
	（41）第44号土壙状遺構
	（42）第45号・46号土壙状遺構
	（43）第47号土壙状遺構
	（44）第48号土壙状遺構
	（45）第49号土壙状遺構
	（46）第50号土壙状遺構
	（47）第51号土壙状遺構
	（48）第52号土壙状遺構
	（49）第53号土壙状遺構
	（50）第54号土壙状遺構
	（51）第55号土壙状遺構
	（52）第56号土壙状遺構
	（53）第57号土壙状遺構
	（54）第58号土壙状遺構
	（55）第59号土壙状遺構
	（56）第60号土壙状遺構
	（57）第61号土壙状遺構
	（58）第62号土壙状遺構
	（59）第63号土壙状遺構
	（60）第64号土壙状遺構
	（61）第65号土壙状遺構
	（62）第66号土壙状遺構
	（63）第67号土壙状遺構
	（64）第68号土壙状遺構
	（65）第69号・70号土壙状遺構
	（66）第71号土壙状遺構
	（67）第72号土壙状遺構
	（68）第73号土壙状遺構
	（69）第74号土壙状遺構
	（70）第75号土壙状遺構
	（71）第76号土壙状遺構
	（72）第77号土壙状遺構
	（73）第78号土壙状遺構
	（74）第79号土壙状遺構
	（75）策80号土壙状遺構
	（76）第81号土壙状遺構

	4 井戸跡
	5 区別出土遺物
	6 石器類
	7 鉄器

	第Ⅲ章 久米窪田Ⅳ遺跡の総括
	1 弥生時代
	2 古墳時代
	3 歴史時代


	図目次
	久米窪田Ⅳ遺跡
	第1図 周辺の遺跡図
	第2図 遺跡の位置図
	第3図 久米窪田Ⅳ遺跡遺構図
	第4図 第1号住居跡平面図
	第5図 第1号住居跡出土遺物実測図
	第6図 第3号住居跡平面図
	第7図 第3号住居跡出土遺物実測図
	第8図 第4号住居跡平面図
	第9図 第4号住居跡出土遺物実測図
	第10図 第5号住居跡平面図
	第11図 第5号住居跡出土遺物実測図
	第12図 第5号住居跡出土遺物実測図
	第13図 第1号建造物跡図
	第14図 第2号・3号建造物跡図
	第15図 第4号建造物跡図
	第16図 第5号建造物跡図
	第17図 第6号建造物跡図
	第18図 第7号建造物跡図
	第19図 第8号建造物跡図
	第20図 第1号土壙状遺構図
	第21図 第1号出土遺物実測図
	第22図 第2号土壙状遺構図
	第23図 第2号出土遺物実測図
	第24図 第3号・4号・5号土壙状遺構図
	第25図 第3号出土遺物実測図
	第26図 第4号出土遺物実測図
	第27図 第5号出土遺物実測図
	第28図 第5号出土遺物実測図
	第29図 第6号土壙状遺構図
	第30図 第6号出土遺物実測図
	第31図 第7号土壙状遺構図
	第32図 第7号出土遺物実測図
	第33図 第8号土壙状遺構図
	第34図 第8号出土遺物実測図
	第35図 第9号土壙状遺構図
	第36図 第9号出土遺物実測図
	第37図 第10号土壙状遺構図
	第38図 第10号出土遺物実測図
	第39図 第11号土壙状遺構図
	第40図 第11号出土遺物実測図
	第41図 第12号土壙状遺構図
	第42図 第12号出土遺物実測図
	第43図 第13号土壙状遺構図
	第44図 第13号出土遺物実測図
	第45図 第14号土壙状遺構図
	第46図 第14号出土遺物実測図
	第47図 第15号土壙状遺構図
	第48図 第15号出土遺物実測図
	第49図 第16号土壙状遺構図
	第50図 第16号出土遺物実測図
	第51図 第17号土壙状遺構図
	第52図 第17号出土遺物実測図
	第53図 第18号土壙状遺構図
	第54図 第18号出土遺物実測図（その1） 
	第55図 第18号出土遺物実測図（その2）
	第56図 第19号土壙状遺構図
	第57図 第19号出土遺物実測図
	第58図 第20号土壙状遺構図
	第59図 第20号出土遺物実測図
	第60図 第21号土壙状遺構図
	第61図 第21号出土遺物実測図
	第62図 第22号土壙状遺構図
	第63図 第23号土壙状遺構図
	第64図 第23号出土遺物実測図
	第65図 第24号土壙状遺構図
	第66図 第25号土壙状遺構図
	第67図 第26号・27号土壙状遺構図
	第68図 第26号・27号出土遺物実測図
	第69図 第28号土壙状遺構図
	第70図 第29号土壙状遺構図
	第71図 第29号出土遺物実測図
	第72図 第30号・31号土壙状遺構図
	第73図 第30号出土遺物実測図
	第74図 第31号出土遺物実測図
	第75図 第32号土壙状遺構図
	第76図 第32号出土遺物実測図
	第77図 第33号土壙状遺構図
	第78図 第33号出土遺物実測図
	第79図 第34号土壙状遺構図
	第80図 第35号土壙状遺構図
	第81図 第35号出土遺物実測図
	第82図 第36号土壙状遺構図
	第83図 第36号出土遺物実測図
	第84図 第37号土壙状遺構図
	第85図 第38号土壙状遺構図
	第86図 第38号出土遺物実測図
	第87図 第39号土壙状遺構図
	第88図 第40号土壙状遺構図
	第89図 第40号出土遺物実測図
	第90図 第41号土壙状遺構図
	第91図 第41号出土遺物実測図
	第92図 第42号土壙状遺構図
	第93図 第42号出土遺物実測図
	第94図 第42－2号土壙状遺構図
	第95図 第42－2号出土遺物実測図
	第96図 第43号土壙状遺構図
	第97図 第43号出土遺物実測図
	第98図 第44号土壙状遺構図
	第99図 第45号・46号土壙状遺構図
	第100図 第47号土壙状遺構図
	第101図 第47号出土遺物実測図
	第102図 第48号土壙状遺構図
	第103図 第48号出土遺物実測図
	第104図 第49号土壙状遺構図
	第105図 第49号出土遺物実測図
	第106図 第50号土壙状遺構図
	第107図 第50号出土遺物実測図
	第108図 第51号土壙状遺構図
	第109図 第51号出土遺物実測図
	第110図 第52号土壙状遺構図
	第111図 第53号土壙状遺構図
	第112図 第53号出土遺物実測図
	第113図 第54号土壙状遺構図
	第114図 第55号土壙状遺構図
	第115図 第55号出土遺物実測図
	第116図 第56号土壙状遺構図
	第117図 第56号出土遺物実測図
	第118図 第57号土壙状遺構図
	第119図 第58号土壙状遺構図
	第120図 第58号出土遺物実測図
	第121図 第59号土壙状遺構図
	第122図 第59号出土遺物実測図
	第123図 第60号土壙状遺構図
	第124図 第60号出土遺物実測図
	第125図 第61号土壙状遺構図
	第126図 第61号出土遺物実測図
	第127図 第62号土壙状遺構図
	第128図 第62号出土遺物実測図
	第129図 第63号土壙状遺構図
	第130図 第64号土壙状遺構図
	第131図 第64号出土遺物実測図
	第132図 第65号土壙状遺構図
	第133図 第65号出土遺物実測図
	第134図 第66号土壙状遺構図
	第135図 第67号土壙状遺構図
	第136図 第67号出土遺物実測図
	第137図 第68号土壙状遺構図
	第138図 第68号出土遺物実測図
	第139図 第69号・70号土壙状遺構図
	第140図 第71号土壙状遺構図
	第141図 第71号出土遺物実測図
	第142図 第72号土壙状遺構図
	第143図 第72号出土遺物実測図
	第144図 第73号土壙状遺構図
	第145図 第73号出土遺物実測図
	第146図 第74号土壙状遺構図
	第147図 第74号出土遺物実測図　
	第148図 第75号土壙状遺構図
	第149図 第75号出土遺物実測図
	第150図 第76号土壙状遺構図
	第151図 第76号出土遺物実測図
	第152図 第77号土壙状遺構図
	第153図 第77号出土遺物実測図
	第154図 第78号土壙状遺構図
	第155図 第78号出土遺物実測図
	第156図 第79号土壙状遺構図
	第157図 第79号出土遺物実測図
	第158図 第80号土壙状遺構図
	第159図 第80号出土遺物実測図
	第160図 第81号土壙状遺構図
	第161図 第81号出土遺物実測図
	第162図 井戸跡図
	第163図 区別出土土器実測図
	第164図 区別出土土器実測図
	第165図 石器実測図
	第166図 石器実測図
	第167図 石器実測図
	第168図 石器実測図
	第169図 石器実測図
	第170図 石器実測図
	第171図 石器実測図
	第172図 石器実測図
	第173図 石器実測図
	第174図 石器実測図
	第175図 石器実測図
	第176図 鉄器実測図


	松山市久米窪田Ｖ遺跡
	本文目次
	第IV章 久米窪田Ｖ遺跡の概況
	1住居跡 
	（1）第1号住居跡
	（2）第2号住居跡
	（3）第3号住居跡
	（4）第4号住居跡
	（5）第5号住居跡
	（6）第6号住居跡
	（7）第7号住居跡
	（8）第8号住居跡

	2 竪穴状遺構
	（1）第1号竪穴状遺構
	（2）第2号竪穴状遺構
	（3）第3号竪穴状遺構
	（4）第4号竪穴状遺構
	（5）第5号竪穴状遺構
	（6）第6・7号竪穴状遺構
	（7）第8号竪穴状遺構
	（8）第9号竪穴状遺構

	3 建造物跡
	（1）第1号建造物跡
	（2）第2号建造物跡
	（3）第3号建造物跡
	（4）第4号建造物跡
	（5）第5号建造物跡

	4 土器群
	（1）第1号土器群
	（2）第2号土器群

	5 土壙状遺構
	（1）第1号土壙状遺構
	（2）第2号土壙状遺構
	（3）第3号土壙状遺構
	（4）第4号土壙状遺構
	（5）第5号土壙状遺構
	（6）第6号土壙状遺構
	（7）第7号土壙状遺構
	（8）第8号土壙状遺構
	（9）第9号土壙状遺構
	（10）第10号土壙状遺構
	（11）第11号土壌状遺構
	（12）第12号土壙状遺構
	（13）第13号土壙状遺構
	（14）第14号土壙状遺構
	（15）第15号土壙状遺構
	（16）第16号土壙状遺構
	（17）第17号土壙状遺構
	（18）第18号土壙状遺構
	（19）第19号土壙状遺構
	（20）第20号土壙状遺構
	（21）第21号土壙状遺構
	（22）第22号土壙状遺構
	（23）第23号土壙状遺構
	（24）第24号土壙状遺構
	（25）第25号土壙状遺構
	（26）第26号土壙状遺構
	（27）第27号土壙状遺構
	（28）第28号土壙状遺構
	（29）第29号土壙状遺構
	（30）第30号土壙状遺構
	（31）第31号土壙状遺構
	（32）第32号土壙状遺構
	（33）第33号土壙状遺構
	（34）第34号土壙状遺構
	（35）第35号土壙状遺構
	（36）第36号土壙状遺構
	（37）第37号土壙状遺構
	（38）第38号土壙状遺構
	（39）第39号土壙状遺構
	（40）第40号土壙状遺構
	（41）第41号土壙状遺構
	（42）第42号土壙状遺構
	（43）第43号土壙状遺構
	（44）第44号土壙状遺構
	（45）第45号土壙状遺構
	（46）第46号土壙状遺構
	（47）第47号土壙状遺構
	（48）第48号土壙状遺構
	（49）第49号土壙状遺構
	（50）第50号土壙状遺構
	（51）第51号土壙状遺構
	（52）第52号土壙状遺構
	（53）第53号土壙状遺構
	（54）第54号土壙状遺構
	（55）第55号土壙状遺構
	（56）第56号土壙状遺構
	（57）第57号土壙状遺構
	（58）第58号土壙状遺構
	（59）第59号土壙状遺構
	（60）第60号土壙状遺構
	（61）第61号土壙状遺構
	（62）第62号土壙状遺構
	（63）第63号土壙状遺構
	（64）第64号土壙状遺構
	（65）第65号土壙状遺構
	（66）第66号土壙状遺構
	（67）第67号土壙状遺構
	（68）第68号土壙状遺構
	（69）第69号土壙状遺構
	（70）第70号土壙状遺構
	（71）第71号土壙状遺構
	（72）第72号土壙状遺構
	（73）第73号土壙状遺構
	（74）第74号土壙状遺構
	（75）第75号土壙状遺構

	6 区別出土遺物
	7 石器類

	第Ｖ章 久米窪田Ｖ遺跡の総括
	1 繩文時代
	2 弥生時代
	3 古墳時代
	4 中世


	図目次
	久米窪田Ｖ遺跡
	第1図 久米窪田Ｖ遺跡遺構図
	第2図 第1号住居跡平面図
	第3図 第1号出土遺物実測図
	第4図 第2号住戸跡平面図
	第5図 第2号住居炉跡図
	第6図 第2号出土遺物実測図
	第7図 第3号住居跡平面図
	第8図 第3号出土遺物実測図
	第9図 第4号住居跡平面図
	第10図 第5号住居跡平面図
	第11図 第5号出土遺物実測図
	第12図 第6号住居跡・上層部平面図(1，2)
	第13図 第6号出土遺物実測図
	第14図 第7号住居跡平面図
	第15図 第7号住居跡炉跡図
	第16図 第7号出土遺物実測図
	第17図 第8号住居跡・建造物跡平面図
	第18図 第1号耶穴状遺構図
	第19図 第1号出土遺物実測図
	第20図 第2号竪穴状遺構図
	第21図 第3号竪穴状遺構図
	第22図 第3号出土遺物実測図
	第23図 第4号竪穴状遺構図
	第24図 第4号出土遺物実測図
	第25図 第5号竪穴状遺構図
	第26図 第5号出土遺物実測図
	第27図 第6・7号竪穴状遺構図
	第28図 第6・7号出土遺物実測図
	第29図 第8号竪穴状遺構図
	第30図 第8号出土遺物実測図
	第31図 第9号竪穴状遺構図
	第32図 第1号建造物跡図
	第33図 第2号建造物跡図
	第34図 第2号出土遺物実測図
	第35図 第3・4号建造物跡平面図
	第36図 第3号建造物跡図
	第37図 第3号出土遺物実測図
	第38図 第4号建造物跡図
	第39図 第4号出土遺物実測図
	第40図 第5号建造物跡図
	第41図 第1号土器群平画図
	第42図 第1号土器群出土遺物実測図
	第43図 第2号土器群平面図
	第44図 第2号土器群土師式土器実測図
	第45図 第2号土器群須恵器実測図
	第46図 第2号土器群及び採集須恵器実測図
	第47図 第1号土壙状遺構図
	第48図 第1号出土遺物実測図
	第49図 第2号土壙状遺構図
	第50図 第2号出土遺物実測図
	第51図 第3号土壙状遺構図
	第52図 第3号出土遺物実測図
	第53図 第4号土壙状遺構図
	第54図 第4号出土遺物実測図
	第55図 第5号土壙状遺構図
	第56図 第5号出土遺物実測図
	第57図 第6号土壙状遺構図
	第58図 第6号出土遺物実測図（1）
	第59図 第6号出土遺物実測図（2）
	第60図 第7号土壙状遺構図
	第61図 第7号出土遺物実測図
	第62図 第8号土壙状遺構図
	第63図 第8号出土遺物実測図
	第64図 第9号土壙状遺構図
	第65図 第10号土壙状遺構図
	第66図 第10号出土遺物実測図
	第67図 第11号土壙状遺構図
	第68図 第11号出土遺物実測図
	第69図 第12号土壙状遺構図
	第70図 第13号土壙状遺構図
	第71図 第13号出土遺物実測図
	第72図 第14号土壙状遺構図
	第73図 第15号土壙状遺構図
	第74図 第15号出土遺物実測図
	第75図 第16号土壙状遺構図
	第76図 第16号出土遺物実測図
	第77図 第17号土壙状遺構図
	第78図 第17号出土遺物実測図
	第79図 第18号土壙状遺構図
	第80図 第18号出土遺物実測図
	第81図 第19号土壙状遺構図
	第82図 第20・21号土壙状遺構図
	第83図 第21号出土遺物実測図
	第84図 第22号土壙状遺構図
	第85図 第23号土壙状遺構図
	第86図 第24号土壙状遺構図
	第87図 第24号出土遺物実測図
	第88図 第25号土壙状遺構図
	第89図 第25号出土遺物実測図
	第90図 第26号土壙状遺構図
	第91図 第26号出土遺物実測図
	第92図 第27号土壙状遺構図
	第93図 第27号出土遺物実測図
	第94図 第28号土壙状遺構図
	第95図 第29号土壙状遺構図
	第96図 第29号出土遺物実測図
	第97図 第30号土壙状遺構図
	第98図 第31号土壙状遺構図
	第99図 第31号出土遺物実測図
	第100図 第32号土壙状遺構図
	第101図 第32号出土遺物実測図
	第102図 第33号土壙状遺構図
	第103図 第33号出海遺物実測図
	第104図 第34号土壙状遺構図
	第105図 第34号出土遺物実測図
	第106図 第35号土壙状遺構図
	第107図 第35号出土遺物実測図
	第108図 第36号土壙状遺構図
	第109図 第36号出土遺物実測図
	第110図 第37・38号土壙状遺構図
	第111図 第37・38号出土遺物実測図
	第112図 第39・40号土壙状遺構図
	第113図 第41号土壙状遺構図
	第114図 第41号出土遺物実測図
	第115図 第42号土壙状遺構図
	第116図 第43号土壙状遺構図
	第117図 第44号土壙状遺構図
	第118図 第44号出土遺物実測図
	第119図 第45号土壙状遺構図
	第120図 第45号出土遺物実測図
	第121図 第46号土壙状遺構図
	第122図 第46号出土遺物実測図
	第123図 第47号土壙状遺構図
	第124図 第47号出土遺物実測図
	第125図 第48号土壙状遺構図
	第126図 第48号出土遺物実測図
	第127図 第49号土壙状遺構図
	第128図 第50号土壙状遺構図
	第129図 第50号出土遺物実測図
	第130図 第51号土壙状遺構図
	第131図 第52号土壙状遺構図
	第132図 第53号土壙状遺構図
	第133図 第54号土壙状遺構図
	第134図 第54号出土遺物実測図
	第135図 第55号土壙状遺構図
	第136図 第55号出土遺物実測図
	第137図 第56号土壙状遺構図
	第138図 第57号土壙状遺構図
	第139図 第58号土壙状遺構図
	第140図 第59号土壙状遺構図
	第141図 第59号出土遺物実測図
	第142図 第60号土壙状遺構図
	第143図 第61号土壙状遺構図
	第144図 第62・63号土壙状遺構図
	第145図 第62号出土遺物実測図
	第146図 第64号土壙状遺構図
	第147図 第65号土壙状遺構図
	第148図 第65号出土遺物実測図
	第149図 第66号土壙状遺構図
	第150図 第67号土壙状遺構図
	第151図 第68号土壙状遺構図
	第152図 第68号出土遺物実測図
	第153図 第69号土壙状遺構図
	第154図 第69号出土遺物実測図
	第155図 第70号土壙状遺構図
	第156図 第70号出土遺物実測図
	第157図 第71号土壙状遺構図
	第158図 第72号土壙状遺構図
	第159図 第73号土壙状遺構図
	第160図 第74号土壙状遺構図
	第161図 第75号土壙状遺構図
	第162図 区別出土遺物実測図（1）
	第163図 区別出土遺物実測図（2）
	第164図 区別出土遺物実測図（3）
	第165図 区別出土遺物実測図（4）
	第166図 区別出土遺物実測図（5）
	第167図 区別出土遺物実測図（6）
	第168図 区別出土遺物実測図（7）
	第169図 区別出土遺物実測図（8）
	第170図 石器実測図
	第171図 石器実測図
	第172図 石器実測図
	第173図 石器実測図
	第174図 石器実測図
	第175図 石器実測図
	第176図 石器実測図
	第177図 石器実測図
	第178図 石器実測図
	第179図 石器実測図
	第180図 石器実測図
	第181図 石器実測図
	第182図 石器実測図
	第183図 石器実測図
	第184図 石器実測図
	第185図 石器実測図
	第186図 石器実測図
	第187図 石器実測図
	第188図 石器実測図
	第189図 石器実測図
	第190図 石器実測図


	奥付



