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序 文

このたび､一般国道11号松山東道路の建設工事に伴い､

予定地内に所在する埋蔵文化財の発掘調査を､ 財団法人愛

媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ が主体となって実施しました｡

今回の報告は､｢ 一般国道11号埋蔵文化財調査報告書｣

第4 集として刊行することになりました｡

調査にあたり､ 関係機関や地元の方々に多大の御協力を

頂きましたことに対し､ ここに深く感謝の意を表するとと

もに､ 調査関係各位の労を多とする次第であります｡

本報告書が文化財保護の一助となり､ 松山平野の古代史

解明のためにも活用いただければ幸いです｡ 併せて､ 今後

の埋蔵文化財の保存､ 保護について､ 一層の御協力をお願

いいたします｡

昭和57年3月

財団法人

愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ

理事長　 城 戸 崎　 豊





例 言

1. この報告書は､ 一般国道11号松山東道路の建設工事にかかる平井遺跡の発掘調査の概

要である｡

2. 発掘調査は建設省四国地方建設局( 松山工事事務所) の委託によって､(財)愛媛県埋

蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ が実施したものである｡

3. 発掘調査は昭和55年4月12日から昭和55年9月30日までの間に実施した｡

4. 出土遺物の基礎的整理を主とする遺物整理業務も､ 発掘調査と並行して実施した｡

5. 発掘調査ならびに報告書作成は､ 愛媛県教育委員会の指導､ 助言を受けて行った｡

6. 調査ｽﾀｯﾌ

調 査 員　 豊田　達雄( 愛媛県教育委員会文化振興局指導主事)

((財)愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ 派遺調査員)

横山　 賢( 愛媛県教育委員会文化振興局指導主事)

((財)愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ 派遣調査員)

野口光比古((財)愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ 調査員)

岡田　敏彦((財)愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ 調査員)

臨時調査員　 森　 康彦　 岡　 辰夫　 重松　佳久

7. 遺構･遺物の測量及び､写真撮影･作図は、担当調査員が実施した｡

8. 遺物の整理･ 実測･ 作図は､ 豊田達雄､ 横山　賢､ 重松佳久が担当した｡

9. 本報告書の執筆は､第Ⅰ調査区を豊田･横山が分担し､編集は豊田が担当した｡第Ⅱ

調査区以降の執筆は､ 横山･ 重松が分担し､ 編集は､ 野口･ 岡田の助言のもとに横山･

重松が担当した｡

10. 第V調査区出土の種子鑑定は､ 京都薬科大学梅本光一郎教授に依頼した｡

11. 木片の鑑定は､愛媛大学渋谷昌資助手に依頼した｡

12. 温泉郡重信町牛渕から志津川の区間における確認調査報告は愛媛県教育委員会文化振

興局教育専門員阪本安光が執筆･ 編集を担当した｡
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第Ⅰ章　序説

1　 調 査に至る経緯 と経過

(1) 調査に至る経緯

松山市および松山市周辺の交通事情は近年悪化の一途をたどり､ このため国および県の施

策として国道ﾊﾞｲ ﾊﾟｽ(通称名称)･県道等を建設し､ 交通混雑を緩和することを図ってい

る｡松山市小坂町5丁目から温泉郡重信町西岡にいたる全長11.5kmの国道11号松山東道路の

建設工事を､ 建設省四国地方建設局( 松山工事事務所) が､ 昭和49年から年次計画で松山市

側より着工しているのも､こうした交通事情を改善することを目的としたものである｡ 国道

11号松山東道路が建設される予定地及びその周辺には､遺跡台帳においても明らかにされ

ているとおり､ 桑原･ 束本･ 中村･ 祇園･ 小坂･ 釜囗･ 赤睦･ 天山･ 星ﾉ 岡･ 福音寺･ 高畑

･北久米･来住･久米窪田･鷹ﾉ子等の遺跡群が示されており､弥生～古墳～歴史時代の埋

蔵文化財の宝庫ともなっている｡ このため国道11号松山東道路の建設工事に先立ち､ 埋蔵文

化財の調査を実施し､ 記録を保存する目的で､ 従来より愛媛県教育委員会･ 松山市教育委

員会および( 財) 愛媛県埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ(以下埋文ｾﾝﾀｰ) が相次いで発掘調査を行い､ 

順次調査報告書も刊行され､ 数多くの貴重な埋蔵文化財の存在が明らかにされてきている｡

このため､今回新しく工事に着工することになった松山市平井～松山市北野田についても､ 

埋蔵文化財の調査の必要性が建設省四国地方建設局と愛媛県教育委員会および埋文ｾ ﾝﾀｰ 

の間で協議されてきた｡ その結果埋蔵文化財の有無を把握するために確認調査を松山市平

井地区については昭和54年2月28日～3月3日､松山市水泥地区については昭和55年5月20

日～5月24日､温泉郡重信町北野田地区については昭和55年7月12日～7月14日にそれぞれ

実施した｡ この確認調査において､ 大別して7ヵ所で遺構･ 遺物が検出された｡ このため､

これら7ヵ所を便宜上第Ⅰ調査区～第Ⅶ調査区としあとで示すようにE1～E7､N1

～N10ﾄﾚﾝﾁを設け確認調査を行った(ﾄﾚﾝﾁ配置図は各調査区の調査概要についての

説明の部分で示す)｡この確認調査により､第Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ調査区内のﾄﾚﾝﾁにおい

て柱穴･溝状遺構･土壙状遺構及び､多数の土器片が検出された｡第Ⅲ調査区内のﾄﾚﾝﾁ

においては溝状遺構とともに多量の須恵器片が､ また､ 第V 調査区内のﾄﾚﾝﾁ においては

溝状遺構とともに弥生式土器･ 土師式土器が数多く検出された｡

このため建設省四国地方建設局と埋文ｾﾝﾀｰとの間で発掘調査の実施が協議され､合意

の結果委託契約が締結され前記の7ヵ所すべて約6,000㎡を発掘調査することにした｡この

時点で調査地域全体を平井遺跡と総称することにし､ 調査区名･ﾄﾚﾝﾁ名も確認調査当時

のままに存続させて使用することにした｡ この後､ 全面調査の方法･期間等について協議を
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行い､道路建設工事の関係上､松山市側の第Ⅰ調査区から順次調査を行うことにし､第V調

査区までの調査を昭和55年8月10日までに完了させ､第Ⅶ調査区までの調査を昭和55年9月

30日までに完了させることとし､遺物等の整理および報告書の作成は昭和55年10月1日から

昭和57年3月25日の間に実施した｡ なお､ 遺物整理にあたり､ 陶磁器については愛媛県窯業

試験場主任研究員森元数茂氏の御指導を賜った｡

(2) 日誌抄

4月12日(雨)　調査計画を立て､調査方針の説明を行う｡第Ⅰ調査区の調査開始｡

4月15日(晴)　第Ⅰ調査区､表土排除開始(一部重機も導人｡以下各調査区とも同じ)｡

遺構検出に着手｡　(5月20日まで)

4月16日(曇一時雨)　  第Ⅰ調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定｡遺構検出｡

4 月17日(晴)　 住居跡､ 建造物跡､ 溝状遺構等を検出｡

4月26日(晴)　  第Ⅱ調査区､表土排除開始｡写真撮影｡

5月2日(晴)　   Ⅰ-19区井戸を検出｡写真撮影｡

5月7日(晴)　   第Ⅰ調査区の遺構遺物の検出を完了する｡第Ⅱ調査区遺構検出に着手｡

写真撮影｡

5月14日(晴)　  第Ⅱ調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定｡

5月17日(晴)　  第Ⅲ調査区表土排除を行う｡

5月20日(曇)　  第Ⅰ調査区井戸の写真撮影｡

5月23日(晴)　  第Ⅰ調査区を完了｡

5月29日(晴のち曇)　  第Ⅱ調査区遺構検出､写真撮影完了｡

6月3日(晴)　   第Ⅳ調査区遺構検出を始める｡溝状遺構､建造物跡等を検

出｡ 6月4日(晴)　第Ⅳ調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定｡第Ⅱ調査区完了｡

6月10日(曇時々雨)　  第Ⅰ調査区井戸の調査完了｡

6月24日(晴)　  第Ⅳ調査区写真撮影｡

6月27日(晴)　  第Ⅲ調査区の遺構検出を始める｡大溝等を検出｡

6月30日(晴のち曇)　  第Ⅲ調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定｡

7月16日(晴)　  第V調査区､表土排除開始｡

7月19日(晴)　  第V調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定｡

7月21日(晴)　  第V調査区遺構検出を始める｡第Ⅳ調査区完了｡

7月25日(曇)　  第V調査区写真撮影｡

7月28日(晴のち雨)　  第Ⅲ調査区写真撮影完了｡

7月30日(雨)　  第Ⅲ調査区完了｡

8 月2 日( 曇)　 遺構検出を完了｡
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8 月7 日( 曇)　 一層下の砂層内の木片等の検出を始める｡ 写真撮影｡

8月19日(曇一時雨)　   第Ⅵ調査区､表土排除開始｡ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定､遺構検出開

始｡ 9月1日(晴)　第Ⅵ調査区包含層下の砂層より木杭出土｡第Ⅶ調査区､表土排

除｡ 9月4日(晴)　第Ⅵ調査区写真撮影｡

9月17日(晴)　   溝状遺構出土｡第Ⅵ調査区完了｡

9月18日(晴)　   第Ⅶ調査区ｸﾞﾘｯﾄﾞ設定完了｡

9月22日(晴)　   第Ⅶ調査区にて柱穴､溝状遺構等を検出｡

9月30日(晴)　   第Ⅶ調査区写真撮影完了｡
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第Ⅱ章　 遺跡の位置および環境

1　 遺 跡 の 位 置

平井遺跡の絶対位置は北緯33°48′45″と東経132°49′30″の交差する地点を中心とする地域

で､行政的位置は松山市平井4丁目503番1号ほかである｡

垂直的位置は標高46.5～57.1mの範囲で瀬戸内海の伊予灘寄りの最短水平距離は約12kmで

ある｡

平井遺跡は国道11号線の南に位置し､地目は大部分が水田で一部柑橘園であった｡全体的

に北東に高く南西に低い緩やかな傾斜地である｡

図Ⅰ　平井遺跡の位置および周辺の地形図
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2　 遺 跡 を とり まく地理 的環境

松山平野を概観すると南部及び､ 西部を壮年期山地である石鎚山脈･ 出石山地によって限

られ､北部を老年期山地である高繩山地によって限られており､両者にはさまれて重信川氾

濫原が存在する｡図Ⅱに松山平野の地形分類および遺跡の分布を示す｡

南部の出石山地は障子山－皿ヶ嶺－石墨山を脊梁とする典形的な傾動地塊として把握でき､

地質的には三波川帯(結晶片岩類)山地台部の上に後～中期始新世の久万層群(砂岩･礫岩)

がのり､さらにその半分を中新世～鮮新世の石鎚層群(火山岩･火山砕屑岩)が不整合に被

う複雑な構造を示している｡ これらの地塊に続いて和泉砂岩地区である行道山－塩ヶ森山

地となるが､ 両者は狭義の中央構造線を地形界としている｡ これの北に続くのが砥部－久谷

丘陵･ 台地である｡ 出石山地台部の結晶片岩帯に鋭く谷を刻む砥部川･ 御坂川が､ 中央構造

線を横切って和泉層の山地へ移るあたりから重信川南岸まで続いている｡ この地形区のうち

砥部川流域には上位(55m±)･中位(30m±)･下位(10m±)段丘が見られる｡これら

の丘陵･ 台地の西には郡中扇状地が連なっている｡

東部は広範囲に広がる石鎚山脈に接して狭義の中央構造線を境として前記の行道山－塩ヶ

森山地になり､ 川内丘陵･ 台地へと続く｡ 段丘の発達が見られるばかりでなく､ 川上断層と

称される活断層や和泉層群の断層破砕帯も見られる｡

平井遺跡に近接する北部については､ 広く高繩山地が広がる｡ これは地質的には和泉層群

であり､ 風化表層の滑落も多く､ 相当量の岩屑が低地部へ排出されている｡ これに続いて鷹

ﾉ 子－梅本丘陵･ 台地となるが､ この多くは南西方向に緩く傾いている｡ この地域には扇状

地を形成する河川の側方侵食によって造岸作用をうけた古期扇状地の残骸も残っている｡ 昔

から扇状地面を舞台にかなり顕著な河川の乱流変遷があったものと思われる｡ 鷹ﾉ 子地区に

は総じて低位性下位台地が多く､ 梅本地区には隆起扇状地も見られる｡ これらに続いて横河

原扇状地･ 小野川扇状地があり､ さらには松山平野の大部分を占める重信川氾濫原になる｡

横河原扇状地を形成する重信川は東三方ヶ森に源を発するが､ 和泉砂岩山地特有の滑落岩屑

を多量にうけて土砂排出量が多く､ 県下では代表的な扇状地を形成している｡ 小野川扇状地

は小野川のほか堀越川･ 悪社川･ 内川等の合成もうけている｡ 全体的に地形面は若く､ 高燥

な乾田に水のりも良く､ 扇央から扇端にかけて立地する集落の密度は､ すぐ下流の氾濫性低

地よりきわだって大きい｡ 平井遺跡は小野川扇状地の扇端に位置し､ 古代より生活に適した

所であったと考えられる｡ 重信川氾濫觴は平均勾配が6.6/1,000 もあり､ 予想外の勾配をも

つ扇状地性氾濫原として考えることができる｡流域から集まった多量の水は伏流水となり､

一部は川岸近くで湧泉となり､ 地表に湧出し､ 農業用水等に利用されている｡
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3　 遺 跡を とり まく歴史 的環境

松山平野南部の遺跡の分布を図Ⅱに示すように主として地形との関連性を明らかにする

目的で､ 遺跡所在地を中心とする地域に､ 古墳の数や遺跡の面積等には関係なく､ 一様な円

で遺跡の性格を表した｡ もちろん､ 一つの遺跡からは一つの時代の遺物ばかりでなく､ 複数

の時代の遺物が検出されることが多いが､ 代表的な遺物を指標として図を作成した｡ この図

を見ても明らかなとおり､松山平野南部にも数多くの遺跡の存在が確認されている｡

繩文時代の遺物･ 遺構を伴うものとしては久谷の津吉遺跡､ 大友山山麓の恵原･ 南ヶ丘遺

跡､ 小野川流域の潮見駄馬台遺跡等があり､ 重信町には宝泉寺･ 下林遺跡がある｡ 平井遺跡

の近くでは､久米山田池周辺から天狗谷を経て鷹ﾉ子に至る地域でも繩文式土器が出土して

いる｡

弥生時代前期及び中期のものとしては､久谷の関谷遺跡､矢谷の夫婦池遺跡等のほか東

野･桑原遺跡がある｡平井遺跡に近接するものとして久米の高畑､来往､鷹ﾉ子､久米窪田

遺跡等を挙げることができる｡

弥生後期のものとしては小坂釜ﾉ口､天山北､井門､居相､越智､浮穴､赤睦遺跡等があ

り､後期から土師式土器を伴うものとして今在家､前川､松末､朝生田､西石井遺跡などが

見られるが､ 平井遺跡に近接する来住町( 北来住) の長隆寺やお花畑からも弥生後期の壺形

土器や土師器の高坏が出土しており､ これらと同じものが松山市文京町愛媛大学構内から出土

している｡ 他の遺物からも既にこのころより両者間の往来があったことが示されている｡

古墳時代前期のものとしては､ この地域には総合運動公園方面にある釈迦面山－､ 二号墳

が挙げられる｡中期のものとしては前方後円墳の経石山古墳･三島神社古墳等が挙げられる｡

後期になると久米にある波賀部の王塚古墳( 横穴式前方後円墳) や同じく横穴式石室をもつ

久米芝ヶ峠一号墳(円墳)､横穴式石室をもつ平井牛馬塚(円墳)､鷹ﾉ子天王様古墳(円墳)

や播磨塚古墳群などが知られている｡ その他後期横穴式のものと考えられるものとして北久

米の桜塚( 方墳) も存在する｡ 平井遺跡に近い久米･ 小野両地区には多数の古墳が存在する

が､ これはとりもなおさず山間部以外の広大な地域が 一様に生産力豊かな農耕( 水田) 地帯

として富が蓄えられていたことを示すものであろう｡

全体的に遺跡を見ると生活遺構を伴ったものの多くは低位～高位の砂礫台地(段丘面等)､

小起伏丘陵(起伏量100m以下)､扇状地扇頂部及び､平井遺跡のように扇状地扇端部に見ら

れる｡ また重信川氾濫原に存在するものは極めて少なく､ まれに存在するものも微高地に

集中している｡ これに反して古墳の多くは大起伏丘陵や小起伏山地に存在している｡

以上のように､ 平井遺跡の周辺地域では古代より河川の氾濫から身を守る人々が微高地や

台地･ 丘陵でしかも水の得やすい場所を求めて文化生活を営んでいたと考えられる｡

7





第Ⅲ章　調査概要





第 Ⅰ調査区





目 次

第Ⅰ調査区の調査概要

91　調査概要

2　遺構と遺物 9

9

17

24

31

36

(1) 住居跡

(2) 建造物跡

(3)  土壙状遺構

(4) 方形周溝状遺構及び周溝囲内土壙状･ 溝状遺構

(5) 溝状遺構

(6) 井 戸 43

3　その他の遺物 46

46

46

47

(1)   繩文式土器

(2) 弥生式土器

(3)     土師器

(4) 須 恵 器 48

(5) その他の土器 50

50(6) 石 器

4　小結 52



図 目 次

11

17

18

19

図1　第Ⅰ調査区全測図

図2　 第1 号住居跡

図3　 第1 号建造物跡

図4　 第2 号建造物跡

図5　 第3 号建造物跡 21

23

24

25

図6　 第4 号建造物跡

図7　第1号土壙状遺構

図8　第2号土壙状遺構

図9　第3号土壙状遺構 25

26

27

図10　第4号土壙状遺構

図11　第5号土壙状遺構

図12　第6号土壙状遺構 27

28

29

30

32

35

36

37

38

図13　第11号土壙状遺構

図14　第12～14号土壙状遺構

図15　第15号土壙状遺構

図16　第1号方形周溝状遺構及び周溝囲内第7～10号土壙状･第10号溝状遺構

図17　第2 号方形周溝状遺構及び周溝囲内溝状遺構

図18　第1 号溝状遺構

図19　第2～4号溝状遺構

図20　第5～6号溝状遺構

図21　第7 号溝状遺構 39

40

41

図22　第8 号溝状遺構

図23　第9 号溝状遺構

図24　第11号溝状遺構 42

42

44

図25　第12～13号溝状遺構

図26　井 戸

図27　住居跡･ 建造物跡及び土壙状遺構出土の土器 74

75

76

図28　土壙状遺構出土の土器

図29　土壙状遺構出土の土器

図30　土壙状遺構出土の土器 77

図31　方形周溝状遺構出土の土器 78



79

80

81

82

83

図32　溝状遺構出土の土器

図33　溝状遺構及び井戸出土の土器

図34　第Ⅰ調査区出土の繩文･弥生式土器

図35　第Ⅰ調査区出土の弥生式土器

図36　第Ⅰ調査区出土の弥生式土器

図37　第Ⅰ調査区出土の土師器 84

85

86

図38　第Ⅰ調査区出土の須恵器

図39　第Ⅰ調査区出土の須恵器

図40　第Ⅰ調査区出土の須恵器 87

図41　第Ⅰ調査区出土の須恵器及びその他の土器 88

89

90

91

92

93

図42　第Ⅰ調査区出土の石器

図43　第Ⅰ調査区出土の石器

図44　第Ⅰ調査区出土の石器

図45　第Ⅰ調査区出土の石器

図46　第Ⅰ調査区出土の石器

図47　第Ⅰ調査区出土の石器 94



表 目 次

31

34

53

54

55

56

59

60

表1　 第1 号方形周溝状遺構各溝の位置及び規模

表2　 第2 号方形周溝状遺構各溝の位置及び規模

表3　住居跡･建造物跡及び土壙状遺構出土の土器観察表

表4　土壙状遺構出土の土器観察表

表5　土壙状遺構出土の土器観察表

表6　土壙状遺構出土の土器観察表

表7　 方形周溝状遺構出土の土器観察表

表8　 溝状遺構出土の土器観察表

表9　 溝状遺構および井戸出土の土器観察表 61

63

64

65

66

67

69

71

表10　遺構に伴わない遺物の観察表

表11　遺構に伴わない遺物の観察表

表12　遺構に伴わない遺物の観察表

表13　遺構に伴わない遺物の観察表

表14　遺構に伴わない遺物の観察表

表15　遺構に伴わない遺物の観察表

表16　遺構に伴わない遺物の観察表

表17　遺構に伴わない遺物の観察表 72



第Ⅰ調査区の調査概要

1　 調 査 概 要

第Ⅰ調査区はほぼ短冊形に近い長方形をした区域で全面発掘面積は1,790㎡である｡第Ⅰ

調査区のﾄﾚﾝﾁ･ ｸﾞﾘｯﾄﾞ配置図及び遺構の全体測量図を図1に示す｡ ｸﾞﾘｯﾄﾞの一辺

は5mとし南北に沿ってｱﾙﾌｧ ﾍﾞｯﾄで､ 東西に沿って数字で示してあり､ 主軸はN値に

位置しておいた｡ また区の示し方として､ 例えばE-5区とは北西隅のｸﾞﾘｯﾄﾞがE-5 に

なる区画を示すことにする｡

本調査区は図でも明らかなように緩やかな勾配で南西に傾斜しており､扇状地の扇端に

ほぼ近い場所である｡土層は図1のとおり比較的単調で上層より灰味黄茶色の耕作土層､暗

黄橙色の床締層､ 灰黒色の遺物包含層､ 暗黄色の地山となっており､ 一部を除いては土層の

乱れは見られない｡ このため一部重機等も導入して床締層までの排土を行い､ その後遺構検

出を行った｡

検出された遺構は､竪穴式住居跡1基､掘立柱建造物跡4棟､土壙状遺構15基､方形周溝

状遺構2 基､ 井戸1 基､ 溝状遺構として扱ったものが15条ある｡ この他､ 杭木列と考えられ

る柱穴も検出された｡

出土遺物は､ 土師器､ 須恵器を主体とし､ 弥生式土器も出土した｡ その他一部ではあるが

繩文式土器､ 陶磁器､ 石器類も検出された｡

2　 遺構 と遺物

(1) 住居跡

ｱ　 第1 号住居跡

本住居跡は､ B - 1 ､ B - 2 ､ C - 1 ､ C - 2区にまたがって位置している｡ 地山上面に

て確認後埋土の包含層土を排除した結果､ 南西半分が完全に削除された遺構を検出した｡ こ

の遺構内から柱穴3個を検出した｡ 平面形は､ ほぼ整形の 一辺4m以上を測る隅丸方形の竪穴

住居と考えられるが､ 規模については､ 明確なことは不明である｡ また､ この住居跡の､

方位はほぼN20 °Eである｡ 住居跡内中央部は､ 礫に覆われており､ 地山面とほぼ同ﾚﾍﾞﾙ

にある｡ この礫層内からの遺物の出土はほとんど見られない｡

住居跡内からの出土遺物は､ほとんどのものが地山面とほぼ同ﾚﾍﾞﾙより出土しており､

柱穴内よりの出土は見られなかった｡ 遺物の種類としては土師器片が多く､ その他､ 弥生式

土器片､ 須恵器片も出土している｡ これらの中には図27に示すように､ 弥生式土器の底部及
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①　第1層(耕作土層)灰味黄茶色粘土質土層

②　第2層(床じめ層)暗黄橙色粘土質土層

③　第3層(遺物包含層)灰黒色粘土質土層

④　第4層(地山)暗黄色粘土質土層

図1(A)　第Ⅰ調査区全測図

11～12





図1(B)第Ⅰ調査区全測図

13～14





図1(C)第Ⅰ調査区全測図

15～16





図2　 第1号住居跡

び､土師器の甕形土器の口縁部が出土している｡この甕形土器は全体的に表面が剝離し､口

縁の内外面には1個ずつ､籾痕が見られる｡その他､須恵器の坏身片も見られた｡その他の

遺物はすべて実測不可能な小片であり､遊離しているものもある｡

本住居跡の南に第1号溝状遺構が検出されており､ この溝状遺構との関連性も考えられる

のであるが､ 確実に両者を結びつける具体的な根拠は見出せなかった｡

(2) 建造物跡

第T調査区において掘立柱建造物跡と考えられるものが4棟検出された｡ このうち3棟は

ほぼ全容が把握できるものであったが､1棟は大半が調査範囲外であった｡これらの中には

杭木列を伴うものも見られた｡

ｱ　 第1号建造物跡

本建造物跡は､B-3､B-4､C-3､C-4区にまたがって位置している｡柱穴は10

個を検出し､2間×3間の方形の掘立柱建造物である(図3)｡その規模は東西3.7m､南北

4.5m､棟方向はN7°Eであった｡各々柱間距離は､北側の梁間2間は1.7m､南側の梁間

2間は1.85m､東側の桁行3間は1.5mである｡柱穴掘方はさまざまであり､ しかも不整円

形を呈しており､埋土は黒色粘土質土壌である｡その大きさは､およそ口径50～80cm､底径
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図3　第1号建造物跡
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40～60cm､深さ10～30cmである｡その中で､2段の掘方をもつ柱穴が7個見られる｡これら

の内側の柱穴は､およそ口径12～30cm､底径9～20cm､深さ5～8cmで､うち2個について

は､ 根がらみ( 柱を固定するために投入された石) が検出されている｡ 出土遺物は､ 弥生

式土器片11､土師器片3､須恵器片2である(図27)｡弥生式土器は､ 石英､ 長石を主とした粗砂

粒を含む胎土を用い､暗茶褐色の焼成良好なもので外面にﾊｹ目調整痕が見られるが､その

他表面の調整の粗いもの､ また､ 粗砂粒も多少含むが細砂粒を含有する胎土を用い､ 暗茶

褐色の焼成が良く､特に外面は十分ﾅﾃﾞ調整を施したものや､細砂粒～粗砂粒まで含み精製

はあまり良くないが焼成は良好な口縁部などが見られる｡底面が平坦で糸切り痕が見られる

土師器も出土している｡ 須恵器は､ どれも小片で､ 灰色の硬質で精製の良いものである｡ 

この中には坏蓋片と思われるものが見られる｡これらの遺物は､ほとんどのものが実測不可

能な小片で､表面の剝離､磨耗の激しいものが多く遊離遺物の可能性も強い｡これらのこと

から､ この掘立柱建造物の時期を推定することは困難であろう｡

ｲ　 第2号建造物跡

本建造物跡は､D-12､D-13区にまたがって位置している(図4)｡柱穴は､東西方向

に5個検出し､建物と考えるならば､南側の桁行4間を構成する柱穴と考えられる｡これらに

対応する柱穴が調査区域内にて検出されていないことから､北側にﾌﾟﾗﾝがのび､南北方向

に梁間をもった掘立柱建造物と推測される｡ なお､ 調査区域の範囲を越えるものについては

確認できないため､ 正確な規模については不明である｡ 検出された柱穴から､ 東西桁行は7

m､4間の柱間距離はすべて均一で1.75m である｡ 柱穴内の埋土は､ 黒色粘土質土壌である｡

掘方は､ほぼ円形で､口径40～70cm､底径30～65cm､深さ10～40cmである｡そのうち西端の

柱穴には内部に口径15～20cm､底径約12cm､深さ約45cmの柱穴を有する｡各々の柱穴の深さ

について考えるならば､断面図からもわかるように､東側の掘方の方が浅い｡このことから、

現在の地山面は削平されており､ 当時は東方ほど高い緩やかな斜面であったことが考えられ

る｡

図4　 第2号 建 造 物 跡
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本遺構の南側に､ この建造物に付随するとは考えられないが､ 東向きに傾斜をもって開口

している柱穴及び､ 東西向きに傾斜をもって開口している柱穴を検出した｡ これらについ

ては掘方に方向性があり､ それは本建造物跡とは異なっているため第2 号建造物跡に関係す

るものとは考えられない｡ また､ 直接の構造材を使用した柱穴とは考えられない｡

柱穴内よりの出土遺物は､総数6点で､そのほとんどは弥生式土器小片である｡実測に耐

えられるものはなく､次の2点を除いてすべて､剝離､磨耗が激しい｡1点は弥生式土器底

部片で､ 石英､ 長石等の粗砂粒を多少含んでいるが､ 全体的に良く精製されており､ 内外面

とも淡茶褐色で焼成は良好である｡ 上げ底を呈する小形の底部で端部は平坦､ 外面はﾍﾗﾅ

ﾃﾞ調整を施し､ 内面も粗いﾅ ﾃﾞ調整を施している｡ また､ もう1点については､ 時期的には

前者と同じものと考えられ､ 土器体部で粗砂粒を多く含むが､ 焼成は良好である｡ 外面に2

条のﾍﾗ描凹線文を有しており､ 十分ﾅ ﾃﾞ調整を施している｡ その他､ 土師器小片が1点出土

している。

出土遺物については､ はっきりした時期を断定することは不可能である｡ しかし､ 第1 号

溝状遺構を切り込んで柱穴が掘り込まれていることから､ 明らかに､ この溝状遺構よりは新

しいものであろう｡

ｳ　 第3号建造物跡

本建造物跡は､F-16区に位置している( 図5)｡ 主柱のものと考えられる柱穴10個を検出

し､2間×3間の方形の掘立柱建造物と考えられる｡ その規模は､ 南北梁間3.2m､東西桁行

3.9mで､ 棟方向はN80 °Wである｡ 各々柱間距離は､ 梁間では､ 東側､ 西側とも1.6m､

桁行では､南側､北側とも1.3mである｡その他､本建造物に付随したものと考えられる柱

穴が､6個検出されているが､ これらの用途については､ 支え柱と考えることもできる｡

柱穴の掘方は､ ほぼ円形を呈するものが多く､ 埋土は黒色粘土質土壌である｡ 大きさは､

口径約40～60cm､底径約10～45cm､深さ約10～17cmである｡その中で､二重柱穴が3個見ら

れる｡それらの2段目の柱穴の大きさは､口径約15cm､底径約8～12cm､深さ約3～6cmで､

ほぼ円形である｡ 柱穴からの出土遺物は､ 弥生式土器片10､ 土師器片9､須恵器片1を確認し

ている｡これらはすべて､剝離､磨耗の激しいもので､実測が行えたものは1点だけであ

る(図27)。この遺物は､弥生中期のものと思われる壺形土器口縁部である｡その他の土器と

しては､非常に良く精製され焼成良好の土師質の小片が多い｡また底部片も見られるが､こ

れも焼成良好である｡土師器は､どれも完全に表面は剝離､磨耗しており､観察は不可能で

あるが､ 胎土は細砂粒のみで非常によく精製されている｡ 須恵器については､ 体部の一部と

思われるもので､器厚1.7～1.8cmである｡青灰色を呈し､胎土は石英､長石を主とする細砂粒

のみで精製は良好である｡ 焼成も良好で､ 外面は平行ﾀﾀｷ を行っており､ 内面には青海波

状文が見られる｡ 他に石庖丁が1 点出土している｡
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図5　 第3号 建 造 物 跡

21



本建造物跡の西側F-15区には､5個の柱穴が1条に打ち並べられた杭木列が見られ､ 方

位はN25.5°Eを指している｡掘方は､口径26～30cm､底径8～20cm､深さ5～28cmを測り､

大きさに多少の相違は見られるが､ ほぼ円形の柱穴である｡ その中からの出土遺物はない

が､本建造物に付随したものと考えられる｡

ｴ　 第4号建造物跡

本建造物跡は､F-17、18､G-17､18区にまたがって位置する(図6)｡主柱のものと考

えられる柱穴は､11 個検出され､ 北側の調査区域外に2 個の柱穴を残すものと思われる方形

(矩形) の3 間×4 間の掘立柱建造物と考えられる｡ その規模は､ 東西梁間4.5m､ 南北桁

行7.1m､ 棟方向はN3 °Eである｡ 各々柱間距離は､ 梁間では､ 南側､ 北側とも1.5m､ 桁

行では､ 東側が中間3.0m､ 両端それぞれ2.0m､ 西側で､ 北から2.1m､1m､2m､2.1m

を測る｡ なお､ 東側桁行の2 個の柱穴脇に30cmの距離をおいて､ 同じような柱穴が検出され

ており､ 支え柱としての柱穴とも思われる特徴的なものである｡

掘方は､ ほぼ円形を示すもので､ 埋土は､ 第3 号建造物跡同様､ 黒色粘土質土壌である｡

大きさは､口径40～60cm､底径30～45cm､深さ4～22cmと､さまざまで､二重柱穴が5個見

られる｡それらの2段目の柱穴もほぼ円形で､大きさは､口径10～25cm､底径5～18cm､深

さ2～6cmである｡柱穴からの出土遺物は土師器･須恵器が多く､ほとんど剝離､磨耗の激

しい小片で､実測可能なものは少ない｡弥生式土器片は約10点で､底部がほぼ完全なもの

(図27) が出土している｡ 他の弥生式土器片の中には､ 胴部片が見られる｡ これらの中には､

外面はﾍﾗﾅﾃﾞ調整後､ｸｼ状工具により調整を施し焼成良好のものとか｡あるいは､ わず

かに粗砂粒を含む程度で精製は良く､しかも焼成も良く､ 内外面とも十分なﾍﾗﾅﾃﾞ調整を施

したものなどが見られる｡ 土師器片は皿形土器が多い｡ 全体的に胎土はよく精製されてい

る｡焼成はやや軟質であるが､淡黄褐色を呈するものと､淡赤褐色を呈するものが見られる｡

内外面ともに十分な横ﾅ ﾃﾞ調整を施しており､ 底部には､ 糸切り痕を残すものが多い｡ 須恵

器については､ 坏身片と推定できるものが1 点あるが､ 他は､ 器形については不明な破片ば

かりである｡ 全体的に胎土の精製は良好であるが､ 焼成は良好なものと不良なものとに分け

られる｡また､色調は青灰色を呈するものと､淡茶褐色を呈するものが見られる｡

これら柱穴内の出土遺物から､ ほぼ第3 号建造物跡と同時期と考えることもできるが､ 正

確な時代把握は困難である｡
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図6　 第4号 建 造 物 跡
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(3)　土壙状遺構

第Ⅰ調査区では15基の土壙状遺構が検出された｡このうち周溝状遺構内に見られる第7～

10号土壙状遺構については第1号方形周溝状遺構の項で記し､ここではその他の11基の土壙

状遺構について記す｡

ｱ　第1号土壙状遺構

C-2区

の第1号溝

状遺構に南

接して見ら

れる(図7)｡

ほぼ隅丸の

三角形を呈

し､ 主軸の

方位はN45°

E を指して

いる｡ 掘方

は2 段にな

っており､

南西側が急

傾斜をなし 図7　第1号土壙状遺構

北東側か緩やかな傾斜をしている｡口部は2.0×1.2m､底部上段は0.5×0.4mで下段は0.6 

×0.5mとなっており､上段は下段より8cm高い｡口部より底部上段までの深さは68､下�

段までは82cmであった｡

遺物は全く出土しておらず､ また第1 号溝状遺構との切り合い関係も不明確であるので時

代的なことについては把握できていない｡ この遺構内の埋土は黒色粘土質土壌であり､ 土層

の変化は見られなかった｡

ｲ　 第2号土壙状遺構

D-4区にあり第1号溝状遺構の南側に位置している( 図8)｡ ほぼ楕円形をしており､ 掘

方は2段となっている｡ 主軸の方位はN を指している｡ 柱穴と考えることもできる程度のも

のであるが､平面ﾌﾟﾗﾝが存在しないため､ここでは土壙状遺構として扱った｡口部1.1× 

0.8m､底部は0.5×0.6mで､口部から1段目までの深さは16cm､1段目から底部までは8

24



cmであった｡ 埋土は黒色粘土質土壌で

あった｡

本遺構内からは弥生式土器口縁部

(図27)および胴部破片が出土している｡

ｳ　第3号土壙状遺構

D-10区において検出されたもので､

第1号溝状遺構に南接している(図9)｡

第1号土壙状遺構と同様､本遺構も溝

と切り合っているというよりはむしろ 図8　第2号土壙状遺構

溝に接して存在するものとした見方ができるものであり､しかも両土壙状遺構ともに出土遺

物が全く見られないという共通の特色を有している｡

形状はほぼ楕円形で､主軸の方位はN65°Wである｡口部は1.1×2.0m､底部は1.0×1.7

mで､ 底部は西

に緩く下降し深

さは16～23cmで

ある｡ 掘方は東

･西が緩傾斜､

南･ 北が急傾斜

である｡埋土は

黒色粘土質土壌

であった｡

図9　第3号土壙状遺構

ｴ　 第4号土壙状遺構

第7号溝状遺構の東端に連続して見られるものでG-14区からH-15区にかけて位置して

いる(図10)｡南部がわずかに調査範囲外であるが､ほぼ細長い楕円形をしているものと考

えられる｡主軸の方位はN50°Wを指しており､口部は2.0×5.5m､底部は1.5×4.5mであ

る｡底部は平坦で深さは25cm内外である｡西側の溝との境付近に段が見られ､口部から､この
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段までの深さは16～19cmで

ある｡ 埋土は全体をとおし

て黒色粘土質土壌であり､

土層の変化 は認められなか

った｡

遺構内からは弥生式土器

片16､ 土師器片77､ 須恵器

片19が出土した｡ これらの

中には口唇部に3条の凹線

を施し､ 丁寧な横ﾅ ﾃﾞを行

った甕形土器口縁部( 弥生

式土器)､皿形･埦形･高

台付土器底部(いずれも土

師器)､ 坏身･ 坏蓋( 須恵

器) の他､ 完形の土師皿2

点も見られる( 図27､28)｡

土師器については内黒の も

のが多く見られる｡ 弥生式

土器片の中には表面をｸｼ

状工具により調整したあと

｢×｣印を付したものも見られ､

須恵器片については､ﾀﾀ

ｷ 締めを行っているものが

多い｡ たたき石と思われる

もの も出土しており､ その

他20cm程度の礫が南東部から

4個､北東部から1個出

土している｡ 図10　第4号土壙状遺構

ｵ　第5号土壙状遺構

G-16区に位置し､三日月形に似た楕円形をしている(図11)｡主軸の方位はN10°Wを指

しており､口部は1.1×2.9m､底部は0.5×1.3m､深さは40×53cmであった｡掘方は東側が

やや急であるが､ 他は全体に緩やかな傾斜である｡

出土した遺物は小さな土器片が多く､ 弥生式土器片24､ 土師器片38､ 須恵器片10が検出さ
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れた｡ しか

しこれらの

中には甕形

･ 壺形土器

口縁部( 弥

生式土器)､

埦形土器口

縁部(土師

器)､ 坏身･

坏蓋( 須恵

器)など(図

29) が見ら

れ､ 時代的

にも広範囲

であり､ 全 図11　第5号土壙状遺構

体的に土器の磨耗が激しい｡土器以外には土壙状遺構の北の底部に20cm程度の礫が1個出土

している｡

力　第6号土壙状遺構

第5号土壙状遺構のすぐ東に位置し､G-16

区とG-17区にまたがって見られるものである

(図12)｡主軸の方位はN40 °Wを指しており､

口部は0.7×1.5m､ 底部は0.6×1.4mで深さは

16cmである｡

出土した遺物は籾痕と見られるものがある弥

生式土器底部､甑把手､壺口縁､高台付土器底

部(土師器)のほか､ほぼ完形品に近い坏身が

出土している( 図29)｡その他小片だがほとんど 図12　第6号土壙状遺構

須恵器製作の手法により作られた土師器とか緑色釉薬が施されている須恵器片等も見られる｡

ｷ　第7～10号土壙状遺構

これらのものについては第1 号方形周溝状遺構内に存在するものであり､ それとの関連性

も考えられるため周溝状遺構の項で記すことにする(図16)｡
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ｸ　第11号土壙状遺構

第1号方形周溝状遺構のすぐ南､I-20区

に位置し(図13)､主軸の方位はN45°Eを指し

ている｡ほぼ楕円形を呈し､口部は0.9×1.7

m､底部は0.7×1.3mで深さは22～30cmであ

る｡ 底部はほぼ平坦で､ 壁はやや急な傾斜を

もっている｡

出土した遺物は土器の小片ばかり( 弥生式

土器片1､土師器片3)であり､しかも剝離､

磨耗が激しいため､ 本遺構の性格や時代を判

定するものとはなり得ないと考えられる｡ な 図13　第11号土壙状遺構

お､本遺構のすぐ西にも掘り込みが見られるが､これは柱穴と考えられるため､土壙状遺構

としては扱わなかった｡

ケ　第12～14号土壙状遺構

第2号方形周溝状遺構の西に3基の土壙状遺構が検出された(図14)。これらはJ-26､27

区からK-26､27区にまたがっている｡第13､14号土壙状遺構はそれぞれ溝状遺構に連続し

ている｡また､第12号土壙状遺構と第13号土壙状遺構とは接しており､両者の西にはわずか

な掘り込みが見られる｡この掘り込み部分から弥生式土器底部2､土師器･須恵器の口縁部

各1( 図30) のほか数片の土器片が出土している｡ しかし全体的に磨耗している｡

第12号土壙状遺構の主軸の方位はNを指し､楕円形を呈している｡一部調査範囲外である

が､ 口部はほぼ1.7 ×1.8m 程度である｡ 底部は1.0 ×1.5m､ 深さは約40cm である｡ 出土した

遺物は円面硯のほか､ 須恵器片2､ 土師器片1 である｡ 円面硯は陸部･ 海部との境は不明瞭

なものである( 図30)｡ 土器以外には数個の礫が散在して検出された｡

第13号土壙状遺構は第14号溝状遺構に連続するものである｡主軸の方位はN20°Wを指し

口部は1.0×1.7m､底部は0.5×0.5m､深さは35～45cmである｡璧は段をもっており､南北

は緩や かであるが､ 東西はやや急な傾斜をなしている｡ 出土遺物は土師器片2､ 須恵器片

2 であり､ この中には長頸壺 口縁部( 図30)､ 高坏 脚部片が見られる｡ 全体的に第12､13号

土壙状遺構の出土遺物は類似しているものが見られる｡

第14号土壙状遺構も溝状遺構に連続しているものである｡主軸の方位はN20°Wを指し､

ほぼ楕円形をしている｡口部は3×2m､底部は1.6×1.2m､深さは約20cmでほぼ平坦であ

る｡ この平坦面に20cm 以上のものも含めて多数の礫が集積されていた｡ 西部の傾斜は東部よ

り急であった｡出土した遺物は高台付土器底部(図30)のほか､大形の壺形土器頸部(い
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図14　第12～14号土壙状遺構
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ずれも須恵器) のほか小片が数片であった｡ いずれのものも埋土は黒色粘土質土壌であった｡

ｺ　 第15号土壙状遺構

J-27区からK-27区にまたがって見られるものである( 図15)｡ 主軸の方位はN10°W を

指している｡ これは3個の凹部が連なったものであ

り､全体を土壙状遺構としたが､主体部は南のもの

と考えられる｡遺構全体の｢口｣部は0.9×3.3mであり､

主体部と考えられる南部の口部は0.6×1.5m､底部

は0.2×0.9m､深さは15～20cmである｡本遺構から

は､ 遺物の出土は見られない｡

図15　第15号土壙状遺構
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（4 ）方形周溝状遺構 及び周溝囲内土壙状・溝状遺構

ア　 第1 号方形周溝状遺構及び第7 ～10号土壙状遺構

第Ⅰ調査区の西方、H-20区を中心とした場所で2重のほぼ方形状の溝が検出された。両

者をあわせて第1号方
表1　 第1 号方形周溝状遺構各溝の位置及び規模

形周溝状遺構とした。 溝の幅cm発掘し
位　　　 置 方　 位 深さ㎝

た長さm 口　 部 底　 部
溝の位置・規模等の概

外側西溝 F　－19～I　－20 N10 °W 12 ．5 50～80 24 ～44 22 ～30

略を表1に記す。
外側南溝 I　－20～H 　－23 N75 °　E 15 ．0 60 ～120 44 ～60 10 ～35

外側西溝と外側南溝 外側東溝 H 　―　22～H　－23 N10 °　E 2．5 80 ～90 60 ～70 10 ～15

及び、内側西溝と内側 内側西溝 G 　－19～H　－20 N15 °W 6．8 40 ～70 20 ～30 20 ～35

5．5 3050 ～ 15 ～40 30～35内側南溝 H －20 N10 °　E

内側東溝 G 　－21 N5°　W 1．9 30 ～35 20 ～22 18 ～20

南溝及び、内側南溝と

内側東溝とはほぼ90°
（内側中央溝）（G －21～H　－20）（30°　E） （5 ．0）（12 ～54）（8 ～40）（5 ～6）

に近い角度を示してい

る。　しかし外側南溝と外側東溝とは90°をかなり上まわる角度を示している。内側の周溝の

東西幅は約6.5mで周溝墓としては比較的小規模であるが、外側の周溝の東西幅は約15.0m

である。いずれも北溝が調査区域外であるため南北幅は不明である。しかし方形周溝墓状

遺構と考えるならば中心部はほとんど調査区域内に含まれているものと思われる。内側と

外側の溝の間隔は西側で約1.8m、南側で5.0m、東側で約8.8mとそれぞれ異なるが、表1を見

ても明らかなとおり、ほぼ平行である。なお、溝の深さについては構築当時のままである

とは考え難い。

内側の周溝状遺構によって囲まれたマウンドは外側南溝の南側の標高と比較して15㎝程度

の高まりを見せているが、これはほぼ地山の自然的な高まりと考えられ、土層面からも人為

的なものであるという根拠は見出せなかった。内側の西溝と南溝は連続し、南溝と東溝の間

には1.5m位の隔たりが見られる。この部分が陸橋部として利用されていた可能性も考えられ

る。今回の調査では内側の周溝によって囲まれた範囲には主体部とされるような土壙墓等の

明確な埋葬施設は確認することはできなかった。このため、この周溝を方形周溝墓の溝と断

定することは困難であろう。

内側の周溝より出土した遺物は、西溝より弥生式土器片10、土師器片・須恵器片3 である

が、いずれも実測不能の小片で須恵器を除いては著しく磨耗している。南溝からも西溝同様

実測不能の弥生式土器片1、土師器片3が出土しているが、いずれも小片である。この二つ

の溝とは異なり、東溝からは比較的磨耗していない土師器の皿形土器・高坏脚部、須恵器の

坏身が出土している（図31）。高坏脚部を除いては、いずれも精製良好の土器である。　しかし

これが供献された土器と確定することはできない。
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図16　第1 号方形周溝状遺構及び周溝囲内第7 ～10号土壙状・第10号溝状遺構
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外側の溝は内側とは異なり西溝と南溝が約75cm隔たっており、この部分を陸橋としてい

た可能性がある。南溝と東溝とは連続しているようである。表1を見ても明らかなとおり東

西幅が約15mもあり、規模はかなり大きいものである。

周溝より出土した遺物は西溝にかなり多く南溝には少ない。東溝では全く検出されなかっ

た。西溝からは弥生式土器片6 、土師器片23、須恵器片7 が出土している。この中には丁寧

にヘラ磨きされた壺形土器底部や頸部に凹線をもつ土器口縁（弥生式土器）、ほぼ完形の坏身

のほか重ね焼きした時に坏蓋と融合してしまった坏身や坏蓋（いずれも須恵器）等（図31）が出

土している。このほか焼成に失敗した須恵器片や平行タタキを行ったあとこれをハリ状工具

ですり消したと思われる須恵器片や石庖丁も出土している。南溝からは弥生式土器片13、土

師器片8 、須恵器片4 が出土したが、ほとんど小片で実測可能なものは壺形土器口縁部（弥

生式土器及び、坏蓋（須恵器）のみであった（図31）。これらの土器が供献されたものと判断す

ることはできない。

外側の周溝に囲まれた部分には土壙墓と見られるものが4 基検出された。このためこれら

を第1 主体部～第4 主体部とした。

〈第1 主体部（第7 号土壙状遺構）〉

H-20区からH-21区にかけて位置し、ほぼ隅丸の長方形をしている。長軸の方位はN85°

Eでほぼ東西方向に長いものである。口部は1.8×4.3m、底部は1.3×3.8mである。底部は

東に高く西に緩やかに下降している。深さは24～30㎝である。全体的に規模の大きい遺構で

ある。

出土した遺物は弥生式土器片4、土師器片5、須恵器片9である。これらの中には、土器

底部（弥生式土器）、甑の把手（土師器）、坏身・坏蓋・壺形土器口縁部（須恵器）など（図29）

である。これらのほかには、タタキ締めの行われた須恵器片等も見られるが、他は磨耗の激

しい小片ばかりであった。土器以外に東と西に12～20cmの礫が1個ずつ出土した。

この礫の目的については把握できない。その他石庖丁も1点出土している。

第1主体部より出土した遺物と外側西溝の遺物に関連性が見られる。外側の溝は内側より

も後で構築し、マウンドを拡張したものと考えることもできる。また、内側の周溝によって

囲まれた場所にある溝状遺構については、規模等については表1 に示したとおりである。遺

物等は見られないが、切り合い関係からも周溝より以前のものであろうと考えることができ

る。外側の周溝を南北に横切る溝状遺構が見られるが、これについては第10号溝状遺構の項

で示すが、周溝との切り合い関係および時代的把握は困難である。

〈第2主体部（第8号土壙状遺構）〉

第1主体部の西に接して見られるものであるが、これは楕円形に近い円形で、口部は1.4 

×1.1m、底部は0.9×1.1m、深さは18cm程度で第1主体部より浅い。
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第2 主体部より出土の遺物は繩文式土器片5 、弥生式土器片20、土師器片23、須恵器片9

であり、この中には波状口縁をもつ土器（繩文式土器）、壺形土器底部（弥生式土器）、同口縁

部（土師器）、坏身（須恵器）など（図30）が見られる。繩文式土器および弥生式土器につ

いては接合可能な土器片が多く、流れ込みではないと思われる。全体的に第2主体部と第1

主体部との関連性は薄いと考えられる。

〈第3主体部（第9号土壙状遺構）〉

第2主体部の北西にわずかに接して第3主体部が見られる。この遺構はほぼ楕円に近い形

をなし、長軸の方位はN15°Wを指している。口部は1.6×2.4m、底部は1.3×2.2m、深さ

は32㎝内外である。

この土壙状遺構から出土した遺物は、弥生式土器片10、土師器片13、須恵器片6を数える

が実測可能の土器底部（弥生式土器1、須恵器2）、口縁部（土師器）、坏身（須恵器）（図30）も

含めていずれも小片であり、しかも磨耗も激しいということもあわせて考えると土壙状遺構

に直接関連する遺物とは考え難い。

〈第4 主体部（第10号土壙状遺構）〉

第4 主体部は第1 主体部と外側南溝との中間に位置し、不整円形をしている。口部は1.1 

×1.4m、底部は0.8×1.1m、深さは27～32㎝で底面は比較的平坦である。

本遺構からは弥生式土器片6、土師器片30、須恵器片9が検出された。この中には貼り付

け高台を付した土器底部（須恵器・土師器）、口縁部（土師器）など（図30）が見られる。土

師器の中には内黒の土器もあった。そのほかに瓦器も見られる。供献したものであるかどう

かについては把握できていない。

イ　第2 号方形周溝状遺構及び周溝囲内溝状遺構

第2号方形周溝状遺構も第Ⅰ調査区の西方のⅠ-25区を中心とした場所で検出された。北

部が調査範囲外であるため、遺構の全体的把握はできない。今回の調査では南溝の全部と東

溝・南溝の部分的発掘 表2　 第2 号方形周溝状遺構各溝の位置及び規模

を行った。 溝　 の　 幅　cm発掘し位　　　置 方　　　　位 深さ㎝
た長さm 上　 部 底　 部

西溝 Ⅰ　－24～J　－24 N10 °　E 8．0 90～170 55～120 6～18
西隅・南溝・東溝と

もほぼ同じ程度の規模 南　 溝 J－24～J　－26 E
11．8 80 ～110 45 ～85 1～8

で直線的である。各溝 東　溝 J　―26～Ⅰ　－26 N 3．0 40 ～90 20 ～70 5 ～7

（弧状 溝）
は連続しており、陸橋 （Ⅰ－24～J　－25）（N20 °W ～E ）（10 ．0）（30～60）（20 ～38）（3 ～6 ）

らしきものは見られない。各溝は表2 を見ても明らかなとおり、ほぼ90°の角度をなして接

しており、いわゆる方形周溝墓の溝としてとられることもできる。

周溝からは弥生式土器片39、土師器片58、須恵器片23が出土しているが、西溝より出土し

た高坏の他、南溝からは坏身・坏蓋、高台付土器底部（須恵器）や底部・埦形土器口縁部（土
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師器）、壺形土器底部・甕形土器口縁部（弥生式土器）等（図31）が出土したが、焼成良好の須

恵器片を除いては磨耗が激しい。高坏を含めてこれらの土器片が供献されたものとは考え難

い。他に周溝内より石斧、たたき石も出土している。

周溝によって囲まれたマウンドは周囲よりわずかな高まりを見せているが、これは地山そ

のものの高まりとも考えられる。土層面からは人為的なものと判定することはできなかった。

また主体部と認められる土壙墓等の埋葬施設も発掘区域内では検出されなかった。周溝によ

って囲まれた部分で直線状の溝状遺構（第12号溝状遺構）及び、弧状の溝状遺構が検出され

た。この溝と方形周溝状遺構との関係は把握できない。その他1m内外の円形の遺構も見ら

れるが、ほぼ柱穴と見られるもので主体部とは考え難い。

図17　 第2号方形周溝状遺構及び周溝囲内溝状遺構
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（5 ）溝状遺構

第Ⅰ調査区では数多くの溝状遺構が検出された。このうち不明確なものについては溝状遺

構から除き、周溝状遺構内のものについてはその項で記す。ここでは15条の溝状遺構につい

て記したい。

ア　第1 号溝状遺構

第1 号溝状遺構はC-1区からD-13区に至るほぼ直線状の溝であり、D-13区からさ

らに東にのびているものと推定されるが、調査区域外であるため全容は把握できない。発

掘調査した長さは約63cmである。

この溝状遺構から出土した遺物は弥生式土器片2、土師器片20、須恵器片3であるがいず

れも小片であった。これらの遺物の中には土器底部（弥生式土器）、両面黒色の土器（土師

器）などが見られる。出土状況から弥生時代の後期から古墳時代にかけての遺構であろうと

考えられるが明確な時代判定は困難である。

図18　第1号溝状遺構

  　溝の幅は50～70㎝であり、深さは10～18㎝である。一部には数cmの部分もあり、溝の側壁

が既に削平されている部分も存在するものと思われる。溝底面の標高はC-1区で52.88m、

C-5区で52.88m、D-13区で53.02mであり、凹凸が見られるものの西にわずかに傾斜し

ている。これは等高線をほぼ垂直に横切っており、自然に勾配をもって流れることができる。

幅については一部の場所では大きく広がっているが、これは人為的というよりむしろ二次的

な作用により形成されたものであろう。溝の断面はおおむねU 字形をしており、堆積土層は

2 層である。上層は黒色で、いわゆる黒ボク土的性格と腐植土的性格とをあわせもったもの

である。下層はきわめて薄い砂層であった。

イ　第2号溝状遺構

第1調査区をB-6区からE-5区まで南北に横切る形で検出された。北半分は水田構築

時に地山面をも削っているため、遺構は完全な形ではなく一部削平されている。北側はわず

－36　－



図19　第2 ～4号溝状遺構

かに溝底が検出されたにすぎないが、これらも含めて発掘した部分の長さは約15mで

ある。溝底の標高はB-6区で52.89m、C-6区では52.81m、E-5区では52.72mとなり、

底面の比高差は17cmとなり南に緩く傾斜している。

D-5区より、ほぼ復元可能な土師器の壺形土器（図32）が出土している。その他、弥

生式土器片6、土師器片19、須恵器片2が出土しており、第1号溝状遺構とほぼ同じ傾向であ

る。この須恵器片は2個とも磨滅が激しく、後世に流れ込んだものと考えられる。

この溝状遺構と第1 号・第3 号溝状遺構とが交差しているが、溝底面のレベルはほとんど

差がなく、構築された時代の前後関係をとらえることはできない。

ウ　第3 号溝状遺構

D-5区からD-6区に至るもので、ここでは一応溝状遺構として扱った。ほぼ直線状

の溝で長さは約10m、溝幅は50～60cmで断面は浅いU字形を呈する。溝の深さは5～

8cmである。溝底面の標高はD-5区で52.91m、D-6区で52.72mで比高差は約19cmとな

り、緩やかな傾斜をもって東へ下降している。

出土遺物は、口縁端部および頸部内側に各1 条の凹線を施している土師質の甕形土器口縁

部（図32）と小片2が出土している。
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エ　第4号溝状遺構

C-7 区からE-6区へ至るものであるが、調査区域外へ広がっているため全体を把握す

ることはできない。発掘した長さは約10mである。溝幅は60～70cmとほぼ一様で、深さは5

～12cmである。しかし溝側面が削平されている可能性もあるので、深さはこれより深かった

とも考えることができる。溝底面の標高はC-7区で52.81m、D-7区で52.79m、D-6

区で53.74mで北東から南西にわずかに傾斜している。この溝からは、わずかに弥生式土器

の底部（図32）が出土しただけである。この土器は粗砂粒を多量に含み、精製不良で作り方

も粗雑である。

この溝は、C-7 区、D-6区でそれぞれ第1・3号溝状遺構と分岐した形を示している。

第1号溝状遺構とは溝底面の標高からも関連性のある溝と考えることもできるが、第3号溝

状遺構との関連性は把握できない。

オ　第5号および第6号溝状遺構

E-7区からD-7区を経てE-10区に至る溝を第5号溝状遺構とした。D-7区でほぼ

直角に曲がっており、発掘しか長さは約17.5mである。溝底面の標高はE-7 区で52.71m、

D-7区で52.69m、E-8 区で52.69mとなり、ほとんど水平である。しかし第6号溝状遺

構と交差している付近の遺物の出土状況からも、また、地形の勾配からも東から西へ流れて

いたと考えることもできる。溝の幅は70～90㎝であり、溝の深さは6～17cmと一様ではない。

しかしこの溝の場合も深さについては構築当時そのままであるとは断定し難い。

この溝状遺構からは、弥生式土器片17、土師器片3 、須恵器片1 が出土しており、この中

には弥生中期の特色をもつ貼り付けの突帯に指圧で文様を施した壺形土器口縁部等（図32）

が含まれている。その他小片のものの中にはヘラ磨きしたものや、黒色の弥生式土器片も含

図20　第5～6号溝状遺構
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まれている。須恵器片は磨耗が激しく後で流れ込んだ可能性が強い。

この溝とD・E-8区で交差している溝を第6号溝状遺構とした。この溝はD-8区から

E-8区へ至るものであるが、第5号溝状遺構同様、発掘区域外に続いているため全体を把

捉することはできない。しかし、発掘調査した範囲では、溝底面の標高はD-8区では52.77 

m 、E-8区で52.67mと南へ傾斜している。地形も南へ緩く傾斜しており、流れ方として

は自然であろう。溝幅は40～45cmで第5号溝状遺構に比して著しく狭い。溝の深さは9～13 

cmであるが、構築当時の深さを保っているかどうかは判断し難い。

第6号溝状遺構から出土した遺物は、弥生式土器片11、土師器片13、須恵器片1であるが、

弥生式土器片はいずれも数cm程度の小片で激しく磨耗している。これに対して土師器片は口

縁部や底部は見られないが、いずれも磨耗程度は激しくなく、一部については接合が可能で

あった。この中には8本歯のクシ状工具で成形された大形の土器の一部も見られた。須恵器

片は焼成不良で軟質であるにもかかわらず磨耗は激しくない。

以上記してきたように、第5号溝状遺構と第6号溝状遺構は溝の規模や遺物の出土状況から

考えて別個に構築されたものと考えられ、しかも第5 号溝状遺構の方が第6号溝状遺構より

も早い時期に構築された可能性が強い。また、第5号溝状遺構は出土遺物の相違から第1・

2 号溝状遺構に比しても時代はさかのぼるとも考えられる。しかし、両溝状遺構ともそれが

水を流すためのものであるか、あるいは他の目的のために使われたものであるかは、全体杷

捏ができていないため、結論を記すことはできない。

力　第7号溝状遺構

D-11区からG-14区へS45°Eへ続いている。この溝状遺構はさらに北西方向にのびて

いたものと推察されるが、発掘区域外であるため全体杷握はできていない。発掘した長さは

約22mである。溝上面の幅は50～80cmであり、底面の幅は30～60cmである。溝の深さはD-

11区で25cm、E-12区で10cm、F-13区で8cm、G-14区で4cmであり、南東ほど浅くなっ

ているがこれが構築当時のものであるかどうかについては断定できない。溝底面の標高は

D-11区で52.92m、G-14区で52.75mで標高差は17cmあり、緩やかな匂配で南東方向へ下り、

第4号土壙状遺構に連続している。

第7 号溝状遺構

から出土した遺物

は弥生式土器片18、

土師器片34、須恵

器片38である。この

うち弥生式土器に

ついてはやや原形 図21　 第7号溝状遺構
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をとどめている底部2 を除いては小片で磨耗がきわめて激しい。これに対して須恵器や土師

器は完形のものを含め、あまり磨耗は著しくない（図32）。また、出土遺物中には女瓦と思わ

れるいわゆる布目瓦が出土している。これは焼成はあまり良くなく灰白色であるが、はっき

りとした繩席痕が見られる。これは本調査区内で検出された井戸その他で見られた古瓦と同

一のものである。他に石鏃が1 点出土している。

第7号溝状遺構は、あたかも第1号溝状遺構と関連性をもっているように図面上は考えら

れるが、出土遺物や傾斜方向等を総合的に判断すると両溝は別の時期に構築されたものであ

ろうと考えることができる。溝はさらに北西方向にまでのびていた可能性もある。時期的に

は第7号溝状遺構の方が新しいものであり、古墳時代以後のものと考えることも不自然では

ない。　しかし、この溝とほぼ近接平行して後世の暗渠が遺構の一部を破壊しており、全体

的な把握は困難である。また、この溝の約6m北側にE-13区からⅠ-19区まで第7号溝状遺

構とほぼ並行してわずかに溝らしきものが見られたが、これについてはほぼ暗渠によって破

壊されており、また遺構とすべき根拠も得ることができなかったため除いた。

キ　第8号溝状遺構

第8号溝状遺構はF-19区からH-18区にいたるものであり、ほぼS20°Wを指している。

この溝はさらに発掘区域外に続いていると思われる。検出した長さは約7.5mである。溝底面

の標高は、多少の凹凸は見られるもののF-19区で53.39m、G・H-18区で53.25mで標

高差は14cmあり南側に緩く傾斜している。溝上面の幅は70～100㎝あり、底面は40～70㎝で

ほぼ凹形をしている。溝の深さは大部分は10cm内外であるが、数ケ所20～30cmの掘り込みが

見られる。　しかしこの掘り込みの性格等はつかめていない。

この溝状遺構内から出土した遺物は、繩文式土器片1、弥生式土器片61、土師器片3、須

恵器片1、である（図32）。その他小片ではあるがヘラ描沈線の施された土器片等、いずれも

弥生時代前期のものと思われる土器片がかなりの部分を占めている。この他底部も出土してい

5
3
．
7
4
m

図22　 第8号溝状遺構
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る。　しかもこれらの多くは磨耗の程度が少なく、滞留していたもののようである。これに対

し、土師器片や須恵器片は表層に含まれていたものであり、後の時代に流れ込んだものと考

えることができるが、この中には内黒の坑形土器も見られた。

本溝状遺構は時代的には弥生時代前期を中心とした時期のものと考えることもできるが、

検出したのは溝の一部であり全体的な性格の把握は困難である。

ク　第9号溝状遺構

第1号周溝状遺構を南北に横切り、H-21区からⅠ-21区に至るものを第9号溝状遺構と

した。この溝の方向はS30°Wで溝底面の標高は溝北端のH-21区で53.61m、南端のⅠ-

21区で53.34mとなり標高差は27m

で南に傾斜している。溝上面の幅は

40～60cm、溝底面の幅は10～30cmで

溝の深さは8～10cmである。

出土遺物は弥生式土器片3 、土師 図23　第9号溝状遺構

器片37、須恵器片33、陶磁器片3である。この中には、皿形土器底部及び内黒の皿形土器口

縁部及び底部（いずれも土師器）、高台付土器底部（須恵器及び陶磁器）等（図33）の他、タ

タキ締めの行われた須恵器片等も見られる。また、出土した陶磁器のうち1点け白磁である

が、これは木炭で釉薬を溶かしコバルト・マンガンを含んだ天然呉須で文様をつけている。

肥前系の流れをくむもので、江戸時代後期のものと思われる。登りがまを利用したものであ

ろう。他の1点け高台付のものであるが、焼成不良で陶器・磁器の判別は困難である。出土

遺物全体について剝離、磨耗の程度が著しく、遺物の面からは時代的なことを判断すること

はできない。しかし、本遺構の北で周溝状遺構と交差しているが、これとの切り合い関係を

見ると、周溝状遺構が構築された後で形成されたものとも考えることができる。

また、本溝状遺構の東に隣接してわずかに溝状遺構らしきものが検出されたが、一部分で

あり十分な把握が困難なため、ここでは溝状遺構としては扱わなかった。

ケ　第10号溝状遺構

本溝状遺構はG-21区からH-20区に至るもので方位はS10°Wである。溝上面の幅は50

～110cm、底面の幅は36～90㎝、深さは2～9cmである。底面の標高はG-21区の北端で

53.63m、H-20区の南端で53.48mと南に傾斜している。全体的には南ほど幅が広くなりま

た深くなっている。しかし、本溝状遺構は部分的な発掘であり、しかも遺物も全く出土し

ていない状況であるので、時代的なこととか溝の性格については把握できない（図16）。

コ　第11号溝状遺構
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Ⅰ-23区にある溝状遺構を第11号溝状遺構とした。これはS15°Eを指している。検出し

た長さは約4mであるが、北および南が切れているため性格については把握できない。溝上

面の幅は32～60cm、底

面は28～48㎝で南側ほ

ど広くなっている。深

さは4～8cmである。

溝底面の標高は北端で 図24　第11号溝状遺構

53.68m、南端で53.56mであり標高差は8cmあり、わずかに南に傾斜している。溝の北寄り

の底面に礫が検出された以外には出土遺物はない。

サ　第12号溝状遺構

Ⅰ-23区からJ-25区まで第2号方形周溝状遺構を横切る形でほぼS10°Eの方向へわず

かな傾斜をもっている溝である。この溝底面の標高はⅠ-23区で53.69m、Ⅰ-24区で53.66

m、J-25区で53.64mである。溝上面の幅は24～28cm、溝底面の幅は16～20㎝、深さは4～

7cmで浅い凹形を呈している。

この溝状遺構はⅠ-

24区で第13号溝状遺構

及び第2号方形周溝状遺

構の西溝と交差し、

またⅠ-23区では第11号

溝状遺構と分岐して

いる。　しかし、本溝状

遺構は他に比べて浅く、

これらのものと関連性

があるとは考え難い。

土溝状遺構からは土

器等の遺物は検出され 53 ．81m

ていない。

図25　第12～13号溝状遺構

シ　第13号溝状遺構

H-24区からJ-24区に至る溝である。北は第2号方形周溝状遺構と交差し、南は調査区

域外である。検出した長さは約8mである。北部はほぼS20°Wの方向に直線的であるが南
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部はわずかに蛇行している。溝幅は上面で30～44cm、底面で22～28cmである。深さは4～8

cmであった。底面の標高はH-24区で53.66m、J-24区で53.45mである。

Ⅰ-24区で周溝状遺構と交差しているが、溝が周溝によって切られていることを考えると

周溝の方が溝よりも後で構築されたとみることができる。しかし第12号溝状遺構

との関係については把握できない。

本遺構の埋土は黒色粘土質土壌で、埋土内より土器の小片ばかりが数点検出されたにすぎ

ない。

ス　第14号溝状遺構

第Ⅰ調査区の西部にあり、第13号土壙状遺構に連続するものを第14号溝状遺構とした。北

部は調査区域の外にのびており、全体的把握は困難である。溝上面の幅は30～50㎝、底面

は20～30cmであり、南に緩く下降している。検出した長さは約2mである。

本遺構から出土した遺物は弥生式土器片2 、土師器片1 （いずれも口縁部）（図33）であ

るが、これらの遺物が直接遺構に関連するものかどうかは不明である。

セ　第15号溝状遺構

第14号溝状遺構とほぼ並行してJ-27区において検出されたものである。北部は調

査区域外にのび、南は第14号土壙状遺構に連続している。土壙状遺構に連続するも

のとしては第7・14号溝状遺構があり、形態的にはこれらの遺構と類似している。

方位はS10°Wを指しており、溝底面の標高は北部で53.47m、南部で53.44mでわず

かに南に下降している。上面の幅は48～62cm、底面の幅は5～10cmであり南ほど浅い。出

土した遺物は土師器の口縁部のみである（図33）。

（6 ）井 戸

本井戸はⅠ-19、J-20区にまたがって検出された。井戸の中心部が溝状の掘り込みを切

り込んでおり、南端で暗渠と接している（図26の1 ）。

掘方はシルト層よりも深いため底部は十分湧水層に達している。径は約2.1m、

深さは約0.8mの不整円形で大きく2段になっている。

井側は内径約0.7mで上部に広がる円筒状の石組円形井側である（図26の2 、3）。石積み

は7～8 段で20～40cm内外の亜角礫（主として砂岩、泥岩、花崗岩）を主体として使用しそ

れらの間に10cm内外の礫を使用している。このような場合、底部を安定させるため陣木を

組んでいる場合が多いが、ここではそのような木枠等は検出されなかった。また井筒も据えられて

はいない。3段目以上では裏込み石が多少みられたが、ほとんどは井側を構成する石の間に

粘土質土壌をつめ込んでいた。図26の3 に見られるように、2～3 段目の石の中には方
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図26　 井　 戸

－44　 －



向こそそれぞれ異なっているが、掘方の壁面に向かって、張り出しているものがあり、井側

を安定させるためのものと思われる。

出土遺物は総数152点と非常に多いが、出土場所から大きく二つに分けることができる。一

つは井戸廃絶の際に投入されたと考えられるもの（井側内から出土）であり、他は井戸構築

時に石積みの間をはじめ掘方と井側聞に混入したと考えられるものである。前者は弥生式土

器片35、土師器片64、須恵器片21、瓦質土器片3が出土している。その内鼎の脚部、土器

底部（いずれも弥生式土器）、埦形土器（土師器）、丸底土器の底部（須恵器）、土釜形土器（瓦

質土器）などが見られるが、その他の物は小片でしかも剝離、磨耗が激しい。後者のものに

ついては弥生式土器片5、土師器片21、須恵器片4、瓦1である。瓦はいわゆる布目瓦と称さ

れるものの女瓦である。これは第7号溝状遺構等で検出されたものと同様に青灰色で裏面に

繩席痕を有しており、部分的にヘラナデ調整が施されている。奈良時代後期から鎌倉時代

の特色をもっている瓦である。
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3　 その 他の遺 物

遺構に関係なく出土した遺物を、（1）．繩文式土器（2）．弥生式土器（3）．土師器（4）．須

恵器 （5）．その他の土器 （6）．石器に分類して記す。

（1 ）繩文式土器

第Ⅰ調査区で検出された遺構に伴わない繩文式土器は2点である。図34の1は底部が地山

に埋まった状態で出土している。上げ底の深鉢で暗茶褐色をし、石英や長石を多数含んでい

る。内側は研磨されており、外面には縦方向の条痕を有し、晩期のものと考えられる。図34

の2 は胴部片と思われるものであり、石英・長石の砂粒を含み暗茶褐色をしている。外面は

研磨され、ヘラ状工具による2 条の沈線に沿って列点状の刺突文が施されている。

（2 ）弥生式土器

前期及び中期のものと考えられるものは少なく、大半が後期のものであった。甕形・壺形

土器のほかわずかではあるが高坏や器台も見られる。

図34の3～8は前期の甕形土器と考えられる。このうち3～7は口縁部が「逆L字」形の

もので、端部はほぼ面をなしている。このうち7を除いて口縁直下にヘラ描の沈線が見られ

るものである。8は大きく外反する口縁部内側に竹管文をともなった波状文が見られる。

9 は中期のものと考えられるもので貼り付け突帯を施した甕形土器である。

10～13は後期の壺形土器と考えられるものである。これらの中には口縁部が「く」の字状

に外反するもの（11、12）、二重口縁をもち円形浮文が貼り付けられたもの（10）、長頸壺と考

えられるもの（13）などが見られる。14～17は後期の甕形土器と考えられるものであり、

いずれも口縁部は外傾するものの「逆L字」形はしていない。このうち14～16は口縁部から

ほぼまっすぐ下がるものであり、14のように刻目を施したものも見られる。その他胴部が

除々に狭くなるもの（17）、ややふくらんだもの（図35の1、2）も見られた。

図35の3～12も弥生式土器口縁部であるが、いずれも器形を判定しうるものではない。

図35の13～28、図36の1～9は弥生式土器底部である。13～21は高台状の底部をもつもの

でありこの中にはやや上げ底状のもの（13、14）も見られる。全体的に立ち上がりは比較的

明瞭であるが、中でも21ははっきりとした立ち上がりを有している。底部外径はすべて10cm

以下であるが、6～9cmに多く集中している。22～24はほぼまっすぐ立ち上がるものであり

底部外径は6㎝内外である。

25～28および図36の1～3は立ち上がりが比較的明瞭でその後ほぼ直線状に外傾するもの

である。図35の25～28は立ち上がり後わずかに外傾するもので、底部直径は10cm以下であ

る。図36の1～3は立ち上がり後大きく外傾するものであり一部上げ底状のものも見られる。底
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部直径は10cm以下のものが多い。4～9は立ち上がりがなめらかなものである。こ

のうち4～6は立ち上がり後わずかに外傾するものであり底部直径は7～10cmであ

る。7～9は立ち上がり後大きく外傾するものであり、底部外径は6～11cmである。

その他の出土土器には器台形土器（10～12）、高坏形土器の坏部（13）や脚部（14、15）、埦

形土器（16）、鼎の脚（17）、1条の沈線の見られる胴部（18）、貼り付け突帯を付したもの（19～

21）などが出土している。

小片は数多く出土しており、その中には、数条のヘラ描沈線の見られるもののほか、ヘラ

状工具によって描かれたと考えられる木葉状文、くさび形の文様の施されたもの、波状文の

施されたものなどが見られる。

（3 ）土師器

多数の遺物が出土しているが、欠損品又は小片が大部分を占め完形品は高台付埦形土器、

皿形土器などにすぎない。

ア　埦形土器

口縁部は外傾しながらやや内湾し、口唇部にいたってやや外反しているものが多い。口縁

部直径は10～18cmの範囲内にあり、16㎝内外に多く集中している。淡黄褐色で軟質のものが

多いが、数点内黒のものも見られた。精製は全体的に良い。

図37の1は完形の高台付埦形土器である。内黒で、口縁部には緩やかなうねりが見られる。

底部はやや外傾する高台が貼り付けられている。2は軟質なものであり、外面にはヘラ状工

具による4 条の凹線が施されている。3～7 も埦形土器と考えられるものである。

イ　皿形土器

黄褐色を呈しやや軟質のものが多い。いずれも口縁端部は丸味をもっておさめられている

（図37の8 ～18）。このうち8 ～11の底部外側には糸切り痕が見られる。

ウ　土器口縁部

19はわずかに内湾気味に外傾している。口縁端部は丸味を帯び、外面には凹凸が帯状に残 

っている。20は甕形土器の口縁部で赤褐色をしている。「く」の字状に外反し、外側には5

本歯のクシ状工具による成形痕が、内側には指圧痕が残っている。21は玉縁状の口縁をもつ

もので大きく外反している。褐色で軟質のものである。22は20と同様に「く」の字状に外反

する口縁部をもつもので、淡赤褐色で酸化鉄粒が混入している。

エ　土器底部
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小片が多く器形全体を推測することは困難である。全体的に高台付のもの（23～28）、高台

状のしっかりした底部（台付）のもの（29～34）が多い。高台付底部は27を除いて高台部は

外傾している。底部から緩やかに立ち上がるもの（35～38）は、比較的少ない。これらの中

にも糸切り痕は見られる。

オ　その他

39は高坏の脚部で明るい淡黄褐色をしている。精製は良いが軟質である。脚端部はラッパ

状に開いている。40は甑の取手で赤褐色をしており、比較的硬質である。

（4 ）須恵器

第Ⅰ調査区内で遺構以外から出土した須恵器について次に記す。

ア　壺形および甕形土器

壺形土器は図38の1 ～4 のようにほぼ「く」の字状に外反しているものが多いが、5 ～6

のようにわずかに外反しているものも見られる。多くは玉縁状の口縁を有している。全体的

に体部と口縁部を別個に作り後で接合している。体部の内側にはタタキ締めの痕跡を有する

ものが多い。

7～25は甕形土器である。このうち7～10は口縁部が「く」の字状に外反するものであり、

11～14は端部でやや内側に折り曲げられたものである。この中には12のように玉縁状の口縁

をもつものも見られる。15～16はラッパ状に開口し端部で上下に肥厚しているものである。 

17～22は、なめらかに外反するものであるが、17～19は先端が丸味をもっておさめられてい

るのに対し、20～22は玉縁状の口縁を有している。その他23のように端部に凹線を有するも

の、端部が面をなすもの（24）、大嚢の口縁と推察されるものも見られた。

イ　坏身

坏身はすべて受け部径が12～18cmの範囲内にあるが、半分以上が14～15㎝のものであり成

形はすべてミズヒキであった。図39の1 ～4 は受け部がほぼ水平なものであるが、これらの

うち1のように立ち上り部分が1．5㎝以上もあるもの、2～3のように1cm内外のもの、4

のようにきわめて短いものに分けることができる。受け部先端は丸くおさめられているもの

が多い。

5 ～13は受け部が斜に上外方向にのびるものである。5 は立ち上がりが非常に長く先端に

わずかな凹線をもつものである。6～12は立ち上がりが比較的短いものである。大部分は先

端が丸くおさめられているが、12のように鋭く細められているものもある。また13～15は受

け部がへこんでいるものである。
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ウ　坏蓋および蓋

坏蓋は口縁部直径が11～17cmの範囲におさまっており、大部分は13～15cmである。成形は

坏身と同様ミズヒキである。

図39の16～20は口縁部と天井部との境に稜の見られるものである。このうち16～17は口縁

部がほぼ垂直なものであり、18～20はわずかに内傾している。19は口縁端部にわずかな段を

有し細められているが、その他のものは丸くおさめられている。21～32は口縁部と天井部を

区別する稜が見られないものである。このうち21～26は口縁部がほぼ垂直に立ち上がってお

り27～32はやや内傾しているもので、口縁端部は全て丸みをもっている。　33のように天井部

がほぼ水平な蓋も出土した。

エ　底部

図39の34～42は貼り付け高台を有するものである。このうち34～40は高台部分が外傾して

いるものであり、41～42はほぼまっすぐ貼り付けられているものである。これらの高台付土

器底部は高台部直径が9 ～13cmのものが多い。　43～48は台付底部であり、49は丸底形土器の

底部で内側にロクロ成形の際生じたラセン状の凹凸が見られる。

図40の1は比較的小形の底部で、緩やかに立ち上がっているものであり、2～3はしっか

りした底部をもち、立ち上がりがはっきりしている。4は大形の土器底部である。

オ　脚部

図40の8～15はほぼ直線状に内傾して立ち上がるものである。このうち8～13はややつま

先立ったものであり、内面の立ち上がりはやや内湾している。11～12はともに裾部にヘラ状

工具による斜行文が施されている。13は端部に肥厚が見られる。14～15はともに内面に突帯

が見られる。8は大形の脚であり、裾部に8本歯のクシ状工具による波状文が4条見られる。 

16はわずかに開口し端部は上下に肥厚している。

図41の1～6は裾部がスカート状に大きく開き、しかも端部が肥厚するものである。この

中には4～5のように端部に凹線の見られるものもある。7～9もスカート状に開くもので

あるが端部は肥厚していない。この中にも8 のように凹線の見られるものもある。その他脚

柱部（10～12）も見られるが欠損品である。

力　その他

その他に口縁部を欠いているがほぼ壺形土器と考えられるもの（図40の5～6）も出土し

た。このうち、5は底部中央に穴が穿たれたものである。6は、頸部の下に2条のヘラ描沈

線及び「ノ」の字状文が見られる。図40の7は、提瓶の胴部である。これは横にした状態で
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粘土紐をまきあげ、その後右まわりロクロを使用しナデ調整を行っている。胴部にはクシ状

工具による沈線文がきれいに廻っている。

（5 ）その他の土器

ここでは瓦、瓦器、陶磁器について記す。

ア　瓦

図40の25はG-15区より出土したもので青灰色の女瓦である。いわゆる布目瓦と称される

もので外面には布目痕を有し、裏面には繩蓆痕が見られる。周囲は面取りを行っている。井

戸内より出土したものと類似している（図41の13）。

イ　瓦器

図41の14は高台付埦形土器と思われる。器壁は薄く焼成は良い。胎土は灰白色をしており

よく精製されたものであり内外面とも黒色である。内面はとくに十分なナデ調整が施され暗

文が見られる。15も同様なものである。本調査区出土の瓦器は小片も含めて全体的に器壁が

薄く焼成の良いもので色調は灰白色をしているものが多い。

ウ　陶磁器

本調査区からは白磁・青磁・炻器片がそれぞれ数点ずつ出土している。図41の16～20は、

白磁・青白磁である。いずれも埦形土器の口縁部であり、玉縁状の口縁を有するものである。

環元炎焼成を行ったもので光沢がある。21は青磁と考えられるものであり、淡緑色である。

内面には彫り込まれた模様を有し、肥前焼の流れをくんでいるものと考えられる。22は淡青

灰色の磁器質のものである。内外面の模様はいずれもコバルト・マンガンを含んだ天然呉須

を用いている。砥部焼の流れをくむものであり江戸中期のものと考えられる。23も磁器質の

もので、内面には釉薬が施されている。その他焼成不良の陶器片や徳利形の炻器も出土して

いる。

エ　土錘

本調査区からは1 点出土している（図41の24）。漁労用のものと考えられるが、一部欠損し

ており磨耗も激しい。全体的に淡黄褐色であるが、焼成にむらがある。粗砂粒も含むが土師

質である。

（6 ）石器

第Ⅰ調査区から42点の石器および剝（削）片が検出された。
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種類は石鏃7 、石斧9 、石庖丁7 、タタキ石3 、クサビ形石器4 、石槍1 、砥石1 、その

他剝（削）片である。石材は緑色片岩が多く黒曜石等の火成岩も見られる。

ア　石鏃

図42の1～7のものである。基部加工の状態から分類すると3～5は凹基式、2・6は平

基式、1・7は凸基式になる。石材は5が黒曜石で他はいわゆるサヌカイトと称されるもの

と思われる。1・7はほぼ完形である。

イ　石斧

図42の8 ～11および図43の12～16に示す。　8～11は磨製のもので石材は緑色片岩である。

このうち8 ・9 は比較的鋭い刃部を残している。　12～16は打製で石材は緑色片岩である。13

～16は破損が著しい。

ウ　石庖丁

図44の17～23に示す。いずれも片岩を石材としているものである。19・20は破損部がごく

わずかであり、全面がきれいに磨かれ特に刃部は丁寧に仕上げられている。

エ　タタキ石

図45の24～26に示すものである。24～26とも先端部に打撃痕を有している。このうち25は

先端部が大きく破損し、26は縦方向に半分が剝離されている。石材は緑色片岩である。

オ　クサビ形石器

図45の27～30のものであるが、いずれも石材は讃岐質安山岩と考えられる。あらゆる方向

から細かい調整加工が施されている。

力　石槍

図45の31である。石庖丁の未製品とも考えられるが、器厚が非常に厚いためここでは石槍

として扱った。基部は平らであるが先端は鋭い。石材は緑色片岩である。

キ　砥石

図47の42である。4面とも使用されており石材は砂岩である。

ク　剝（削）片

図46の32～36、図47の39であるが剝（削）片石器として使用した可能性も考えられる。
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4　　小　結

平井遺跡第Ⅰ調査区は、すでに記してきたように緩やかな勾配で南西に傾斜しており、

比較的安定した土層状況を示している。検出された遺構は、住居跡1基、建造物跡4棟、土壙

状遺構15基、方形周溝状遺構2基、溝状遺構15条、井戸跡1基であるが、全体的に水田構築

の際に遺構面が削平されており、遺構の性格等を十分に把握し得たとは言えない。

建造物跡はいずれも掘立柱を使ったものであり、4棟のうち3棟についてはその規模を把

握することができた。3 間×3間のものが2棟、3間×4間のものが1棟であった。主軸方

向に定向性は見られない。土壙状遺構のうち溝状遺構に接する第1号、3号は生活に関連す

る掘り込みとも推定される。4号は溝状遺構に接続するものであり、多数の土器が伴出した。

第7 号～10号は周溝状遺構の内側に存在しており、このうち第7 号は形態、規模ともによく

整ったものである。

溝状遺構は15条あるが、長さの短いものが多い。溝断面はU字形又は逆台形である。出土

遺物を見ると、すべての溝が同一時期のものであるというよりは、むしろいくつかの時代に

またがっていると考えられる。これらの溝が生活に関連するものか、水田に関連する用水路

であるかの判断は現時点では不可能である。本調査区では2 基の方形周溝状遺構が検出され

ているが、いずれも周溝墓と断定できる埋葬施設は検出できなかった。

井戸は石組円形井戸であり、石の中には井側を安定させるために使用したと考えられるも

のも見られる。遺物は井側内及び掘り方のいずれからも多数出土している。井側内には鼎の

脚、土釜形土器が、掘り方には布目の女瓦等も含まれていた。

本調査区においては、前述のように水田構築の際に遺構面が削平されていることなどから、

総じて遺構の時代を適確に判断しうる遺物は少ない。
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付 表　 第1 調 査 区 遺 構 出 土 土 器 の 観 察 表

表3　 住居跡・建造物跡・土壙状遺構出土の土器観察表（図27を参照）

種別 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等
出土遺構 名 N0．

弥生式
1 土 器底部

土 器

土師器 2 甕形土器

底部 より 緩やかに内湾 しながら立ち上が る。 ナデ調整を施す。 石英 ・長石を

含む。内面は黒褐色、外面は暗褐色を呈する。焼成は硬質。

口縁部 は外反 し「く」の字状 を呈し、端部 は丸くおさめられてい る。 口縁部

の内外とも1個ずつの籾の痕が見られる。ナデ調整を施すが剝離が激しい。

石英 ・長石を含む。内面 は淡 灰褐色、 外面 は淡褐色を呈し、焼成 は硬質で良
第1 号住 居跡

坏　　 身須 恵器 3

弥生式
4 壺形土器

土 器

土師器 5 土器底部

第1 号建造物跡

6 坏　　 身

須恵 器

7 坏　　 蓋

弥生式
第3 号建 造物 跡 8 土 器口縁部

好。

受け 部はや や水平に近い状 態で外方へのび、 端部は丸 くお さめ られている。

口縁部は受け部か ら内 傾して立ち上 がる。 石英・長石・雲 母等の粗砂粒を含

む。左 回転ロ クロ を使 用。 灰色を 呈し、焼 成は硬質。

口縁部は外反 し端 部は面をなす。内 外面 と もハケ目調整 を施す。石英・長石

を含む。暗茶褐 色を呈し、焼成は良 い。

底部は平坦で糸切り痕を有し，丸味をもって立ち上がる。内外面ともナデ調

整を施す。 赤褐 色を呈し、焼成 は良 い。

受け部はやや 外上方にのび、端 部は丸くおさめ られている。口縁 部は受 け部

より内傾し て立ち上がる。右 回転ロクロを使用。 細砂粒を含む。灰 色を呈し、

焼成は良い。

口縁部内側 に段が認め られ、 端部は丸くおさめ られている。左回 転ロクロを

使 用。灰 色を呈する。

口縁 部は外反し、端部 は上 下に肥厚な面 をなし，ヘ ラ状工具に よる2 条の凹

線 を有する。粗砂粒を 含む。 茶褐 色で一 部黒 色を呈する。土器

弥生式
9 土器底部

底面 は平 坦で 底部内面中 央部に円形の穴 を有する。外面は十 分なヘラ磨 きを

施す。 石英・長石 を含 む。 淡赤褐 色を呈し、 焼成は良い。土器

10 土器 底部

11 皿形土 器

底面は糸切りによる。内外面ともにナデ調整を施すが剝離、磨耗が激しい。

石英 ・長石を含む。淡 黄褐 色を呈 し、 焼成はやや軟質。

口縁部はやや 外反 し、端部は丸 味を帯びる。磨耗が激 しい。 石英・長石 を含

む。淡赤褐 色を呈し、焼成はやや 軟質。

12 埦 形土 器
口縁部はやや 外反 し、端部は鋭 く細い。内外面 とも回転ナデ調整を施 す。淡

黄褐 色を呈し、焼成 はや や軟質。

土 器底部
13

第4 号建造物跡

土師 器 14 土器底部

底面は平坦で、全体的に剝離が激しい。石英・長石を含む。内面は淡白褐色、

外面は 赤褐 色。 焼成はやや軟 質。

底面 はヘ ラ切りに よる。 全体にナデ調整を施 すが磨耗が激 しい。石英 ・長石

を 含む。淡 黄褐 色を 呈し、焼 成はやや軟質。

底面 は糸切りし、ヘ ラナデ調整を施す。 全体 的に磨耗が激 しい。 石英、長石
15 土器底部

を含む。 淡黄褐 色を呈し、 焼成は良い。

体 部から口縁部 にかけてや や内湾す る。 口縁端部は丸 くお さめられてい る。
16 埦 形土器

17 土 器口縁部

18 皿形土器

弥生式
第2 号土壙状遺構 19 甕形土 器

土器

全体にナデ調整 を施し、器壁は薄い。焼 成、精製 ともに良 い。

口縁部は内湾 しながら外傾し、端 部は丸くおさめ られている。右回 りの ナデ

調整を施す。 石英 、長石を含む。 黄褐 色を呈し、焼成 は良 い。

底面は糸切りによる。内外面ともに横ナデ調整を施す。精製は良い。淡茶褐

色を呈し、焼 成はやや軟質。

口縁部はやや 外反し、端部 は肥厚し、端部断面 は三 角形をなす。器壁 は薄い。

石英、長石、 雲母等の砂粒 を含む。淡黄褐 色を呈し、 焼成は良い。

口縁 部は内外面 ともてい ねいなヘラ磨 きを施し、端部 は丸くおさめら れてい
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出土遺構 名 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　土　 ・　 色調等

20 甕 形土器

弥生武
第4 号土壙状遺構

土 器

21 甕形土器

る。内面 は縦 ナデ調整、 外面 は横ナデ調整 を施 す。　1～4mm の粗砂 粒を多量

に含む。濃黒褐 色を呈し、焼 成は良い。

口縁は「く」の 字状に外反 した後内湾する。 口縁端 部は丸くおさめ られてい

る。 内面は ハケ目調整、外面は 丁寧なヘラ磨 きを施す。 石英、長石、 雲母を

多く含む。内面 は赤褐 色、 外面 は黒褐色。焼成 はやや 軟質。

表4　 土壙状遺構出土の土器観察表（図28を参照）

出土遺構 名 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　土　 ・　 色調等

1 壺形土器
弥生式

土器

2 土器底部

5 坏形土 器

6 坏形 土器

7 埦 形土 器

口縁部は漏斗状 に広が り、端 部は上 下に肥厚。端面 には3 条の 凹線を施す。

内外面と もナデ調整、外面 にハケ目調整を施す。 細砂粒を含む。淡 茶褐 色を

呈し、焼成は良 い。

底部内面に指成形 を施し、ヘラ状工 具により調整す る。 底面は平坦であ る。

細砂粒を含む。暗褐色を呈し、焼成良好。

立ち上がりから大きく外傾し外面には凸凹がある。口縁端部は丸くおさめら

れている。 右回転ロ クロによりナデ調整 を施す。淡い 黄褐 色を呈し、焼成 は

不良。

底部 からの立ち上が りはわずかに内湾 しながら外傾し、端 部は丸くお さめ ら

れてい る。 内面成形は 右回りのナデ調整 である。 淡い 黄褐 色を呈し、焼成は

軟質。

外面は若 子の凸凹面をなす。 左回りの川転 によるナデ調整 を施 す。石 英、長

石を含 み，淡灰褐 色を呈す る。

9 埦 形土 器
体部はやや外傾し、口縁端部直下5㎜位の所でわずかに外反しており、端部

は丸くおさめられてい る。 内面は黒 色、 外面は淡い灰白 色。焼 成はやや軟質。

10 埦 形土 器
口縁部はやや外反し、端部は丸くおさめられている。回転ナデ調整を施すが、

表面は磨耗している。淡黄褐色を呈し、焼成はやや不良。

体部は内湾しつつ外上方へのび、口縁部は短く外反し、端部は丸くおさめら第4号土壙状遺構
11 埦 形土 器

土師 器

17 土 器口縁 部

れている、回転ナデ調幣が施され、石英、長石を含む。明茶褐色を、呈し、内

面は黒色。

口縁部は 外傾し、口俳部 はや や肥厚してい る。 端部は 丸い。 内外面と もナデ

調整を施 している。精製は良 く、淡黄褐 色を呈する。焼成 は悪く、軟質であ

る。

19 皿形土 器
底面はヘラ切りで、粘土の小塊が付着している。内外面ともナデ調幣を施す。

黄褐色を呈し、焼成は不良。

20 皿形土 器
底面は平坦で、体部はやや外反し、口縁部は丸味を帯びる。淡黄褐色を呈し、

焼成は 不良。

21 皿形土 器

22 皿 形土器

右回りの回転によるナデ調整を施し、内面は若干の凹凸をなす。底部はヘラ

切りによる。石英、長石を含む。焼成は良好。

全体的に剝離、磨 耗が激しい。 底部は平坦で糸 切り、 体部は内湾しなが ら外

傾する。口縁端部は薄く丸味を帯びている。石英、長石を含み、黄褐色を呈

す る。

26 坏形土 器
底面にヘラ切り痕を有し、外向は剝離が激しい。石英、長石を含む。淡赤褐

色を呈し、焼成はやや軟質。

31 土器底 部
全体的 に剝離、磨耗 が激 しい。底面はヘ ラ切り痕を 有し、 ナデ調整を施す。

底部 は中火に向かって薄 くなる。体部 はほぼ垂 直に立ち上 がり、 底部とは明
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形　態　・　施　文　・調　整　・　胎　土　・　色調等出土遺構 名 種別 N0． 器　　 形

確な稜により区別する。砂粒を含む。黄褐色を呈し、軟質。

底部は立ち上がりからなめらかに外傾しており、内外面ともナデ訓整を施す。
32 土 器底部

企体的に剝離、磨耗が激しい。淡い黄褐色を呈し、焼成は軟質。

底部はヘラ切り痕を有し比較的明確な稜をなす。体部はやや内湾し外上方へ
37 土器底部

土師器 立ち上がる。外面はやや調整不良。黄褐色を呈し、焼成は軟質。

底部はヘラ切り。高台状のしっかりしたもので垂直に立ち上がる。ヘラ調整

39 土器底部 痕を有し、体部と明確に区別される。石英、長石を含む。内面は黒色、外面

は淡黄褐 色を呈する。

受け部は たちあ がりに比 して短 くや や斜上 方へのび ている。た ちあ がりは、

わずかに外反 しながら内 傾し、端 部は 丸味を もっ ておさめら れる。 内外面と
44 坏　　 身

須 恵器
もに右回りのロクロによりナデ調整を施すが祖い。砂粒を含む。青灰色を呈

する。

高台付土器 高台はわずかに外傾しており、内外ともに貼り付け後ナデ訓整を施す。底部
47

底部 器厚は10日程度の厚さである。灰色を呈し、焼成は良い。

瓦質土
口縁 部は緩い 曲線を描いて内傾 して立ち にがり、端 部は丸くおさめ られてい

48 土 釜形土 器 る。端部より約2㎝下に、貼り付け凸帯をめぐらす。　ススが付着している。
器

粗砂粒を含み、黒色を呈する。

表5　 土壙状遺構出土の土器観察表（図29を参照）

形　態　・　施　文　・　調　整　・胎　土　・　色調等出土 遺構名 種別 No． 器　 形

1 甕 形土器

弥生式

土器 2 壺形土 器

3 土器底部

4 壺形土 器

第5 号土 壙状遺構

5 埦 形土 器

土師 器

6 皿 形土器

7 土 器口縁部

8 坏　　 身

口縁部は外傾してお り端 部は「逆L 字」 形に外側に広 がる。 端部は 丸味 を帯

び ている。外面 口縁 部下にヘラ描 沈線が7 条 見られる。 砂粒を 含み，内 面は

淡褐 色、外面は淡 黄褐 色を呈す る。

口縁部は水平に近くまで外反し、端部は上下に肥厚し、端面には4条の凹線

を施している。内外面ともハケ目調整を施す。石英の粗砂粒を多少含む。淡

黄褐色を呈し、焼成良好。

内面にクシナデ痕を残す。石英、長石を含む。内面は暗灰色、外面は黒灰色。

焼 成はやや軟 質。

口縁部は外反し、端部は面をなす。細砂粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は

軟質。

口縁部はやや 外反し、端部 は丸みを帯びてい る。 磨耗が激しい。淡 赤褐 色を

呈し、焼成 は軟質。

内外面 とも剝 離が激しいが、 ナデ調整痕を わずかに残す。非 常に精製されて

いる。淡茶褐色を呈し、焼成は軟質。

口縁部は外反し、端部は丸味を帯びる。石英、長石を含み、内面は淡茶褐色、

外面は淡 茶灰 色。

受け部の張り出しは少なくやや上向きである。口唇部は内湾している。器壁

は底 部に近 いほど薄い。 わずかに粗 砂粒 を含むが精製は良い。 灰色を 呈す る。
須 恵器

9 坏　　 身

10 甕形 土器弥生式

受け部はやや上向きで、底部に粒動痕を有する。内外面ともナデ調整を施す

がやや 粗い。 細砂粒 を含 むが精製は良い。灰 色を 呈し、焼 成良 好。

口縁部はやや内湾し、端部は丸味を帯びる。表面は剝離、磨耗が激しい。内

面はヘラナデ調整が施されている。石英、長石、雲母を含む。淡黄褐色を呈
第6 号土壙状遺 構

土 器

11 土 器底部

し、焼 成はやや軟質。

底面 は平坦で底部 は肥 厚している。内 外面と もヘラナデ 調整を施し、外 面に
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一部黒斑 を有する。石英、 長石 等を含む。淡 茶褐 色を呈し、焼成良 好。

口縁部 は「く」 の字状に 外反 し、端部は丸 味を帯 びる。 器壁は薄く、内 外面
12 壺形土 器

土師 器
とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石を含む。淡茶褐色を呈し、焼成は軟質。

表面は剝 離、 磨耗が激しい。粗 砂粒を多く含む。淡 茶褐 色を呈し，焼成はや
13 甑 の把 手

や軟質。

口縁部はほぼ垂 直に高く立ち上が り、端 部は内傾す る凹面 をなす。受け部は

14 坏　　 身 水平で端部は比較的鋭い。底部は丸底で、中央部で平らである。回転ナデ調

整 を施す。ロ クロは 右回り。粗砂粒 を含む、 灰色を 呈し、焼成良 好。

底部には回転ヘラ削 り調整を施す。 回転 ナデ調整を施す。粒動痕 を多数残す。
15 土 器底部

須恵 器 石英、長石を多数含む。灰色を呈し、焼成は良い。

天井部は平坦である。回転ヘラ削り調整を施し、ロクロ回転け右回り。微細
16 坏　　 蓋

砂粒 を含む。 淡灰色を 呈する。 焼成良好。

高台はやや 外傾し端部は 丸味を帯びる。内外面 ともナデ調整痕 を残す。 細砂
17 土器底 部

弥生式

粒を多量 に含む。 淡黄褐 色を呈し、焼成はやや軟 質。

底部は平坦で外面はヘラ磨きを施す。胎土は精製不良。淡灰褐色を呈する。
18 土 器底 部

土 器 焼成はやや軟 質。

土 器口縁 部 全体にナデ調整 を施す。口縁部はやや 外傾しつつ内湾 し、端 部は丸味を帯び
土師 器 19

る。 石英、長石 を含む。 赤茶褐 色を呈し、焼成良好。

口録部は外反し、端面 は緩 い凹 部を有 し、 口唇部外面 に断 面三角形の凸帯

20 甕形土器 施す。内外面とし十分なナデ調整を施す。細砂粒を含み、灰色を呈する。

成良 好。

第7 号土壙状遺構

21 坏　　 蓋

須 恵器

22 坏　　 蓋

23 坏　　 身

外面 は二段 に角度を もっ て曲がり、表面 はナデ調整を施し、粒動痕 を多量に

残す。内面 は粗いナデ調整 を施す。細砂粒 を含み、 青灰色を 呈す る。焼 成は

良好。

体部 と口縁 部とには明確な段 を有し、境には凹線状の くぼ みを持つ。 口唇部

は器厚が薄 く、端 部は丸 味を帯び る。 内外面 ともナデ 調整を施す。

口縁部は内湾 し、 特に口唇部の 器壁 は薄く、端部は丸 味を帯 びる。受け 部は

やや上 向きで端部 は丸味を帯び る。 内外面と もにナデ調整 を施す。石英、 長

石の 細砂粒を含む。灰 色を呈し、焼 成は良 好。

表6　 土壙状遺構出土の土器観察表（図30を参照）

出土遺構 名 種別 N0． 器　　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等

1 甕形土 器

弥生式

底部は上げ底であ り、 底部から大 きく外傾してい るためやや 不安定であ る。

外面 は縦ナデ調整後ヘラ磨 きを施し、 縦方向に砂粒の粒動 痕が 見られる。非

常に粗い石英、 長石等を 含む。 茶褐 色を呈し、焼 成は良好。

口縁 部は「く」の字状 に大 きく外反 し、 口唇部は面をなす。 頸部から胴部に

土 器

2 甕形土 器
第8 号土 壙状遺構

3 土器口縁部
土師器

かけ て大 きく外傾し、最大 径はかなり大 きい と思 われる。頸部の内 外面と も

ハケ目調整 を施す。内面は縦 方向に、外面は横 方向 にハケ目調整を施 す。 粗

砂粒を含むが、精製は良い。内面は淡黄褐色、外面は淡茶褐色を呈し、焼成

は良い。

口縁部はやや 外傾し、端部 は丸くおさめら れてい て器厚は13mm 程の厚 みであ

る。 石英、長石 の微細粒を含む が精製は良好。内面 は明るい黄灰褐 色、 外面

は淡 茶褐 色を 呈し、 焼成は良好。

4 土器口縁部 頸部は「く」の 字状 に口縁部に向 かつて外反し、漏斗状 をなす。口縁部 は丸
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形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等出土遺構 名 種別 N0． 器　　 形

土師 器 5 皿形土器

須恵器 坏　　 身6

弥生式
土 器底部7

土器

8 土 器底部

土師 器

9 皿形土器

第9 号土壙状遺構

10 坏　　 身

味を帯びる。内 外面 ともナデ調整 を施すが、外面はヘラ で横方向にナデ調整

を施す。細砂粒と粗砂粒をわずかに含む。黄褐色を呈し、焼成は良好。

底面は平坦で 底部から口縁部 にかけて大 きく外傾 してお り、口縁端部 は丸く

おさめら れてい る。内外面 ともナデ調整を施す。 石英、 長石の微細砂 粒を含

むが精製は良い 。内面は明灰褐 色、外 面は淡 黄褐 色、底部は暗灰 色を呈する。

焼成は良 好。

たちあ がりはほぼ垂直だ がやや 内傾してい て、端 部は丸味を帯び る。 受け部

は 水平 に短く張り出し、端 部は丸くおさめ られている。内外 面とも回転ナデ

調整 を施す。 石英の粗砂粒 をわずかに 含む。褐 色を呈し、焼成 は良 好。

底面 は平 坦で底部か ら体部にかけてやや 外傾する。内外面 ともナデ調整を施

すが、 内面は粗く、 外面はヘラ磨 きが 施され、粗砂粒を含 む。 内面は淡褐 色、

外面 は赤褐 色を 呈し、焼 成は良好。

底部は台を有し底面 は平坦面をなす。 底部の台か ら体 部にかけて人 きく外傾

し、器厚は10㎜程で厚い。内外面とも十分な回転ナデ調整を施す。細砂粒を

含むが精製の良い 粘土を使用。淡 黄白色を呈し、焼 成は軟質。

体部から口縁 部にかけて外傾しつつ 内湾しており、 口縁端 部は 丸味を帯 びて

いる。内 外面 ともナデ調整を施す。 砂粒を含 まず 精製された よい粘土 を使川

してい る。赤褐 色を 回し、焼成 はやや 軟質。

受け部はやや垂直で、端部は丸味を帯びている。底部に多量の粒動痕を残す。

表面はナデ調整を施す。砂粒を少量含むが細砂粒を主とする。灰色を呈し、

焼成は良 好。

底部は ほぼ 水平に貼り 付け られた高台を 有し、接 地面は面をな す。 内外面 と

須恵器

11 土 器底部

も十分な回転ナデ調整を施し、粒動痕も多量に見られる。外面の大部分に釉

薬が付着し黄縁色をなす。内面は中心から約25mm以内は灰色を呈するが他の

面は黄灰色である。粗砂粒はほとんど見られず精製良好。内面は灰色と黄灰

12 埦 形土 器

色、 外面は淡黄灰 色を呈し、焼成は非 常に良 い。

体 部から口縁部に かけ て外傾しつつ内湾 している。　口縁 部はわずかに外反 し、

端 部は鋭く丸く細め られている。 右回りロクロに よるナデ 調整を施す。 外面

の 器表は剝 落してい る。 胎土は よく精製されてい る。内 外面と も淡 い灰褐 色

を呈し、 焼成はやや軟質。

高台付土器
13

底部

高 台付土 器
14

底 部

第10号土壙 状遺構 土師器

15 土 器底部

16 皿形土器

17 皿形土器

18 土 器底部

右回りの回転台使 用によるナデ調整 で、内面黒 色であ り、貼り付け鳥台 を有

し、 高台を貼 り付け後ナデ調整 を施す。 体部は大 きく外傾し、 器厚は約1　cm

程の厚みであ る。 石英、長石の 細砂粒を含む。明 るい 黄褐 色を 皿し、焼 成は

良 好。

全体的にナデ 調整 を施し、内 面は黒色であ る。 貼り付けら れた高 台はや や 外

傾し、端 部は面 をなす。体部 は大きく外傾 しつつ 内湾する。石英、 長石の微

細砂粒を含むが精製は良好。外面は明黄褐色を呈し、焼成は良好。

全体的に剝離、磨耗が激しい。底面は糸切りされ粘土塊の付着が著しい。底

部か ら体部にかけては大 きく外傾しつつ内湾 する。細砂粒 を多量 に含みやや

粗雑 であ る。 内面は淡い灰褐 色、外面は淡い 赤褐 色を呈し、焼 成は軟質。

底面はヘラ切りによる。体部にかけて外傾し、口縁端部は丸味を帯びている。

全体的にナデ調整を施していると思われるが、磨耗が激しい。石英、長石を

含 む。 明黄褐 色 を呈し、 焼成は良い。

底部にラセン状 に粘土 紐を貼り付け、ヘ ラ状工具で ナデ調整してい るもの の

紐 痕が残る。底 を厚くするために 貼り付けた ものであ り、内外面 ともナデ調

整 され、粘土紐 を貼り付けてい る。 口縁端部は丸 くおさめられてお り、 底部

中央 はやや上がっ ている。淡い褐 色を呈し、焼成は 軟質。

内外と も右回 りロ クロによりナデ 調整 を施す。立 ち上 がりはなめ らかで人 き

く外傾す る。 底面 はヘラ切 りであ り平 坦な面をなす。 赤褐 色を呈し、焼 成は
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軟質。

内外面と も右回 りロ クロにより回転 ナデ調整を施す。体 部から口縁部にかけ

19 土 器口縁部 てやや 外傾し、 口縁端 部はやや外反 し鋭い丸味を帯びてい る。 細砂粒を多量

土師器 に含みや や粗雑であ る。 内面は黒 色、外面は淡い灰 色を呈し、焼成は硬質。

粘土 紐をラセン状に巻 き、その後ロ クロ 成形を施し、 ハケ状工 具によりナデ
20 皿形土器

調整を施している。淡灰褐色を呈し、焼成は軟質。

体 部から口縁部にかけてや や外傾しな がら内湾 する。口縁部は緩 や かに外反

瓦質土 し、端部は丸くおさめられている。器厚は薄く約4㎜程である。内外面とも
21　 埦形土器

器 右回りロ クロ によりナデ調整 を施す。口縁部 直径 は約18cm 。長石等の砂 粒を

含むが精製は良 い。 内外面 とも黒 色を呈し、焼成 は硬 質。

底部に厚 さ約1cm の外傾 する高台を持つ。高台 は面 をなさず、外側の端 部は

なめらかで わずかに上向 きであ る。 底部の器厚は約11mm である。底面 には粒
須恵器 22 土 器底部

動痕を残す。 体部は大き く外傾 する。 微細砂粒を 含む が、精製は良い。灰 色

を呈するが、 内面 の底部の み黒灰 色である。焼成は良い。

外面は縦方向のヘ ラ磨きを施 し、 砂粒が沈んでい る。内面 はナデ調整を施 す。

底面の中央部 はかなり薄くな るもの と思 われる。体部は わずかに内湾 しなが
23 土器底部

ら外傾して立 ち上 がる。 器厚は約14mm 程で厚い。細砂粒 をわずかに含み、暗
弥生式

茶褐 色を呈す る。
土器

外 面はヘラ磨 きを施したと思 われ るが、 砂粒がやや表面 に浮い ている。内面

24 土 器底部 と底部は、ナデ 調整 を施す。 底部 と胴 部はなめらかな稜 によって区別される。

細 砂粒及び少量の砂粒 を含み精製はやや不良。 暗茶褐 色 を呈し、焼 成は良好。

回 転台を使用してナデ調整 を施してい るが、 全体的に表面が 薄く磨耗し、回

転方向 は不明。器厚は非 常に薄く約3mm であ る。 口縁部は わず かに外反し、

土師 器 25 埦 形 土器 端部 は丸くおさめら れてい る。 口縁部下約1．　5cmと2Cmの所に わずかに段を

第12号土壙状遺構
施 す。石英、 長石の微細 砂粒を含むが精製は良 い。 明淡茶褐 色を呈し、 焼成

は良好。

全体的にナ デ調整を施し、体 部はや や外傾す る。 口縁部はわずかに 外反 し、

直線状に立ち上がり、端部は細く丸味を帯びている。器厚は約4㎜の厚さで
26 土 器口縁部

ある。石英、 長石 の微細砂粒 を含むが精製は良い。内面 は明白灰色、 外面 は

淡 灰色を呈 し、焼 成は良好。

陸 部はながらか に隆 起しており、 海部との境を区 別す る明確な凹部等は見 ら
須恵器

れない。 周縁は陸 部より高く、端 部よりわずかに下がっ た所 に1 条の隆起帯

が見られる。脚部 は外傾し、脚部 に穿孔 もわずかに見 られる。 外面の陸部は
27 円面 硯

不整 方向 のナデ調整 で他は回転ナデ 調整 を施す。内面の中央 部は不整方向の

ナデ 調整 で他は回転ナ デ調整を施す。 石英、 長石の微細粒 を含 むが、精製は

良い。暗淡 灰色を 呈し、 焼成は良好。

体部 と口縁部は別に作 られた後、接 合してい る。 口縁部 付近 にはわずかなが

ら灰 緑色の自然 釉が かかっている。端 部は丸味を もっ てお さめられている。

第13号土壙状遺構 須恵器 28 土器 口縁 部 口縁部 は内 外面と も左 回りロクロに より回転 ナデ調整されてい るが、 外面に

は粘土紐の 凹凸が残ってい る。 石英等を含む が精 製は良い。灰 色を呈し、焼

成は良好。

底部外面はヘ ラ切りを行い、 その後高台を貼 り付け ナデ調整を施す。 底部内

高台付土器 面にやや突 き出した部分が 見られるが、中心か らやや はずれてい る。 高台部
29

底部
はやや外傾し端部は面をなす。体部は外傾しつつ内湾している。灰白色を呈

し、焼成は軟質。
第14 号土 壙状 遺構 須恵器

30 壺 形土器

口縁部と胴部 は別々に作ら れた後、接 合される。 口縁 部は左回りロ クロ によ

り調整、さら にナデ調整を施す。胴 部はタタキ締め痕 が見られ、内面は青海

波状 文が見ら れる。 外部は格子目 タタキを施してお り、緑 色の自然釉が施 さ

れている。長石、 雲母等の砂粒を 含み、 精製良好。灰 色を呈し、焼成は良好。
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表7　 方形周溝状遺構出土の土器観察表（図31を参照）

種 別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　土　 ・　 色調等出土遺構 名

1 土 器底部

2 土 器口縁 部

弥生式

土器 土器底部3

4 壺形土器

5 器台脚部

弥生式

底部はわずかに上げ 底で外面はヘラ磨 き。 内面はナデ調整 を施し、石英等の

砂粒を含む。赤褐 色を呈する。

口細部は内湾し てお り、 端部は丸 味を帯びる。外面は1 条のくぼみを有 し、

頸部には1 条の 凹線が見ら れる。内 外面ともヘラに よる横ナデ調整。細砂粒

を含み、暗茶褐 色を呈する。

底面は平坦で、 底部は肥厚してい る。 外面はヘラ磨 き調整を施す。砂粒 を含

み、淡黄褐 色を呈する。焼成はやや軟 質。

口縁部は胴部とほぼ直角をなし、直線状に外反する。内面は雑な仕上げであ

るが、外面 はナデ調整を施す。 細砂粒 を多 く含み、内面は暗褐 色で外面は暗

茶褐 色を呈する。

脚部の器厚は一定ではなくラッパ状に広がりをもつと思われる。非常によく

精製さ れてお り石英の細砂粒 を含む。赤茶褐 色 を呈する。

口縁部は「く」の掌状に明瞭な稜によって区別され、外反して立ち上がり、
土器

6 土器 口縁 部 端部はやや 肥厚し面をなす。粗 砂粒を含む。 内面は淡黄褐 色、 外面は淡赤褐

色を呈し、焼成は良好。

7
口縁部 は外傾しつつ内湾 し、端 部は丸 味を帯び る。 細砂粒を 含み、 内面は暗

皿形土 器

土師 器
第1 号方形 周構状

灰褐 色、 外面は淡茶褐 色を呈する。

口縁部 は外傾しつつ内湾 し、端 部は丸 味を帯 びる。細砂粒を含 み、 淡黄褐 色

8 皿形土 器
遺構 で 一部 黒色を呈す る。

9
底部 は粒動痕が多い。 回転方向は左回 りで ナデ調整を施す。 細砂粒を含 み、

坏　　 身
灰 色を呈する。

受け 部はほぼ水平 に張 り出 し、端部 は鋭 角をなす。底部外面 に多数の粒動痕
10 坏　　 身

須 恵器

を残 す。石英、長石の 粗砂粒を含 み、 青灰 色を呈する。

外面には釉薬の付谷が見られ坏身に蓋の－部が融合している。内外面ともナ
11 坏　　 身

デ調整を施す。粃砂粒を含む。灰白色を呈し、焼成は良好。

口縁部には自然 釉が付着し、端部 は器厚が薄く 丸味を帯び る。粒動痕 を有し、

12 坏　　 蓋 ロクロは右回り方向。公石、石英の細眇粒を多く含み、内面は灰白色、外面

は暗灰色を呈する。

高台付土 器 底部にやや外傾 した高台を有し、端 部は面をなす。体 部は内湾しつつ 外傾す
13

底部 る。微細砂粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は不良。

天井部から口縁部にかけては角度をもって曲がる。天井部はほぼ平坦である。
14 坏　 蓋

内外面とも横ナデ調整を施す。粗砂粒をわずかに含み、暗灰色を呈する。
須 恵器

たちあがりは内湾し、端部は丸味を帯び、粒動痕が見られる。細砂粒を含み、

15 坏　　 身
青灰褐色を呈する。

口縁部 と体 部との境外面は 凹線状 のくぼ みを有し、 なめらかな稜 で区 切る。
16 坏　　 蓋

ロ クロ は左 回り、細砂粒 を含 み、暗灰色を￥す る。

口縁 直下約1 ．5cmの所に貼り付けの刻 み目凸帯がめぐらされ、端 部はや や内湾

17 土器口縁部 し 丸味を帯 びる。内 外面 ともナデ調整を施 す。粗 砂粒 を含み、 内面は淡い褐
弥生式

土 器第2 号方形周溝状

色、外面は褐色を呈する。焼成はやや不良。

底面 は平 坦で内外面 ともナデ調整を施す。 粗砂粒を含 み、内面 は黒色、外面
18 土器底部

遺構
は淡い灰褐色を呈する。

口縁部でやや外反し、端部は丸くおさめられている。外面は指頭による成形
土師器 19 埦 形土器

とヘラ磨きが施されている。粗砂粒を含み、内面は黒褐色、外面は褐色を呈
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出土 遺構名 種 別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

す る。焼成は不良。

土師 器
20

底部は高台状のしっかりしたもので中央の器厚は約4㎜である。立ち上がり
土器底部

はほぼ垂 直であ る。内 面は褐 色、外面 は赤褐 色を呈し、焼 成は軟質。

体部 と口縁部の境には 明瞭な段を有し、端 部は丸味を帯び る。 内面は灰 色、
21 坏　　 蓋

第2 号方形 周溝

外面は黒灰色を呈する。

受け部 は外上 方に仲び、端 部は丸くおさめ られている。立 ち上 がりは内傾し

状 遺構 22 坏　　 身 てい るもの と推 定され、底 部との境は明瞭であ る。粗砂粒 を含み、 黒灰色を

須恵器
呈する。

坏 部 と脚部 を別々に製作し接 合したものであ る。 坏部内面はロ クロ 調整を施

23 高坏脚部 しており、粘土紐 の凹凸が見 られる。 柱状部の上端 には回転しな がら接 合し

24

たナデ調整痕が 見られる。細砂粒 を含み、淡い 黄灰 色を呈する。焼 成は不良 。

高台付土器 高 台部は貼り 付け でやや 外傾してお り比較的短い。内 外面と もナデ調整が 施

底　　 部 さ れている。

表8　 溝状遺構出土の土器観察表（図32を参照）

出土 遺構 名 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

全面的に表面 が剝 離しているが手づ くね作り と思 われる。口録部はやや 外反
1 壺形土器

第2 廿 溝 状 遺 構 土師 器
しており、端部は丸くおさめられている。濃い褐色を呈し、焼成は軟質。

No．1と同じと思われる。底部は丸味を帯び、内外面とも指頭圧痕を有する。
2 壺形 土器

弥生式
第3 号 溝 状 遺 構 3 甕形土 器

土 器

弥生式
第4号溝状遺構 4 土器底部

土 器

5 壺形 土器
弥生式

土 器

6 土 器底 部

濃い褐 色を呈 し、焼 成は軟質。

口縁 部は「く」の字状 に外反し、端部は内側 にやや肥厚 し、 凹部がある。内

面の屈曲 部に1 条の沈線 を有し、ナデ調整 を施す。細砂粒 を含み、褐 色を 呈

し、焼成 は良 い。

底部はやや上げ底を呈し、極めて粗雑な手づくねでありナデ調整を施す。器

厚は1．　3cm～1．8cmで厚い。粗砂粒を多量に含む。淡褐色を呈し、焼成は良好。

口縁部は「 く」の 字状に外反 し、端 部は上下 に肥厚する。頸部 には、 貼り付

け凸帯を施し、左 から 右に向かっ て指 頭で凹部 を作り文様 とす る。 石英、 長

石 を含み、内面は 赤褐 色、外面は褐 色を呈す る。焼成 は良 好。

稜 をもって立ち上が る。 内面の磨 耗が激しい。長石 を含む。 淡褐 色 を呈し、

焼成 は良 い。

第5 号 溝 状 遺 構 7 鉢形土器

土師器
8 土 器肩部

9 土器底部

口録部は直線的に外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも粗いハケ状工具

で横ナデ 調整を施す。 細砂粒を多量に 含む。 内面は淡褐 色、 外面は褐 色を 呈

し、焼成 はやや 軟質。

外面には幅3 ～5mm の間隔 でクシ状 工具 による平 行直線文が描 かれている。

内面はナデ 調整を施す。長石 を含み、内面は淡褐 色、 外面は赤褐 色を呈する。

焼成は良好。

底面は平坦で 体部は大 きく外反す る。 石英、長石 を含み、内面は灰褐 色、外

面は黒褐 色 を呈する。

10 高 坏形土器
弥生式

土 器
第7 号 溝 状 遺 構

11 土 器底 部

土師 器 12 皿形土 器

全体的に粗雑な 手づ くね作りで、粗い ハケ状工具 により横ナデ調整 を施す。

脚部は棒状であ る。 全体的に剝 離が激 しい。淡い 黄褐 色を呈し、脚 底部外面

は黒 色。焼成は軟 質。

手づくね土器で外面はナデ調整を施す。底部器厚は約20㎜で厚い。石英、長

石、 雲母等の粗砂粒 を多量に含む。灰褐 色を呈し、焼成 は良 好。

底面 はヘ ラ切りで右回 りに回転ナデ調整。淡 灰褐 色を 呈し、 焼成はやや軟質。

－60　－



種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等出土遺構 名

13 皿形土 器

14 土器底 部
土師 器

15 皿形土 器

16 甕形土 器

17 甕形 七器

18 壺形土 器

弥生式
19 壺形土 器

土器

20 壺形 土器

第8 号 溝 状 遺 構

21 土器底部

22 土器底部

23 土器底 部

24 埦 形土 器

土師 器

25 土 器底部

底部よりなめ らかに大きく外傾 して立 ち上が る。内 外面 と もナデ 調整を施し

たと思 われるが磨耗が激しい。淡い 黄褐 色を 呈し、焼 成は軟質。

全体的に剝離、磨耗が激しいが、ナデ調整を施していると思われる。底部は

糸切り痕 を有し、高台状の しっ かりした もので 内面中央 に凸部 を残 す。砂粒

を含 み、内面 は明黄褐 色、 外面 は明茶褐 色を呈する。

底部はヘ ラ切 りで立ち上が りは わずかに 外傾 する。 口縁端 部は丸くおさめ ら

れていて、器厚は比較的厚い。赤褐色を呈し、内面は一部黒変しており焼成

はやや硬 質。

口縁下部にヘラ描沈線を6条施し、「逆L字」型の口唇部をもつ。端部には

刻み目が施されている。石英、長石等の粗砂粒を多数含む。淡黄褐色を呈し、

焼成はやや軟質。

口縁 部はや や外反してお り、端部は 丸味 を帯びてい る。 口唇部外面には、 刻

み目をめぐらせてい る。 内外面と もヘ ラナデ調整 を施す。 粗砂粒を 含み、淡

茶褐 色を呈す る。

口縁部は外反し、端 部は上下に肥厚 し、3 条の凹線 を施す。 細砂粒 を含み、

淡 茶褐 色を 呈す る。

口縁部は外反 し、端 部は上下に肥厚 し、2 条の凹 線を施す。細砂粒 を含み、

赤褐 色を呈す る。

口縁部はやや 外反 し、口唇部内面 は面をなし、端 部は丸味を帯び る。 内外面

とも十分なヘラ磨き調整を施す。粗砂粒を含み、淡黄褐色を呈する。

底部は上げ底で端部は丸味を帯びる。粗砂粒を含み、淡黄茶褐色を呈し、焼

成はやや軟 質。

底面は平坦で底部からなめらかに立ち上がる。粗砂粒を含み、黄茶褐色を呈

する。

底面は平坦で底部からなめらかに立ち上がる。外面にはハケ目調整痕を縦方

向に 有する。 淡黄褐 色を 呈する。

立ち上 がりは弧を描いてお り、端 部は 外方 に曲げられ丸く おさめられてい る。

器壁は精製された胎土を使用する。微細砂粒を含み、黄褐色を呈し、内面は

黒色。

底面は平坦で約3㎜の垂直な立ち上がりをもつ。淡赤褐色を主し、焼成はや

や 軟質。

表9　 溝状遺構、および井戸出土の土器観察表（図33を参照）

出土遺構 名 種別 N0． 器　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　・　 色調等

1 埦 形土 器

土師 器 2 埦 形土 器

3 皿形土 器
第9 号 溝 状 遺 構

4 土器口縁部

須 恵器

5 土器口縁部

口縁部は外反 し、端 部は丸味 を帯び る。 非常に精 製された胎土 を使 川。淡黄

褐 色を呈し、焼 成は良好。

口縁部は外反し、端部は丸味を帯びる。内面は黒色、外面は淡黄褐色を呈し、

焼成はやや軟 質。

底面は平 坦で、 底部からやや内湾 しつつ外傾 して立ち上が る。 口縁部は外反

し、端部は 丸味を帯びる。細 砂粒を含む。暗灰褐 色を呈し、焼 成は良 好。

立ち上が りは弧を描いてお り、端 部は外方 に曲がり、丸味 を帯 びる。細 砂粒

を含 み、暗 黄褐 色を呈す る。

口縁端部は、大きく外反し外側に肥厚しており丸味を帯びる。逆三角形を呈

し、内 外面 とも回転ナデ調 整を施す。細砂 粒を含み、青灰 色を呈する。
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出土 遺構 名 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

第9 号 溝 状 遺 構 陶　 器 6 高台付埦

7
弥生式

土 器
第14 号 溝 状 遺 構 8 壺形 土器

土師器 9 土 器口縁部

第15 号 遺 状 遺 構 土師 器 10 土器口縁 部

11 鼎 脚 部

弥生式

土 器
12 鼎 脚 部

低い高台 を有し、 端部は平坦 にナデ られている。内面 は釉 薬を使用し、 白色

を呈し、外面 は淡 黄茶褐 色を呈す る。

外面の剝 離は激 しいが、内面は ハケ目調整痕 を有する。 粗砂粒 を含み、褐 色

を呈する。焼成はやや軟質。

口縁部は外反し、端 部は丸みを帯び る。粗砂粒 を含み、淡い 黄褐 色を呈する。

焼成 は軟質。

内 外面 とも剝 離が激 しい。 口縁部は外傾 し、端 部は丸 味を帯 びる。 赤褐 色を

呈 し、 焼成は軟質。

口縁 部はわずかに外反 し、端 部は丸味を帯び る。 外面はクシ状工 具により縦

方向 に成 形し、内面は右回 りの 回転ナデ調整痕 が見られる。赤褐 色を呈する。

体部 と脚部の境は十分成形 し、 なめらかで、脚 部は下方に直線的 にの びる。

石英、長石等 の粗砂粒を多量 に含む。 淡赤褐 色を呈する。

脚本体 と体部との接合部分であ るが、 成形のため粘土 を貼り付け る。表面 は

ヘラナデ調整 を施す。 脚部は断面 が円 形を呈す。石英、 長石を含み、淡赤褐

色を呈す る。

13 甕形土 器

弥生式
14 壺形 土器

土器

15 壺形土器

口縁部は外反 し、帯 部は丸味を帯び、 粘土を折り曲げ巻 き込む。 外面はヘラ

ナデ調整を施 し、内面 はナデ調整を施 す。 粗砂粒を少量含 み、褐 色を呈す る。

底部は不整形で平坦面 をなす。外面はヘ ラナデ調整を施し、 内面底部には指

頭痕 を有す。石英、長石 を含み、淡黄褐 色を呈する。

底 部と本体とは別に貼 り付けられてい る。内面 はナデ調整を施す。 粗砂粒を

含 み、淡 赤褐 色を呈す る。

16 器台形土器
底部に直径約1 ．　6cmの穴を施す。脚 部はやや内湾 し、 輪積作成 をする。淡褐 色

を呈し、焼 成はやや軟質。

17 埦 形土器
器壁は薄 く、 口縁端部は丸 味を帯 びる。細砂粒 を含む。淡 黄褐 色を呈 し、 焼

成はやや軟質。

18 皿形土器
口縁部は外傾 しつ つ内湾し、端部 は丸味 を帯びる。細 砂粒を含 み、 白灰色を

呈する。焼成 は軟質。

19 土器底部
土師器

台には方向の異な る2 条の凹線を施す。 粗砂粒を含む。褐 色を呈し、焼成は

軟 質。

井　　　　　　 戸
20 埦 形土 器

表面 の剝 離が激しい。 底面 は平 坦で底部 からや や外傾する。淡 黄褐 色を呈し、

焼成 はやや 軟質。

21 土器底 部
台付で 底部にヘラ切り痕 をわずかに残す。細砂 粒を含む。淡黄褐 色を呈し、

焼成は軟質。

22 皿 形土器

口縁部はやや 外傾しつつ内湾 し、端 部は丸味を 帯びる。外面 は剝 離、 磨耗が

激しい。内面 は横ナデ調整痕 を施 す。粗砂粒を 含み、 淡褐 色 を呈し、 焼成は

軟質。

23 壺形土 器

須恵器

口縁部はほぼ垂 直に立 ち上がり、内 側に肥厚す る。端面 は凹線を1 条 有し、

頸部外面に2 条のヘ ラ描沈線が施 されている。細砂粒 を多量に含 み、灰 色を

呈する。

24 *
内面 に粒動痕を有 し、 ナデ調整が施 されている。粗砂粒 を含み、暗灰 色を呈

す る。

口縁部はやや内湾しており、口唇部は平坦である。口縁下約1　cmの所に断面

25 土釜状土器 三角形の 鍔を貼り付けてい る。 外面に ススの 付着が見られ粗砂 粒を含み、内

面は灰 色、 外面は黒色を 呈する。

瓦質土

器 26 土釜状 土器

口縁部は内湾 し、端部は丸味 を帯びる。口唇下約1 ．5cmの 所 に断 面 三角形の

凸帯を貼 り付けており鍔 と考えられる。粗砂粒 を含み、 内面は 黄褐 色、 外面

は茶褐 色を 呈する。

27 土 釜状 土器
口縁部に断面三 角形の鍔を貼 り付け、 凸帯上部は横 ナデ調整を施す。 外面に

ススが付着し てい る。
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表10　遺構に伴わない遺物の観察表（図34を参照）

（注）1、2は45ページの繩文武土器を参照。出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

種 別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　土　 ・　 色調等出土場所

3 甕形土器

口縁 部はわずかに内湾 しており、「逆L 字」 形に折り曲げてあ る。　口縁端部

はヘ ラで刻み目が施 されている。口縁下 にヘ ラ描沈線を9 条施 している。　外

側 は、 ハケ目調整後ヘ ラ磨き、内側はヘ ラナデが施されてい る。 石英等の粗
弥生武

東 西 ト レ ン チ
土 器

5 甕形 土器

砂粒を含む。淡黄褐 色を呈し、焼成は良好。

口縁部は肥厚し、小さな「く」の字状を呈し、口縁直下には5条のヘラ描沈

線が施されてい る。下 ほど磨耗が激 しい。 内外面 ともナデ調 整。粗砂粒を 多

址に含み精製は良 くない。 内外 ともに赤褐 色を呈し、焼 成は軟質。

弥生式
6 甕形土器

口縁部は多少内湾する。口唇部は平坦で多少外側へ肥厚する。口縁部下約7

mmより約1．5㎝幅にヘラ描沈線を5条施す。沈線はヘラ状工具で先は三角形

のものを使刷しており、5回に分けて施されている。口唇部外面には、刻みH　　　 －　　　18
土器

弥生 式

E　　　 －　　　7 7 甕形土 器
土 器

弥生 式
G　　　 －　　18 8 甕形土 器

土 器

弥生式
9 甕形土 器

土器

目が 一部施さ れてい る。石英、長石 等の粗砂粒を多 く含む。 暗茶褐 色（一 部

ススのため黒 色） を回し、焼成 は良好。

口縁部は「逆L 字」 形で、土端部 は面 をなし、口唇部 は丸味を もってお さめ

られてい る。内 外面 ともヘラ麿 きの 後、 ナデ調整 を施 しているが、剝離、磨

耗が激しい。石英 、長石、雲母等の 粗砂粒を 多量 に含む。 内面は淡褐 色、 外

面は灰褐 色を呈し、 焼成はやや軟質。

口縁部出 揃斗状 に広 がり、端部 は丸味を帯び、内面 には竹管文を5 段施 す。

表面はヘ ラ調整 後に、ナデ調整 が施されてい る。粗 砂粒を多く含む。淡 茶褐

色を 呈し、焼 成は良 好。

口縁部に1 本の断 面三角形の把 手を貼り付けてあ り、 刻み目を施す。石英 、

長石等の粗粒 石を多く含む。淡 黄褐 色を呈し、焼 成はや や良好。

弥生式
東 西 ト レ ン チ 10 壺形土 器

土 器

口縁部は大 きく外反し、端部は 内外に著し く肥厚する。 い わゆる二 重口縁と

なってい る。 外側の端部はほぼ面 をなし、円形の 浮文が四方向 に2 個 ずつ貼

り付け られ、 いずれ も円の中心 に直径5mm 程の円孔 （深さ11mm ） が穿たれて

い る。同 じく端面には5 条のヘ ラ描沈線が描か れ、 頸部は粗いハ ケ状工 具に

より土方向への ナデ調整が施さ れ、 その他の部分は、内 外面と も丁寧 なナデ

仕上げが施 され ている。 石英、長石の 粗砂粒を含む。内面は淡褐 色、外面 は

赤褐 色を呈し、焼成 は良 好。

弥生式
G　　　 －　　　18 11 壺形 土器

土 器

弥生式
12 壺形 土器

土器

弥生式

口縁 部は「く」の字状 に外反 し、端部は丸 くおさめられてい る。 内外面 とも

ナデ 調整を施す。頸部内面 には粘土紐の凹 凸が見られる。細 砂粒を多数含 み、

赤褐 色を呈する。焼成 はほぼ良 好。

内 外面 ともナデ調整が施 され、端部は丸 くおさめられてい る。 石英、長石、

雲母等の粗、中砂粒を多数含む。茶褐色を呈し、焼成はほぼ良好。

口縁部は多少外反し、（口唇部になって「く」の字形に外反しており）端部

はわずかに下方に 肥厚し、端 部は面をな している。内 外面 ともヘラ調整後、
13 土器口縁部H　　　 －　　　18

土器

14 甕形土 器
弥生武

東 西 ト レ ン チ
土器

15 甕形土 器

横ナデ調整を施す。 細砂粒、粗砂粒 を含む。 内面は淡 黄褐 色、外面は黒 色及

び、淡灰褐 色 を呈し、 焼成は良好。

内外面と もヘ ラナデ 調整を施す。外面 はとくにヘラ磨 きを行う。口縁部 は大

きく「逆L 字」形 に外反してい る。 口唇部は丸味を帯び、端 部に刻 み目を施

す。 口縁部内面 は丁寧 なナデ仕上げ を行う。細砂粒 を多数、粗砂粒 も少量含

む。淡茶褐 色を呈し、焼成は良好。

内外面と も十 分なヘ ラ磨きを施し、胴 部から口縁にかけ て「逆L 字」形 に外

反している。 口縁 部はほぼ水平で、 口唇部は下方に 多少肥厚してお り端面 は
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出土場所 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

弥生式

16 甕形土器
土 器

弥生式
東 西 ト レ ン チ 17 鉢形土 器

土 器

平 坦である。石英、 長石の粗砂粒 を含む。内面は茶褐 色、外面は暗茶褐 色を

呈する。 焼成は良好。

内面 には粗いヘラナ デ調整を施し、 外面 はナデ調整。 口縁端 部は平 坦で厚味

は変 わらない。石英、 長石等の粗砂粒 を含む。内面は 赤褐 色、外面は暗褐 色

を 呈する。 焼成は良好。

口縁 部径が器高 より も長く、 口録部は わずかに外反し、端 部は丸くおさめ ら

れてい る。 内外と も指 頭圧痕 は認めら れるもの の、丁寧 なヘ ラ磨 きが施 され

てい る。 長石、石英、 雲母等の粗砂粒 を多量に含み、淡褐 色を呈する。焼 成

は良好。

表11　遺構に伴わない遺物の観察表（図35を参照）

（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出土場所 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

弥生式
1 甕形土 器

Ⅰ　　　－　　　22
土器

口縁部はやや 外反 し、端部は平 坦であ る。 頸部に 貼り付け凸帯状の もの を有

し、指 頭による文 様が施されてい る。 内外面と もにナデ 調整が施さ れる。 石

英、 長石等の中 砂粒を多く含み、 わずかに粗砂粒 も含 まれる。淡褐 色を 呈し、

焼成 は良 好。

弥生式
G 　－　19　・　H　－　19 2 甕

土 器

外面はヘ ラ磨きを施 しているが、非常 に粗い。 内面は粗いヘ ラナデ調整が 施

さ れる。 胴部から頸部 にかけては、 クシ状工 具に よる縦方向 の調整痕が 見ら

れる。 その他縦方向のヘ ラ描沈線状の痕跡が 認められる。胴 部から頸部に か

けて内湾 しており、頸部で大 きく「く」の字形 に外反し口縁 に至る。 口唇 は

多少外側 に肥厚しており、端面 は平 坦であ る。 石英、長石、 雲母 等の細粒、

弥生式
B　 ト　レ　ン　チ 3 土器口縁部

土 器

H　　　 －　　　18 弥生式
4 土器口縁 部

土器

粗砂粒 を含む。 内面は黒灰褐 色、 外面は淡 黄褐 色を呈し、焼 成は良 好。

ヘラ磨 きの後 、ナデ調整が施 される。 口縁部 は外反し、端部 は上 方にやや肥

厚し、丸 くお さめられてい る。 石英、長石、雲母 等の細、粗砂 粒を含む。 内

面は淡黒褐 色、 外面は黒褐 色。 焼成は良好。

口縁部は 外反 し、端 部は丸味 を帯 びる。内外面 ともヘ ラナデ調整 を施す。 石

英 、長石等の 細砂粒と粗粒を含 み、淡 茶褐 色を 呈する。 焼成は良好。

回転台使用に よるナデ調整だが、 回転方向は不明。 口縁端 部は上下 に肥厚し、
弥生式

I　　　 －　　　22 5 土器脚部 2 条の凹線を施 してい る。石英、長石 の細粒を含む。内面 は暗 黄褐 色、 外面
土 器

弥生式
6 壺形 土器

土器

弥生式
G　　　 －　　　14 8 壺形土 器

土 器

弥生式
H　　　 －　　　21 13 壺形土器

土器

弥生式

は茶褐 色。焼成は良好。

口縁 部は外反し、ほぼ同 じ器壁で肥厚 は認められない。端 部は丸くおさめ ら

れてい る。 内外面 ともヘ ラ磨きのあ と外面は縦方向に、内 面は横方向に粗 く

クシ状工 具により調整 されている。外面 には指 頭圧痕を残 す。 粗砂粒、 を含

むが比較的精製は良い。褐色を呈し、焼成はやや軟質。

口縁端 部はわずかに肥厚 しており、端部 は丸くおさめら れてい る。 ナデ、お

よび指圧 による調整がな されている。石英、 長石等の粗粒 を多量に含むが、

ナデ調整 により砂粒は沈ん でいる。褐 色 を呈し、 焼成は良好。

外面には縦 方向 のハケ目調 整が施され、内面 にもハケ目調整後 ナデ仕上げが

行われ る。 全体的に粗雑な 作りで手づく ねと思 われる。 また指頭圧痕 も見ら

れる。石英、 長石の粗砂粒 を含む。 淡黄褐 色を呈し、 底部の 一部 は黒色。焼

成は良好。

ナデ調整が施されるが、器形は不均等。高台を有するが、やや上げ底になっ

ている。長石、 雲母等の粗粒 を含む。 赤褐 色を 呈し、 焼成は良好。
14 土 器底部

土器

土師 器 16 埦 形土器 底面は平坦で、底部は端部が肥厚している。内黒である。器面は剝離が激し
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出 土場 所 種別 N0． 器　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　土　 ・　 色調等

弥生式
18 壺形 土器

土 器

弥生式
J　－25 20 壺形土 器

土 器

弥生式
東西トレンチ 21 土器底部

土 器

弥生式
H 　―15 22 土器底部

土 器

弥生式
F　－13 23 甕形土 器

土 器

弥生式
東 西トレ ンチ 25 甕形土 器

土器

い。 中 砂粒を 多く含む。 内面は黒灰 色、 外面は淡白褐 色を 呈し、焼 成は軟質。

底部下面は偏平で、 底部はかなり肥 厚している。本体 と台部 は別個の もので

貼り付けて成形し たもの と思われる。 外面はヘ ラナデ調整後、 ハケ目調整、

内面 はナデ調整が施 されている。粗 砂粒を多少含む。淡褐 色を呈し、焼成は

良 好。

底部はヘラ切りで、胴 部とはなめらかな 稜によって区分され る。胴 部内面は、

底部中央 よりほぼ 直線状 に外傾して立 ち上 がる。内面はナデ 調整、 外面は縦

方向 のヘ ラ磨 きが施 される。少量の 細砂粒を含む。内 面は暗灰褐 色、外 面は

暗灰褐 色及び淡 赤褐 色を呈し、焼 成は良 好。

回転台は用いてお らず、 外面のみナデ 調整 を行った後、ヘ ラ磨 き調整を施し

てい る。 内面は 調整痕 は見られない。 底部は、ハケ目調整 後、ヘ ラ磨 きを 行

う。　1mm～2mm程度の粗砂粒を多く含む。茶褐色を呈し、焼成は良好。

底部からの立ち上が りはやや稜をもっ ており、わずかに 外傾 しながら上方へ

の びている。外面はヘ ラ磨きの後、横 方向 のナデ調整、内面 は指圧 のあ とナ

デ調整がなされてい る。 長石等の粗砂 粒を含む。 内面は灰褐 色、 外面は赤褐

色を呈する。焼成は良好。

底部より丸味を もっ て立 ち上がってい る。 内外面 ともにナデ 調整を行ってい

る。 長石等の粗粒 を含む。内面は褐 色、 外面は赤褐 色を呈し、焼 成は良好。

内外面と もに丁寧なヘ ラ磨きが施さ れてお り砂粒は沈んでい る。 底部外 面は

ナデ仕上げがな され、立ち土が りは 鈍いが稜を もってお り緩や かに外傾して

いる。石英、長石、 雲母等の粗 砂粒を含む。内面は淡褐 色、外 面は黒褐 色を

呈 し、焼 成は良好。

表12　遺構に伴わない遺物の観察表（図36を参照）

（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出 土場所 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

弥生式
1

外面は、ヘ ラナデ調整を施してお り、 一部ハケ目 が見られる。内面 もヘ ラナ

壺形土器 デ調整。石英等の粗粒を含む。淡褐色（一部底部付近黒色）を呈し、焼成は
土 器

良 好。

弥生式
4

底部 よりなめ らかに立ち上が り外傾している。やや 粗雑だが内外面 ともにナ

壺形土 器 デ調整さ れてい る。 石英、長石、 雲母等の粗砂 粒を多く含む。内外面 ともに
E　－12

土 器
淡い褐 色を呈し、 焼成は良好。

底部 よリメし味をもって立ち上 がり、 大きく外へ広 かつている。内 外面と もに
弥生式

7 土器底 部 ナ デ調整されてい る。 粗砂粒を多量 に含み、精製は良 くない。 内面 は褐 色、東西トレンチ
土 器

外 面は淡褐 色を 呈し．焼 成は硬質。

土 器口縁部 口縁部は大 きく外反し、 口唇部で上下に肥厚す る。 内面では2 条の凸 部を形
弥生式

I　－24 13
土 器

成す る。内 外面と も回転ナデ調 整を施す。粗砂 粒を多少含む。淡茶褐 色を呈

し、焼成 は良 好。

中空円 筒状 の柱部を持ち、 裾部はラッパ状に広 かつている。外面はヘ ラ磨き
弥生式

14 高坏脚 部E －7 が施 される。 石英、長石等の 砂粒を含むが精製 は良 好。内面は赤褐 色で 一部
土器

弥生式
東西トレンチ 16 埦形土器

土 器

弥生式 17 鼎の 脚部

灰色、 外面 は赤褐 色を 呈す る。焼 成は良好。

口縁 部は外反しており、 口唇 部は器壁が薄 く、端 部は丸味を帯び る。 体部は

部分的 に肥厚している。細、 粗砂粒 を多少含む。内而は淡 茶褐 色、 外面は 暗

茶褐 色で底部を中心 に黒色を呈し、焼 成はや や軟質。

脚部 と本体部との接合部 分であるが、成形の ため粘土を貼り付け てい る。 表
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出 土場所 種 別 N0． 忿　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 幣　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等

土器

弥生式
E　－15 18 土 器胴部

土器

面は、ヘラナデ調整を施している。脚は断面が円形を呈する。石英、長石等

の粗砂粒を含み、淡赤褐色を呈する。焼成は良好。

祖砂 粒を多量に 含む ものの、器面 は内外と もに ハケ目調整の後、ヘ ラにより

丁寧なナデ調整が施されている。胴部は1条のヘラ描沈線を有七、器厚は約

8．9mm～9．2㎜と均一に成形されている。長石、石英、雲母等の粗砂粒を多量

弥生式
F 　－13 20 土器頸部

土器

弥生式
F　－11 21 土器頸部

土器

に含む。内側は淡褐色、外側は褐色を呈し、焼成は良好。

司部 に貼り付け凸帯 を有し、ヘラ描 きの斜格子文が 施されてい る。 粗粒を含

むが精製はかなり良好。内面は黄褐色、外面は淡褐色を呈し、焼成は良好。

頸部に貼り付け凸帯を有し、指で押圧文を施している。内外ともにナデ調整

を施している。石英、長石の粗砂粒を含み、内面は褐色、外面は灰褐色を呈

する。焼 成はや や 不良。

表13　遺構に伴わない遺物の観察表（図37を参照）
（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出土場所 神 別 N0． 器　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・色調等

器形は若干の歪みをもっている。内面はヘラナデで、表面は黒色である。外

1 高 台付埦
Ⅰ　－20 土師器

土師器 2 埦形土器

J　－26 土師器 5 土器口縁部

土師器H －15 6 埦形土器

土師器H　－19 8 坏

G －15 土師器 9 坏

G　－15 土師器 12 坏

土師器 14 坏

16 坏

E －15 土師 器 19 鉢形土器

面もナデ調幣が施されている。石英、長石等を主とする祖砂粒を含む。内面

は黒色、外面は淡黄褐色、底部は暗灰褐色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾しており、口唇部で多少外反し、端部は丸味を帯びる。外面に

は4 条 の浅い凹線 が見られ、ヘ ラによる回転ナデ 調整痕 と思 われ る。 砂粒は

ほ とんど見られず 精製は良 好。淡 黄灰褐 色を呈 し、焼 成は良 好。

器厚は約3．5㎜で薄い。左回りロクロによりナデ調整されている。よく精製

され てい る。口縁 部内 面は赤褐色、 外面は赤褐色、 他は淡 黄褐色を呈 し、 焼

成は良 好。

右回りの回 転によるナデ 調整。 内面は一 部黒 色処理がな されている。石英、

長石の細粒を含む。淡黄褐色を呈するが、内面は－部黒褐色を呈する。焼成

は良好。

口縁部の器壁は薄く、口唇部は丸味を帯びる。底部は糸切りと思われる。内

外面ともナデ調整を施す。微細砂粒を含む精製された粘土を使用。淡黄褐色

を呈し、焼成はやや軟質。

口縁部は緩やかに外反する。底部は糸切り。表面は全体的に薄く磨耗し、回

転方向は 不明だ が、一 部ナデ 調幣の跡を残す。 石英、長石等の 砂粒を含む。

淡茶褐色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや 外反し、端 部は丸くおさめ られている。底部は平 底でなめらか

な境を有して体部へと続き、体部は内湾気味に外上方へ立ち上がる。ナデ調

恰を施すが 全体的 に表面が 薄く磨耗してい る。石 英、長石、雲 母等の砂粒を

含む。黄褐色を呈とし、焼成は軟質。

口縁部は外傾 しており、口唇 は丸味を帯びる。 底面は、中央部 に向 かってや

や上げ底気味となる。本体底面は糸切りを行い、外周部には上に薄く粘土を

貼り付けてあり底 面の安定を図っ ている。表面は十 分なナデ調整 を施す。 砂

粒は見られず精製された粘土を使用。淡黄褐色を呈し、焼成はやや軟質。

小形の坏 形土 器であ る。 底部はヘ ラ切りであり、内 外面ともナデ調整 されて

いる。よく精製されている。淡黄臼色を呈し、焼成は軟質。

口縁部はごくわずかに外反し、外面は粘土紐の凹凸を残す。表面は回転台を

使ったナデ調整。石英、長石の細粒及び若干の砂粒を含む。淡黄褐色を呈し、
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出土場所 種別 N0． 器　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・色調等

南北トレンチ 土師器 20 甕形土器

F　－13 土師器 21 壺形土器

J　－24 土師器 23 土器底部

E　－12 土師 器 25 底部

焼 成は良好。

口縁部は「 く」の 掌状 に外反 し、端 部は 丸くお さめられてい る。 外面は5 本

尖 のクシ状工 具による調整を 行い、 内面はナデ 調整を施す。指 頭圧痕 も残さ

れている。砂粒を含む。赤褐色を呈し、焼成は良好。

口縁部は 人きく外反し、端 部は 外側にやや肥厚 している。口縁 部と頸 部との

境には好い段を施す。胎土はよく精製されている。内面は褐色、外面は灰褐

色をいし、焼成は 帆質。

高台部と体部とは、明確な稜によって区分される。やや内傾する貼り付け高

台を有し、貼り 付け 後ナデ調整 されている。 全面ナデ調整で内 面は黒色処理

が施されているが剝離が激しい。石英、長石等の細粒を含む。内面は黒色、

外面は明淡黄褐色を呈し、焼成は良好。

高 台は貼り 付けでやや 外傾してい る。 高台貼 り付け 後、内外面 ともナデ調整

されている。胎土は、よく精製されている。内面は黒色、外面は淡灰白色を

呈し、焼成は良好。

南北トレ ンチ 土師器 26 土 器底部

東西トレンチ 土師器 29 土器底部

土師器 30 土器底部

南北 トレンチ 土師 器 35 土 器底部

G－15 土師器 38 土器底部

J　－24 土師器 39 高坏脚 部

G 　－14 土師 器 40 土 器把 手

やや内傾して立ち上がる貼り付け高台を有し、体部とは明確な稜によって区

分される。石英、長石等の細粒を含む。明淡黄褐色を呈し、焼成は良好。

高 台状 のしっかり した底部である。 底部から体 部にかけては急 角度 に外傾し

て立ち上がる。石英、長石の細粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は良好。

内外ともに剝離が激しく、端部は磨滅している。ナデ調整を施す。胎土の精

製は良好。淡褐色を呈する。焼成は軟質。

内 面にはナデに よるラセン状の凹凸 が残っている。 底は典型的な糸 切りであ

る。胎土はよく精製されている。内面は淡黄白色、外面は褐色を呈し、焼成

は 軟質。

胴部外面はなだらかな粘土紐の凹凸を有し、底部は糸切り。内外面ともナデ

調整。石英、長石等の砂粒を含む。明黄褐色を呈し、焼成は良好。

器壁は薄く内湾しな がら内傾して立 ち上 がり、内 面には稜を有し、端 部は 丸

くおさめられている。内外面ともナデ調整が施されている。石英、長石の細

粒をやや含む。明淡黄褐色を呈し、焼成はやや軟質。

胴部は－対の把手が貼り付けられている。把手は内湾して外上方へのび、丸

く仕上げられている。細砂粒を含むが精製はよい。赤褐色を呈し、焼成は良

好。

表14　遺構に伴わない遺物の観察表（図38を参照）
（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出土 場所 種別 N0． 器　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等

1 壺 口縁部

肩部以下には内外ともにタタキ締めが行われており、外面には平行タタキ締

め痕が残っているが、内面の文様は小部分であり不明である。肩部より上の

部 分は内 外と もにロ クロ成形の後、 ハケ状工 具に より調整を行ってい る。 砂

粒を多虻に含みやや粗雑。内面は灰色、外面は灰色及び青灰色を呈し、焼成
G 　－14 須 恵器

2 壺形土器

G 　－13 須恵 器 3 壺形土 器

は良 好。

口縁部は緩やかに外反し、端部はやや肥厚している。端部直下に不明瞭な凹

線が施 されている。内 外ともに右 まわリロ クロによる調 整がなされてい る。

胎土はよく精製されている。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや外反し、若干肥厚している。特に端部はやや内側に肥厚してい

る。内外面とも右回りロクロにより調整されている。胎土は精製良好。内面
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出土場所 種別 N0． 器　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色鯛等

は白灰色、外面は灰色を呈し、焼成はやや軟質。

F　－14 須恵器

口縁部は外反し、端部は下方に肥厚している。内外面とも右回りロクロによ

5 壺形土器 り調整されてい る。 長石等の細粒 を含む。 内面は黒灰 色（釉薬の付着が認め

られるが剝離が激しい）、外面は黒灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はわずかに外反し、端部は丸くおさめられている。口縁部にはヘラ状

工 具で2 条の凹線 を施してい る。内 外とも右回リロ クロに よりナデ調整して
H　－14 須恵器 6 壺形土器

い る。 外面は 多孔 質状 の剝 離痕が 認め られる。 胎土は精製良 好。 内面は淡 黒

灰色、外面は黒灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は「く」の 字状 に外反 し、端 部はわずかに肥厚してい る。 口唇部には

不明瞭な1 条の 凹線がめぐらさ れてい る。 口縁部から肩部 にかけて内面は、

須 恵器 7 壺 形土 器 粘土の接合を示す不整合な部分が見られ、粗いハケ状工具による調整及び指

による調整 痕を残 している。胎土 は精製良 好。口縁部 付近内 面は灰白色、 他

は黒 灰色、外面の 口縁付近は灰 色、 他は黒灰色を呈し、焼 成は良 好。

口縁部は「く」の 掌状に外反 し、端 部はや や肥厚してい る。 端部には不明 瞭

G　－13 須 恵器 8 壺 形土 器 な凹線が1 条 見られる。内外 ともにナデ調整がなさ れてい る。胎土は よく精

製されている。灰色を呈し、焼成は良好。

壺形土 器 頸部より外反 し、端 部近くでやや折 り返してい る。 口唇部にはやや不明 瞭な

G 　―14 須 恵器 11 凹線が見られる。内側には端部より約5㎜下にはっきりした境が認められる。

内外ともナデ調整。砂粒を含むも精製は良い。白灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、端部はやや肥厚している。口唇部はわずかに内側に折り曲

12 壺形土 器 げ られた形となってお り、端 部は丸くお さめられている。内 外面 ともナデ調

東西トレ ンチ 須 恵器

整。胎土 は良 く精製さ れてい る。 淡白灰 色を呈し、焼成はやや軟 質。

口縁部は 外傾 して立ち上が り、 その上部に段 を形 成した後、わずかに内湾 し

ている。内 外面 と もにナデ調 整を施してい るが、 外面 は特にて丁寧な調整が
13 土器口縁部

なされ、 口唇端 部は丸 くお さめられている。長石 を含む も精製は良好。 青灰

色を呈し、焼成は良好。

口縁部は大 きく外反し、端 部で上下に肥厚 する。端 面は平坦であ る。 口縁下

G 　－14 須恵器 15 壺口縁部 には、6 本歯の クシ状工 具による波状文 を施 す。 石英、長石の細粒 を含む。

淡灰禍色を呈し、表面は釉薬の付着により淡灰縁色を呈する。焼成は良好。

須恵器

F 　－11

口縁部 はわずかに外反 し、端 部は外側に 肥厚している。内 外面 とも右まわり

20 土器口縁 部 ロ クロ によりナデ調整が 行われている。 長石 等の砂粒を含む。白灰 色をにし、

焼成 はやや 軟質。

口縁 部はやや 外反し、端 部は肥厚してい る。 口唇端部には わずかな凹線があ

F　－13 22 壺形土器 る。内 外と もロ クロ使 用によるナデ調整 を行っている。石英、 長石の細 粒を

含む。内面は灰色、外面は青灰色を呈する。焼成は軟質。
須恵 器

口縁 部はやや 外側に 肥厚し、口唇端 部は面 をなしてい る。 外側 はクシ状工具

24 土器 口縁 部 に よる縦方向に平 行な調 整痕 が見ら れ、 内側は横方向に平 行な調整痕 が 見ら

れる。 胎土は よく精 製されている。 黄褐色を呈し、焼成 は良 好。

大甕 の口縁部 と考えられる。口縁端 部で上 下に肥厚す るとともに苦しく屈曲

東 西トレ ンチ 須恵器 25 甕形土器 し、 くちばし状 になっ ている。右 まわりロクロに よるナデ調整が行 われてい

る。粗砂粒を含む。濃茶褐色を呈し、焼成は良好。
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表15　遺構に伴わない遺物の観察表（図39を参照）

（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出土場 所 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調 等

H　－15 須恵 器 1 坏 身

坏身F 　―13 須恵 器 3

外面の 体部から受け 部に移る所に軽い段 を有し、受け部は 左端 が細められな

がらもわずかに丸味をもって外方にのびる。受け部はほぼ水平である。たち

あが りはわずかに内 傾しながら 外反し てお り、 端部は1 段の段 をもって斜め

にな って終る。内側の たちあがり と底部との 間には、かな りはっきりした 稜

が示され、外側は剝離が激しく多孔状になっている。内外ともにナデ調整。

胎土は精製良好。内面は灰色、外面は青黒色を呈し、焼成は良好。

口縁 部は外傾し て立ち上 がってい る。 天井部と口縁部を区 別する稜は明瞭で

ある。内外面ともロクロ使用によるナデ仕上げを行っている。胎土は、よく

精製されている。灰色を呈し、焼成は良好。

坏身

外面体部と受け 部との間には、 わずかな段 を有し、受け 部は 大きく外傾 し、

端 部は鈍く 丸め られている。た ちあ がりは内傾し、た ちあ がりと体部 との 間

には、はっ きりとした稜を有 し、 たちあがりは受け部 に比 して短かく、 なめF　－15 須恵 器 4

5 坏身F －11 須恵 器

東西トレンチ 須 恵器 6 坏身

坏 身H 　―14 須恵器 7

12 坏身

須恵 器
F 　－12

15 坏身

らかに受け部 にいたってい る。 外側は全体的に青黒 色の 釉薬が施され てい る。

胎土は精製良好。内側は淡い黒灰色、外側は濃い青黒色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは直線的に内傾しており、先端には浅い凹線をもつ端面を有する。

受 け部はた ちあ がりに比して短 く斜上方に仲び、 先端 は丸くおさめ られてい

る。 内面たち あ がりから底部 への 移行はなめら かであ る。 たちあが りと受 け

部の境は浅い凹線がめぐっている。胎土は精製良好。暗灰茶色を呈し、焼成

は良好。

受け部はやや外上方へのびているが、たちあがりはわずかに内傾している。

たちあが りに比 して受け部 は短 い。外面は 多孔 質状。 内外面 ともナデ 調整さ

れてい る。 胎生は精製良好。 内面とたちあが りの 外面は青灰色、その 他の外

面は暗黒 青色。 焼成は良好。

外面体部と受け部の間には明瞭な境がみられ、受け部はやや斜め上方へのび

てい る。 たちあがりは内 傾しており、端 部は丸味を もっておさめ られている。

たちあがり内面と体部との間にはなめらかで境は認られない。胎土は精製良

好。青灰色を呈し、焼成は良好。

受け 部は外上方へのび、端 部はやや鋭い。 口縁部は内傾したの ちほぼ 垂直に

立 ち上 がり、端部は 細くやや 鋭い。 右回りのロ クロ 使用によるナデ 調整。石

英、長石の 微細粒を含む。青灰 色を回し、焼成は良 好。

受け 部はや や内湾気味 に外傾し、たちあ がりはやや外反 気味 に内 傾し、端 部

は共に丸くおさめられている。受け部とたちあがりの間には、ヘラ状工具に

よる1条の沈線を有する。若干の細砂粒を含む。内面および口縁部は明淡灰

E　－11 須 恵器 16 坏蓋

色、外面は青灰 色を 回し、 焼成は良好。

天井 部はヘラ削 りであ る。 天井部 と口縁 部を分ける稜は かなりはっきりして

いる。口縁端部は丸くおさめられている。胎土は精製良好。灰色を呈し、焼

須恵 器G　－14 18 坏蓋

E　－11 須恵 器 19 坏蓋

G －15 須恵 器 21 坏蓋

成は良 好。

口縁部はやや内湾 してのびている。 外面 は口縁部 と天井 部との間に明瞭な 凹

線がめぐってい る。端 部は 丸くおさめ られて内外 面とも左回りロ クロ により

ナデ調整が施されている。細砂粒を多く含む。白灰色を呈し、焼成は良好。

口縁端 部は わず かな段 をなし、細め られている。天井部 と口縁を区別す る稜

は明瞭である。内 外面 と も右回りロ クロによるナデ 調整 を行っている。

立ち上がりはほぼ垂直であり、端部は丸くおさめられている。内外面とも右
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出土場所 種別 N0． 器　　 形 形　態　・施　文　・　調　整　・胎　土　・　色調等

回りロクロによりナデ調整されている。砂粒を含む。青灰色を呈し、焼成は

良好。

口縁部は内湾気味にのびており、端部は丸くおさめられている。体部には、

G－14 須恵器 29 坏蓋 粘土紐の凹凸がわずかに見られる。細砂粒を含む。内面は青灰色、外面は黒

青色を呈し、焼成は良好。

体部は内湾しながら外下方ヘ下り、口縁部は直線的にのび、端部は薄くて丸

G－13 須恵器 31 坏 蓋 い。左回りのロクロ使川によるナデ調整、若干の細砂粒を含む。淡青灰色を

呈し、焼成は良好。

坏蓋 天井部から端部にかけてほ ぼ水平であり、端部下面は平坦で上面に丸味を施

南北トレノチ 須恵器 33
す。かえりはほば垂直に下方に張り出す。端部は鋭角を有し、かえりから天

井部下面にかけて大きく肥厚している。内外面ともナデ調整。石英、長石の

細砂粒を多少含む。明灰色を呈し、焼成は良好。

貼り付けによる高台を有し、内面は直線的に内傾するが、外面は一度内傾し

高台付皿形 たのち途中で外傾し、なめらかに体部と接する。端部は面をなす。右回りの
J－24 須恵器 34

土器 ロクロ使川によるナデ調整により若干の粘土紐による凹凸を有す。石英、長

石の微細粒を含む。淡青色を呈し、焼成は良好。

高台は貼り付けられており大きく外傾する。淙淙はやや稜をなしている。土

高台付坏底 半分か欠損しており、下部の内側にはハケ状工具による横方向の調整痕を残
東西トレンチ 須息器 36

部 す。外底部は高台貼り付け後、ハケ状工具により回転調整を施している。石

英、長石の砂粒を含む。内側は白灰色、外側は青灰色を呈し、焼成は軟質。

高台は貼り付けで、底は面をなしている。高台はやや外方に開いており、明

高山付土器 瞭な稜をもち、休部に至っている。内側には粘土紐の凹凸が見られる。高台
H－15 須恵器 39

底部 貼り付け後ロクロによる右まわりの回転ナデ調整を施し、細砂粒を含む。内

高尚付土器
G－15 須恵 器 41

底部

高台付土器
H－15 須恵器 42

底部

埦形土器底
須忠器 43

部

H－15 須恵器 44 土器底部

高台付土器
G－14 須恵器 47

底部

面は淡白灰色、外面は灰色を呈し、焼成は良好。

高台端部は面をなしている。高台は、貼り付けで、貼り付け後にナデ調整さ

れている、内外とも右まわりの回転ナデ調整を施しており精製良好。淡茶灰

色を回し、焼成は良好。

高台端部は面をなしている。高台部は貼り付けであり、貼り付け後に丁寧な

ナデ調整が施されている。胎土は精製良好。暗茶灰色を呈し、内外ともに茶

褐 色の 釉薬が付 石し てい る。 焼成は良 好。

底部には貼り付けによる高台を有する。貼り付け後の調整はやや粗雑である。

内面は丁寧に成形されている。全休的に磨耗が激しい。精製は良好である。

内面は白色、外面は淡黄白色を呈する。焼成は軟質。

底部は立ち上がりより内傾し、屈曲して著しく外反する。底部は高台状のし

っかりしたもので、底部内側には、半球状の凹部をともなう。この半球状の

凹部は、丁寧なナデ調整により作られている。全体的に剝離、磨耗が激しい。

胎土は精製良好。淡い黄白色を呈し、焼成は軟質。

底部は高台状のしっかりしたものである。底からの立ち上がりは、ほぼまっ

すぐであり、約5㎜上がった所で外傾している。石英、長石等の砂粒を多量に

含む。淡い黄色みがかった灰白色を呈し、内部は灰黒色を呈す。焼成はやや

軟質。

I－19 須 恵器 49 壺底 部

底部は特に肥厚し、なめらかな丸底である。内面は指による回転ナデ調整を

施し、うず巻状の成形痕を残す。外面はひじようになめらかである。底部の

中心付近には、縦方向のクシナデ調整痕、上部には回転ナデ調整の際の粒動

痕が見られる。ナデ調整を施した後、一部クシナデを行い、最終的には何ら

かの手法によってなめらかに仕上げたものであろう。いくつかの粗砂粒を含

む。黒褐色を呈し、焼成は良好。
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表16　遺構に伴わない遺物の観察表（図40を参照）

（注）出土場所が空欄のものは原位置遊離遺物である。

出土場所 神別 N0． 器　　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・胎　土・　色調等

胴部には、若干の粘土紐による凹凸を残す。底部はヘラ切りで、胴部のみ立ち
甕形 以 辻

G －13 須恵器 2 上がりは稜をもって直線的に外傾している。右回りのロクロ使用によるナデ
部

調整。若干の細砂を含む。淡ぶ火色を呈し、焼成は良好。

左回りのロクロによりナデ調整が行われ、胴部及び底部に、粘土を貼り合わ

甕形土器底 せたのち、再び左回りのロクロにより調整が行われている。内面は、ヘラ削
G 　－15 須恵 器 3

部 りの後ナデ調整。石英、長石の細粒を含む。内面は暗灰色、外面は淡灰色を

呈し、焼成は良好。

体部の器厚は15㎜内外で厚いが、底部は10　mm以下で薄い。外面はヘラ磨きの

後、 横方向のナデ 調整。内面 もヘ ラ磨きが 行われてい るが、外 面に比 べて粗
H－15 須恵 器 4 甕形土器

雑。 横ナデに よる調整が行 われてい る。　全体的に 粗い 作りである。 粗砂粒を

須恵 器 5 台付短 頸壺

Ⅰ　－24

須 恵器 6 壺

G －13 須 恵器 7 提瓶（胴部）

須恵 器 8 器台脚 部

H　－15 須 恵器 9 器台脚部

脚部
B トレンチ 須恵 器 10

含む。内面は淡白灰色、外面は白灰色を呈し、焼成は良好。

内 外面ともに十 分な 回転ナデ調整 を施す。 底 部の台は 貼り付けでヘラ 調整さ

れている。微細な長石粒等を含む。明灰色を呈し、焼成は良好。

外側は、最大径上部に2条のヘラ描沈線を施し、その間に斜めにヘラで刻み

目を施している。微細砂粒を含む。暗灰色を呈し、頸部の断面は赤褐色を呈

してい る。焼 成は良 好。

横にした状態で粘土紐を巻きあげ、その後右川りのロクロ使川によりナデ調

整を行っている。　天井部まで作り、その穴を塞ぎ横方向に口縁部を取り付け

たものと推定される。　しかし内側には秤土紐の凹凸が残っている。作られた

時の底部は平坦であるが、天片部の器形は不明である。底部にはクシ状工具

による沈線文がきれいにめぐっている。胎土は精製良好。内面は灰色、外面

は淡灰色を呈し、焼成はやや軟質。

脚の下部に1組8条の波状文が4組、クシ状工具により描かれている。また

ヘラ状工具により沈線も3条、凸帯も1本見られる。左回りロクロにより整

形されている。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

外面は脚端部よりわずかに外傾して立ち上がり、約1　cm　上った所で屈曲して

内傾している。内側は端部より緩やかに内傾して立ち上がっている。内外面

とも右まわりロクロにより調整されているが、特に外面は丁寧な仕上がりに

なっている。胎土は精製良好。灰色を呈し、焼成は良好。

脚部光端は丸味をもっておさめられている。脚部左端よりやや上部外面は、

稜をもち屈曲している。砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

G－14 須恵器 11 脚部

端部には、ヘラ状工具により平行な斜行文が施されている。平行な斜行文の

すぐ上には凹線がめぐっているが、上部が欠損しているため何条であるかは

不明。端部内側はわずかに折り曲げられている。胎土は精製良好。茶黒色を

呈し、焼成は良好。

E 　－12 須忠 器 12 脚部

脚端部内側はやや稜をなし、内傾して立ち上がっている。裾部には、ヘラ先

による斜行する刻み目が施されている。胎土は精製良好。内側は灰色、外則

は青灰色を呈し、焼成は良好。

須恵器 13 器台脚部

脚部は、ほぼ着線状に内傾して立ち上がり、端部は肥厚する。左回りのロク

ロ使川によるナデ調整が行われ、内面の－部には粗いハケ状工具による調整

痕を有す。石英、長石の細粒、若干の砂粒を含む。茶黒色を呈し、焼成は良

好。

脚端部はやや肥厚し、内面には1条の凸帯が施されている。　立ち上がりはな
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出土場所 種別 N0． 器　　 形 形　態　・　施　文・　調　整　・　胎　土　・　色調等

G 　－14 須恵 器 14 器台脚部
めらかで、段をもち裾部に至っている。裾にはいくつかの小凹凸が見られる。

端部付近には、黒色の自然釉の付石が認められる。石英、長石等の粗砂粒を

多量に含む。内面は灰色および、黒灰色、外面は茶灰色を呈し、焼成は良好。

G 　―13 須恵器 16 脚　　 部

端部は内外面に肥厚しており、最下部は面をなし、脚部としての安定感をも

っている。器壁は全体的に厚い。内外面とも左回りロクロにより調整されて

いるが、各所に粘土紐の凹凸がみられる。細砂粒を多く含む。内面は灰色、

外面は撚灰色を呈し、焼成は良好。

表17　遺構に伴わない遺物の観察表（図41を参照）

出土 場所 種別 N0． 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・ 調　 整　 ・　 胎　 土　・　 色調等

器台 脚部1

G 　―13 須恵器

2 器台脚部

E　－12 須恵器 5 高坏脚部

F 　－13 須恵器 6 器台脚部

H 　―15 須恵器 8 高坏 脚部

G　－15 須恵器 9 脚　　 部

脚端部に「逆L字」形の凸帯を有し、内傾して立ち上がる。左回りロクロに

よるナデ 調整で、部分的に 釉薬の痕を残す。 石英、 長石の細粒を 含む。 灰色

を呈し焼成は良好。

脚部はやや 外湾 しながらほぼ45 度の角度で立 ち上 がり、端部は上下共 に稜を

有して肥厚する。細砂及び若十の粗粒を含む。内面は暗灰色、外面は青灰色

を呈し、焼成は良好。

脚部は 人きくスカート状に 開き、端部には わず かな凹部が 見ら れる。 又、端

部の下面は稜をもっておさめられている。内外面とも右回りロクロによる丁

寧な調整 が行われてい る。 石英、長石 等の細粒を含む。内面 は黒 色で一 部は

褐色、 外面は黒灰 色を呈し、焼成は良 好。

脚部は外反しながら外上方へのび、端部近くで大きく外反し水平となり接地

面 とな る。 脚端 部は上下にやや 肥厚し、面 をな す。 脚部外面にはヘ ラ状工 具

に よる1 条の 凹線を有す る。 右回りロ クロに よるナデ調整が施さ れて いる。

石英、長石の微細粒を含む。灰褐色を呈し、焼成は良好。

脚端部は大きく上方にそり、接地面は端部より約12㎜ほど内側である。端部

は、上方 にわずかに肥厚す るとと もに不明瞭 ながら1 条の凹線が施 され、内

外面 とも左 回りロ クロに よりナデ調整さ れてい る。 長石等の細粒を含 む。 内

面は淡い白灰色、外面は淡い灰色を呈し、焼成は軟質。

脚裾部は大 きく外傾し、 スカート状に 広がってお り、端部は 面をな してい る。

内面には粘土紐 の小凹凸が残っ ている。 右回りロ クロ により成形さ れ、 外面

はクシ状 工具に より調整した後、ナデ 調整を行ってい る。 胎土は精製良 好。

灰色を呈し、焼成は良好。

脚部は下方 になるにつれて スカート状に大 きく開 き、 脚のほぼ中央 部に外面

で4．8cm、内面で4．　5cmの長方形の透かしを穿っている。粘土の切り取りは、

F　－11 須 恵器 10 高杯 脚部

鋭利な工具 で行った もので切 り取 り部分の壁面 は完 全な面をなしてい る。 上

下方両端部 は欠損しており、孔 も一 部であ るため 長方形の幅は不明で ある。

脚 と坏は 別々に作り、あ とで接 合されてい る。 脚部内面は粗い仕上げ である

が、 外而は 丁寧 なナデ仕上げ を施す。 長石等の微 細粒を含む。灰 色を回し、

F　－13 須恵 器 11 高坏形土 器

焼成 は良 好。

貼り付けに よる脚部は、外反 しながら外下方 に下 がり、端部は上下 にやや 肥

厚し1 条の沈 線を有す る。 脚部外面には クシ状工 具による調整 痕が横 走し、

内面の調整 はや や雑である。 底部はほぼ水平 にの びている。透孔が 穿たれて

いる。 右回 りの ロクロ使用 によるナデ調整を 施す。 胎土の精製は良好。 青灰
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出土場所 種別 N0． 器　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　・　 色調等

須 恵器 12 高　　 坏

G　－13

台付埦形土

瓦器 14
器

H ―15 青白磁 16 碗

白磁 17 碗

D トレ ンチ

青白磁 18 碗

19 碗
C トレンチ

青白磁

20 碗

F 　－13 青磁 21 碗

F　－15 磁器 22 碗

磁器 23 碗

C トレンチ

土 製品 24 土錘

色を回し、焼成は良 好。

底部は水平よりやや上向きで、貼り付けによる脚部は、基部より外湾したの

ちほぼ垂直に下がり、1栗の凸帯とヘラ状工具による凹線を町し、外下方に

下がる。底部内外は剝離が激しく、内面には渦巻き状の指頭痕を残す。右回

りのロクロ使川によるナデ調整で、外面は釉薬処理を施す。黒雲母等の細砂

粒を含む。内面は淡灰色、外面は淡灰紺色の釉薬が付谷、焼成は良好。

口縁部下、外面に凹線状のくぼみが2条見られ、その下には、しめ上げのた

めについた指圧痕が見られる。　口縁部内面にも、1条の凹線状のくぼみをも

つ。内面は、ナデ調整を十分施している。内外面とも黒色で、低い台を施し

ている。長石等の細砂粒を含む。黒色を呈し、焼成はやや良好。

口縁部は、内湾気味に外傾し、．玉縁状口縁に作られている。焼成は良好。

高台 脇には、 釉薬は 付着していない。　口縁 部は、わずかに内湾 気味に 外傾 し

ており、玉縁状口縁に作られている。焼成は良好。

口縁部は、内湾気味に外傾し、玉縁状口縁に作られている。淡緑灰色を呈し、

焼成 は良 好。

口縁部は、内湾気味に外傾しており、玉縁状口縁に作られている。淡緑灰色

を呈し、焼成は良好。

口縁部は、内湾気味に外傾し、玉縁状口縁に作られている。焼成は良好。

口縁部は外傾し、 内面にはヘラ による片 切り彫りで施 文されているが、 文様

は定かでない。淡い緑灰色を回し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。染め付けである。灰白色を呈し、焼

成は良好。

高台は、削 り出 し高台であ る。 見込みに1 条の沈線 を巡らす。内 面に施釉。

胎土は、黒色のマンガン粒を含む。内面は青灰褐色、外面は明灰褐色を呈し、

焼成は良 好

一部破損しており，最大径は16㎜、孔径は7～8mm、器厚は3～4　mmである。

粗砂粒を多く含む。淡黄褐色で一部黒灰色を呈し、焼成は良好。
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図27　住居跡、建造物跡および土壙状遺構出土の土器
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図28　土壙状遺構出土の土器
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図29　土壙状遺構出土の土器

－76　－



15
16

17 18

19
1

20

2

21

3

5 22

4

6 23 24

8 25
7

9

26

11

10
27

12

28
13 14

29

30

図30　 土 壙 状 遺 構 出土 の 土 器

－77　－



13

1 14

2

15

3

4 16

17

5 18

6

19

7

20

8

21

9

22

10
23

1
24

1

12

図31　 方形周溝状遺構出土の土器
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－79　－



1

2

3

4 16

5

18
17

6

19
20

7
21

22

8

9

10 23

24

11 25

2612

13

27

1514

図33　溝状遺構および井戸出土の土器
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図34　第Ⅰ調査区出土の繩文・弥生式土器
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図35　第Ⅰ調査区出土の弥生式土器
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図36　第Ⅰ調査区出土の弥生式土器
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図38　第Ⅰ調査区出土の須恵器
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図40　第Ⅰ調査区出土の須恵器
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図42　第Ⅰ調査区出土の石器
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図45　第Ⅰ調査区出土の石器
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第Ⅱ調査区の調査概要

1　 調査概要

本調査区は、第Ⅰ調査区の東側に位置している。調査は西端より着手し、2区画目に相当

する。発掘調査区域は休耕田の一枚を単位としており、また工事計画区域内にとどめられて

いるため、調査面積は855㎡を測る。確認調査では、遺物の包蔵地を平面的に把握するにと

どめられていたため、まず、南北・東西に「T字」形に幅約1mのトレンチを掘り、土層の

検討及び、層序断面における遺物の包含状況を確認後、機械力によって表土の除去を行っ

た。この際、機械力による掘削は遺構検出面（本調査区においてはいわゆる地山面）上約

10cmでとどめ、その後は手掘りによって平面的掘り下げを行った。

グリッド設定は、第Ⅰ調査区同様5×5m区画を基本単位として、第Ⅰ調査区からの延長

とした。つまり、本調査区は、南北軸の29～37、東西軸のK～Rで示される範囲に相当する。

遺跡をとりまく環境、及び、地形については、第Ⅰ調査区と同様であるが、地山面につい

ては地形的変化が顕著に現 れている部分が見られる。特に、北西部分では、凹地を形成して

いる。

層序は、第Ⅰ調査区とほぼ同様で4層からなる。第1層は、現在の耕作土壌で灰褐色を呈

する有機質土である。第2層は、いわゆる「床じめ」といわれる粘土質の暗黄褐色を呈する

土壌である。これらの上部2層からの遺物の出土、遺構の検出は見られない。第3層は、本

調査区の遺物包含層であり、暗黒褐色を呈する粘土質土壌である。この層は、下層に掘り込

まれている遺構の埋土である。層厚は、下層上面の凹凸により異なっている。第4 層は、黄

茶褐色を呈する粘土質土壌で、いわゆる地山相当層である。各遺構ともこの層に掘り込まれ

ており、上面からの遺物の出土も見られる。また、溝状遺構内においては、掘り込まれた地

山面上には部分的に明灰色のシルトがわずかに堆積している。

遺物は、中央部に位置する溝状遺構に集中しており、繩文式土器、弥生式土器、土師器、

須恵器、陶磁器と多種多様の土器片が見られ、石器も数点出土している。

検出された遺構は、中央部に位置する溝状遺構1 条をはじめ、その南東側に位置する土

壙状遺構3基、周形状に形成された柱穴群などが検出されている。北西部の凹部では、第3

層上面に柱穴と思われる遺構が多数検出されているが、プランを成立させるようなものは

見られず、時期を決定させる遺物の出土も見られない。

各遺構、それに伴う遺物、及び、遺構外より出土の遺物については、次項より順に説明を

行う。
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2　遺構と遺物

（1）　土壙状遺構

ア　第1号土壙状遺構（第2 図）

本遺構は、P-35区に位置する。平面形態は、不整方形を呈する。規模は、長径約2.4m、

第2 図　第1号土壙状遺構
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短径約2m、深さ約10㎝を測り、主軸方向は、N20°Eである。第4層に掘り込まれ、埋土

は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。床面は、小さな凹凸が多く起伏に

富むがほぼ平坦である。遺構内よりの出土遺物は4 点のみで、すべて小片である。

（出土遺物）

4点とも遊離した遺物であり、弥生式土器片2点、須恵器片2点が出土している。弥生式

土器片では、高台部分を残しているものがあるが、小片のため、器形等は不明である。また、

第3図　第2号土壙状遺構
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第4図　第3号土壙状遺構

須恵器片は、坏蓋の口縁部と思われるものと、器形等は不明であるが、外面に格子タタキが

施してあり、表面には暗緑色の釉薬が付着しているものである。
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イ　第2号土壙状遺構（第3図）

本遺構は、P-35区に位置している。平面形態は、アメーバ状を呈している。規模は、長

径約2.8m、短径約2.1mを測り、主軸方向はN40°Wである。第4層に掘り込まれており、

埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。床面は、2段で、小さな凹凸

が多く起伏に富み、北半分の方が高く、深さ約6cm、南半分では15～19cmである。遺構内か

らの出土遺物は少量で、そのすべては遊離しており、底面より5～6cm上方から出土してい

る。

（出土遺物）

遺物は、弥生式土器の小片と、須恵器の小片、それぞれ1 点ずつだけである。ともに器形

及び時期を決定するまでには至らない小片である。

ウ　 第3号土壙状遺構（第4図）

本遺構は、0-35区に位置する。平面形態は、角がかなりの丸味を帯びた不整方形である。

規模は、長径3.3m、短径2.2m、深さは約15cmを測り、主軸方向はN14°Eである。第4層

に掘り込まれ、埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。床面は、小さ

な凹凸が多く起伏に富み、2段になっており、南側が深い。遺物は、遺構内に散在し、すべ

て床面 より上方に遊離した状態で出土している。弥生式土器、土師器、須恵器の出土が見ら

れる。

（出土遺物）

出土遺物はすべてが小片であるが、口縁部、底部とはっきり確認できるものも数点ある。

弥生式土器は、小形の甕形土器口縁部が1点見られる（第9図10）。土師器の出土は少ないが、

土器底部では、平底で底面に糸切り痕を残しているものが見られる（第11図18）。また、埦の口

縁部と思われるもの（第11図5） も出土している。須恵器は、10数点出土しており、ほぼ

弥生式土器と同等の出土量である。やはりすべてが小片であるが、壺の口縁部では、濃緑色の

釉薬が多量に付着しているもの（第17図7）、淡灰色を呈する坏身（第14図5）、淡灰色の

埦形土器（第15図6）などが見られる。その他、内外面とも黒色処理された土師質土器の小

片も1点出土しているが、詳細は不明である。

（2） 溝状遺構

ア　第1号溝状遺構 （第5図）

本遺構は、M-32、N-32、0-31、0-32区にまたがって位置し、北から南西方向へ弧
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第5 図　第1 号溝状遺構
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を描いて走行しており、本調査区の西側部分に検出された地形的凹部の東端と平坦面との境

に位置している。この溝の両端は壁で切られており、長さ16m、幅約1m、深さは15～25㎝

である。中央部から北半分では、2条の溝が接した状態で検出されており、東側の方が溝底

面のレベルが低い。両溝とも層序断面における第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土壌が混入

している。遺構断面での土層は単一で切り合い関係等の判定は不可能であった。また、部分

的に溝底には、乳白色のシルト質土壌が数cm堆積している。平井遺跡で検出された溝状遺構

のうちで最も多量の遺物が出土している。溝内からは、遺物に伴って礫の出土も多いが、礫

は円礫が多く、0-32区内に集中し、溝底面に接しているものが多い。遺物

は、M-32、N-32区内に集中している。溝底面からの出土はほとんど見られず、また、種

別、器形等による規則的な集積状態は全く見られない。上下のレベル関係も同様で一時期に流れ込

み、堆積時に攪乱され遊離したものと思われる。その結果、須恵器については、ある程度器形が定ま

るものも見られるが、土師器、弥生式土器については、破片が多く、それも指先大の小片ま

で様々であり、流れ込みによる遊離遺物としかとらえるほかはない。

（出土遺物）

弥生式土器は、保存状態が悪く部分片が多いが、実測可能なものは39点出土している。壺

形、甕形土器の口縁部分の出土が多く見られる。その中でも特徴的なものとしては、口縁端

部にヘラにより格子状の文様が刻まれ、間隔をおいて棒状浮文が2 列に貼り付けられている

もの（第8図5）、端部に1条あるいは2条の沈線を施すもの（第8図12～14）、口縁部が外

側に肥厚し、やはり1条あるいは2条の沈線を施すもの（第8図7～9）、また、口縁下に

沈線を施しているもの（第8図2、3）、大きく外反する口唇にクシ状工具による刺突痕を

有するもの（第8図1）、口縁下 に爪形 の指圧を施し、凸帯を有するもの（第8図15）など

が挙げられる。土師器は、少量であるが、器形としては埦、高坏と思われるものが数点見ら

れる。埦には、口縁部が内湾気味に立ち上がるもの（第11図3、4）、ほぼ直線的に外傾する

もの（第11 図7）、外反するもの（第11図9、11）が見られる。底部は高台を有さない丸底

のものが多い（第11図9、11）。高坏は、いずれも坏部が欠損している（第12図7、8）。その

他、器形は不明であるが、口縁部片（第11図2、10）が出土している。須恵器は、完形に近

いものが見られるが、出土の状況が良くなく、同じ区画内に散乱している土器片を復元する

ことによって形を成すものが多い。器形から見ると、坏身、坏蓋が多く見られる。坏身は高

坏の一部と見られるものの他に、平底のものも数点出土している。また、坏蓋は宝珠つまみ

を有するものも出土している。その他特徴的なものとしては、胎土および焼成から見ると、

土師器と思われるような鉢で、口縁下に3条の沈線を施し、その沈線間にヘラ状工具による

「ノ」の字状の連続する文様が施されているもの（第12図11）、あるいは、台付の長頸壺で

底部に坏蓋が密着し、かなり変形する製作段階での不良品と思われるもの（第5図9）など

が見られる。その他、※の胴部も1点出土している。
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第6図　第1柱穴群

（3） 柱穴群

ア　第1柱穴群（周状柱穴群）（第6図）

本調査区域からは、唯一検出されたものである。柱穴群として掲載するものの、その形態

及び使用目的等に至っては推定できないものである。12の本柱穴から形成されており、ほぼ

周状を呈し、N-34区内に位置する。周の直径約2.7～3mを測る。柱穴間は1～1.5mであ

り、西側部分には、柱穴の存在は見られず、P1～P12の間は、約4mを測る。各柱穴については、

直径20cm 内外で、掘り込みの深さにおいて規則性は見られず、4～19cm と様々で、調査面が

すでに削平されている可能性もある。遺物は、P10の上面より3cmほどの所から出土した須恵

器の底部片で、外面が暗茶褐色を呈する平底のものが1点だけであり、器形等は推定できな

い。
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第7図　第2柱穴群

（2） 第2柱穴群（第7図）

本遺構はP-33、Q-33区にまたがって位置する。3本の柱穴が一直線上に並ぶものであ

り、軸方向はN22°Wである。各柱穴の規模から考えると、第Ⅰ調査区に検出された掘立柱

建造物跡におけるそれと類似するため、周辺の精査を行ったが、調査区域内での柱穴の検 出には至ら

なかった。柱穴については、（Px-直径-深さ）、P1-50cm-30cm、P2-70cm-30cm

P3-60cm-25cmで、柱穴間はP1・P2-1.7m、P2・P3-2.1mである。各柱穴内とも、埋土は

第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。出土遺物はほとんど見られず、PAで

は底面 より18cm上方から須恵器の坏身底部片が1 点、またPCでは底面より18cm、9cm の所

に土師器の口縁部片がそれぞれ1点、さらに19cm 上方の壁面から焼成良好な須恵片器片が1

点出土しただけである。これらは、ともに実測可能な ものではなかった。

3　 出土遺物

（1） 弥生式土器

本調査区からは、比較的弥生式土器が多く出土している。溝内よりの出土遺物が多く見ら

れるが、ほとんどのものは細片である。

前期のものは、甕形土器口縁部3点であり、それぞれ形態及び施文等に違いが認められる。
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口縁が「逆L字」形 を呈し、口唇端部は丸味を帯びて面をなし、直下に3条のヘラ描沈線が

施されているもの（第8図2）、口縁が「く」の字形を呈し、口唇直下に5条の平行沈線が

施されているもの（第8図3）、口縁が「く」の字形を呈し、 口唇端部に連続する刻み目をもち、

直下に1条の沈線が施されているもの（第8図1）の3点である。

次に、中期以降の遺物については、時間的幅を有していると思われる。

A　 口縁は朝顔状に外反し、端部は肥厚して端面に斜格子文が施され、棒状浮文が貼り付け

られている。頸部に波状文をもつ ものもある（第8図4、5）。

B　 口縁端部が肥厚し、端面に凹線文が施される。頸部に指頭圧痕文凸帯が施されるものも

ある。 また、脚部に透し痕 を有し、凹線が裾部に施されるものもある。本調査区では最 も

出土量の多い類例である（第8図6、7、9、10、12～16、第11図13）。

C　 口縁は「逆L字」形を呈し、器壁は比較的薄い。口唇端部には入念なナデ調整が施され

ている（第9図1、2）。

D　 口縁はやや内湾気味に外傾して立ち上がり、口唇端部は丸味を帯びる。器壁は比較的厚

く、胎土は粗砂粒を多く含む（第9図3～5）。

E　 口縁は「く」の字状に外反し、口唇端部はやや丸味を帯びる。体部外面にハケ目調整が

施されるものもある（第9図10～13、第11図2）。

F　 口縁は大 きく外傾して立ち上がり、端部に至って短 く水平にのびる。 口唇端部はわずか

に面をなす（第9図8、16）。

G　 口縁は内傾して立ち上がり、口唇は「く」の字形を呈する。 口唇端部はわずかに面をな

す。 口縁部には内外面ともにナデ調整が施されている（第9図6）。

（2） 土 師 器

本調査区では、弥生式土器、須恵器に比べて出土量が少ない。出土場所は溝状遺構内に集

中しており、ほとんどのものは小片であるが、器形が明らかになるものや器面調整を確認で

きるようなものも多い。器形をもとに分類すると、土釜、埦、高坏に分けられる。その他、

器形については不明であるが、土器口縁部、底部としてまとめられるものも含めると、総数

26点である。また、胎土から見ると土師器よりはむしろ瓦器あるいはそれに類似するものも

出土しているが、それらについても器形で分類しその中に含むこととする。

（土釜）

本調査区からの出土は1点のみである。口縁部はやや外傾し、外面に貼り付け凸帯を有す

る。口唇はやや内傾し端部は鋭く、外面にはススの付着により黒色を呈する部分が見られる

（第11図1）。

（埦）

口縁部の形態では、やや内湾しているもの（第11図3～7）、口唇部でわずかに外反するも
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の（第11図8、9、11）の2つに分けられる。いずれも器壁は薄く、端部は丸味を帯びてい

る。底部の形態では、平底のもの（第12図1）、高台を有するもの（第12図2～6）の2つに

分けられる。平底のものは糸切りである。高台付埦は、土師器よりもむしろ瓦器に近いも

の、あるいは典型的な瓦器と思われるもの（第12図5、6） も出土している。これらは内面に黒

色処理が施され、器壁は非常に薄く、高台も低く、径は小さい。埦の中には、これらに類似

して内面に黒色処理が施されているものも見られる。

（高坏）

2点出土しているが、 ともに坏部が欠損している。脚部が長く裾部で大きく外反し端部が

やや上方に張り出しているもの（第12図7）と、脚部は短く、裾部で外反してほぼ水平に張

り出しているもの（第12図8）とである。

（口縁部）

器形については推定か困難である。　1 点は、 口頸部が大きく外反し 端部のやや鋭いもの

（第11図2）、もう1点は、直径の比較的小さいもので外傾して口唇部で外反し、内外面に横

ナデ調整痕を有するもの（第11図10）である。

（底　 部）

いずれも平底で、上部が欠損しているため器形の推定は困難であるが、埦と考えられるも

のも含まれている。底面に糸切り痕を残すもの（第11図13、14 、18 ）と、残さないもの（第

11図12、15 ～17）とがある。

（3） 須　恵　 器

本調査区では、最も多く出土している。出土場所は、他の遺物同様 第1号溝状遺構に集中

している。器形から分類すると、甕、長頸壺、平瓶、※、鉢、埦、蓋坏、坏、高坏と多種多

様である。また、小片の出土も多く、器形推定か不可能なため口縁部あるいは底部としかと

らえられないものも多数見られる。これらの中で、特に蓋坏（蓋・　）や、坏については、

細分して特徴をとらえることができる。

（甕）

口縁部分のみの出土であり、器形全体の把握はできないが、口縁部分の形態の特徴として

は、外反して口唇部で内側に肥厚し、端部は稜をなすもの（第16図1 、第17図4 ）、やや外傾

するもほぼ直線的に立ち上がり、端部は丸味を帯びるもの（第16図2 、3 、4 ）、ほぼ垂直に

立ち上がり、口唇下外面に凹線が施されているもの（第17図2 、3 ）が見られる。

（長頸壺）（第12図9）

出土は1点だけであるが、口縁部が欠損し体部は上下に分割された状態で出土した。口頸

部は直立し、やや外反する。外傾する長い高台を有し、外面には暗緑色の自然釉の付着が見

られる。
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（平瓶） （第17図5・6）

2 点出土しているが、 ともに体部は欠損している。やや外反気味に直立し、端部は丸味を

帯びる。

（𤭯）　（第12図10）

出土は1点だけであるが、口頸部及び底部の一部が欠損している。丸底で、最大径部のや

や上方に1条の凹線を施している。

（鉢）　（第12図11）

出土は1 点だけであるが、完形のものである。口縁部はやや外傾し、口唇部でわずかに内

側へ肥厚している。口縁下に3 条の沈線を施し、その間に「ノ」の字状の文様を有する。底

部は丸味を帯びる。

（埦）　（第17図10）

出土は1点だけである。口縁部にかけてはほぼ垂直に立ち上がり、口縁部でわずかに外反

している。端部は丸味を帯びる。

（蓋坏）

多量に出土しており、完形なものは見られないものの、形態的変化を確認することができ

た。ただし、蓋、身のセットで出土しているものはないので、それぞれについて分けること

にする。蓋では、かえりを有さないもの（第13図1～10）については、外面の稜がはっきりし

ているものから、稜の部分が形骸化しその痕跡としてわずかに段をなすにすぎないものへと

の変化が見られる。また口径が小さくなり、外面の稜も消えて、天井部の高いものなど時

期的な相違が大きく見られる。かえりを有するもの（第13図11～20）では、天井部に宝珠状、

乳首状つまみを有するものが見られるが、多くは天井部中央が欠損しており、つまみの形態

がつかめない。かえりは、口縁部内面より大きく張り出すものから、徐々に退化して、わず

かに残るものへとの変化が見られる。身では、たちあがりが内傾するも外反して長いもの

（第14図1～5）や、たち上がりは短くなり、受け部も上方へのびていたものが水平に張り

出し、端部は丸味を帯びるもの（第14図6～10）へと変化し、たちあがりは短く、受け部が

やや長めに張り出すもの（第14図11、12）も見られる。

（坏）

口縁部の形態変化を中心に分けるならば、外傾するもほぼ垂直に立ち上がるもの（第14図

18～20）と、口縁部で外反するもの（第14図13～17）が見られる。口径については、ほぼ一

定であるが、大きいもの（第14図14）も出土している。また、内湾気味に立ち上がるもの（ 

第15図5 ）や、大きく外傾しているもの（第15図6 、7 ）も見られる。

（高坏）

坏部は欠損しているものが多い。全体の形態が把握できるものは1 点だけで、坏部は浅く

口縁部は大きく外傾し、脚部は短く、端部は段のない丸味を帯びるものである（第15図20）。
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また脚部では、段を有し端部は垂直に下がりやや鋭意な感をもつもの （第15図14、15 ）、 あ

るいは脚基部は細く垂直に下がり、裾部で大きく外反後ほぼ水平にのびるもの（第15図18）

なども見られる。

（4） 石 　器

本調査区より出土した石器は、石庖丁、砥石、敲石の3点のみである。これらは表土層中

よりの出土遺物であり、時期的には不明確な点が多い。

石庖丁は、薄手の剝片に粗雑な二次加工が施されている打製の石庖丁であり、両側縁にえ

ぐりを有する。刃部は比較的入念な二次加工が施され、ほぼ直線的に整形されている。直刃

直背に分類される（第18図3 ）。

砥石は、比較的細長い形状を呈している。一面のみ使用され、砥面は細かく使用部はや

や窪みを有している（第18図1）。

敲石は、先端部のみ敲打痕を残している（第18図2）。
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4　小　結

本調査区では、比較的安定した土層状況を呈しているが、北西部には前調査区に見られな

い凹地が検出された。その規模については、調査範囲が限定されているため推定は困難であ

る。また、自然河川の影響をも含めて、この凹地が単なる湿地であったものか、溝状遺構と

関連しての生活痕跡の一部と考えられるものかは、現段階では不明である。

遺構については、凹地の上部より検出された柱穴を除いては、すべて地山面より検出され

たが、いかんせん前者については伴出遺物が見られないため、堆積層序から見て多少の時期

差はあるにせよ、詳細については、これもまた不明な点が多い。種々の遺構が検出されてい

るが、出土遺物が唯一溝状遺構に集中していることから、この遺構が本調査区において重要

な意味をもつものと言える。他の調査区からも、溝状遺構は多数検出されているが、これほ

ど遺物、礫等が混入しているものは見られない。この溝は北から南西方向に弧を描き、前述

の凹地の東側に沿って流走しており、凹地に流れ込んでいることも十分考えられる。溝底の

比高差もあり、底面にシルト質土壌の堆積も見られることから、自然的な掘り込みに よるも

のか、あるいは、人為的な掘削が行われたものか、いずれにせよ、ある程度の水の流 れはあ

ったものと推測され、当時の用排水路としての機能は十分考えられる。また、出土遺物は、

小片は多いものの、磨耗状態から見て出土場所からあまり距離をおかない地点で廃棄された

ものが遊離し、本溝の埋没期に集積堆積したものと考えられる。その他の遺構については、

周状を呈する第1柱穴群は本調査において他に例を見ないものであり、その形態、 使用目的

等については、今後の検討が必要である。また、第2 柱穴群として取り上げた3本の柱穴に

ついては、軸方向がN22 °Wであることから長軸方向がN68°Eを指向する掘立柱建造物跡の

一部とも推測されるが、他にプランを成立させる柱穴が検出されなかったことが残念である。

仮に、第Ⅳ調査区で検出された第1号建造物跡に見られるように、主柱の柱穴間距離が5m

にも及ぶものとするならば、本調査区外に存在することになるが、その可能性を否定しなけ

れば、この柱穴群は建造物跡の一部であるとも考えられる。これらの遺構を含めて、本調査

区より検出された遺構内には、すべて調査区断面層序における第3 層の包含層が埋土として

同様に堆積していることから、その埋没時期は、ほぼ同時期であると思われる。

遺物については、土器では弥生式土器から須恵器まで多種多様なものが見られ、石器も数

点出土している。

弥生式土器については、前期に位置付けた3 点の甕形土器口縁部は、形態及び施文等に若

千の違いはあるものの、現在のところ、前期末から中期初頭にかけての阿方式土器に比定さ

れる資料である。また、中期以降のものについては、時間的幅をもつものであると思われる。 

A類は、中期前葉から中期中葉にかけての土居窪Ⅱ～Ⅲ式に類似するが、棒状浮文が貼り付
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けられていること、口唇端部がやや上方につまみ出されていること等から、やや後出してく

るものかと思われる。B 類の凹線文をもつものは、時期的には中期後半の由利、檜端式に比

定されるが、1 条施されるものと多条に施されるものとでは、やはり時間的幅が想定されう

るであろう。C 類は、中期前葉から中葉にかけて見られる「逆L 字」状の口縁をもつ甕形土

器の口縁部であり、A 類に供伴する可能性も考えられる。細分すれば、内面に明確な稜をも

つもの（第9図2）と、もたないもの（第9図1）とに分けられ、やはり時間的幅が考えら

れる。甕形土器口縁部については、D 、E 、G 類等も出土しているが、現在のところその明

確な位置付けはもたない。

本調査区出土の弥生式土器は、そのほとんどが細片であるために明確な位置付けはなしえ

なかったが、中期後半のものが相対的に多く見られた。

須恵器については、松山平野を中心とする須恵器の研究が十分でないため、畿内における

陶邑古窯址群の編年に対比するならば、長頸壺（第12図9）はⅣ型式の1段階に近いもので、 

MT21、TK17号窯型式に併行する時期のものと思われ、7世紀後半にあたる。また、蓋坏

について考えるならば、蓋では（A ）かえりのないもの（第13図1 ～10）と、（B ） かえり

を有するもの（第13図11～20）との2 つのタイプに分けられる。また、身についても（C ）

たちあがりをもつもの（第14図1～12）と、（D）たちあがりがないもの（第14図13～20）

の2 つのタイプに分けられる。これらをまとめてみると、（A ）と（C ）は同時期のもので

ほぼⅡ型式のものと思われ、MT15、TK10、43、209号窯型式に併行し、6世紀前半から

7世紀前半にあたる。また、（B ）と（D ）については、（A ）、（C ）とは型式的に大別で

きるもので、ほぼⅢ型式のものと考えられTK217号窯型式に併行し7世紀にあたる。

以上のことから、須恵器については多少の幅が見られ、時期的には古墳時代中期から終末

期にかけてのものが中心と考えられる。

その他、石器についても弥生時代のものと考えられることから、本調査区からの出土遺物

は、弥生時代から歴史時代にかけてのものである。
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表1　第Ⅱ調査区出土遺物観察表

（注）　出土場所の欄については、第χ号土壙状遺構→土壙χ、第χ号溝状遺構→溝χ、空欄

は原位置遊離遺物を表す。

形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・種別 出土場 所 器　 形 胎　 土　 ・　 色調等 図番 番号

土壙18

口縁部は内傾して立ち上がり、口唇に至って緩やかに外反する。口唇端部は丸

甕 味を帯びる。内面は横方向、外面は縦方向のハケ目調整痕を残す。石英、長石、 9 10

黒雲母の細粒を含む。内面は淡褐色、外面は暗褐色。焼成良好。

口縁部は外反して立ち上がり端部に至る。口唇端部は平坦面をなし、ヘラ状工

具による斜格子文が施され、棒状浮文が貼り付けられている。口唇直下には、
（口縁部） 8 4

ヘラ状工 具による、重 弧文状の文様がめ ぐる。石英、 長石の細粒を含む。淡 黄

褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大きく外湾して立ち上がり、端部に1条凹線を有する。器面は剝離、
壺 8 14

弥
磨耗が激しい。石英、長石等の細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁 部は大きく外湾 し、端 部はやや 肥厚し端 面に2 条の沈 線を有する。内 外面

甕 ともに口唇部には横 方向 のナデ調整が 施され、胴 部外面 にはわずかに ハケ目調 8 13

整痕が遺存している。石英、長石の細粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大きく外反して立ち上がり端部に至る。口唇端部は肥厚し、3条の沈

壺 線を有する。口唇直下外面には横方向のナデ調整が施されている。石英、長石 8 7

等の細粒を含む。黄褐色を呈する。焼成良好。

生
底部は平底を呈し、胴部はほぼ垂直に立ち上がり、段をもった後やや外傾して

（底　 部） 上方へのびる。底部中央は器壁がやや薄くなる。外面はヘラナデ調整が施され 10 7

ている。石英の粗砂粒を多く含む。内面は茶褐色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

底部は安定した平底で、胴部はやや外傾して立ち上がる。器壁は厚い。内外面

（底　 部） ともにヘラナデ調整が施されている。粗砂粒を多量に含む。内面は灰茶色、外 10 5

面は淡赤褐色。焼成良好。
溝－1

式 底部は安定した平 底で、 胴部は外傾 して立ち上が る。 内外面と もにヘラ ナデ 調
（底　 部） 10 8

整が施されている。石英の粗砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

底部は安定した平 底で、胴部は緩や かに内湾 した後、外傾して立 ち上 がる。

（底　 部） 器壁は厚い。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。粗砂粒を含む。内面は暗赤褐 10 13

色、 外面は灰茶 色。焼 成良 好。

底部は平底を呈し、胴部の立ち上がりはほぼ垂直に上方へのびた後、緩やかに

土 （底　 部） 外反する。 底即位外面には横 方向 のナデ調整が施 されている。石英、 長石等の 10 11

粗砂粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。

底部は平底を 呈し、立 ち上がりはやや 内傾した後 外反 する。内外面 ともに横方

（底　 部） 向のナデ調整が施されている。石英、長石等の粗粒を含む。黄褐色を呈する。 10 6

焼 成良 好。

底部は平底を呈し、立ち上がりは外傾して上方へのびる。外面にはハケ目調整
（底　 部） 10 16

器
が施されている。石英、長石等の粗粒を含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

底部はほぼ丸底を呈し、立ち上がりは外傾して上方にのびる。内外面ともに指
（底　 部） 10 10

頭圧痕を残す。長石等の砂粒を含む。暗褐色を呈する。焼成良好。

底部外面は石千凹面をなし、立ち上がりは緩やかに外傾して上方へのびる。内

（底　 部） 外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗粒を含む。淡黄褐色を呈する。 10 2

焼成不良。

底部は若千上げ底を呈し、立ち上がりは外傾してやや屈曲しながら上方へのび

（底　 部） る。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。長石の細粒を含む。茶褐色を呈する。 10 3

焼 成良好。

口縁部はやや内 傾気味に立ち上 がり、 口唇は「逆L 字」 形でやや 肥厚して丸味
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種 別 出土場所 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等 図 番 番号

8 2甕

8 5（口縁部）

を帯 びる。 口唇直下外面 には、クシ状工 具による3 条の平 行沈線 が見られる。

内外面ともに横方向のナデ調整が施されている。石英の細粒を多く含む。暗褐

色を呈する。焼成良好。

口縁部は大 きく外傾 してのびる。口唇端 部は肥厚し平坦面 をなし、外面にはヘ

ラ状工 具に よる斜 格子文が施され、棒状 浮文が貼 り付け られている。内面に は

横方向のナデ調整痕が見られる。石英、長石の粗粒を含む。淡黄褐色を呈する。

焼 成良好。

口縁部は大 きく外反 し、端部は肥 厚する。口唇端 部は平 坦面をなし、 外面 には

壺 8 8

1
弥 甕 9

9 2甕

3条の沈線を有する。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。長石の粗砂粒を少量

含む。内面は淡茶褐色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

口縁部 はほぼ垂 直に立ち上が り、 口唇部は「逆L 字」 形を呈し、端 部は面 をな

す。内 外面 ともに、ヘラ状工 具による横方向のナ デ調整痕が 見られる。 石英 の

細粒を多く含む。口唇直下外面は茶褐色、口唇部外面および内面は黒褐色。焼

成良好。

口縁部はやや内傾して立ち上がり、口唇部は「逆L字」形を呈する。口唇直下

外面には横方向のナデ調整が施されている。長石の粗粒を含む。茶褐色を呈す

生 8 12（口縁部）

る。焼 成良 好。

口縁 部は大きく外傾 し、 口唇端部は凹面 をなし、ヘラ状工具 による1 条の沈線

を有する。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の粗粒を含む。茶

褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大 きく外傾し、口唇端部 はやや 肥厚し凹面 をなす。 口唇直下に は貼り

付け凸帯が付さ れ、 外面に指頭圧痕 文が施されてい る。 外面 は、横方向の ナデ 8 15甕

式 溝－1
8 16甕

調整が行われている。石英、長石の細粒を含む。淡褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は内傾 して立ち上がる。 口唇は「く」の字状 を呈し、端部はやや 肥厚し

若千凹面をなす。口唇直下外面には横方向のナデ調整が施され、胴部内外面に

はハケ目調整痕が見られる。石英、長石の細粒を含む。茶褐色を呈する。焼成

甕 9 12

土
9 14（口縁部）

（口縁部） 9 13

器

良好。

口縁部 は緩や かに外湾し端部 に至る。端部 はやや 丸味を帯び る。 口唇 直下外 面

にはヘ ラ状工 具に よるナデ調 整が横方向 に施され、胴部外面 にはハケ目調整 痕

が見られる。石英、長石の細粒を少量含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁 部はほぼ 垂直に立 ち上 がった後大 きく外傾し、端部は わずかに平 坦面をな

す。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の細粒を含む。茶褐色を呈

す る。 焼成良好。

口縁部は緩やかに外反 して立ち上がり端 部に至る。 口唇端 部は丸味を帯び る。

内外面ともにヘラ状工具によるナデ調整が横方向に施されている。粗砂粒を含

む。内面は淡茶褐色、外面は茶褐色。焼成良好。

口縁部は緩や かに外傾して立 ち上 がり、端部はやや 丸味を帯び る。内 外面 と も

に横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の細粒を含む。褐色を呈する。 9 9（口縁部）

9 3甕

9 6甕

焼成良好。

口縁部は内 傾して立ち上が り、 口唇は「く」の字状 に外反し端部 はやや 肥厚し

丸味を帯び る。 口唇直下内 外面 は横方向のナデ調整 が施され、外面 には縦方向

のハケ目調整痕が見られる。内面には横方向のハケ目調整痕を残し、頸部下方

には部分的に指頭痕が見られる。石英、長石の粗砂粒を含む。茶褐色を呈する。

焼 成良 好。

口縁 部は内傾して立 ち上 がり、口唇は「 く」の 字状を呈し、端 部はわずかに平

坦面 をなす。内外面 ともに、 口唇直下お よび 頸部に横方向のナ デ調整が施さ れ

一部にヘラ磨き痕を残す。石英、長石等の細粒を含む。内面は淡灰褐色、外面

は暗 灰色。焼成良好。

口縁部はやや内湾 気味に大きく外傾 して立 ち上がり、 口唇端 部は若干丸味 を帯
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種別 出土場 所 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等 図 番 番号

（口縁部）
9 7びる。内 外面ともにヘラナデ 調整痕が 見ら れる。 石英、長石の粗 粒を含む。赤

褐色を呈する。焼成良好。

（口縁部）
口縁部は大 きく外反し端部は丸味 を帯びる。内面 にはヘラ状工 具による磨き痕

が見られる。石英、長石の粗粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。 9 17

口縁部は大きく外反し端部はやや丸味を帯びる。内外面ともに剝離、磨耗が激
（口縁部）

9 11
しい。長石等の細粒を含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は緩やかに外傾しながら立ち上がり、口唇端部はやや肥厚し丸味を帯び

（口縁 部） る。 内 外面ともに口唇直下 に横方向のナデ 調整痕 が見られ る。 石英、長石等 の 59
細粒を含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

脚部は外傾して下方にのび、端部はやや肥厚する。端部外面には3条の沈線を

（脚　 部） 施し、その上位には透孔を有する。石英、長石の細粒を含む。黄褐色を呈する。 8 10

焼 成良好。

口縁部はほぼ垂直に立ち上がり、口唇は「く」の字状を呈し端部は丸味を帯び

る。口唇直下にはクシ状工具による5条の沈線を有し、内外面ともにヘラナデ
甕

8 3

弥 溝－1

甕
8 1

調整が施されている。石英、長石等の細粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良

好。

口縁部はほぼ垂直に立ち上がり、口唇は「く」の字状を呈し端部はやや肥厚し

丸味を帯びる。　口唇端面にはヘラ状工具による刻み目がめぐる。口唇直下にヘ

ラ状工具による1条の沈線を有する。石英、長石の細粒を含む。赤褐色を呈す

る。 焼成良好。
生

（口縁部）
8 9

式

甕
9 4

口縁部は大きく外傾して上方にのび端部は肥厚する。口唇端部にはヘラ状工具

による2条の沈線を有する。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の

細粒を含む。淡黄褐色を呈する、焼成良好。

口縁部は内傾して立ちにがり、口唇は「く」の字状を呈し端部に至ってやや内

反する。口唇端部はやや肥厚し若千丸味を帯びる。内外面ともに口唇直下に横

方向のナデ調整が施されている。外面には頸部より胴部方向へのハケ目調整痕

が見られる。石英、長石の細粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。

土
口縁部は大 きく外傾して上 方にのび端 部は肥厚する。　口唇端 部は平坦面をなし

口縁 部
8 11ハケ状工具による刻み目がめぐる。内外面とも剝離、磨耗が激しい。長石等の

細粒を含む。黄褐色を呈する。焼成良好。

器
（底　 部）

10 4

（口縁部）

底部は若千上げ底を呈し、胴部は外傾しやや屈曲した後上方にのびる。内外面

ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の細粒を含む。内面は黄褐色、外面

は赤褐色。焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部はわずかに凹面をなす。内外面ともに剝離、

磨耗が激しい。石英、長石の細粒を含む。黄褐色を呈する。焼成良好。 9 15
M－30

（底　 部）
10

底部は平底を呈し、胴部は上外方にのびる。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。

石英、長石の細粒を多く含む。赤褐色を呈する。焼成不良。 12

N －30 （底　 部）
10 1

底部は上げ底を呈し、胴部は内湾した後上外方にのびる。内外面ともに剝離、

磨耗が激しい。石英、長石の細粒を多く含む。濃灰褐色を呈する。焼成良好。

口縁部はゆるやかに外反し端部に至る。口唇端部は平坦面をなす。外面には横

N　－31 壺 9 8

壺
8 6

方向のナデ調整が施されている。長石等の粗砂粒を多く含む。内面は暗黄褐色、

外面は黄褐色。焼成良好。

口縁 部はや や外反して 立ち上がり、端 部は面をな しヘ ラ状工 具に よる1 条の 沈

線を 有す る。 頸部に もヘ ラ状 工具に よる1 条の沈線を有す る。 器壁は 口縁 部で

1.2cmを測り比較的厚い。内外面ともにヘラナデ調整痕が見られる。石英、長

石、雲母等の粗砂粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大きく外傾して立ち上がり、端部に至って短く水平にのびる。口唇端

（口縁部）
9 16部はわずかに平坦面をなす。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石等

の細粒を少量含む。茶褐色を呈する。焼成良好。
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底部は平坦で、胴部は外傾して上方にのびる。内外面ともにハケ目調整痕が見
（底　 部） 10 9

られる。粗砂粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。
弥

生
底部は平坦で、胴 部はや や外傾し て上 方にのびる。 内外面と もにヘ ラナデ 調整

（底　 部） が施されている。石英の粗砂粒を多く含む。内面は淡茶褐色、外面は赤褐色。 10 14
式

土
焼成良好。

底部は平坦で、胴部はやや外傾して上方にのびる。外面にはヘラナデ調整痕が
器

（底　 部） 見られる。長石の粗砂粒を含む。内面は暗茶褐色、外面は淡茶褐色。焼成良 10 15

好。

口縁部は内湾気味に外傾しており、端部は丸味を帯びる。内外面とも剝離、磨
埦 11 5

耗が激しい。長石等の細粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。

土壙3

底部は平底で、中心部は器厚が薄い。底面には糸切り痕を残す。体部にかけて

（底　 部） は大きく外傾して立ち上がる。石英、長石等の微細粒を含む。黄褐色を呈する。 11 18

焼成良 好。

底部はほぼ平 坦でヘラ削り痕 を残 す。 底面には1 条の凹線状の くぼ みを有する。
（底　 部） 11 16

土

内外面ともにナデ調整を施す。微細粒を含む。暗黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部はゆるやかに外反して立ち上がり、端部は薄くなり若千丸味を帯びる。

（ 口縁部 ） 器壁は薄く、内外面ともに剝離、磨耗が激しい。長石の粗砂粒を含む。暗茶褐 11 2

色を呈する。焼成良好。

口縁部は 外反 して上方にのび、端 部は面をなす。 内外面と もに横ナデ調整痕が
（口縁 部） 11 10

見られる。石英、長石等の細粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は多小内湾しており口唇は丸味を帯びる。　口縁部はわずかに肥厚してい

埦 る。内外面ともに口縁下1.2cmまでヘラナデ調整が施されている。微細砂粒を 11 3

わずかに含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外傾するも緩やかに内湾して端部に至る。口唇は丸味を帯びる。内外

埦 面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の細粒を含む。淡茶褐色を呈する。 11 7

師 やや軟 質である。

口縁部 は内湾 しなが ら立 ち上 がり、口唇端部 は丸味を帯び る。 外面にはヘ ラ状

工具による磨きが施され、内面はナデ調整後、口縁に対して垂直方向に磨きが
埦 11 4

溝－1
なされている。長石の微細粒を含む。内面は褐色、外面は赤褐色および黒色。

焼成良 好。

底部 は丸く、口縁部に かけて大 きく内湾 し、 口縁部で 外反 して口唇は丸味 を帯

埦 びる。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の細粒をわずかに含む。 11 11

明灰白色を呈する。やや軟質である。

底部の 中心部は平坦であ る。 底部か ら口縁 部にかけては内 湾し、口唇は わずか

に外反し器壁は薄く端面は鋭角をなす。内外面ともに十分にナデ調整が施され
埦 911

器 ている。剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の微細粒を多く含む。淡赤褐色を

呈する。やや軟質である。

脚部は下方へ外反し、端部近くでほぼ水平にのび接地部分はやや下方に肥厚す

高　　 坏 る。 全体に磨耗が激 しい。 細粒を含む。 内面は黄白 色、 外面は淡灰 黄色。 焼成 12 8

良好。

脚 部は緩やかに外 傾して下方にのび、端 部近くで大 きく外湾し端部は 丸味を帯

高　　坏 びる。器壁は端部付近で厚みを増す。外面にはハケ目調整痕が若千見られる。 12 7

石英の細粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

M　－31
口縁部は内湾気味に立ち上がり、口唇は丸味を帯びる。内外面ともにナデ調整

埦 11 6
が施されている。石英の細砂粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部には高台が貼 り付けられてい る。 内湾して口縁 に至り、端 部は わずかに外

反する。端面は丸味を帯びる。内外面ともにロクロ成形後、ナデ調整が施され、
0　－34 12 6埦

内面 は中心 部を残 し周辺は磨か れてい る。 石英、チ ャート等の細粒 を含む。黒

灰色を呈する。焼成良好。

115



種 別 出土場所 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等 図 番 番号

口縁 部はやや 外傾して端部に 至る。 口唇は わずかに内傾し，端面は鋭い。 口縁

部外面 には貼り付け凸帯が施 されている。内 外面ともに指頭に よる横ナデ調整
土　 釜 11 1

が施され、外面の一部にはススによって黒色を呈する部分が見られる。粗砂粒、

中砂粒を多数含む。淡褐色を呈する。焼成良好。

口唇端 部は外反 する。内面は縦 方向 のヘラ調整、 外面は横方向のヘ ラ調整。 長
埦 11 8

石の微細粒を含む。内面は黒色、外面は黄褐色で一部黒色を呈する。焼成良好。

底部は平坦で中央部の器厚は薄い。糸切り痕を残す。底部から体部にかけては

埦 内湾 し外傾 する。 内外面 ともナデ 調整を施す。 石英、長石等の細粒 を含む。 内 12 1

外面ともに黄褐色。焼成良好。
土

底部はほぼ平坦で直線的に外傾して体部に至る。底部には糸切り痕を残す。内

（底　 部） 外面ともナデ調整。長石等の微細粒をわずかに含む。内外面とも淡茶褐色。焼 11 13

成良好。

底部は平坦であるが本体とは別に貼り付けられている。内外面とも剝離、磨耗
（底　 部） 11 15

が激しい。長石を少量含み、微細粒を含む。赤茶褐色を呈する。焼成良好。

体部は 外反気味 に立ち上がり、 外面はヘラ調整 を行い3 条の沈線が 見られる。
（底　 部） 11 12

師 底部は平坦で器厚は薄い。細砂粒を含む。赤茶褐色を呈する。焼成良好。

底部は わず かに上 げ底で、糸切 り痕 を有する。内 外面と もナデ調整。 長石の細
（底　 部） 11 14

粒をわずかに含む。内面は淡赤褐色、外面は赤褐色。焼成良好。

底部は平坦でヘラ切りを行っている。内外面ともナデ調整、外面にヘラ調整痕
（底　 部） 11 17

を残す。長石等の細粒を含む。内外面とも淡赤褐色。焼成良好。

やや 外傾す る高 台が貼り付けら れている。高台の端 部は丸味を帯び る。 底部中

器 埦 央は肥厚し、緩い曲面をなす。内黒で、内外面ともナデ調整。長石の細粒を含 12 2

む。内面は黒色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

底部は丸味を帯び、や や外傾す る低 い高台が貼 り付け られている。 わず かに細
埦 12 3

粒を含む。内面は黒色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

底部には低い高 台が貼り付けら れてい る。 器壁は薄 く、 内面には ハケナデ後 、

埦 ヘ ラ状工具に よる磨 きが帯状にな されている。石英等の 砂粒を少量含む。灰 色 12 5

を呈する。焼成良好。

底部にはやや外傾す る高台を有す る。 底部中心部は 器厚が薄い。口縁部 にかけ

埦 ては大きく内湾す る。 内黒で、内 外面 ともに十分なナ デ調整を施す。中粒、 細 12 4

砂粒を含む。内面は黒 色、外面は 赤味 がかった黄白 色。焼 成良 好。

ゆるや かに内湾し 口縁 に至る。口唇 はやや 丸味を帯び る。ヘ ラ削り後、回転 ナ
蓋坏（蓋） 13 8

デ 調整。 長石の細粒 を含む。灰 色を呈する。 焼成は良好 であ るがやや軟質。

た ちあがりは内傾し て長く、端部は段 をなし薄い。受け 部はやや 上方に張 り出

蓋坏 （身） し、端 部は鋭角をなす。 内外面と も回転ナデ調整。 長石の 細粒を含む。淡灰 色 14 5

須 を 呈する。 焼成良好。
土壙18

内湾 気味に外傾して 口縁に至る。口 唇部でわずかに外反 し、端 部は丸味を帯び
坏 15 6

る。内 外面と も回転ナ デ調整。長石の細 粒を含む。淡灰 色を呈する。焼成不良。

口頸 部は外傾しなが ら立 ち上 がり、 口唇 は丸味を帯び る。内面 には多量の釉薬

（口縁部） が 付着 してい る。 粗粒、細 砂粒 を含む。 内面 は濃緑 色、 外面 は灰 色。焼 成良 17 7
恵

好。

胴部は内 傾、内湾して 口縁部に至り、 口縁 部は「く」の字形 にわずかに外反 し、

端部は 丸味 を帯びる。内 外面と もに回転 ナデ調整。外面には 多数の調整痕を残
甕 16 4

す。粗粒をわずかに含み、石英、長石等の細粒を多数含む。灰色を呈する。焼

器
溝－1

成良好。

口頸部は直立しやや外反する。体部にかけて下方に外傾し、ほぼ中央が最大径

となり大 きく内側に屈曲 して底部に至 る。 底部はかなり変形 している。低い 脚
長頸壺 12 9

を有する。底部には他の蓋が貼り付いている。外面には暗緑色の自然釉の付着

が見ら れる。 石英、長石の 細粒を多く含む。暗 灰色を呈する。焼 成良 好。
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蓋坏 （蓋） 13 5

天井 部から口縁部 は内湾して 下が り、端 部は器壁が薄 く段 をなす。天井部 と口

縁部の境には凹線状 のくぼみが1 条 見られる。長石等の 粗砂粒を多少含む。 内

面 は暗灰色、 外面 は明灰色。焼成良好。

蓋坏 （蓋） 13 11
端 部は内傾 して張 り出し、か えりはわずかに内傾 して下 がり、端部は鋭い。 内

外面 とも回転 ナデ 調整。石英、 長石等の細粒を含む。 灰色を呈す る。焼 成良 好。

たちあが りは大 きく内傾した後垂 直に近 く立ち上 がり、口唇は細 く丸味 を帯び

てい る。受け 部は上外方へのび、端 部は丸い。石英 の細粒を含む。灰 白色を呈 14 7蓋 坏（身 ）

する。焼 成良 好。

受け 部は肥厚して丸味を帯び 、たちあが りはほぼ垂 直で端部は 丸味 を帯びる。
蓋坏（身） 14 10

長石の 細粒を含む。灰 色を呈し、底部外面 は暗 灰色。焼成良好。

かなり変形しており、器面には気泡が多く見られる。底部はへラ削り。石英、
15 4坏

長石の 細粒を含む。内面 は淡 灰色、外面 は灰 色。 焼成良好。

口縁部は直立して立ち上がり、口唇部はわずかに外反し、端部は丸味を帯びる。

底 部は丸く粗いヘラ削 り。 内外面は回転 ナデ調整。石英等の 細粒を含む。灰 色 15 5坏

須

を呈する。焼成良好。

脚部は外反して外下 方へ下がり、裾部 は大きく開いてい るものと思 われ る。脚

部は坏部成形後、 貼り付けられてい ると考えられる。 脚部内面に回転ヘラ削 り
15 19高坏（脚）

調整痕を有する。石英、長石等の細砂粒を多数含む。明白褐色を呈する。焼成

不良 。

ロクロの使 用により、内面に螺旋状の 成形痕が残 る。 外面は時計回 りのヘ ラナ
17 12（底　 部）

デ調整。石英、 長石の細粒を 含む。 灰色を呈す る。焼 成良 好。

口頸部は短 く、 ほぼ 垂直に立 ち上 がり端 部は丸味 を帯びる。肩部 は口頸基部よ

り下外方 にのびる。 頸部中央 に浅い 凹線を施す。 肩部には外面 に平 行タタキ、
17 2甕

恵 溝－1

内面に青 海波 文が見ら れる。 肩部はナデ調整後、ヘ ラで 調整。石英等 の細砂粒

を含む。 内面 は暗灰色、 外面 は灰色。焼成良好。

口縁部はほぼ垂直に立ち上がり、口唇部は内側に多少肥厚している。端部は平

坦であ る。 口縁部か ら胴 部にかけては大 きく外反している。内 面にタタキ締め
17 3甕

平　 瓶 5

痕が見られる。石英、長石等の細粒をわずかに含む。淡黄茶褐色を呈する。焼

成不良。 軟質である。

口頸 部は外傾して立 ち上 がり、端部近 くで 器厚を減じ口唇 は丸味を帯びる。平

瓶 口縁部の可能性が 考えられる。内 外面 とも回転ナデ調整。 長石の砂粒を 含む。 17

灰 色を呈する。焼成良 好。

口縁部は中ほ どで凸 を有し、長 く内湾 気味にわずか に外傾して下がり、 口縁部

は内面に段をな し端 部は丸味を帯び る。 内外面 とも回転ナデ調整。粗砂粒 から 13 3蓋杯 （蓋）
器

細砂粒を含む。灰 色を呈する。焼 成良 好。

天井部 と口縁部 との 境には明確 な段 を有する。天井 部から口縁部にかけ て内湾

蓋坏 （蓋） してお り、 端部は多少外反してい る。 また、端部 は器壁 が薄く内面 に段 を有す 13 6

る。長石等の 粗粒をわずかに含 む。 青灰色を 呈す る。 焼成良好。

13 1

天井部 と口縁部との境には明確 な段を有す る。 口縁部はほぼ垂直 に下 方へ下が

蓋 坏（蓋） り、 口縁 部は器壁が薄く内面 に段を有する。内 外面 と も回転ナデ 調整。長石 等

の微細 砂粒 を含む。青灰色 を呈する。焼成良好。

天井部は深く、わずかな平坦部を残し内湾して端部に至る．端部はわずかに外

蓋坏（蓋） 反 し、端 面は丸く仕上げ られている。外面 は回転ヘラ削 り調整 および回転ナデ 13 10

調整。 長石等の細砂粒 を多数含む。灰 色を呈する。焼成良好。

天井 部はなだらか に下 がり、端部で下方 に曲がりやや鋭 く仕上 げられてい る。

天井 部中央には比較的 高い宝珠つ まみを付ける。内面端 部には、ほぼ垂直 にか
13 14蓋坏（蓋）

えりが見ら れ端部 は鋭く仕上げてあ る。 天井部 から端 部にかけて回 転ヘラ削 り

調整、他は回転 ナデ調整。石英、長石の 細粒を含む。灰 色を呈する。焼成良好。

天井部はなだ らかに下がり、端部で下 方に曲がりやや 鋭く仕上げら れてい る。
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天井 部中央 には比較的高い宝珠つ まみが削 り出 されている。内面端 部にはほぼ

蓋坏（蓋） 垂 直にかえ りが見られる。天井 部から端部に かけ て回転ヘラ削 り調整、他は回 13 13

転ナデ調整。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。

たちあがりはやや 内傾して わず かに外反する。端 部は段を持ち薄 く鋭い。 受け

蓋坏（身） 部はや や外上方への び、端部はヘ ラでナデてい る。 石英の細粒を 含む。 青灰色 14 1

を呈する。焼成良好。

た ちあ がりは長 く内 傾し、 端部は段 を持 ち薄く比較的 鋭い。 受け部 は外上方 へ
蓋坏（身）

14 4
のび短い。石英の粗粒を含む。青灰色を呈する。焼成良好。

たちあがりは内傾して長く端部は丸味を帯びる。受け部は水平に張り出し短い。

蓋坏 （身 ） 端部は 丸く仕上 げら れてい る。 内外面 とも回転ナデ 調整。 長石の細砂粒 を多数 14 8

含む。灰色を呈する。焼成良好。

たちあが りはや や内傾して 高く端部は鋭い。受 け部はやや 外上 方へのび る。石
蓋坏 （身）

14 9
英の細粒 を含む。 灰色を呈す る。 焼成良好。

須
たちあがりはやや 内傾して短 く端 部は鋭い。受 け部はやや 外上 方へ張り出し、

蓋坏（身） 端 部はわずか に丸味を帯びる。 内外面と も回転ナデ調整。長石の 細粒を含む。 14 11

内面 は淡灰 色、 外面は灰色。焼 成良 好。

天川部は深く内湾して端部に至る。端面は丸い。天井部はヘラ切り。外面は回

蓋坏（蓋） 転ヘラ削り調整および粗い回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を多数含む。灰 13 9

色を呈し、外面の一部は暗灰色。焼成良好。

底部は丸味をもって口縁に至る。口縁部は外反し、口唇は丸味を帯びる。底部

坏 にはヘラ削り痕が見られる、内外面とも回転ナデ調整。石英等の細砂粒を含む。 14 13

灰色を呈する。焼成良好。

坏 15 11

恵 溝－1

坏 14 19

坏
15 1

坏 15 3

坏
14 14

器

坏
15 7

底部か ら屈曲して口縁 に至る。 口縁 部はやや 外反し、 口唇は丸味を帯び る。 内

外面 とも磨耗が激しい。 石英、長石の細 粒を含む。内面 は黄灰 色、外 面は黒 灰

色で口縁部は一部灰黄白色を呈する。焼成不良。

口縁部はやや 内湾 気味に立 ち上 がり、 口唇 は丸味を帯びる。 底部は平坦でヘ ラ

削り。内外面とも回転ナデ調整。底部中央に指ナデ痕を残す。石英、雲母の微

細粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。

底部はほぼ平坦で大きく内側に屈曲し、ほぼ直線的に外傾して口縁に至る。端

部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石等の中粒、細粒を含む。灰

色を呈する。焼成良好。

外反 しながら口縁に 至り、端部で内湾 し口 唇はほぼ 垂直で丸味 を帯び る。 内外

面とも回転ナデ調整。長石の細粒を多数含む。明灰色を呈する。焼成良好。

口縁 は外反し端部は丸味 を帯びる。底 部はわずかに 肥厚する。 全体 に指 による

ナデ調整が施され、外面下部に1条のヘラ描沈線が施される。石英、長石の中

砂粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。

わずかに内湾気味に外傾して立ち上がり口縁部に至る。口唇は丸味を帯びる。

底部にヘラ削り痕を残す。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の粗砂粒を含

む。暗灰色を呈する。焼成良好。

口縁部は内湾しながら外傾して口縁に至る。口唇は丸味を帯びる。ヘラおこし
坏

15 8
のあと回転ナデ調整。長石を主とする細粒を含む。淡灰色を呈する。焼成良好。

脚部は細く長い。下方でラッパ状に外反し、端部はほぼ水平に張り出している。

高坏 （脚）
15 18器形に若千のゆがみを有する。　回転ナデ調整。石英の細粒を含む。炎灰褐色を

呈する。焼成不良のため軟質。

高坏（脚） 15 20

口縁 にかけて外傾 し、口縁部で わずかに外反す る。端 部は丸味 を帯 びる。脚部

はラッパ状に開き、大きく外反している。端部はほぼ水平を呈して下方にわず

かに肥厚し、丸味を帯びる。石英、長石等の細粒を多数含む。明白灰色を呈す

る。焼 成不良。軟 質である。

体部は外下方に外傾して下がり、体部最大径よりやや上位に1条凹線が施され
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種別 出土場所 器　　 形

その後内湾 して丸底を形成 している。凹線 直下に最大 径を有 し、 そこに円孔が

* 内傾し て外から内へ穿た れている。ヘラ削 りおよびナデ 調整 を施す。長石の 細 12 10

粒を多く含む。灰色を呈する。焼成良好

ラッパ状に外反し、端部ではほぼ垂直に下がる。接地面はやや丸味を帯び、器

高坏（脚） 壁 は薄い。 内外面 とも時 計回りの回転ナ デ調整。徴 細砂 粒をわずかに 含む。青 15 14

灰色を呈する。焼成良好。

ラッパ状に外反し、端部で内湾しほぼ垂直に下がる。境には段を有する。端面
15 15高坏（ 脚）

は丸味を帯びる。長石等の細粒を多数含む。青灰色を呈する。焼成良好。

底部は肥厚している。「く」の字に屈曲して口縁に至る。底内面中央部

坏 に指ナデ痕を残す。底外面にはヘラ削り痕が見られ、回転ナデ調整。石英の粗 15 2

砂粒を含む。内面 は灰 色、 外面 は淡 灰色。焼成良 好。

天井部から口縁にかけて内湾して下がり、境に段を有する。口唇は内側に段を

蓋坏 （蓋） 有し垂直に下がる。端面は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石の細 13 2

須 粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。

天井部はほぼ平坦で、下方へ外反して口縁に至る。端部は内湾し丸く仕上げら

13 16蓋坏 （蓋） れている。かえりは内側を向いて張り出し、端部は垂直に下がりやや鋭い。内

外面 とも回転ナデ調整。 石英、長石の細 粒を含む。灰 色を呈する。焼成良 好。

口縁部は緩やかに下外方に下がり、端部付近で外方へ屈曲して丸い端部ヘ至

る。天井部1/2は平らで中央部に向かって傾斜し、かえりは短い。内面は回転ナ
13 15蓋坏（蓋）

デ 調整 、外面はヘラ削 り後、回転 ナデ 調整。長石の 粗砂粒を含む。内 面は灰色、

外面 は淡灰色。焼成良 好。

たちあがりは内傾 し長い。端部 には段 を有す る。受 け部はほぼ 水平にわずかに

14 3蓋坏 （身） 張り出す。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を少量含む。青灰色を呈する。

焼 成良好。

恵 溝－1 底部は肥厚しており凹線1条を有する。大きく内湾し、その後直線的に外傾し

坏 口縁に至る。口唇は丸味を帯びる。底部にはヘラ削り痕が見られ、内外面とも 14 20

回転ナデ調整。石英の粒細砂を含む。淡灰色を呈する。焼成不良。

底部はやや丸味を帯びる。大きく内湾して口縁に至る。口唇はやや内側に肥厚

し、端面は平坦である。口縁下に3条の沈線を施し、その間に「ノ」の字状の
12 11

鉢
連続した文様が施されている。底部はヘラ削り。石英、長石の細粒を含む。淡

黄白色を呈する。焼成不良。

頸 部は短 く「く」の字 に外反して 口縁 に至る。口縁 部はやや外側 が肥厚してい

る。端 部は内側 に肥厚し、上面に凹 線を1 条有す る。 肩部は口頸 基部より 下外

方にのびる。口頸基部から体部に平行タタキが施され、緑色の自然釉が全体に
16 1甕

器

付着している。タタキ痕以前にハケ目調整が行われている。内側には同心円状

のタタキ目が見られる。石英、長石の細粒を含む。内面は灰色、外面は淡緑灰

色。 焼成良好。

口縁部は大 きく外傾してい る。端 部は 丸い。 石英の細砂粒 を含む。内面は暗 茶
15 9

坏
褐色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

口縁は外反し口唇は丸味を帯びる。口縁下に1条の凹線を施す。　回転ナデ調整。
15 10坏

長石の 細粒を含む。灰 色を呈する。焼 成良 好。

口頸 基部からやや外反 気味に口縁に至 る。 端部は 丸い。 内面に水ビ キ成 形痕 を

平　 瓶 残す。口頸基部には貼り付け痕が見られる。長石の細粒を含む。淡茶褐色を呈 17 6

する。焼成不良。

たちあがりは内傾して長く、端部はやや丸味を帯びる。受け部はほぼ水平に張

蓋坏（身） り出し、端部は 丸い。 大 きく内湾 して底部に 至る。 内外面 とも回 転ナデ調整。 14 6

長石の細粒を 少々含む。内面は暗灰 色、外面は灰 色。 焼成 不良。

体部は内湾 して立ち上がり、 口縁 部はわずか に外反する。口 唇は丸味を帯び る。
15 13

高坏 （坏）
内外面とも回転ナデ調整。長石の粗砂粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。
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口縁は内傾した後 外反して端部 に至る。端 部には段 を有し、丸味を帯び る。 稜

蓋坏（蓋） は短 い。 内外面 とも回転ナデ調整。 長石等の細粒 を含む。灰 色を 呈する。焼 成 13 7

良 好。

天井 部から口縁にか けて緩や かに内傾し、段を持っ て下方にのびる。端 部は丸

蓋坏（蓋） 味 を帯び る。断面三 角形のかえりが内側 にわずかに張 り出す。 内外面と も回 転 13 19

東西トレ

ナデ調整。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈する。焼成良好。

底部 は丸味を帯びる。大 きく内湾 して 口縁に至る。口縁ではやや 外反し、端 部

ンチ 坏 は丸い。内外面とも回転ナデ調整。多少細砂粒を含む。淡灰褐色を呈する。焼 14 17

成 不良。。や や軟質。

口頸部 は短く、やや外反 して口縁に至 る。端 部は 丸い。外面に2 条の凹線を施

甕 す。外面には縁色の自然釉が付着している。長石の細粒を含む。内面は灰色、 16 3

外面は緑灰 色。 焼成良好。

口縁部は 外傾している。端 部は丸い。 外面には緑 色の自然釉が 付着。 石英、長
（口縁部）須 17 8

石の細粒 を含む。 内面は淡灰 色、 外面は濃緑 色。焼 成良 好。

口縁部は外反し、口唇端面は平坦である。内外面ともハケ目調整を行う。長石
（口縁部）

17 9

南北トレ
の細砂粒を 含む。灰 色を呈す る。焼 成良 好。

口縁部は外傾して立ち上がり、口唇端部は外方を向く。端面は平坦である。外
ンチ

（口縁部） 面 には浅い3 条の 凹線が見られ る。内 外面と も回転 ナデ調整を施す。 長石を少 17 1

量 含み、細砂粒 を含む。 内面は暗灰 色、 外面は灰 色。焼 成良 好。

0 　－34

径が非常に小さい。 底部は平 坦で、 器壁は厚い。内面 に成形痕 を残す。内 外面

（底　 部） とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。内面は茶褐色、外面は赤茶色。焼成良 17 11

好。

口縁 部から外反して 口縁 に至る。口縁はやや 外側に肥厚 し、 口唇では内側に肥

甕
4

恵

厚す る。端 面は平坦。肩 部の 内側に タタキ締 め痕 を有す る。 長石 の細粒を含む。 17

内 面は暗灰 色、外面は灰 色。 焼成良好。

口頸部からやや外反して直線的に端部に至る。中ほどに1条の凹線を有する。

端面は 丸味 を帯 びる。口頸基 部から下外方へ 肩部が張り出してい る。 胴部外面

甕 は平 行格 子タタキ目、内 面に は、 胴部の み同心円 の タタキ目を有す る。 長石を 16 2

若千含む。灰色を呈し、外面の一部は自然釉の付着により緑色を呈する。焼成

良 好。

天井 部から内湾 して端部に至 り、 境に稜を有す る。端 部は内側に段 を持 ち、端

蓋坏（蓋） 面はわずかに丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を若千含む。 13 4

灰 色を呈する。焼 成良 好。

天井 部はほぼ平坦 である。 口縁部は下 外方へやや内湾 して下 がり、水平 に張り

出す。端部は外側に面をなす。ほぼ垂直に下がる鋭いかえりを有する。回転ヘ
蓋坏 （蓋）

13 12
器 ラ削 りお よび回転 ナデ調整を施 す。 石英、長 石の 細粒を含む。灰 色を呈する。

焼成良 好。

天井 部からやや内湾 して外下方へ下が り、端 部で人 きく内湾 し端 面はやや鋭い。

蓋坏 （蓋） 天井部 との境に段を有す る。 下方に下が る鋭 いかえりを有す る。 外面は回転ヘ 13 17

ラナデ 調整後、回転ナデ 調整。 長石の細粒 を含む。灰色を 呈する。 焼成良好。

天井部 に宝珠 つまみを有す る。やや 内湾 気味 に口縁に下がり、境 に段 を有する。

端部は垂 直に下がり鋭い。 かえりは短く断面三 角形を呈する。内 外面と も回転
蓋坏 （蓋）

13 18
ヘラ削 り調整 および回転ナデ 調整。 石英の細 粒を含む。灰色 を呈する。 焼成良

好。

天井部か ら外下 方へ直線的に下 がり端 部で内湾 している。端面は鋭 角をなす。

蓋坏（蓋）
20かえりは内側 に短 く張り出し、断面三 角形を 呈す る。 内外面 とも 回転ナデ調整。 13

中砂粒を含む。内 外面と も淡灰 色。焼 成良好。

たちあがりはやや 内傾し長い。端 部に段を有し、 器壁は薄く、やや丸味 を持つ。

蓋坏（身） 受 け部はやや上 方に張り出し、端 部は丸味を帯び る。 内外面と も回転 ナデ 調整。 14 2
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長石の 細粒 を含む。灰 色を呈する。焼成良好。

底 部は丸くやや 肥厚してい る。 たちあがり はわずかに内傾 し短 く端 部は鋭い。

蓋坏 （身） 受け 部はやや 上方へ張 り出 し端 部は 丸い。 外面には自然 釉の 付着が 見ら れる。 14 12

回 転ナデ調整。長石の細粒 を含む。内面 は淡 灰色、 外面 は灰 色。 焼成良 好。

底部から内湾して口縁部に至り、口縁部で外反する。端面は鋭角をなす。底部

坏 は粗雑なヘラ削 り。内 外面 と も回転ナデ 調整。石英の細 粒を含む。灰 色を呈す 14 16

る。 焼成良好。

底部はほぼ平坦で、 口縁部にかけて内湾 し口縁で大 きく外反する。 口唇 は丸い。
須

14 15坏 内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を多く含む。灰色を呈する。焼

成良 好。

底部は丸味 を帯び る。 大 きく内側 に屈曲した後、やや 外反して口縁 に至る。 端

部は細くやや 丸味を持つ。底部の上方 に1 条の凹 線を有する。内 外面とも回転
坏 14 18

ナデ調整、方向は時計回り。石英、長石等の砂粒を含む。淡灰褐色を呈する。

やや軟質であ る。
恵

底部には脚 が付くもの と思 われる。 内湾して 口縁 に至る。端向は 丸味を帯びる。

高坏 （坏） 外面はヘ ラ削りを行い、内 外面 とも回転ナデ 調整。 石英の粗 砂粒 を含む。暗灰 15 12

色を 呈す る。 焼成不良。

坏上部 は欠損。 坏に上 外方へ外傾してい る。 脚 部は外下方へ外反 して端部に 至

る。端部は大きく外反し平行にのび、先端でやや下方に肥厚している。端面は
高坏（脚） 15 17

器

平坦である。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石等の細粒を含む。脚

内面は灰色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

基 部は比較 的細く、 外反して大きく開 く。 途中に1 条の 凹線を有する。端部 で

高坏（脚） 直角に屈曲して わず かに段をなし、内 傾する凹面を 呈して端 部に 至る。端 部は 15 16

丸い。 回転ナデ調整。 長石を少量含む。灰 色を 呈す る。焼 成良 好。

底部から大きく内湾して、わずかに外傾気味に口縁に至る。口縁でやや外反し

端面は丸い。途中に2条の凹線を有する。回転ヘラ調整を外面に施しており、
17 10埦

内外面とも回転ナデ調整。少量の粗砂粒と細砂粒を含む。灰色を呈する。焼成

良 好。

表2　 и ─

（注）　出土場所の欄については、空欄は原位置遊離遺物を表す。

最長 最 幅 器厚 重量
出土場 所 器　 種 材　 質 観　　　　　　　 察 図 番 番号

（cm）（cm） （cm） （g ）

薄手の剝片に、粗雑な二次加工が施されている。両
石庖 丁 緑 泥変岩 4.9 8.8 0.6 39 18 3

敲　 石 硬質砂 岩 15.1 4.8 3.6

側縁にえぐりを有する。直刃直背に分類される。

330 先端部に若千、打痕を有する。 18 2

企面に粗雑な整形痕を有する。　2面の砥面を持ち、変質安山 1砥　 石 8.4 4.4 4.3 245 18
岩 最終砥面は、 使用によ る凹形 を呈する。
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第Ⅲ調査区の調査概要

1　調査概要

　本調査区は、第Ⅱ調査区の南東側に位置する。発掘調査区の設定は、この区画も他と同様

に休耕田の形に大きく左右されるため、整形は呈していない。工事計画区域との調整から、

調査面積は、730㎡を測る。確認調査では、遺物の包蔵地を平面的に把握することにとどめ

られていた。従って、調査区の層序を確認するために、幅約1mのトレンチを北側端と中央

部へ「T字」形に設定し、断面層序から遺物包含層、地山等の確認を行った。その結果、最

下層までの深さが、1.3mに至るほどの凹地形が、北西側に存在することが認められた。また、

包含層は2層を確認したが、遺構はトレンチ内では検出できなかった。

　層序は、南東端近くでは4層、北西側凹地では6層に区分され、凹地内の土壌の堆積状態

を示している。第1層は、現在の耕作土壌で、灰褐色を呈する有機質土である。第2層は、

いわゆる「床じめ」といわれる粘土質の暗褐色を呈する土壌である。これら上部の2層は現

代のもので、遺物、遺構等の検出は見られない。第3層は、暗黒褐色を呈する粘土質土壌で、

遺物の出土が見られる。第4層は、暗灰黒色を呈する粘土質土壌で、第5層は、淡黒色を呈

する粘土質土壌である。第3層及び第5層からは遺物の出土が見られ、本調査区ではこの2

層が遺物の包含層と考えられる。第6層は、黄茶褐色を呈する粘土質土壌で、いわゆる地山

に相当する。

　調査方法については、本来、遺物包含層は手掘りによる掘削を行うところであるが、包含

遺物がすべて原位置遊離遺物として考えられるものであること、調査時期が梅雨であるうえ、

調査面が隣接する水田より低く、調査区内に周囲から水が進入し、常に調査面が水没するた

め、排水作業を連日行わなければならなかったこと等の諸条件のため、少ない晴天の日に重

機による地山面までの掘削を行わざるをえなかった。従って、遺物については、一括して包

含層中よりの出土とし、遺構内出土の遺物とを区別するのみにとどめた。しかし、地山面近

くの掘削においては手掘りを行い、極力慎重な検出を行った。

　その結果、遺構は調査区南東側に平行する3条の溝状遺構、及び土壙状遺構1基が検出さ

れた。

　遺物は、弥生式土器、土師器、瓦器、須恵器などが見られ、多種にわたって出土している。

特に須恵器の出土が多い。その他、土製品、陶磁器片、石庖丁、砥石、窯壁なども少量であ

るが出土している。
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2　 遺構と遺物

(1）土壙状遺構

（ア）第1号土壙状遺構（第2図）

　本遺構は、X-47区に位置し、第2号溝状遺構の南側に相当する。平面形態は、不整楕円

形を呈し、主軸方向はN60°Eである。規模は、長径3.5m、短径1.5m、深さはそれぞれ25 

cm、50cmを測る。床面は、2段に別れている。埋土は、溝状遺構と同様に、第3層の暗黒褐

色を呈する粘土質土の単一層である。本遺構からは、遺物の出土は見られない。

第2図 　第1号土壙状遺構

（2）溝状遺構

（ア）第1号溝状遺構（第3図）

本遺構は、Y-43、Y-44、Y-45区に位置し、東から西方向へ弧を描いて走行している。
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第3図　第1～3号溝状遺構
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東端では削平され、西端では凹部に流入する状態で検出されている。その規模は、長さ12m、

幅0.4～1深さ約0.25mを測る。溝内の土層は単一で、埋土は、第3層の暗黒褐色を呈

する粘土質土である。溝底の勾配は比較的緩やかで、東西両端における比高差は約25cmであ

る。出土遺物は非常に少なく、土器片数点、及び大礫1個が確認されたにすぎず、すべて溝

底面に密着した状態で出土している。

　　（出土遺物）

　遺物は、わずかに土師器片、須恵器片の出土にとどまり、須恵器片はすべて観察不能な小

片ばかりである。土師器片は高台付埦が1点だけである（第4図17）。これは、全体の1/2

が欠損しているが、本調査区内では、比較的保存の良いものである。内面は黒色処理がなさ

れており、瓦器と類似するものである。

　　　（イ）第2号溝状遺構（第3図）

　本遺構は、X-44、45、46、47、48区内に位置し、第1号溝状遺構の北側に並行している。

東から西方向へ走行しており、西端は凹部に流入する状態で検出されている。規模は、長さ

約21m、幅0.8～1.5m、深さ約19～30cmである。溝内の土層は単一で、埋土は、第3層の暗

黒褐色の粘土質土である。溝底の比高差は約35cmである。溝内からは、土器片、礫の出土が

見られるが、その大部分は東端のX-44区内に集中しており、しかも溝底面よりも溝壁に密

着しているものが多い。遺物は、ほとんどのものが小片にすぎず、器形等の推定をおこなえ

るものは少ない。須恵器片が多く、土師器片の出土もわずかに見られる。礫は中～大礫が混

入している。

　　（出土遺物）

　須恵器では、天井部の低い、かえりを有さない坏蓋（第8図11）、壺、甕の口縁部（第17

図20、第21図2）、あるいは、外傾する高台を有する底部片などが出土している。土師器片

については、小片で、剝離、磨耗が激しいものばかりであるため、詳細は不明である。

　　　（ウ）第3号溝状遺構（第3図）

　本遺構は、X-45、46区、W-46、47区にまたがって位置し、第2号溝状遺構の北側に並

行している。北東から西方向に走行しており、西端は第1、2号溝状遺構同様、凹部に流入

する状態で検出されている。その規模は、長さ約7m、幅0.9～1m、深さ約10cmを測り、

溝底の比高差は約23cmである。溝内の土層は他と同様で単一であり、埋土は、第3層の暗黒

褐色を呈する粘土質土である。遺物は、第2号溝状遺構のように、一部分への集積状態は見

られず、須恵器片、土師器片が少量散乱しているにすぎない。

　　（出土遺物）

　土師器は軟質のため、ほとんどのものが磨耗の激しい小片である。器形の推定できるもの
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は、高坏の脚部（第4図19）1点である。須恵器では、上部の欠損している?（第25図2）

あるいは、蓋坏の蓋でかえりを有さないもの（第5図6）と、かえりは有するが天井部の平

坦なつまみをもたないもの（第6図3）などが見られる。

　　　3　 出土遺物

　　　　（1）弥生式土器

　本調査区では、弥生式土器の出土量は比較的少なく、総数32点を数える。表土中及び原位

置を遊離したと思われるものがほとんどであるため、器形、器面調整等の観察可能なものに

ついて分類する。

　　（壺形土器）

　明確に壺形土器と考えられるものは1点のみである。口縁が短く外上方へのびる短頸壺で、

体部外面にはハケ目調整が施されている。胎土は精製良好で焼成も良い（第5図3）。

　　（甕形土器）

　いずれも口縁部の小片のみで、器形全体等を推察することは困難であるが、口縁部の形態

の相違からほぼ7類に分けることができると思われる。

A　口縁は「逆L字」状を呈し、口唇直下にクシ状工具により6条の平行沈線が施されてい

　る。器壁は比較的薄く、焼成は良好である（第4図1）。

B　口縁はほぼ「逆L字」状を呈し、体部外面にハケ目調整が施されている（第5図1）。 

C　口縁は「く」の字状に外反し、口唇端面に1条の凹線を有し、器面はナデ調整が施され

　ている（第4図2）。

D　口縁は「く」の字状に外反し、口唇端部はやや丸味を帯びる。器面はヘラ状工具による

　ナデ調整が施されている（第4図4）。

E　口縁は「く」の字状に外反し、口唇端部は肥厚する。端面は平面形若しくはやや丸味を

　帯びる（第4図3、9～11）。

F　口縁はやや内湾気味に外傾して立ち上がり、口唇端部は丸味を帯びる。器壁は比較的厚

　く、胎土は砂粒を多く含む（第4図6、8）。

G　口縁は内湾気味に立ち上がり端部に至る。端部は鋭く、器壁は比較的薄い。胎土は土師

　質で、焼成は良好である（第5図2）。

　　　（2） 土師器

　本調査区からは完形をなすものは出土していない。すべて小片であるが、口縁部、底部、

脚部等の器形推定の可能なものについては実測を行っている。総数36点を数えるが、埦の出
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土が多い。推定器形で分類するならば、壺、甕、埦、皿、坏、高坏に分けることができる。

　　（壺）

　器形推定の可能なものは1点だけである。口頸部から口唇部にかけて大きく外反し、端部

は丸味を帯びている。口径は15cmでやや小形のものである。体部が欠損しているため全体的

な特徴は把握できない（第6図2）。

　　（甕）

　器形推定の可能なものは1点だけである。口縁部は「く」の字に外反し、口唇部でさらに

外反する。端部は丸味を帯びている。体部が欠損しているため、全体的な特徴は把握できな

い（第6図4）。

　　（埦）

　口縁部の形態では、3つのタイプが見られる。内湾気味に外傾して立ち上がり、端部は丸

味を帯びるもの（第6図12、14、第7図1）、内湾気味に外傾しか後、口唇部で外反している

もの（第7図17）、これは、外傾する短い高台を有し、内面は黒色処理されている。また口径

はやや大きいが、口唇部で内外にやや肥厚し丸味を帯びるもの（第7図18）で、いずれも十

分なナデ調整が施されている。

　　（皿）

　口縁部は外傾して短く、端部は丸味を帯びる。底部は糸切りのもの（第7図4）と、

高坏の坏部とも思われるもの（第6図6）で、ともに底部から「く」の字に内側に屈曲して

いる。

　　（坏）

　口縁部片のみであるが、形態上4つのタイプに分けられる。外傾してほぼ直線的なもの（第

6図8、9、10）、やや内湾気味に外傾するもの（第6図10、13）、皿に近いと思われるほど浅

く大きく内湾してやや外傾気味に端部に至るもの（第6図15、第7図3）、外傾して立ち上が

り口唇部でわずかに外反するもの（第7図2）であるが、いずれも器壁は薄く端部は丸味を

帯びている。

　　（高坏）

　2点見られるが、ともに坏部が欠損している。1点は、脚基部からほぼ垂直に下がり、裾

部は外反後、直線的に外下方へ下がる。内面は裾部上方が肥厚し稜をなしている。外面には

ヘラ削り痕を残している（第7図19）。もう1点は、脚基部からほぼ垂直に下がり、裾部は丸

味をもって外反し端部はほぼ水平に張り出している。端部下面は肥厚し稜をなしている（第

7図20）。

　　（底部）

　これらは、器形推定が不可能なものであるが、形態的に特徴が見られるために記載した。

高台を有するもの（第7図9～16）と、平底のもの（第7図5～8）である。高台付底部で
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は、径が小さく垂直に下がり、短い高台を有する。瓦器と思われるものが1点見られる（第

7図13）。また平底のものでは、糸切り痕を有するもの（第7図5、7）も出土している。

　　　（3） 須恵器

　本調査区において最も多量に出土した土器である。完形なものは見られないが、それに近

いもの、あるいは復元作業、実測図作成段階でその器形等が、ほぼ明らかになったものが非

常に多い。推定器形で分類するならば、甕、壺、短頸壺、長頸壺、?、提瓶、鉢、蓋坏、坏、

高坏、皿、盤、円面硯に分けられる。

　　（甕）

　すべて口縁部片であるが、大別すると、(ア)大きく外反するもの、（イ）やや外傾するもの、（ウ）

器壁が厚く、垂直若しくはやや外傾するも直線的に立ち上がるもの、（エ）外反するも口唇部で

内湾するものの4つのタイプに分けられる。

　（ア）では、口唇部で外側に肥厚しているものが見られるが、その中ではほぼ面をなすもの（

第18図2、3）、丸味を帯びるもの（第18図4～12）、稜をもつもの（第19図3～8）に細分で

きる。他に、口唇部で内側に肥厚し、稜をなすもの（第20図1～4、第21図1～8）、あるい

は外反して端部が平坦なもの（第24図1、2）なども出土している。

　（イ）では、口唇部で内側に肥厚し稜をなすもの（第22図1、3）と、外反して端部が丸味を

帯びるもの（第23図7～10、12）が出土している。

　（ウ）では、端面が平坦で内傾するもの（第23図3、5）、凹形を呈するもの（第23図4）、水平

なもの（第23図6）が出土している。

　（エ）では、端部が稜をなすもの（第20図1、2）、あるいは端部が面をなすもの（第24図3～

6）が出土している。

　　（壺）

　口縁部は、口径が大小さまざまである。わずかに外反し、端部は丸く、口縁部下に2条の

凹線と波状文が施されているもの（第25図1）が特徴的である。また、直口壺とも思われる

もの（第27図16～22）や、肩部で大きく内湾して内下方へ下がり、底部の丸いもの（第28図

1）なども出土している。

　　（短頸壺）

　口径の大きさには相違が見られるが、口頸部が内傾し非常に短いものが特徴的である（第

24図8～11）。その他、口頸部がやや外反しているもの（第24図7、第27図23）も出土してい

る。

　　（長頸壺）

　頸部はやや外反し、端部は丸味を帯び中位に2条の凹線を施すもの（第28図5、8）と、

口縁部が大きく外反しているもの（第28図6）とが出土している。
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　　（𤭯）

　2点出土しているがともに口縁部は欠損している。1点は、外反する頸部を有し丸底で、

最大径部よりやや上方に円孔が穿たれている（第28図2）。他の1点は、丸底でほぼ最大径に

円孔が穿たれている（第28図3）。

　　（提瓶）

　1点出土しているだけである。口頸部は外反し、口唇部でわずかに内湾している。また、

把手は短く鉤状に屈曲している。体部は緩く弧状に張り出し、同心円状の調整痕を残してい

る（第29図1）。

　　（鉢）

　すべて底部が欠損している。3点出土しているが、口縁部はやや外反し、端部は丸味を帯

びるもの（第24図5）、口縁部はほぼ垂直に立ち上がり、口唇部で内側に肥厚し稜をなすもの

　（第28図9）、体部の最大径付近が大きく内湾し、口縁部に至って外反しているもの（第28図

8）などが出土している。

　　（蓋坏）

　蓋、身とも多数出土している。しかし、セットで出土しているものあるいはセットとして

考えられるものが見られないため、それぞれ別々に分類を行った。

　蓋は、大きく3つのタイプに分類できる。

　Aタイプ：口縁部にかえりをもたないもので、細分すると2つに分けられる。

　（A1）（第8図1～5）口縁部外面上方の稜が形骸化し、その痕跡としてわずかに段をな

　　　　すもので、端部においても内面に段を有する。

　（A2）（第8図6～9）口縁部外面の段はなくなり、1条の凹線が施されているものも見

　　　　られる。端部は丸味を帯びている。

　Bタイプ：口縁部にかえりが施され、天井部にはつまみを有するものと思われるが、ほと

んどのものが天井部欠損のため、つまみの有無は確認できない。

　（B1）（第8図11～24、第9図1）かえりは、口縁端部より下方へ張り出している。

　（B2）（第9図2～14）かえりは、口縁部とほぼ同レベルまで張り出している。

　（B3）（第9図15～26）かえりは短くなり、口縁端部より内面に形ばかりに存在する。

　Cタイプ：口縁部からかえりが消滅し、偏平なものとなる（第10図14～19、第11図1～

20）。

　また、天井部につまみを有するものについては、その特徴から3つに分けることができ

る。

Ⅰ：乳首状を呈するもの（第10図1～6）。

Ⅱ：宝珠状を呈するもの（第10図8　～10）。

Ⅲ：偏平な擬宝珠となり、わずかに山形をもつもの（第10図7、11～13）。ただし、7につい
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ては、かえりの形態からⅡと同時期と思われる。

　身は、たちあがりの有無で大きく2つのタイプに分類できるが、ここでは、たちあがりの

ないものは坏としてとらえた。従って、たちあがりを有するもののみについて3つに分け

る。

A：たちあがりはほぼ垂直で長く、端部に段を有するもの（第12図1）。

B：たちあがりはやや内傾してわずかに短くなり、端部は丸味を帯びるもの（第12図2～

9）。

C：たちあがりは内傾し短く、大きく外反しているもの（第12図10～22）。

　　（坏）

　高台の有無で大きく2つのタイプに分類できる。高台をもたないもの（第13図1～30、第

14図1～22、第15図1～20、第16図1　（高杯の坏部の可能性が強い）、17～20）では、口縁部

が外傾して直線的なものと、外反しているものとに分けられ、底部は平坦なものと、丸味を

帯びているものが見られる。高台を有するもの（第16図7～10、12～16）は、大きく外傾し

長いしっかりした高台を有するものと、外傾するも非常に短い高台を有するものが見られる。

これらは、口径に相違はあるが、どれも口縁部は外傾して直線的なもので、端部は丸味を帯

びている。第16図20は、底部に（×）状の窯印を有する。

　　（高坏）

　多数出土しているが、すべて坏部が欠損している。脚部の形態から大きく4つに分けられ

る。

(1)　外傾する脚部に長方形のスカシを有し、下部に凸帯が施されているもの（第17図2）。

（2）外反する脚部で、端部が下方へ鋭利に下がるものであり、やや上方に段を有するもの（

　第17図1、3、4）。

（3）外反する脚部で、裾部に至ってさらに大きく外反し、ほぼ水平に張り出すもので、端面

　は凹形をなすもの（第17図5～11）。

（4）外反する脚部で、裾部に至ってさらに大きく外反し、ほぼ水平に張り出すもので、端部

　は面をなすもの、あるいは丸味を帯びるもの（第17図13～26）。

　　（皿）

　4点出土しているが、いずれも底部は平坦でヘラ削りである。口縁部は短く直線的に外傾

しており、端部は丸味を帯びる（第16図2～6）。

　　（盤）

　1点出土しているだけである。高台付坏と類似するが、口径が大きいため盤とした。底部

には、やや外傾する短い高台を有する。口縁部は外傾し、端面は平坦である（第16図11）。

　　（円面硯）

　2点出土しているが、ともに陸部が欠損しているためその形態は不明である。1点は、脚
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が長く、外傾して下方へ下がる。海部は平坦であると思われる。端部外面には2条の高い隆

線と、その間に1条の低い隆線がめぐらされている（第29図2）。他の1つは、脚部は低く、

U字状の海部を有する。脚端部は内外にやや肥厚している（第29図3）。

　　　（4） 陶磁器

　本調査区からは、施釉陶器、染め付けの磁器、その他青磁、白磁の小片などが出土してい

る。皿の小片が多く、高台は削り出しによるものである。模様を施してあるものも見られ、

下絵は暗灰色で、釉薬は白濁する灰色を呈するもの（第30図4）、釉薬は白濁する灰白色を呈

し、染め付けで、高台脇に1条の薄い緑褐色の線が施されているもの（第30図2）、あるいは、

地色は淡黄褐色を呈し、染め付けで、模様は黒褐色の草花と見られるものを描いているもの

　（第30図1）などが特徴的である。その他、おろし目が内側に施されている擂鉢（第30図5）

も出土している。これは、16世紀の古備前と思われる。

　　　（5） 土製品

　本遺跡内においても他に類例を見ないものである。いずれも完形なものではなく、その形

態については推測が困難である。1（第30図7）は、長さ14.2cmで、断面は円形を呈し、直

径4.4cmの円柱状のもので、断面中央部に直径2.1cmの孔が穿たれている。2（第30図6）は、

長さ12.6cmで、断面はやはり円形を呈し、直径4.8cmの円柱状のもので、断面中央部に直径

1.2cmの孔が穿たれている。これらはともに須恵質で、白灰色を呈し、焼成は良好なもので

はない。使用目的等については明らかではないが、土馬とも考えられる。1、2ともに腹部

に相当する部分に、脚部の貼り付け痕らしきものが見られる。また、1では、腹部に相当す

る部分に、ヘラ状工具によって長さ2cm、幅3mmのえぐりが施されており、これは2には見

られないものである。このことから、1を雌、2を雄の象徴とした一対の祭祀遺物であった

可能性も考えられ、当時の信仰に伴うものであると思われる。

　　　（6）石器

　本調査区からは、石鏃、楔形石器、石庖丁、石斧等と、かなりの剝片類が検出されている。

　溝内からは、破砕された石斧と大形の砥石が出土している。石斧は、頭部及び刃部が欠損

しており、体部は磨耗が激しい。砥石は大形で、整形のための粗い研磨痕が遺存している。

最終砥面は若干窪みを有している。

　石鏃は2点出土している。　1点は、先端部が凸形を呈し、鋭利な形状をなすもので、両面

とも入念な押圧剝離によって整形されている（第31図2）。もう1点は、先端部が欠損してい

る。欠損面は古く、使用による欠損の可能性をもっている。両面とも入念な押圧剝離によっ

て整形されている（第31図1）。
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　石庖丁は、未製品を含めて6点出土している。両面とも入念な研磨が施され、中央部に紐

かけ孔か両面から穿たれている。刃部はほぼ直線的で、直刃直背に分類される。未製品の中

には、偏平な河原石の自然面に直接円孔を穿ちかけたものも見られ、本調査区内での石庖丁

の製作過程を、あるいは類推することができよう。

　石斧は5点出土している。片刃石斧の破砕片が1例あり、刃部の形状を示すものは他には

見られなかった。

　本調査区では、製作途中のものが多く検出されている。石庖丁は、偏平な河原石を調査区

内に持ち込み、半割若しくは分割し、特に器厚の薄いものに至っては、自然面から円孔を穿

つというような、粗雑な製作過程を想定することができる。

　また、讃岐質安山岩製の石核及び剝片類も検出されている。

　　　（7）その他

　本調査区内の遺物包含層より、土器片とともに溶融した窯壁の残片が数点出土している。
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　　　4　 小　結

　本調査区においても、比較的安定した土層状況を呈しているが、前調査区同様北西部に凹

地が検出された。この部分では、遺物包含層が厚く2層からなり、多量の遺物の出土が見ら

れた。検出された凹地については、調査範囲が限定されているため、規模等その全容を把握

することは困難であったが、部分的に地形的な凹凸が小規模ながら確認されている。また、

凹部の底には1条の川筋と思われる痕跡が確認され、この凹地内に注ぎ込んでいた小河川の

一部ではないかと考えられる。また、検出された溝状遺構もともにこの凹地内に流れ込んで

いたものと推定される。前調査区の凹地とあまり距離をおかずに、このような凹地が2ヶ所

に存在することがどのような意味をもつものか、周辺地域の今後の調査に期待するところで

ある。

　検出された溝状遺構は、溝底の比高差から見てもある程度の水の流れはあったものと思わ

れ、当時の用排水路としての機能を果たしていたものと考えられる。しかし、これらの溝に

ついても、凹地に流れ込んでいたものと考えるならばその末端が検出されたにすぎず、全容

については、調査区外に及ぶため現段階での推測は困難である。

　出土遺物については、弥生式土器から陶磁器に至るまで時間的にかなりの範囲をもつもの

であるが、本調査区では特に須恵器の出土が多い。

　これらの土器について若干の時期的考察を行うならば、弥生式土器では、壺形土器、甕

形土器、埦形土器等が出土しているが、甕形土器については、A類は、前期末から中期初頭

にかけての阿方式土器に比定されるものであるが、口縁部が「逆L字」形を呈すること、施

文具がクシ状工具とみられることなどから、中期初頭に位置付けられるものであると思われ

る。C類は、口唇端部に凹線文が施されていること等から、中期後半の凹線文の隆盛時期の

ものと考えられる。その他のものについては、時期比定を行うに足る形態的特徴をもたず、

また、類似資料に関しても明確な比定はなされていないことなどから、現在のところ詳しく

位置付けることは困難である。壺形土器についても同様であるが、埦形土器との関連から弥

生時代後期末から古墳時代初頭に位置するものかと思われる。土器底部は、上げ底、平底

丸底のものが出土している。また、簡略化された乳房状の形を呈するものも1点含まれてい

る（第5図17）。

　本調査区出土の弥生式土器は、細片のためその明確な位置付けはなしえなかったが、中

期及び後期末の様相を示すものが多く見られるようである。

　須恵器については、器形も多種多様で、しかも時期的な幅が認められる。畿内における陶

邑古窯址群の編年に対比するならば、蓋坏では、蓋のAタイプはAがⅡ型式の1、2段階

に近いものであり、また、AはⅡ型式の4～6段階に近いものと思われる。これらはMT
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15、TK10、43、209号窯型式に併行する時期のもので、6世紀前半から7世紀前半にあた

る。また、BタイプはともにⅢ型式のもので、TK217号窯型式に併行する時期に相当する

ことから、7世紀と考えられる。Cタイプは、Ⅳ型式の1、2段階に近いもので、MT21、

TK7号窯型式に併行する時期で7世紀後半から8世紀にあたると考えられる。身について

は、たちあがりを有するものを蓋坏の身としているため、すべてⅡ型式のもので、蓋同様6

世紀前半から7世紀前半のものと考えられる。また、坏ではⅢ型式のものが多く見られ、7

世紀と考えられる。その他、高坏では時期的にかなりの幅をもつが、第17図2のように、Ⅰ

型式と思われるものも出土している。以上のことから、7世紀を中心としたものが多いよう

に思われる。

　陶磁器では、16世紀の古備前と考えられる擂鉢の小片も出土している。

　また、石庖丁については、偏平な河原石に直接円孔を穿ちかけているものが見られ、石庖

丁の製作過程をうかがわせると同時に、隣接する地域に集落が存在していたことが考えられ

る。

　また、遺物の出土レベルから考えるならば、弥生式土器、土師器は、包含層下部あるいは

凹地の底部近くからの出土が比較的多く、須恵器は、それより上部の包含層中に散在してい

ることから、特に凹地については弥生時代から埋没期と推定される歴史時代にかけての長期

間にわたって存在し、当時の生活に何らかの影響を及ぼしていたものと思われる。

　その他、遺物の出土状況からは、特に須恵器について考察するならば、本調査区からは非

常に多量の破片が出土しており、これらはすべて遊離遺物として考えられるものである。従

って、この付近にこれら遺物の廃棄場所が存在した可能性が強い。また、須恵器の小片とと

もに、窯壁の残片と思われるものが伴出していることから、本調査区の近くに、同時期の窯

が存在していた可能性が極めて強く、また、土製品が祭祀的意味合いをもつものならば、近

接する地域が比較的文化水準が高く、同時期の工人集団の生活跡に何らかの関連をもつこと

が示唆される。
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　　　　　　表1　 й

（注）　出土場所の欄については、第x号土壙状遺構→土壙x、第x号溝状遺構→溝x、空欄

　　　は原位置遊離遺物を表わす。

種別 出土場所 器　　形 形　態　・　施　文　・　調　整　・胎　土　・　色調等 図番 番号

南北トレ
甕

4 8
ンチ

甕
4 4

口縁部は外傾して外上方にのび、端部に至る。口唇部はほぼ面をなす。内外面

とも横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の細粒を多く合む。

赤褐色を呈し、焼成良好。

口縁部はゆるやかに外反して、端部に至る。端部は丸味を帯びる。外面に横方

向のヘラ状工具によるナデ調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を多く含

み淡茶褐色を呈し、焼成良好。

（口縁部） 4 6

口縁部はやや内湾気味に外傾して外上方へのび、端部に至る。端部は丸味を帯

びる。内外面に横方向のナデ調整を施し、頸部より下位外面はハケ目調整後、

ナデ調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を少々含む。暗茶褐色を呈し、

甕
弥 4 9

U－43

甕
4 11

（口縁部）

焼成良好。

口縁部は外反し、端部に至る。口唇端部はやや丸味を帯びる。内外面ともにヘ

ラ状工具による横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を含む。

茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は肥厚して外傾し、外上方へのびて端部に至る。端面は面をなす。内外

面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡赤褐色を呈す

る。焼成は良好。

口縁部は外傾し、上外方へのび端部に至る。端部はほぼ平坦でやや肥厚する。

内外面とも剝離、磨耗が激しい。長石の粗砂粒を多く含む。淡赤褐色を呈し、 4 7
生

焼成良好。

（底　部）
5 4

U－44 （底　部）
5 6

式

V－41 （把　手）
4 14

底部は、凹形を呈する上げ底である。立ち上がりはやや外傾する。内面には横方

向のナデ調整が施されている。石英、長石等の粗粒を含む。黄褐色を呈してい

る。焼成は良好。

底部は、緩やかに内湾し、凹形を呈する。　立ち上がりはやや外傾している。

器面は剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の粗粒を含む。赤褐色を呈する。焼

成は良好。

把手は外上方にやや内湾してのびる。器面は、磨耗が激しい。粗砂粒を若干含

む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

甕
4 2

V－42

土
（底　部）

5 14

口縁部は大きく外反して外上方へのび、端部に至る。端部には1条の凹線が施

されている。内外面とも、横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の細

粒を含む。黄茶褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、立ち上がりは外傾して外上方へのびる。器面は剝離、磨耗が激

しい。石英、長石等の粗粒を多く含む。淡灰褐色を呈し、焼成不良。

口縁部はやや内湾気味に立ち上がり、屈曲してほぼ「逆L字」形を呈する。外

甕
5 1

（底　部）
5 5器

V－43

（底　部）
5 7

（底　部）
5 12

面はハケ状工具による縦方向のナデ調整が施されている。細砂粒を多く含む。

黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は浅い凹形をなす。立ち上がりはやや内湾気味に内上方へのびた後、外反

してほぼ垂直に上方へのびる。器面は剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂

粒を多数含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は浅い凹形を呈する。立ち上がりは外傾し、外上方へのびる。器面は剝離

磨耗が激しい。細砂粒を多く含む。黄褐色を呈する。焼成は良好。

底部はほぼ平坦である。立ち上がりは外傾して、外上方へのびる。器壁は厚く、

器面は剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の粗粒を多く含む。黄褐色を呈する。

焼成は良好。
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口縁部はやや外湾気味に立ち上がり、外上方へのび端部は若干肥厚する。端面

（口縁部） 4 5

V－44

（底　部） 5 8

　4 1甕

は面をなす。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の祖砂粒を若千含む。

淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりは外傾して外上方へのびる。器壁は厚く、器面

は剝離、磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。黄褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に内傾して端部に至り、鋭く屈折し、端面は外下方に傾斜す

る。口唇直下にクシ状工具により6条の沈線を施す。内面は横方向のナデ調整

が施されている。石英、長石の粒粒を多く含む。褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は頸部より大きく外反し、短くのび端部に至る。端部は丸味を帯びてい

壺 5 3

弥
4 12（口縁部）

る。外面胴部は、縦方向のハケ日調整痕、内外面ともナデ調整痕が遺存してい

る。石英、長石、金雲母等の粗粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反気味に立ち上がり、口唇端部は丸味を帯びる。内外面とも剝離、

磨耗が激しい。石英、長石の細、粗砂粒を含む。内面は淡茶褐色、外面は茶褐

色。焼成は良好。

甕 4 13

生

口縁部は外反して外上方にのび、端部に至る。口唇は丸味を帯びる。外面は磨

耗が激しく、内面は横方向のハケ目調整が施されている。石英、長石の細、中

粒を多く含むが、わずかに粗粒も見られる。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼

成は良好。

口縁部は大きく外反し、「く」の字形を呈する。口唇端部はやや肥厚し、端面

は面をなす。外面に一部ヘラナデ調整痕を有し、内面端部付近は、横方向のナ
甕 4 3

甕 4 10

武

埦 5 2

デ調整が施されている。石英、長石の細粒と若千粗粒を含む。淡茶褐色を呈し、

焼成良好。

口縁部は肥厚し「く」の字状を呈する。端部はやや丸味を帯びる。内外面とも

横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の粗粒砂を多く含む。茶褐色を

呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯び、器壁は薄くな

る。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の微細砂粒を含む。淡茶褐色

を呈し、焼成良好。

底部はほぼ平坦で、大きく外傾して外上方へのびる。内外向とも剝離、磨耗が

13（底　部） 5
激しい。石英、長石の粗砂粒を含む。淡黄色を呈し，焼成は不良。

土

16（底　部） 5

（底　部） 5 10

器
（底　部） 5 15

（底　部）

底部は平坦で、立ち上がりは外傾して外上方へのびる。外面は縦方向のハケ目

調整痕、底部外面にもハケ目調整痕が見られ、かなりの粗粒、細粒を含む。内

面は淡褐色、外面は暗褐色。焼成良好。

底部は小さな径の平底を呈し、立ち上がりは外湾気味に外傾し外上方へのびる。

外面は縦方向のハケ目調整が施されている。器面は比較的粗雑。若千の粗粒砂

を含む。淡灰褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外上方へのびる。外面底

部付近にナデ調整痕が見られる。石英、長石等の粗粒を多く含む。黄褐色を呈

し、焼成良好。

底部は平坦で、立ち上がりは緩やかに外反して外上方へのびる。　内外面とも

ナデ調整が施されている。石英、長石等の粗粒と細粒を含む。黄褐色を呈する。 5 9

（底　部） 5 17

焼成良好。

底部は小さな凸形を呈し、立ち上がりは内湾気味に大きく外傾し外上方へのび

る。外面は縦方向のハケ目調整痕が見られ、内面はヘラ状工具による磨き調整

が施されている。細粒砂を多く含む。淡灰褐色を呈する。焼成は良好。

（底　部） 5 11

（把　手） 4 15

底部は丸底である。立ち上がりは内湾気味に外上方へのびる。内外面とも剝離、

磨耗が激しい。　1　mm前後の石英粒を含む。赤褐色を呈する。焼成不良。

把手は内湾して外上方へのびる。器面は磨耗が激しい。細粒砂を合む。淡赤褐

色を呈し、焼成良好。
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溝－1 埦 7 17

溝－3 高　坏 7 19

東西
埦 7 18

トレンチ

T－43 （口縁部） 6 3
土
師
器

皿 7 4

U　－42

（底　部） 7 8

坏 6 9

U－43

甕

丸味を帯びる底部に、やや外傾し端部の丸い高台が貼り付けられている。口縁

部は内湾気味に外傾して立ち上がり端部で外反する。口唇は丸い。器壁は薄く、

内面は黒色処理されている。内外面とも十分なナデ調整。わずかに微細粒を含

む。内面は黒色、外面は淡茶白色。焼成良好。

坏底部からほぼ垂直に下がり、大きく外反し端部に至る。端面は丸味を帯びる。

外反する屈曲部は内側に大きく肥厚している。外面には、ヘラ削り痕を残す。

微細砂粒を含む。赤褐色を呈し、焼成良好。

底部は端面が平坦で外傾する。低い高台が貼り付けられている。立ち上がりは

大きく内湾して、上方に向かう。口縁はわずかに内湾したのち外反する。端部

は丸味を帯びる。内外面ともナデ調整を十分施している。石英、｀長石の微細粒

を含む。淡黄褐色を呈する。焼成は不良のためやや軟質。

口縁部はやや外傾して直線的にのび、端部は丸味を帯びる。内外面ともナデ調

整後ヘラナデを縦方向に施している。砂粒は見られないが、粘土の精製は非常

に良い。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

底面は浅く平坦で糸切り。口縁部はやや内湾気味に外傾しており、端部は丸い。

内外面ともナデ調整。微細粒をわずかに含む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

底部はわずかに土げ底で、外上方へ外傾して上がる。器面は剝離、磨耗が激し

い、わずかに茶褐色の微細砂粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。口唇は丸味を帯びる。口縁下には、

浅く幅広い1条の凹線を有する。内外面とも剝離、磨耗が激しい。細砂粒を多

く含む。内面は暗茶褐色、外面は茶褐色。焼成良好。

口縁部は「く」の字に外反した後、口唇で再びわずかに外反している。端部は

やや丸味を帯びる。内外面ともヘラナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。黄 6 4

V　－44 壺 6 2

W－47 （底　部） 7 14

（口縁部） 6 5

（口縁部）
6 1

皿 6 6

坏 7 3

埦 7 1

坏 6 15

埦 6 11

埦 6 14

褐色を呈し、焼成良好。

頸部から口縁部にかけて大きく外反し、端部は丸味を帯びる。内外面とも剝離、

磨耗が激しい。微細砂粒を含む。明褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。垂直に下がる端面の平坦な短い高台を有する。細砂粒を含

む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

外反する口縁部は、口唇部で再び「く」の字に外反する。端部は平坦である。

口唇内面は、焼けて赤褐色を呈する。外面にヘラナデ調整痕を残す。石英等の

細粒がわずかに見られる。茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反して立ち上がり、端部に至る。　　口唇は鋭い。器壁は端部で薄くな

る。内外面とも磨耗が激しい。長石の細砂粒を多く含む。赤褐色を呈し、焼成

はやや不良。

底部から「く」の字に内側に屈曲し、外傾して口縁に至る。端面は丸味を帯び

る。剝離、磨耗が激しい。細砂粒を少々含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

底部から大きく内湾して口縁に至る。端部は丸味を帯びる。口縁部外面、上端

より2　cm下方まで黒変している。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英の細粒

を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は不良のためやや軟質。

内湾して外傾する口縁部で口唇は丸味を帯びる。器壁は端部に近くなるほど肥

厚している。外面はヘラナデ調整。微細砂粒を含む。内面は淡黄色、外面は黒

色で口縁部の一部が淡黄色になっている。焼成は良好。

口録部は内湾して立ち上がり、口唇は丸味を帯びる。長石等の細粒を多く含む。

内面は淡赤褐色、外面は赤茶色で口縁部は黒色を呈する。焼成良好。

口縁部は内湾して立ち上がり、口唇は丸味を帯びる。長石等の細粒を多く含む。

淡赤埦色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して端部に至る。　口唇部はやや丸味を帯びる。長石等の粗粒をわ

ずかに含む。内面は淡赤褐色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

口縁部は外傾しており端部でやや外反する。器壁は端部ほど薄くやや内側に肥
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坏 7 2

6
埦 12

坏 6 13

坏 6 8

坏 6 7

厚する。端面は丸味を帯びる。長石の微細粒を含む。赤褐色を呈する。焼成は

良好。

外傾する口縁部で端面は丸味を帯びる。器壁は薄く、特に外面にはナデ調整に

よる凹凸が見られる。微細砂粒を含む。内外面とも黒色で一部淡黄色を呈する。

焼成は良好。

内湾気味に外傾する口縁で端部は丸味を帯びる。内面は黒色処理され、内外面

ともヘラ磨きされている。粗砂粒を少々含む。内面は黒色、外面は淡黄色で一

部黒色。焼成良好。

やや内湾気味に外傾する口縁で、端部は丸い。器壁は薄く内外面ともヘラ磨き。

細砂粒を少々含む。淡黄色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾しており、口唇でわずかに外反する。端部は丸味を帯びる。器壁

は非常に薄く、内外面はナデ調整を施す。外面には指頭痕を残す。わずかに微

細粒を含む。内面は明白灰色、外面は黒色。焼成良好。

土

坏 6 10

坏 6 16

内湾気味に外傾する口縁で、端部は丸い。器壁は薄く、内外面ともにヘラ磨き

が施されている。微細粒を含む。内面は暗灰色、外面は黒色。焼成良好。

内湾気味に外傾する口縁で端部は丸い。器壁は薄く、内外面ともヘラ磨きを施

している。細砂粒を多く含む．黒色を呈し、焼成良好。

脚部はほぼ垂直に下がり、大きく外反して端部に至る。端部は水平に張り出し

高　坏 7 20

（底　部） 7 6

（底　部） 7 5

師

わずかに下方に肥厚しており、端面は平坦である。微細砂粒を含む。淡褐色を

呈し、焼成は不良。

底部は平坦で、立ち上がりは大きく外反している。微細砂粒を含む。淡赤褐色

を呈し、焼成良好。

底面は糸切り。底部からやや内湾して立ち上がっている。内外面ともナデ調整

が施されている。石英、長石等の微細粒をわずかに含む。淡黄褐色を呈し、焼

成は不良、やや軟質。

（底　部） 7 7

底面は糸切りで、上方へは大きく外傾している。内外面とも十分なナデ調整を

施している。外面には特にヘラナデ調整痕を残す。長石、石英の細粒を含み、

石英の中粒もわずかに含む。底部は黒灰色、上方は淡黄褐色を呈し、焼成は不

（底　部） 7 16

（底　部） 7 15

器

（底　部） 7 10

（底　部） 7 11

（底　部） 7 9

（底　部） 7 12

良、やや軟質。

底面は平坦でやや外傾する。短い高台が貼り付けられており、端部は面をなす。

立ち上がりは内湾気味に外傾している。内外面ともナデ調整。細粒を多数含

む。淡褐色を呈し、底部および高台内部は黒色を呈する。焼成は不良、やや軟

質。

須恵器に非常に近い。端部にやや丸味を帯びた外傾する長い高台を持つ。内外

面ともナデ調整、外面はヘラナデ調整が施されている。長石、石英の微細粒を

わずかに含む。赤褐色を呈し、焼成良好。　　　　

底部は短くやや外傾する高台を有する。底部中心部は器壁が薄い。微細砂粒、

黒色の微細粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

丸底と思われる底部に、外傾するやや長めの高台を有する。端部は丸い。貼り

付け痕が見られる。微細砂粒を含む。淡褐色を呈し、焼成良好。

平坦な底部に、やや外傾する端部の鋭い細長い高台が貼り付けられている。直

径は非常に小さい。内外面ともよくナデ調整を施している。長石、石英等の細

粒をわずかに含む。淡黄褐色を呈し、焼成は不良、やや軟質。

やや丸味のある底部に、外傾する短い高台が貼り付けられている。微細砂粒を

含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

（底　部） 7 13

底部には、下方にほぼ垂直に下がる低い高台があり、径は小さい。端面は平坦

である。器壁は非常に薄く、内外面とも黒色処理を施している。瓦器と思われ

る。内外面ともヘラナデ調整痕を残す。ほとんど砂粒は見られず精製も良好。

内外面とも黒色を呈し、焼成良好。
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蓋坏（蓋）

天井部は平坦で、口縁部は外傾して外下方へのびる。端部はやや内側に肥厚し

て端面は平坦である。天井部はヘラ削り。　内外面とも回転ナデ調整。長石等の 11 11

溝－2 甕 20 10

甕 24 2

細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

胸部から口縁にかけて大きく外反しており、口唇端部は内側にやや肥厚してい

る。頸部と胴部の境には段を有する。内外面とも十分な回転ナデ調整を施して

いる。石英、長石の微細粒を多数含む。内面は赤茶色、外面は灰色を呈する。

焼成は良好。

頸部から口縁にかけてはやや外反しており、口唇端部は平坦で、わずかに凹形

をなす。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。内面は茶褐色

外面は灰色を呈する。焼成は良好。

口頸部は基部は細く外反して立ち上がる。体部は外下方へ外傾して下がり、最

大径よりやや上方に凹線を2条施し、その後内湾して下がり丸底を形成する。
? 28 2

最大径には円孔か内傾し、外側から穿たれている。底部はヘラ削り。内外面と

須 も回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾し外下方へのびる。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調
溝－3 蓋坏（蓋） 8 6

整。長石等の細砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で宝珠つまみは見られない。口縁部は内湾して外下方へのび、

端部は丸味を帯びる。かえりは細く、やや内傾する。天井部はかなり肥厚し、
蓋坏（蓋） 9 3

外面はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈
。

し、焼成は良好

天井部から口縁にかけて内湾して外下方にのびる。境に段を有し稜をなす。端

蓋坏（蓋）
8 1

恵 蓋坏（蓋）

部では内側に段を有する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の粗砂粒を少

々含む。淡灰色を呈する。焼成は良好。

天井部から口縁部へ大きく内湾して外下方へのびる。境に段を有し稜をなす。

端部は内側に段を有し、端面はやや丸味を帯びる。天井部はヘラ削りで、内外 8 5

面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈する。焼成は良好。

蓋坏（蓋） 10 5

天井部に宝珠つまみを有する。口縁部にかけては内湾気味に外下方へのび、端

部は丸い。かえりは短く、やや外反して端部は鋭い。天井部はヘラ削り。内外

面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む．暗灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 10 20

天井部から口縁部にかけてはほぼ水平に張り出している。非常に器壁は厚い。

端部は丸味を帯びる。かえりはほぼ垂直に下がり、端部は鋭角を呈する。外面

はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り。　内外面とも回転ナデ
東　　西 坏 15 2

トレンチ
調整。少量の長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外上方へのび、端部で内湾する。端面は丸味を帯びる。外
器

坏 面はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒砂を多く含む。灰色を呈 15 18
。

甕 23 1

甕 19 7

甕 18 8

甕 18 4

し外面は一部黒変している。焼成は良好

口縁部は外傾して立ち上がり、口唇部は丸味を帯びている。内外面とも回転ナデ

調整。一部自然釉が付者している。長石、微細粒を含む。暗灰色を足し、焼成

は良好。

口縁部は大きく外反し、口唇部は内外に肥厚している。端面は丸い。長石の細

粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は大きく外反し、口幹部は外側に肥厚し、端面はわずかに丸味を帯びる。

内外面とも回転ナデ調整。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し緩やかに外反しながら口唇部に至る。口唇部は大きく外側に屈

曲し、端面は丸味を帯びる。内外面とち回転ナデ調整。長石の細粒を含む。暗

灰色を呈し、焼成は良好。

裾部は外下方へ外傾したのち、大きく外反している。端部は垂直に下方へ屈曲
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高坏 17 13

東　　西
高　坏 17 26

トレンチ

高坏 17 25

T　－43 甕 28 7

甕 21 8

須

蓋坏（蓋） 8 4

蓋坏（蓋）

し、端面はやや丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石の細砂粒を多く

含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

柱状部から裾部へ外反して下がり、端面は丸い。内外面とも磨耗が激しい。石

英、長石の細砂粒を多く含む。内面は淡茶色、外面は淡黄色を呈する。焼成は

不良。

柱状部から裾部へ外反して下がり、端部は丸味を帯びる。内外面とも磨耗が激

しい。祖砂粒を多く含む。淡黄色を呈し、焼成は不良。

体部は内湾して立ち上がり、頸部から口縁部にかけて外反している。端面は平

坦である。内面にはタタキ痕が見られる。石英、長石の微細砂粒を含む。内面

は淡黄褐色、外面は淡茶褐色を呈する。焼成は不良。

胴部から口縁にかけて大きく「く」の字形に外反しており、口唇部は下方にや

や肥厚しており、端面は平坦である。外面胴部には平行タタキを施す。長石、

石英等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部から口縁部にかけて内湾しながら外下方へのびる。境に段を持つ。端部

はほぼ垂直に下がり内側に段を有する。外面はヘラ削りを施し、内外面とも回

転ナデ調整。長石、細砂粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

天井中央部はわずかに凹形を呈し、口縁部にかけて内湾気味に外下方へのびる。

端部は内側に屈曲している。天井部には緑色の自然釉が付着している。内外面 10 18

とも回転ナデ調整。長石の細粒を若干含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

底部は丸く、口縁部へ内湾気味に立ち上がる。たちあがりはやや内傾し、端部

は丸味を帯びる。かえりはわずかに上方へ張り出し、端部は丸味を帯びる。底
蓋坏（身） 12 13

部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼

成は良好。

底部はほぼ平坦で大きく内湾して口縁に至る。端部はわずかに外反し丸味を帯

恵 皿 びる。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。明灰 16 6

色を呈し、焼成は良好。
U－42

口頸部から外反して端部に至る。端部は大きく外側へ屈曲し、端面は丸味を帯

甕 びる。肩部内面にはタタキ痕を残す。長石の祖砂粒を少々含む。暗灰色を呈し、 18 7

焼成は良好。

直線的に外傾して端部に至る。端面はほぼ平坦であるが、中央部は凹形をなす。

高坏（器台） 裾部には透孔が施され、その下には断面三角形の凸帯が貼り付けられている。 17 2

長石の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

底面はほぼ平坦で肥厚している。わずかに外傾する短い高台を有する。端面は

（底　部） 平坦である。底部はヘラ削りで内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石等 25 7

の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

体部底面はほぼ平坦である。底部に短くやや外傾した高台が貼り付けられてい
器

（底　部） 26 12

（底　部） 26 6

る。端部には1条の回線状のくぼみを有する。底面外側にはヘラ削り痕が見ら

れる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼

成は良好。

底部は平坦で肥厚している。外傾する短い高台を有する。端面はほぼ平坦であ

る。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を多く

含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部から内湾気味に外傾し、肩部から体部にかけてが最人径となる。底部に

壺 28 1は内湾しつつ内傾して至り、底部も丸い。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、

焼成は良好。

U　－43 胴部から頸部にかけて「く」の字形に外反し口縁に至る。口縁部はやや外反し

ており、口唇部は内側に「L字」形に曲がる。端部は平坦である。器壁は胴部
甕 20 9

へ向かうほど肥厚しており、内外面とも回転ナデ調整を施す。胴部内面には青

海波状文を施す。石英、長石等の細粒を多数含む。淡青灰色を呈し、焼成は良好。
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蓋坏（蓋） 9 4

蓋坏（蓋） 9 2

蓋坏（蓋） 8 18

蓋坏（蓋） 9 5

須

蓋坏（蓋） 9 20

蓋坏（蓋） 9 25

蓋坏（蓋） 10 11

蓋坏（蓋） 11 18

恵 U－43

蓋坏（身） 12 2

天井部から口縁部にかけて大きな段を有し、外反して端部に至る。端部は内湾

し端面は丸い。かえりはやや内傾し端部は鋭い。内外面とも回転ナデ調整。長

石等の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で、中心部につまみを有するものと思われる。口縁部との境

に大きな段を有する。端部は内湾し丸味を帯びる。端部内面にはやや内傾する

短いかえりを有する。天井部はヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。石英、長石

の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外下方に下がり、端部はやや丸味を帯びる。内面にはやや内傾する短

いかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整。長石の微細粒を含む。灰色を呈

し、焼成は良好。

天井部は中心がやや凹形を呈する。口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部で

内側へ屈曲している。内面に垂直に下がる短いかえりを有する。内外面とも回

転ナデ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は肥厚している。口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部で内湾する。

内面にわずかなかえりを有する。天井部は回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調

整。長石の細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方にのび端部は丸い。内面にはわずかなかえりを有す

る。内外面とも回転ナデ調整。長石等の粗砂粒を多く含む。淡青灰色を呈し

焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で宝珠つまみを持つ。口縁部は肥厚し外下方へのび、端部で

内側に屈曲している。端部はやや鋭い。天井部はヘラ削り調整。他は回転ナデ

調整を施す。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾して外下方へのび、端面はほぼ平坦である。天井部ほど肥厚して

いる。天井部はヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。長石の細粒を若干含む。灰

色を呈し、焼成は良好。

たちあがりはわずかに内傾するものの、ほぼ垂直で端部は丸い。受け部はやや

上方へ張り出し丸味を帯びる。底部へは大きく内湾して至る。底部近くはヘラ

削り調整。他は回転ナデ調整。石英、長石の粗粒及び細粒を若干含む。灰色を

呈し、焼成は良好。

たちあがり内傾して長く、端部は器壁も薄く鋭い。かえりはほぼ水平に張り

蓋坏（身） 12 5

蓋坏（身） 12 9

器

蓋坏（身） 12 22

出し、端部は丸味を帯びる。底部へは内湾気味に内傾して至る。底部はヘラ削

り調整。他は回転ナデ調整。長石の細粒を若干含む。暗灰色を呈し、焼成良好。

たちあがりは内傾し長い。受け部はやや上方へ張り出し、端部は丸味を帯びる。

大きく内湾して底部に至る。底部はヘラ削り調整を施し、他は回転ナデ調整。

長石の細粒をわずかに含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは大きく内傾し、端部でやや外反する。受け部は器壁が薄く、外上

方へ内湾気味にのび短い。底部へは内湾気味に内傾して至る。内外面とも回転

ナデ調整。長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

坏 14 6

坏 14 4

口縁は内湾して立ち上がり、口唇部は大きく外反する。端部は丸味を帯びてい

る。口縁部下に1条の沈線が施されている。内外面とも回転ナデ調整。長石の

細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部から大きく内湾して立ち上がり、口縁部で外反し、端部は丸味を帯びる。

内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

坏 13 9

坏 14 3

底部から大きく内湾し、その後やや外反気味に立ち上がり口縁に至る。端部は

丸味を帯びる。底部はヘラ削り調整、他は回転ナデ調整を施す。長石の微細粒

を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、緩やかに外反しながら口唇部に至る。口唇部は

やや肥厚し、端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り後、ナデ調整が行われてい

る。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。
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坏 13 25

坏 14 1

坏 13 8

坏 13 29

坏 13 2

須

坏 13 24

坏 13 7

坏 16 18

恵 U－43 15
坏 13

口縁の立ち上がりは、外傾しながらもやや外反し口唇に至る。端部は丸味を帯

びる。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

底部は丸く、大きく内湾して口縁部に至る。口縁部はやや外反して端部に至る。

底部はヘラ削り調整を施し、他は回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。青灰色

を呈し、焼成は良好。

底部は器壁が薄く面をなす。大きく内湾したのち、外傾して口唇部に至る。端

部は丸味を帯びる。底面はヘラ削りで、他は回転ナデ調整を施す。石英、長石

の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部はほぼ平垣であり、大きく内湾後やや外反して口縁部に至る。端部は丸味を

帯びる。底部はヘラ削りで、内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の微

細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は垂直気味に立ち上がりやや外反する。口唇部は丸味を帯びる。底部は

やや丸味を帯び口縁部へ至る。屈曲部に1条の凹線を施す。底面はヘラ削り調

整、他は回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部はほぼ平坦で、大きく内側に屈曲して口縁部に至る。口縁部はやや外反して

おり、端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り調整。他は回転ナデ調整を施す。

長石の微細粒を含む。灰色を呈し、外面に緑色の自然釉の付着が見られる。焼

成は良好。

底面は平坦でヘラ切り。口縁部はやや外反しており、端部は丸味を帯びる。回

転ナデ調整。長石等の細粒を多数含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

底部はヘラ切りで粗く、粘土の付着が見られる。口縁部は器壁が薄くやや外反

している。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を多数含む。青灰色

を呈し、焼成は良好。

底部に脚を有するものと思われる。口縁部へは大きく内側に屈曲後、外反気味

に外傾して至る。屈曲部に1条の凹線を施す。端部は丸味を帯びる。底部はヘ

ラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細砂粒を多く含む。内面は青

灰色、外面は淡灰色、一部暗灰色を呈する。焼成は良好。

甕 20 1

甕

口縁部は大きく外反しており、端部でやや内湾し、内側に肥厚する。内外面と

も回転ナデ調整を施す。長石の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

肩部から口縁部に大きく外反し、外傾して口唇部に至る。端部は丸味を帯びる。

体部内面には同心円状のタタキが施されている。長石の細粒を若干含む。明灰 23 9

甕 23 8

甕 21 4
器

甕 20 6

甕 19 6

甕 20 7

高　坏 17 4

色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、端部は丸味を帯びる。内外面とも磨耗が激しい。長石の細砂

粒を含む。淡褐色を呈し、焼成は不良。

外反して口縁部に至り、口唇部でやや内湾する。端部はやや内側に肥厚し端面

はほぼ平坦である。内外面ともに緑色の自然釉の付着が見られる。石英、長石

の細砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾しながらやや外反しており、口唇部で内外に肥厚する。特に内側

に肥厚した部分は上方にのび、端部は鋭角を呈する。口唇端部は緩やかな凹部

を形成している。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反して口唇部に至る。口唇部は内外に肥厚し、端面も凸形をなす。内

外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良

好。

口縁部は外反し、口唇部で内側に肥厚している。端面は丸味を帯びる。内外面

とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

脚部に方形の透孔を4個施すと思われる。脚部は緩やかに外傾しながら下方へ

のび、裾部で内湾し垂直に下がる。端部は丸味を帯びる。端部上方には凸帯を

有する。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を若干含む。灰色を呈し、焼成

は良好。
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高　坏 17 22
裾部にかけて外反しており、端部は平坦である。内外面とも回転ナデ調整。淡

灰色を呈し、焼成は不良。

高　坏 17 5

柱状部には1条の凹線を施す。脚部は外下方へ外反する。端部はほぼ水平にの

び上下に肥厚する。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を若干含む。

暗灰色を呈し、焼成は良好。

高　坏 17 20

脚部は外下方へ外反し、ほぼ水平に張り出す。端部で下方に屈曲し、端面は丸

味を帯びる。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は不良。

U－43 （底　部） 29 5

底部は平坦である。体部へは大きく内側に屈曲し外傾して上方へのびる。内外

面に指頭痕が見られる。外面にはハケ状工具によるナデ調整が施されている。

長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は不良。

（底　部） 26 14

底部に外傾する短い高台を有する。端面は中央部に凹線状のくぼみを持つ。底

部は肥厚している。微細砂粒を含む。灰褐色を呈し、焼成は良好。

底部は肥厚している。外傾する短い高台を有する。端面は中央部が凹形を呈す

須
（底　部） 26 15

（底部） 25 18

る。内外面とも回転ナデ調整を施す。微細砂粒を含む。灰褐色を呈し、焼成は

良好。

ほぼ平坦な底部にやや外傾する高台を有し、端部は面をなす。内外面とも回転

ナデ調読を施す。長石の徴細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

坏 15 11

坏 14 10

U－44

坏 14 13
恵

底部から口縁部にかけては内湾後外傾しており、端部は丸味を帯びる。口唇部

内側約5　mmに釉薬の付着が見られる。立ち上がりに1条の凹線を施す。石英、

長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

立ち上がりは「く」の字に内側に屈曲し、口縁部でやや外反する。端部は丸味

を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細粒を含む。外面は

暗灰色、内面は灰色を呈する。焼成は良好。

内湾して立ち上がり、口縁部で外反する。端部は丸味を帯びる。内外面とも回

転ナデ調整を施す。長石等の細粒を若干含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

坏 13 6

（底　部） 27 12

口縁部はやや外反しており、端部は丸味を帯びる。底面はほぼ水平で面をなす。

底部はヘラ削りで、内外面とも回転ナデ調整。青灰色を呈し、焼成は良好。

底部には外反する長い高台を有する。端部は内側にやや肥厚しており、端面は

凹形を呈する。底部の器壁は厚い。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の微

細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 9 11

天井部中央には宝珠つまみを有すると思われる。口縁部にかけて内湾気味に外

下方ヘ下がり、端部は丸味を帯びる。かえりは短く外反し、端部は鋭く下方へ

のびる。天井部はヘラ削り調整を施し、内外面とも回転ナデ調整。天井部内面

には指頭押圧痕を残す。長石等の細砂粒を多く含む。暗灰色を呈し、焼成は良

器

蓋坏（蓋）
11 4

好。

天井部は口縁部より低く、凹形をなす。口縁部にかけて肥厚している。口縁部

は内湾して下がり、端部は丸味を帯びている。内外面とも回転ナデ調整を施す。

石英、長石等の細粒、中粒を含む。灰色を呈し、外面に暗緑色の釉薬の付着が

見られる。焼成は良好。

V－41

蓋坏（身） 12 8

たちあがりは内傾しやや長めで、端部は丸味を帯びる。受け部は短く、わずか

に下方へ張り出す。受け部下は肥厚しており、大きく内湾して底部に至る。底

部にかけてはヘラ削り調整。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を若

坏 16 16

短頸壺

千含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

底部は器璧が薄い。大きく屈曲後、外傾して口縁に至る。屈曲部にはやや外傾

する短い高台を有する。端部は平坦である。口唇部はわずかに外反し、端部は

丸味を帯びる。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の微細

粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は、短く直立して端部に至る。端部は丸味を帯びる。肩部は外下方へ張

り出し、緩やかな曲面をなす。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の微細粒
24 8
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23 6甕

壺（口縁）
V　－41

（直口壺） 27 17

17 16高　坏

蓋坏（蓋） 8 2

須

10 9蓋坏（蓋）

蓋坏（蓋） 10 13

蓋坏（身） 12 1

を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

ほぼ垂直に立ち上がっており、端部は内外にやや肥厚している。端面は平坦で

ある。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石等の細粒を含む。青灰色を

呈し、焼成は良好。

口縁部はやや外反する。端部は丸味を帯びる。口唇部下に浅い1条の凹線を施

す。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を含む。暗灰色を呈し、

焼成は良好。

裾部にかけて外下方に外反して下がり、その後水平に大きく外反して、水平に

張り出す。端部は内側に屈曲しわずかに下がる。内外面とも回転ナデ調整を施

す。長石等の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方にのび、外面に段を有する。端部はわずかに外反し

ており、内面に段を有する。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒

を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井中央部に宝珠つまみを持つ。天井部から口縁部にかけて、緩やかに外下方

へのび端部に至る。端部は平坦でやや内湾する。かえりは内傾し短い。内外面

とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は宝珠つまみを有し、ほぼ平坦である。口縁部は内湾気味に外下方への

び、端部はやや鋭い。天井部はヘラ削り調整で、他は回転ナデ調整を施す。長

石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは長く外反気味にほぼ垂直にのび、端部は肥厚している。端面は内

傾し、中間に1　条の凹部を持つ。受け部は水平に張り出し、端部は鋭い。底部

へは内湾して至る。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の微細粒を含む。

灰色で暗緑色の自然釉が付者している。焼成は良好。

恵 蓋坏（身） 12 3

たちあがりは長く内傾気味で外反している。端部は丸味を帯びる。受け部はほ

ぼ水平に張り出し短い。　内湾して底部に至る。内外面とも回転ナデ　調整を施す。

長石等の微細粒を多数含む。青灰色を呈　　　し、焼成は良好。

たちあがりは外反してやや長い。端部は丸味を帯びる。受け部はやや上方へ張

蓋坏（身） 12 20り出し、端部は丸い。受け部基部に1条の凹線を有する。内外面とも回転ナデ

調整を施す。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

V－42

坏
14 9

底部はほぼ平坦である。大きく内湾して立ち上がり、口縁部は外反気味に外傾

している。端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削りで、他は回転ナデ調整。外面

には自然釉の付着が見られる。長石等の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成

13
坏 15

器

15 15坏

は良好。

大きく内湾して立ち上がり外反して、口縁部に至る。端部は丸味を帯びる。外

面には自然釉の付着が見られる。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の微細

粒を含む。明灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は丸味を帯びる。　口縁下部に1条の凹線を

施す。内外面とも回転ナデ調整。長石の細砂粒を含む。淡茶色を呈し、焼成は

不良。

24 10短頸壺

口縁部は頸部から短く垂直に立ち上がり、端部は丸味を帯びる。肩部から胴部

にかけては、外下方へ内湾気味に下がる。最大径部の器壁ば薄い。肩部にヘラ

削り痕を残す。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を含む。淡灰色を

呈し、焼成は良好。

短頸壺 24 9

口縁は、短くほぼ垂直に立ち上がり、口唇端部はやや丸味を帯びる。肩部にか

けては大きく外反後、外下方へのびる。内外面とも回転ナデ調整を施す。肩部

はヘラ削り痕が見られる。長石の細粒を若千含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はほぼ垂直に立ち上がる。胴部器形は偏平形を呈し、胴部下半面から時

短頸壺 計回りのヘラ削り調整痕を残す。底部は丸く肥厚している。　内外面とも回転ナ 27 24

デ調整を施す。長石の細粒を含む。暗灰色を呈し、　　　　焼成は良好。
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口縁部は外反し、端部は大きく外側に屈曲する。端面は丸味を帯びる。外面は

甕 ヘラ削り調整後、内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細砂粒を含む。 18 9

淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、口唇部で大きく外反する。口唇部は肥厚し丸味を帯びる。胴

甕 部内面にはタタキ痕を残す。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を含 18 6

む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

肩部より口縁部にかけて大きく外反しており、口唇部は外側に屈曲している。

端部はわずかに面をなす。内外面とも回転ナデ調整。肩部の内面には青海波状
甕 19 2

文を施し、外面は平行タタキ痕を残す。石英、長石等の微細粒を含む。内面は

赤褐色、外面は暗灰色を呈する。焼成は良好。

口縁部は外傾し端部に至る。端面は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を
坏 14 20

施す。長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

Ⅴ－42
口縁部はやや外傾して立ち上がり、口唇部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナ

（口縁部）
須 22 7デ調整を施す。石英等の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成はやや不良。

脚部は短く、大きく外傾し端部に至る。端部は平坦で内側に肥厚する。内外面
（底　部） 27 11

とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

器壁は比較的薄く、やや外反しながら下方にのびる。端部外面は段を有し稜を

高坏（器台） なす。石英、長石の細砂粒を含む。内面は淡灰色を呈し、外面には緑色の自然 17 1

釉の付着が見られる。焼成は不良。

底部にはやや外傾する低い高台が貼り付けられており、端部は丸味を帯びる。

底部と台との境は、ヘラナデ調整を行っている。内外面とも回転ナデ調整を施
（底　部） 26 18す。長石等の細粒を含む。表面は暗黒灰色を呈していると思われるが、剝離し

て内部の灰色が見られる。焼成は良好。

ヘラ切りの平坦な底部に、やや外傾する低い高台を貼り付けてある。端部はや

恵 （底　部） や丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。暗青
26 5

灰色を呈し、焼成は良好。

陸部は欠損している。V字状の海部が見られ、周縁は外上方へのび、端部は丸

い。脚部は、短く外下方にのび、端部で内外面に肥厚している。端面は緩やか
円面硯

29 3
な凹部をもつ。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒が見られる。　内

面は赤褐色、外面は青灰色を呈する。焼成は良好。

天井中央部に宝珠つまみを有すると思われる。口縁部は外下方へのび、端部は

やや内湾し丸味を帯びる。かえりは垂直に下がり、端部は鋭い。天井部はヘラ
蓋坏（蓋） 8 23

削り調整。他は回転ナデ調整を施す。長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成

は良好。

天井部は緩やかに下がり、口縁部で外反して端部に至る。端部はやや鋭く、器

蓋坏（蓋） 壁は薄い。かえりは外反し短い。外面はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を器 8 15

施す。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は不良。
Ⅴ－43

口縁部は外下方へのび、端部は丸味を帯びる。天井部は肥厚している。内外面

蓋坏（蓋） とも回転ナデ調整を施す。長石等の粗砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成は良 11 6

好。

天井部より緩やかに外下方へのび、端部は内側に大きく屈曲する。端部はやや

蓋坏（蓋） 丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を含む。淡灰色を 1411

呈し、焼成は良好。

底部は丸味を帯びる。口縁部は外反する。端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削

坏 り。　内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈し、 14 15

焼成は良好。

底面は平坦である。口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。口縁部下に1条の

坏 凹線を施す。底部はヘラ削り、内外面ともに回転ナデ調整。長石等の粗砂粒を 13 3

少々含む。灰色を呈し、焼成は良好。
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長頸壺

口縁部はやや外反している。端部は丸味を帯びる。口径は小さく、頸部中位に

2条の凹線を施す。外面にわずかに自然釉の付着が見られる。内外面とも回転 28 5

ナデ調整を施す。長石の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石、壺（口縁）

（直口壺 27 16

V－43
甕 18 3

甕 24 4

（底　部） 27 14

須

蓋坏（蓋）

粗砂粒を多く含む。淡灰色を呈しているが、一個自然釉の付着により内面は青

色、外面は淡緑色を呈する。焼成は良好。

端部は外面に肥厚しており、端面はわずかに丸味を帯びる。長石等の微細粒を

含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、口唇部で内湾する。端部は平坦である。石英、長石の細粒を

含む。淡黄色を呈し、焼成は不良。

底部に高台が貼り付けられている。高台は大きく外傾し、端部は内外に肥厚し

ている。端面は平坦である。底部外面にはヘラナデ調整痕を残す。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部の器壁は薄い。口縁部にかけて内湾し、外下方へのびる。端部はほぼ垂

直に下がり丸味を帯びる。端部上方に1条の凹線を施す。天井部はヘラ削り調 8 9

蓋坏（蓋）

整。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部で大きく外反し水平に張り出す。かえ

りは端部が鋭く、垂直に下がる。外面はヘラ削り調整。内外面とも回転ナデ調 8 16

蓋坏（蓋） 9 6

整を施す。長石等の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部で内側に屈曲する。かえりは、短

く垂直に下がり、端部は鋭い。かえりの内側に1　条の凹線を施す。内外面とも

回転ナデ調整を施す。長石等の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部にかけて内傾気味に外下方へのび、端部で内湾して垂直に下がる。かえ

蓋坏（蓋） 9 15

恵

V－44 蓋坏（身） 12 4

壺（口縁）

27 22（直口壺）

甕 20 3

甕 18 10

りはやや内傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微

細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは内傾し比較的長い。端部は丸味を帯びる。受け部は、短く上方に

張り出す。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は

良好。

口頸基部で大きく屈曲し、頸部から口縁部にかけては内湾気味にわずかに外傾

している。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細

粒を含む。内面は赤褐色、外面は暗灰褐色を呈する。焼成は良好。

口頸基部は大きく外反し、口唇部はやや内湾し内側に肥厚している。内外面と

も回転ナデ調整。外面および口唇部には、釉薬の付着が見られる。長石等の細

粒を含む。内面は灰色、外面は暗緑色を呈する。焼成は良好。

口縁部は大きく外反し、端部で大きく外側に肥厚する。口唇部はヘラナデ調整

が施されている。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。器

19甕 1

高坏 17 11

口縁部は外反し、端部で外側に肥厚する。端面は平坦である。石英、長石等の

粗砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

下方に外傾する脚部が、端部近くで大きく外反し水平にのびる。端部はやや上

方を向き上下に肥厚する。端面はわずかな凹部をなしている。内外面とも回転

ナデ調整。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

Ⅴ　－45 蓋坏（蓋） 8 7

蓋坏（蓋） 8 13

W－43

蓋坏（蓋）

天井部より大きく内湾して外下方へのび、端部へ至る。端部は丸味を帯びる。

口録部には1条の凹線を施す。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒

を若干含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びる。かえりはやや内傾し

て下がり、端部は鋭い。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を含

む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びる。かえりは大きく

外反し、短く、端部は鋭い。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施 9 12
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坏 16 8

す。長石等の微細粒を含む。淡黒灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外傾して端部に至る。端部は丸味を帯びる。底部には外傾

する長い高台を有する。端面は平坦である。高台部にはヘラ削り調整痕を残す。

内外面とも回転ナデ調整。石英の粗砂粒を少々含む。淡灰色を呈し、焼成は良

好。

蓋坏（身） 12 18

W－43

蓋坏（身）

たちあがりは内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部はほぼ水平に張り出し、端

部は丸い。底部にかけては大きく内湾しており、ヘラ削り調整を施す。内外面

とも回転ナデ調整。石英、長石の細粒を若干含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは内傾し、端部は丸い。受け部は短く、やや鋭角を呈する。底部に

かけてはヘラ削り調整。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。暗灰色
12 10

坏 13 28

　須

坏 13 13

蓋坏（蓋） 8 11

を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り調整。内

外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部にかけてはやや外傾しており、端部は丸味を帯びる。外面下部に1条の

凹線を有する。内外面とも回転横ナデ調整。石英、長石等の細粒のほか、酸化

鉄粒が見られる。明灰色を呈し、焼成不良。やや軟質。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部でわずかに外反し、端部はわずかに面

をなす。かえりは短く、下方にのびる。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナ

デ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 9 13
端部は丸味を帯びる。内傾する短いかえりを有する。長石等の細砂粒を含む。

暗灰色を呈し、焼成は良好

蓋坏（蓋） 10 6

天井部に宝珠つまみを有する。口縁部にかけて内湾しながら外下方へのびる。

端部は丸味を帯びる。内傾する短いかえりを持つ。天井部はヘラ削り。内外面

とも十分な回転ナデ調整。外面天井部に緑色の自然釉の付着が見られる。長石

　恵

蓋坏（蓋） 10 3

の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。天井部はほぼ平坦で、口縁部は内湾して外下方

へのびる。端部は丸味を帯びる。天井部から口縁部にかけてかなり肥厚してい

る。内面に、短く内傾するかえりを有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回

転ナデ調整を施す。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 10 2

W－44

天井部には宝珠つまみを持つ。天井部は平坦で、口縁部は内湾して外下方への

びる。端部は丸い。端部内面に、内側に張り出すわずかなかえりを有する。天

井部は一部肥厚し、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒

を若干含む。淡灰色で、外面には自然釉の付着により一部暗緑色を早する。焼

　器 蓋坏（蓋） 10 7

蓋坏（蓋） 9 19

蓋坏（蓋） 10 14

成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。口縁部にかけて大きく内湾して外下方へのび、

端部は丸い。内面には内傾する短いかえりを有する。天井部はヘラ削り。内外

面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を若干含む。淡灰色を呈し、焼成は

良好。

天井部につまみを有する。（つまみは欠損）天井部はほぼ平坦で、口縁部へ内傾

して外下方へのび、端部は丸味を帯びる。かえりは大きく内傾して短い。天井

部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石等の細粒を含む。

灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのびる。端部は内面に段を有し、内湾して下方に

のび丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を含む。

灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは長く内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部はわずかに上方に張り

蓋坏（身）
12 7

出し、大きく内湾して底部に至る。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整

を施す。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがり内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部はほぼ水平に張り出し、丸
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蓋坏（身） 12 14

12坏 15

高　坏 17 3
W－44

高　坏 17 18

17高　坏 21

味を帯びる。受け部下はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長

石の細砂粒を若干含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、口唇部でわずかに外反する。端部は丸味を帯び

る。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。淡灰色を呈する。

外面は自然釉の付着により緑灰色を呈している。焼成は良好。

端部で外反し、先端で上下に肥厚し、下方は鋭角を呈する。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の細粒を含む。暗緑灰色を呈し，焼成は良好。

外傾して外下方にのび、端部は大きく外反し、内側に肥厚して、端面は丸味を

帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の微細粒を含む。青灰色を呈

し、焼成は良好。

裾部は緩やかに外反して外下方へのびた後、大きく外反しほば水平にのびる。

端部は上下に肥厚し、端面は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。

長石等の細砂粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

須

29 1W－45 提　瓶

口縁部は口頸基部より外反して立ち上がり、口唇部で内湾する。端部は丸い。

胴部はほぼ円形に近い。把手は比較的小さい。胴部は、ロクロ回転を利用した

カキ目調整。石英、長石の粗粒及び細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

底面はほぼ平坦で、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細粒を
坏 16 17

W－46 8甕 19

含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は緩やかに外反し、口唇部で外側に肥厚する。中央部に1条の凹線を施

す。端面は平坦である。外面にはヘラ状工具による「ノ」の字状の刻み目が連

続して施文されている。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。

淡灰色を呈し、焼成は良好。

甕 20 5

恵

坏 16 14

壺（口縁）

（直口壺） 27 19

X　－42

（口縁部） 22 9

器　台 18 1

器

短頸壺 27 23

22 1甕

口頸部は外反し、口唇部で外側に肥厚する。端部は平坦である。内外面とも回

転ナデ調整。長石等の細砂粒を含む。内面は暗灰色、外面は淡茶褐色を呈する。

底部はほぼ平坦でやや外傾する低い高台を有する。大きく内湾して立ち上がり、

外傾して口縁に至る。端部は丸味を帯びる。内外面ともに回転ナデ調整。長石

の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

外傾して口縁部に至り、端部は丸味を帯びる。不整形を呈し、3条の浅い凹線

を施す。内外面とも回転ナデ調整。外面にわずかに釉薬の付着が見られる。石

英、長石の細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、口唇部でやや内湾する。端部は丸味を帯びる。長石等の微細

粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は良好。

端部で内湾し、端面はわずかに凹形をなす。端部上方に2段の凸帯を施す。内

外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。灰色を呈し、外面には暗緑色

の釉薬の付着が見られる。

体部は球形状で、底部も丸底。口縁部は、短く大きく外反後外傾して、端部に

至る。端部は丸味を帯びる。最大径上方に2条の凹線を施す。長石等の細粒を

含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は外傾し中程に1条の浅い凹線を施す。端部は内側に肥厚し、端面は平

坦である。口縁外面にはクシ状工具による文様を施す。胴部内面に同心円タタ

キ、外面に平行タタキが施されている。長石等の細粒を若干含む。暗灰色を呈

し、焼成は良好。
X－43

22 2甕

内湾する胴部が頸部で「く」の字形に外反し、口縁に至る。口縁部は端部でや

や内湾し、端面はわずかに凹状を呈する。頸部下には青海波状文を施す。外面

胴部に縦方向の平行タタキがわずかに見られ、横方向の粗いナデ調整痕が見ら

8 21蓋坏（蓋）

れる。石英、長石等の細粒を多数含む。明灰色を呈し、焼成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。天井部は内湾気味に外下方へのび、口縁部で外

反し端部に至る。境には段を有する。端部は内側に内湾し先端は鋭い。内面に

外反気味のかえりを有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長
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蓋坏（蓋） 10 8

蓋坏（蓋） 11 17

坏 14 2

坏 16 20

坏
須 13 11

X－43

皿 16 2

高　坏 17 9

高　坏 17 14

高　坏 17 10

恵

石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。天井部から口縁部にかけて大きく内傾する。境

にわずかな段を有し、端部は丸い。内面に短いかえりを有する。天井部はヘラ

削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成

は良好。

天井部から口縁部にかけて内湾し外下方へのび、端部でやや内側に肥厚してい

る。端面は平坦である。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石等の細粒

を合む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部は丸く、内湾気味に立ち上がり、口縁部で外反する。端部は丸味を帯びる。

底部はヘラ削り調整を施す。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部は平坦で、内面に窯印が施されている。底面はヘラ切りで、内外面とも回

転ナデ調整。長石の細粒を含む。明黄灰色を呈し、焼成は不良。

口縁部は内湾気味に外傾し、端部は薄く、やや鋭角を呈する。内外面とも回転

ナデ調整を施す。長石等の微細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はわずかに外傾し、口唇部は内外に肥厚し、端部は面をなす。底部は平

坦である。外面には自然釉の付着が見られる。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細砂粒を多く含む。内面は灰色、外面は緑灰色を呈する。焼成は良好。

脚部は低く、大きく外反して端部に至る。端部は、下方にほぼ垂直に屈曲後、

外反する。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。

柱状部は細く、ほぼ垂直に下がる。裾部は外反して外下方へのび、端部近くで

大きく屈曲して水平に張り出す。端部は内側に屈曲し、丸味を帯びる。内外面

ともに回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

柱状部は細く、垂直に下がる。裾部は外反して外下方へのび、端部はわずかに

上下に肥厚する。端面に1条の凹線を有する。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾気味に立ち上がり、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調
（口縁部） 22 8

蓋坏（蓋） 8 3

蓋坏（蓋） 9 10

蓋坏（蓋） 9 18

器

X　－44 蓋坏（蓋） 11 5

坏

整。長石等の微細粒を多く含む。淡灰色を呈し、焼成は不良。

口縁部上方には段を有する。口縁部は内湾気味に下がり、端部は内側に段を有

する。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼

成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび内傾する。短いかえりを有する。内外面とも

回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。黒灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は低く、口縁部は内湾気味に外下方へのびる。端部は屈曲して垂直に下

がる。内面は短いかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の

細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は浅くほぼ平坦である。口縁部はわずかに外下方へ張り出し、端部は外

傾して丸味を帯びる。天井部外面はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに外反する。端部は丸味を帯びる。底部は平

坦でヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を含む。淡灰 15 8

坏 15 5

（底　部） 26
2

坏 16 15
X　－45

色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は平坦でヘラ削り。内外面とも回

転ナデ調整。石英、長石等の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

底部は平坦でやや外傾する短い高台を有する。端部は丸い。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の微細粒を含む。黒灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底面は平坦でやや外反する。端部の平

坦な高台を有する。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。淡

灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は外反し、端部は外側に肥厚する。端面は平坦である。口頸基部より外
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3甕 19

18 11X－45 甕

22 5（口縁部）

側へ大きく屈曲し、肩部へ至る。肩部外面に平行タタキを施す。内外面とも回

転ナデ調整。長石等の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、口唇部で外側に肥厚する。口唇部はヘラナデ調整を施す。長

石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は外反気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を

施す。長石等の粗砂粒を少々含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾して立ち上がり、口唇部で外反する。端部は丸い。口縁下に2条

の凹線を有する。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。灰色を呈 24 5鉢

X－46

壺（口縁）
27 20

（直口壺）

26 1（底　部）

須

X－47

27 10（底　部）

し、焼成は良好。

口縁部は外反気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。

長石等の細粒を若干含む。灰色を呈し、焼成は良好。

やや外傾する高台を有する。端部は丸味を帯びる。立ち上がりはやや外傾する。

内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含み精製良好。青灰色を呈し、焼成

は良好。

大きく外傾する長い高台を有する。端部でやや内側に肥厚し、端面はわずかに

凹形をなす。体部内側は大きくうねり、段を有する。径に比べて全体的に器壁

が厚い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。灰色であるが

高台外側に一部釉薬の付着が見られ、暗緑色を呈する。焼成は良好。

9 17蓋坏（蓋）

天井部はほぼ平坦で、口縁部へは段を有し、外下方へのびる。端部は丸い。内

面に短いかえりを有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細粒を含む。灰色を呈するが、外面および口縁端部内面には、自然釉が付

10 4蓋坏（蓋）
恵

X－48

11 7蓋坏（蓋）

坏 15 3

着し暗緑色を呈する。焼成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。口縁部は内湾して外下方へのび、端部は丸味を帯

びる。かえりは細く短くやや外反する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の細粒を含む。灰色を呈するが、外面は全面に自然釉が付着し、

緑色を呈する。焼成は良好。

天井部は欠損している。天井部は平らで内湾気味に緩やかに外下方へ下がり

口縁部に至る。端部は丸味を帯びる。長石等の細粒を含み、灰色を呈し、内面

および外面端部には自然釉の付着が見られ暗緑色を呈する。焼成は良好。

底面はヘラ切りでほぼ平坦。口縁部にかけては外傾しており，端部は丸味を帯

びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

壺 25 3
口縁部は外反し、口唇部で外側に肥厚する。端部は丸い。内外面とも回転ナデ

調整。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈するが、焼成は良好。

口縁部はやや外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は肥厚しヘラ削り。内外面と
13 21

坏

器
も回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。黒灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反気味に外傾し，端部は丸い。底部はほぼ平坦である。内外面とも
16 3皿

回転ナデ調整。長石等の細砂粒を含む．灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は大きく外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は肥厚し、ほぼ平坦でヘラ

16 4皿 削り。内外面とも回転ナデ調整。内面に一部自然釉の付着が見られる。長石等

の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

Y　－44
16 1坏

24 3甕

23 11甕

径が非常に大きく、口縁部は内湾して立ち上がり、外傾して端部に至る。端部

は丸味を帯びる。長石等の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は不良。

口頸部は外反し、口唇部でやや内湾する。端部は面をなす。口頸基部で直角に

外反し、ほぼ水平に肩部は張り出す。内外面とも回転ナデ調整。長石等の粗粒

を少々含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石

の細粒を多く含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反し、端部は面をなす。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈するが、
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甕 内面に緑色の自然釉の付着が見られる。焼成は良好。 23 16

甕
24 1

甕
18 13

口縁部は大きく外反し、口唇部で内外に肥厚する。端部はやや丸味を帯びる。

内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の粗砂粒を少々含む。淡黄色を呈し、

焼成は不良。

口縁部は外傾し、中位で肥厚する。口唇部で外反し、端部は面をなす。内外面

とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細粒を多く含む。暗灰色を呈し、焼成

は良好。

底部はほぼ平坦で、わずかに外傾する。高台が貼り付けられている。端面は凹

（底　部）
25 11

形をなす。回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は

良好。

底部はヘラ削りで短い高台を持つ。端部は平坦である。内外面とも回転ナデ調
（底　部）

25 17

Y‐44 （底　部）須 25 14

（底　部） 26 7

（底　部）

整。石英等の細砂粒を多く含む。淡黄色を呈し、焼成は不良。

底部はヘラ削りで短い高台を持つ。端部は平坦である。長石等の細砂粒を多く

含む。内面は淡灰色、外面は淡黄色を呈する。焼成は良好。

底部はヘラ削りでほぼ平坦である。内傾する短い高台を有する。端部は内側に

やや肥厚する。長石等の微細粒を含む。淡茶褐色を呈し、焼成は不良。

底部はヘラ削りで、外傾する高台を有する。端面は凹形をなす。器壁は厚く、

内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を多く含む。明灰色を呈し、焼
26 25

（底　部）
27 15

成は良好。

高台は外反し、端部で外側に肥厚している。端面はわずかに凹形を呈する。底

部外面に1条の沈線を施す。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を

含む。灰色を呈するが、外面には自然釉の付着により緑色を呈する。焼成は良

好。

高台は外傾しており、端部で内外に肥厚している。端面はわずかに凹形を呈す

恵 （底　部） る。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石を主とする細粒を多数含む。灰色を 27 13

蓋坏（蓋）
10 1

呈し、焼成は良好。

天井部には小さめの宝珠つまみを有する。口縁部にかけて内湾し、外下方への

び、端部は丸味を帯びる。内面には短く内傾するかえりを施す。天井部はヘラ

削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細粒を多く含む。淡灰色を呈し、

焼成は不良。

胴部は肩部においてわずかに内湾しながら張り出し、最大径では大きく内湾

短頸壺
24 7

器
Y－45

甕
18 14

（底　部）
27 1

（底　部） 25 23

（底　部） 26
3

Y　－46 蓋坏（蓋） 11 3

し、底部に至る。口縁部は胴部から大きく「く」の字に外反し、口唇部に至る。

口唇部は多少外反し、やや外側に肥厚している。端部は丸味を帯びる。口縁部

の器壁は薄い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細粒を多数含む。灰色

を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反して立ち上がり、口唇部でわずかに内湾する。端部は丸味を帯び

る。内外面とも回転ナデ調整。体部はタタキ痕が見られる。長石等の細砂粒を

多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部に高台を持つ。高台は外傾しており、端部は内外に肥厚している。端面は

平坦である。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を多数含む。内面は青灰色、

外面は淡灰色を呈する。焼成良好。

底部には短い高台を有し、端面は凹形をなす。立ち上がりは外傾し大きく肥厚

する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

底部はほぼ平坦で、外傾する短い高台を有する。内外面とも回転ナデ調整。石

英、長石の細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は緩やかに外下方へのび、端部で内側に屈曲する。天井部は肥厚しヘ

ラ削り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細粒を含む。灰色を呈する

が、一部外面は自然釉の付着により暗緑色を呈する。焼成は良好。
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口頸部はほぼ垂直に立ち上がり、ゆるやかに外反しながら口縁部に至る。中位に

長頸壺 28 4
2条の沈線と、その上にわずかな1条の沈線を施す。端部は丸味を帯びている。

内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。緑灰色を呈し内外面とも多量に

緑色の自然釉の付着が見られる。焼成は良好。

壺（口縁）

（直口壺） 27 21

甕 23 4

甕 23 3

Y　－46

頸部から口縁部にかけてやや外反気味に外傾し、1条の凹線を施す。口唇部は

わずかに外側に肥厚し、端部は平坦である。胴部内側には、青海波状文を施す。

内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや外反し、口唇部でわずかに内湾する。端部はわずかに凹形をなす。

口縁下に1条の浅い凹線を施す。、内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を

含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに内湾する。端部は平坦である。内外面とも

回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は不良。

口頸部は大きく外反し、口唇部でやや内側に肥厚する。端部は面をなす。体部

須

21 3
甕

にかけては内湾気味に外下方へのび、内側に青海波状文を施す。長石等の微細

粒、粗砂粒を含む。灰色を呈するが、外面は自然釉の付着により暗緑色、ある

いは一部淡青色を呈する。焼成は良好。

甕 20 8
口頸部は外反して短い。口唇部でやや内湾する。端部は丸味を帯びる。内外面

とも回転ナデ調整。石英、長石の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は不良。

口頸部はやや外反する。口唇部は内側に肥厚し、端部はやや丸味を帯びる。体

甕 22 3

27 6（底　部）

恵

Y－47 甕 24 11

? 28 3

長頸壺 28 6

器

鉢 28 8

　　
部は内湾気味に外下方へのびる。内面では頸部と胴部の境には「指文」が数多

く見られ、胴部には、青海波状文を施す。外面では胴部に平行タタキ痕が見ら

れる。石英、長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部に外傾する高台を有する。端部は内側にわずかに肥厚し、稜をなす。端面

はやや凹形を呈する。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。灰色

を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味にやや内傾し、端部は丸い。体部は内湾し、外下方へのびる。

口縁部下には1条の沈線を施す。内外面とも回転ナデ調整。長石等の粗砂粒を

多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は欠損している。体部は外下方へ外傾して下がり、最大径よりやや上方

に凹線を1条施し、その後内湾して下がり丸底を形成する。最大径には円孔が

内傾し外側から穿たれている。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長

石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

体部は欠損している。口頸部は直立し中位で外反し、口唇部で更に大きく外反

する。端部は丸味を帯びる。口縁部外面には4条の浅い凹線を施す。内外面と

も回転ナデ調整。石英、長石等の中粒を含む。灰色で、外面は釉薬の付着によ

り緑色を呈する。焼成は良好。

口縁部は外反し、端部は丸い。体部は外傾して下がり最大径で内湾し底部に至

る。体部外面は最大径に至る間、指頭による凹形が4段見られる。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。内面は茶褐色、外面は灰色を呈す

る。焼成は良好。

陸部は欠損している。海部はほぼ平坦で、周縁はやや鋭角をなす。脚部は外反

円面硯 29 2
気味に外下方にのび、端部は外側に肥厚し2条の高い隆線と、その間に1条の

低い隆線を施す。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰褐色を

呈し、焼成は良好。

鉢 28 9

蓋坏（蓋）

底部から緩やかに内湾気味に外傾して口唇部に至る。口唇部は内側に肥厚し

ており、端面は平坦。内外面とも回転ナデ調整を施す。外面にはわずかにタタ

キ痕が見られる。石英、長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は高い。口縁部にかけて内湾気味に外下方へのび、端部でほぼ垂直に下

がり、端面は丸い。口縁部には1条の凹線が施されている。天井部はヘラ削り。 8 8
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蓋坏（蓋） 8 10

蓋坏（蓋） 8 24

内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部から口縁部にかけてゆるやかに外下方にのび、端部は丸味を帯びている。

かえりは短く垂直に下がり、端部は丸味を帯びる。天井部はヘラ削り。内外面

とも粗い回転ナデ調整。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部はほぼ水平で、段をもって口縁に至る。口縁部はやや内湾気味にのび、

端面は丸味を帯び、器壁は薄い。かえりはやや内側を向き短く、端部は丸味を

帯びる。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を

含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 8 19

口縁部は内湾して外下方にのび、端面は丸味を帯びる。口縁部は天井部より肥

厚している。かえりはやや内傾して張り出し細くて、端部は鋭い。天井部はヘ

ラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良

好。

天井部はほぼ平坦。口縁部はわずかに内傾して外下方へのび、端部は丸味を帯

須
蓋坏（蓋） 8 12

蓋坏（蓋）

びる。かえりはほぼ垂直に下がり、端部は鋭角をなす。天井部はヘラ削り。内

外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口録部は外下方へのび、端部で内側に屈曲する。端面は丸味を帯びる。かえり

は外反し、端部は肥厚し丸い。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。 8 22

蓋坏（蓋） 8 14

蓋坏（蓋） 8 20

恵

蓋坏（蓋） 9 1

蓋坏（蓋） 9 7

蓋坏（蓋） 8 17

長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で、中心につまみ痕を残す。口縁部は外下方にのびて、端部

はやや鋭い。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒等を若

干含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部と口縁部の境に大きな段を有する。口縁部は内湾して外下方へのび、端

部はやや鋭い。かえりは垂直に下がり、端却は鋭い。天井部はヘラ削り。内外

面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

天井部はやや内湾して下がり、口縁部との境に段を有する。口縁端部は大きく

内湾し、やや丸味を帯びる。かえりはほぼ垂直に下がり、端部は丸味を帯びる。

外面天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。灰

色を呈し、焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で肥厚している。口縁部との境に大きな段を有する。口縁部

は端部で内湾して丸味を帯びる。かえりは垂直に下がり短い。内外面とも回転

ナデ調整。長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸い。内面にはやや外反するかえり

を有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。

灰色を呈し、焼成は良好。

器
蓋坏（蓋） 9 8

天井部から内湾気味に下がり、口縁部との境に段を有する。口縁部はやや肥厚

し外下方へのび、端部は丸い。かえりは外反して垂直に下がる。端部は鋭角を

呈する。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。青灰色を呈し、焼成

蓋坏（蓋） 9 22

は良好。

天井部から口縁部にかけて、やや外反気味に外下方にのび、端部は器壁が薄く、

やや丸味を帯びる。かえりはほぼ垂直に下がり短く端部は丸味を帯びる。内外

面とも回転ナデ調整。長石の微細粒をわずかに含む。灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 10 10

天井部には大きめの宝珠つまみを持つ。口縁部にかけて内湾気味に外下方にの

び、端部は丸い。端部内面は大きな段を有しかえりのかわりとする。器壁は厚

く、天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。内面

蓋坏（蓋） 9 9

は淡灰色、外面は全体に緑色の自然釉の付着が見られる。焼成は良好。

天井部につまみ痕を残す。口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯

びる。内面には内傾するかえりを持つ。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はわずかに外下方にのび、端部は屈曲して垂直に下がり、やや鋭く仕上
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種

9 16蓋坏（蓋）

蓋坏（蓋） 9 24

9 23蓋坏（蓋）

げられている。かえりはわずかに内傾して短く、端部は鋭い。内外面とも回転

ナデ調整。長石の微細粒を含む。灰色を呈するが、外面に暗緑色の自然釉が付

着している。焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸くおさめられている。内面のかえ

りは短く、垂直に下がる。内面は回転ナデ調整を行い、外面はヘラ調整。長石

の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部でやや外反する。端面は丸い。内面に

は外反する短いかえりを有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。

石英、長石の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

天井部にはつまみを有するものと思われる。口縁部は内湾気味に外下方へのび、

端部は丸い。かえりは垂直に下がり短い。外面天井部はヘラ削り。内外面とも
蓋坏（蓋） 9 21

須

9蓋坏（蓋） 14

9 26蓋坏（蓋）

回転ナデ調整。長石の細粒を含む。淡灰色を呈するが、外面全体に緑色の自然

釉の付着が見られる。焼成は良好。

天井部は平坦でつまみ痕を残し、口縁部との境に稜をなす。口縁部は外傾して

外下方へのび、端部はわずかに内湾し丸い。内面にはやや外反する短いかえり

を有する。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端面は丸い。かえりは内面からやや外反気

味にわずかに張り出し、端面は鋭い。外面はヘラ削りを施す。内外面とも回転

ナデ調整。長石の細粒を含む。内面は灰色、外面は暗灰色を呈する。焼成良好。

13 1坏

口縁部はほぼ垂直に立ち上がり、口唇部でわずかに外反している。端部は鋭い。

底部はヘラ削りで、やや丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施し、内面

底部には段を有する。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は、内湾気味に立ち上がり口唇部では垂直に近い。底部はヘラ削りで丸

味を帯びている。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。淡灰色で外 14 22坏

恵

蓋坏（蓋） 11 20

面は一部自然釉の付着により緑色を呈する。焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で、内湾しながら口縁部に至る。口唇端部は平坦である。天

井部と口縁部の境付近には1条の凹線を有する。内外面とも回転ナデ調整を施

す。石英、長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部で外反したのち、下方に屈曲している。

はっきりしたかえりは施されておらず、やや下方に肥厚する程度である。ヘラ
11 15蓋坏（蓋）

11 16蓋坏（蓋）

蓋坏（蓋）

削り後、回転ナデ調整を施す。石英、長石と細砂粒を多く含む。淡黄色を呈し

焼成は良好。

口縁部は外傾して外下方へのび、端部で下方に肥厚し丸味を帯びる。内外面と

も回転ナデ調整。長石等の粗砂粒を少々含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部にかけて内湾気味に外下方へのび、端部は屈曲し垂直に下方へのび、丸

味を帯びる。天井部はヘラ切り後、ナデ調整。長石の細粒を若干含む。淡灰色 11 2
器

蓋坏（蓋）

を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部に至る。端部は垂直に下方へ屈曲して

端面は鋭角をなす。天井部はヘラ削り。長石の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼 11 8

蓋坏（蓋）

成は良好。

天井部はゆるい凹形を呈し、丸味を帯びた稜を境にして、口縁は内傾して外下

方に至る。端部は内側に屈曲して丸味を帯びる。天井部はヘラ削り。内外面と 11 10

蓋坏（蓋）

も回転ナデ調整。長石等の細砂粒を多く含む。淡黄色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内傾気味に外下方へのび、端部は下方にのび細い。回転ナデ調整。長

石等の微細粒を含む。灰色を呈するが、外面は一部自然釉の付着により緑色を 11 13

10 16蓋坏（蓋）

呈する。焼成は良好。

天井部は肥厚し、中心部につまみの痕跡を残す。口縁部は内湾して外下方への

び、端部はわずかに丸味を帯びる。天井部は回転ヘラ削り。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。
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蓋坏（蓋） 11 19

蓋坏（蓋）

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部で屈曲し垂直に下がる。先端は丸味を

帯びる。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼

成は良好。

天井部はほぼ平坦で肥厚している。口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は

屈曲して垂直に下がる。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の
11 1

蓋坏（蓋）

微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は内湾して下がり、端郎は丸味を帯びる。天井部は平坦に近く、口縁上

部は肥厚している。内外面もナデ調整。長石等の微細粒を含む。内面は暗灰
11 9

蓋坏（蓋）

色を呈し、外面は灰色で一部自然釉が付着し緑色を呈する。焼成は良好。

天井部は中央部が凹形を呈する。口縁部は外反したのち、垂直に下がり、端部

に至る。端部はやや外反し、丸味をわずかに帯びる。内外面とも回転ナデ調整。
11 12

須
蓋坏(蓋）

10 12

蓋坏（蓋）
10 17

長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部に宝珠つまみを有する。口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部は大

きく屈曲して垂直に下がる。天井部は肥厚している。天井部はヘラ削りで内外

面とも回転ナデ調整を施す。長石の砂粒を含む。淡灰白色を呈し、焼成は良好。

口縁部はゆるやかに内湾しながら外下方へのび、端部は屈曲し垂直に下がる。

端部はわずかに丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石の細粒を

含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

外傾した口縁部は、端部で屈曲し垂直に下がり、先端部は丸味を帯びる。内外
蓋坏（蓋）

10 19

蓋坏（蓋）
10 15

面とも回転ナデ調整。長石等の細砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

大井部には宝珠つまみを有するものと思われる。天井部はやや凹形をなす。口

縁部は外傾して下方へのび、端部でわずかに外反後、屈曲し垂直に下がる。先

端部は丸味を帯びる。天片部は肥厚しヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長

石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

恵

蓋坏（身）
12 6

たちあがりは内傾し長く、端部は丸味を帯びる。受け部はわずかに上方に張り

出し、短くやや丸味を帯びる。人きく内湾して底部に至る。底部はヘラ削り。

内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を若干含む。淡灰色を呈し、焼成は良

蓋坏（身）
12 11

好。

たちあがりはやや内傾しており、端部は丸味を帯びる。受け部はほぼ水平に張

り出し、端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石

英、長石の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（身）
12 16

たちあがりはやや内傾し、端部は鋭角を呈する。受け部はやや上向きに張り出

し、端部は丸味を帯びる。受け部から内傾して底部に至る。底部はヘラ削り。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の微細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成

は良好。

たちあがりは内傾し、端部で外反し丸味を帯びる。受け部はやや上方へ張り出器

蓋坏（身）
12 17

蓋坏（身）

し、上面に肥厚する。器壁は薄い。内外面とも回転ナデ調整。外面下部には自

然釉の付着が見られる。長石等の細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは外反気味に内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部はやや上方に張

り出し、端部は鋭い。内傾して底部に至る。内外面とも回転ナデ調整。長石等
12 12

蓋坏（身） 12 15

の細粒を若千含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりはやや内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部はほぼ水平に張り出し

端部は丸い。内湾して底部に至り、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（身）
12 19

12
21

藍坏（身）

たちあがりは外反気味に内傾し、端部は丸味を帯びる。受け部は内湾気味に上

方にのび、端部は丸い。底部にかけては外反気味に内傾した後内湾し、ヘラ削

り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

たちあがりは内傾し、端部はやや鋭い。受け部はわずかに外上方へのび、端部

は丸味を帯びる。内傾して底部に至り、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。
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14
坏 12

14 7坏

坏 13 30

底部にかけて自然釉の付着が見られる。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼

成は良好。

口縁部は内湾して立ち上がり外反する。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転

ナデ調整を施す。長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は緩やかに外反し、端部に至る。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転

ナデ調整。長石等の粗砂粒をわずかに含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は大きく外反し、端部は丸味を帯びる。口縁部下は大きく内湾し、底部

に至る。底部は丸底でヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。内面底部に若千の

緑色自然釉の付着が見られる。長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良

好。

口縁部はゆるやかに外反し、端部に至る。端郎は丸味を帯びる。底部はヘラ削

坏 13 27

須

り。内外面とも回転ナデ調整を施す。長石等の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

口縁部は外反気味に外傾し、端部は丸い。底部は平坦で肥厚し、ヘラ削り。内
14 21坏

外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや外反し、端部は丸味を帯びる。大きく内湾し底部に至る。長石等
14坏 11

の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。口縁下に2条の凹線を施す。内外面と

14坏 16も回転ナデ調整。長石等の細粒を若干含む。灰色を呈するが、外面は多量の自

然釉の付着により緑色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は大きく内湾し、ヘラ

坏 14 8削り。内外面とも回転ナデ調整。　口唇部には一部に自然釉の付着が見られる。

長石等の細粒を含む。淡青灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。
坏 13 19

恵 長石等の微細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反気味に外傾し、端部は丸い。大きく内湾して底部に至る。底部は

坏 15 1ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。　　　青灰色を呈し、

焼成は良好。

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに外反する。端部はやや丸味を帯びる。底部

坏 13 18はヘラ削りで、大きく内湾して下がり、丸く肥厚している。内外面とも回転ナ

デ調整。長石等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、口唇部で外反する。端部は丸味を帯びる。底部は大きく内湾

坏 13 5し、底部は丸味を帯び、ヘラ削リ。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細砂粒

を含む。灰色を呈し、焼成は良好

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに外反する。端部は丸味を帯びる。底部はや

坏 13 20
器 や丸味を帯び、ヘラ削り。上部には1条の凹線を施す。内外面とも回転ナデ調

整。長石等の粗砂粒を少々含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は内湾後内下方へのび、ヘラ削り。

坏 14 18内外面とも回転ナデ調整。底面の一部に自然釉の付着が見られる。長石等の微

細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は大きく内湾しており、上部には

16坏 131条の凹線を施す。下部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒

を多数含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は内湾後やや内下方へのび、中心

坏 13 4部は丸味を帯びる。上部には1条の凹線を施す。下部はヘラ削り。内外面とも

回転ナデ調整。長石等の細粒を若干含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。大きく内湾して底部に至る。底部はヘ
坏 13 12

ラ削り。内外面とも回転ナデ訓整。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部はやや外傾し、端部は丸味を帯びる。底部上部には浅い凹線を1条施す。
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坏 915
外面には調整時の指頭痕が見られる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の

微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

坏
13 26

口縁部は外傾し、端部は丸い。内湾した後、下方に内傾して底部に至る。底部

は一部肥厚し、底面はほぼ平坦で、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細粒を多数含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

坏
15 19

口縁部は内湾気味に大きく外傾し、口唇部でわずかに外反し、端部は丸味を帯

びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。淡灰色を呈し、

焼成は良好。

坏 13 10

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。外面には調整時の指頭痕を残す。大き

く内湾して底部に至る。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。脚部は欠

損している。長石等の微細粒を含む。淡青灰色を呈し、焼成は良好。

坏 13 22
須

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。底部は大きく内湾後、わずかに内下方

に下がる。ヘラ削りで、脚部が欠損している。内外面とも回転ナデ調整。長石

等の細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

坏 14 19

口縁部は外傾し、口唇部は器壁が薄い。端部は丸味を帯びる。大きく内湾して

底部に至る。底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細砂

粒を多数含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

坏 15 17

底部から口縁部にかけて内湾気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。　　口縁部下に

は凹線状のくぼみを残す。底部は肥厚し、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。

長石等の粗砂粒を多少含む。内面は灰色、外面は暗灰色を呈する。焼成は良好。

口縁部にかけては外傾しながらも、大きく内湾している。端部は丸い。内外面
坏 15 20

（口縁部） 22 4

とも回転ナデ調整。長石等の粗砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し直線的で、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。外

面一部に自然釉が付着している。灰色を呈し、焼成は良好。

恵

坏 13 23

坏 16 19

坏
13 17

口縁部は外傾し、端部は丸味を帯びる。大きく内湾して底部に至る。底部は肥

厚し、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の細粒を若干含む。灰色を呈

し、焼成は良好。

底部はほぼ平坦で、ヘラ削りを施し、大きく内湾して立ち上がる。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。青灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに外反する。端部は丸い。底部はほぼ平坦で、

ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細砂粒を多く含む。淡灰色を呈

し、焼成は不良。

坏 15 4

口縁部はやや外傾しており、端部は器壁が薄く丸味を帯びる。大きく内湾して

底部に至る。底部は肥厚し、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石

等の粗砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成は良好。

器 口縁部はやや内湾気味に外傾し、口唇部でわずかに外反する。端部は丸味を帯

びる。底部はほぼ平坦で肥厚し、ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石等
坏 15 10

の微細粒を含む。灰色で外面は自然釉の付着により暗緑色を呈する。焼成は良

好。

坏
15 16

口縁部は内湾気味に外傾し、端部は丸い。器壁は薄く、内外面とも回転ナデ調

整。内外面の一部に自然釉の付着が見られる。長石等の細粒を含む。暗灰色を

呈し、焼成は良好。

坏 14 17

口縁部は外反し、端部は器壁が薄く丸味を帯びる。底部は肥厚しほぼ平坦で、

ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の粗砂粒を含む。淡褐色を呈

し、焼成は不良。

坏

口縁部は外反し、端部は丸味を帯びる。底部は肥厚し平坦である。ヘラ削り。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。内面は灰色、外面は自 14 14

坏

然釉の付着により一部緑色を呈する。焼成は良好。

口縁部は内湾気味に外傾し、口唇部で外反し、端部は丸味を帯びる。内外面と
14 5
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坏 15 14

13 14坏

坏 15 7

坏 15 6

皿 16 5
須

高　坏 17 7

も回転ナ デ調整。長石等 の細砂粒を含む｡ 暗灰 色を呈し、焼成 は良好 。

口縁 部は外反気味に外 傾し、端部は丸味 を帯 びる｡ 底部は肥厚 し、ヘ ラ削り。

内 外面 と も回転ナデ調整。 長石等の微細 粒を多数含む。青灰 色を呈し、焼成は

良好｡

口縁 部は外傾してお り、 端部は丸い｡ 底部は平 坦でヘラ削 り。 内外面 と も回転

ナ デ調整。長石等の 微細粒を含む。淡灰 色を呈するが、外面 は一部自然釉の 付

着により縁色を 呈す る｡ 焼成は良好｡

口縁部は外傾し、端 部は丸味を帯び る。 底部は平坦でヘ ラ削 り｡ 内外面 とも回

転ナデ調整｡ 石英、 長石の微細粒 を多く含む｡ 淡灰 色を 呈し、焼成は不良。

口縁部は外傾し、口唇部でわずかに外反している。端部は丸味を帯びる｡底部

へは内側に屈 曲して至る。内外面 とも回転ナデ調整。長石 等の粗砂粒を 含む。

灰色を呈し、焼 成は良 好。

口縁部は外 傾し、端部は丸味を帯 びる。底部は屈 曲しており平坦で、ヘ ラ削り｡

内外面 とも回転ナデ調整｡ 長石等 の細粒を含む。灰 色を呈し、焼成は良好｡

坏部は欠損している｡柱状部は肥厚している。裾部にかけて外反し、て外下方へ

のび、再び 外反し端部でやや上方 にのび上下に 肥厚する。端面は凹形 をなす。

長石等の細 粒を含む。灰 色を呈し、焼成は不良｡

17 6
高　坏

坏部は欠損 している。柱状 部は垂 直に下がり、 外反 して裾部に至 る。 裾部は大

きく外反 しほぼ水平にのび、端 部でわずかに下方 へ肥厚する。端面 は凹形をな

す。内外面 とも回転ナデ調整。長石 等の細粒を 含む。全面 に自 然釉の 付着が見

17 8高　坏

恵

高　 坏 17 24

高　坏 17 23

高　 坏 17 19

17 17高　坏

器

高　坏 17 15

17 12高　 坏

られ、 暗縁色を呈す る。焼成は良好。

坏 口縁 部は欠損してい る。 柱状 部は外反し て外下方へのび、 裾部で大きく外反

しやや上 方へのび、端 部で下方へ肥厚す る。端面 は凹形をな す。 内外面と も回

転 ナデ調整｡ 長石等の粗 砂粒を多 く含む｡ 赤 茶色を呈し、焼 成は良 好｡

坏部は欠損している｡柱状部から外下方へのび、端部で外反し、端部に至る｡

端面 は平 坦で、内外面 と も回転ナデ調 整。石 英、長石の細 砂粒を含む。暗 黄褐

色を呈し、焼成は不良。

坏部は欠損している。外傾して外下方へのび、端部でやや外反し、端部に至る。

端面 は平坦で、内外面 と も回転ナデ調 整。 長石等の微細砂 粒を含む。茶灰 色を

呈し、焼成は 不良。

坏部は欠損し、ている。柱状部は外反し外下方へのび、裾部で再び外反しほぼ水

平 にのび、端 部でやや 下方に肥厚 する。端面は わずか に凹形を呈す る。 内外面

と もに回転ナ デ調 整。石英、長石 等細粒を含む。淡 黄褐 色を呈し、焼 成は不良 。

坏部は欠損 してい る。外反気味 に外下 方へのび、 裾部で大き く外反し、 端部に

至り下方 に肥厚する｡ 端面は平坦 である。内 外面 とも回転ナデ調整 を施 す｡ 長

石等の粗粒 を少々含む。淡灰 色を呈し、焼成は 不良。

上部は欠損 してい る｡ 端部で人 きく外反し水平 にのび、端部で人 きく内湾し 下

方にのび、端面 は丸味を帯び る。 内外面と も回転 ナデ調整。石英、長石 等の細

粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

坏口縁部 は欠損してい る｡ 底部はやや丸味を帯 び、ヘラ削り。脚 部は柱状部か

ら外反 して外下 方へのび、 裾部で大 きく外反 しはぼ水平にのび、端 部で外下方

へ屈曲 する。内外面 とも回転 ナデ調整。長石 の細粒を含む。 灰色を 呈するが、

坏の底面 には自然釉の 付着が 見られ縁色を 呈する｡ 焼成は良好｡

16 7坏

坏 16 10

口縁 部はわずかに外 傾し、端 部は丸い｡ 底部は内傾して 下が り高台を有する。

底部上位に1 条の凹線 を施す｡ 高台 は外反 し、端部で 下方に肥厚する。内外面

とも回転ナデ調整。 長石等の細粒 を多数含む。青灰 色を呈し、焼成は良好。

口縁 部はやや外 傾し、 端部は丸い。 底部 は肥厚し、ヘラ削 り。外反気味 に外 傾

する高台を有す る｡ 端 部は平坦であ る。 内外面と も回転ナ デ調整。長石等の細

砂粒を多 く含む。内面 は淡赤茶色、 外面 は灰色を呈し、焼 成は良 好。
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口縁部は外 傾しており、端部 は丸味 を帯 びる。体 部 下位に1 条の凹線を施す。

坏 底 部には外傾す る高台を有す る。端 部は内外に 肥厚し、端面は 平坦である。内 16 9

外面とち回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良好。

坏
16 12

底部は平坦で、ヘラ削り。やや外傾する高台を有し、口縁部は大きく内湾して

立ち上がる。内外面とも1回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。内面は茶

褐色、外面は黒灰色を呈する。焼成は良好。

盤
16 11

坏
16 13

口縁部は 大きく外傾する。 口唇部の 器壁 は薄く、端 部は わずかに外反し、端面

は平坦である。底部にはわずかに外傾する高台を有する。内外面とも回転ナデ

調整。石英、長石等の細粒を含む。淡茶褐色を呈し、焼成は不良。

口縁 部は外傾し、端 部は丸味を帯び る。 底 部にはやや 外傾する短い 高台を有し

端面は平坦である。内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。淡灰色を

呈し、焼 成は良 好。

口縁部は わずかに外 傾し、 口唇部でやや 外反する。端 部は丸味を帯びる。 底部
須

（口縁部）
22 11

壺
25 2

上 位に1 条の 川線を施す。内 外面と も回 転ナデ調整。 長石 等の細粒を多 数含む。

明灰 色を 呈し、焼 成不良。やや 軟質。

口頸部は外反し、口唇部で内外に肥厚する。端面は角ばり中央に稜をなす。内

外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成は良

好。

壺
25 1

甕
18 5

恵

甕
18 2

甕
20 2

口頸部はやや外反し、端部は丸い。口唇直下に2条の凹線、その下にはクシ状

工 具に よる波 状文を、頸 部には太い凹線 を1 条施す。 長石等の細粒を 含む。 灰

色を呈し、焼成は良好。

口頸部は外反 し、 口唇 部で外側 に肥厚す る。端 部は 丸い。 肩部はほぼ 水平に張

り出 す。内 面に は自然釉の 付着が見られる。内 外面 とも 回転ナ デ調整。長石 等

の細 粒を 含む。暗灰 色を 呈し、焼 成は良 好。

口頸基部は「く」の字に外反する。口頸部は外反し、口唇部で外側に肥厚する。

端部は 平坦。肩部内 面には 青海波文 を施す。内外面 とも回転ナデ 調整。 石英、

長石等の細粒を多数含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口頸部は大きく外反し、口唇部は外側に肥厚し、上方に稜をなし、端面は平坦

である。 肩部内面 には 青海波 文を施す。内 外面と も回転ナ デ調整。長石 等の 細

粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

甕
23 7

甕
19 9

器

口頸基部で「 く」の 字に外反し、 口頸部は外 傾する。端部は 丸味 を帯びる。肩

部内 面には タタキ痕 を残す。内外 面と も回礼ナデ 調整。石 英、 長石等の細砂粒

を 多く含む。淡褐 色を 呈し、焼成は 不ぐ良。

口頸 部は 大きく外反し、 口唇部は 上方にや や肥厚 してい る。端面は 平坦である。

口頸部 外面に「カマ印」 が見られる。体 部は外傾し て外下方 へのび、 器 厚け薄

く、タ タキ痕 を残す。内外 面と も回転ナデ 調整。長石 等の 細粒を 含む。淡 灰色

を 呈し、焼成 は良好 。

口頸部は外傾 し、端 部は 丸味を帯 びる。肩 部は大きく外 方 こ張 り出す。肩部内

面 に青海波文を施す。 内外面と も回転ナデ調 整。 長石等の細粒が 多数含 まれる。
甕

23 12

甕
23 15

甕
23 13

甕
21 1

暗青 灰色で、口頸部内 面および肩部 外面は自然 釉の付着により、縁褐 色を呈す

る。焼 成は良 好。

口頸 部は 外反し、口唇 部でわずかに内側 に肥厚す る。端 面には中央 に凹線を1

条施す。石 英、長石等の細 粒を含む。淡 灰色を呈 し、焼 成は良好。

口頸 部は外反 し、端部は 平坦である。 口頸基 部内面 には 貼り付け痕を残寸。 肩

部の 器壁は 薄い。 内外面 とも回転ナデ調 整。 長石等の細粒 を含む。灰 色を 呈し

焼 成は良好。

口頸部は外反し、 口唇部は肥厚 する。端 部は 丸味 を帯びる。 体部内面には青海

波 文、外面には 格 子タ タキを施す。 内外面と も 回転ナデ調整。 長石等の細粒を

含む。 灰色を 呈し、焼 成は良好。
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口頸部は 外反 し、端部は 丸味 を帯 びる。 肩部内面 には青海波文 を施す。内外 面
甕 23 10

と も回転ナ デ調整。長石 等の 微細 粒を含む。 明灰 色を 呈し、焼 成は不良。

口頸基部は大きく外反し、口頸部は外傾する。口唇部で内側に肥厚し、端部は

甕 平坦であ る。 口縁下外面に1 条の浅 い凹線を施 す。内外面 とも回転ナデ調整。 21 2

石英、長石 等の細粒を 含む。灰 色を 呈し、焼 成は良 好。

口頸部は 外反して 短い。 口唇 部は内側にやや 肥 厚する。端 部は丸味を帯び る。

体部にかけ ては内湾気味 に外下方への びる。体部内面 は 青海波 文、 外面は縦 方
甕 21 5

向の平行タタキを施す。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石等の細粒を含む。

淡 黄褐 色を 呈し、焼成は 不良。

口頸部は外反し、口唇部は内側に肥厚する。端部は丸味を帯びる。体部にかけ

甕 ては外下 方へ外傾して 下が り、 内面には 青 海波文 、外面には 平行タタキを施 す。 21 7

内外面とも回転ナデ調整。長石等の細粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は不良。

壺（ 口縁） 口頸部は外反 し、端部は丸味 を帯 びる。内 外面 と も回転ナデ 調整。長石等の 粗
27 18須

（直 口壺） 砂粒を少 々含む。 灰 色を 呈し、焼 成は良好。

口縁部は外反 し、口唇部で内側 に肥厚し、端 面はわずかに 丸味 を帯びる。内 外
甕 21 6

面 と も回転ナ デ調整。長石 等の細砂粒を 多く含む。灰色を 呈し、焼成は良 好。

口頸部は 外反 し、口唇部で内側 に肥 厚す る。端 部はやや 丸味 を帯 びる。内 外面
甕 20 4

と も回転ナデ 調整。長石 等の 細粒を含む。灰 色を 呈し、焼 成は良 好。

口頸部は外反し、口唇部で内湾する。端部は平坦である。内外面とも回転ナデ
甕 24 6

調整。長石 等の微細粒を 含む。 灰色を呈 し、焼 成は良好。

口縁部は外反 し、口唇部で内側 に肥厚す る。端 面は平坦で 水平である。内 外面
甕 23 14

とも回転ナデ調整。石英等の微細粒を含む。淡褐色を呈し、焼成は不良。

口縁部はやや 外傾し、 器壁は厚い 。端面 は内 傾して平坦であ る。内外面 とも回

甕 転ナデ調整。長石等の細粒を含む。内面は青灰色で、外面は淡灰色を呈する。 23 5

恵 焼成は良 好。

口頸部は 外反 し、口唇部で わずかに内湾 する。 端部は 丸味 を帯 びる。内 外面と
甕 23 2

も回転ナデ調整。長石等の微細粒を多く含む。淡褐色を呈し、焼成は不良。

口縁部はやや 外反し、端部 は丸味 を帯び る。 内外面 とも回 転ナデ調整。石 英、
（口縁部） 22 10

長石等の微細粒を含む。淡褐色を呈し、焼成は不良。

口縁部は外反し、口唇部は外側に肥厚し、端部は丸い。内外面とも回転ナデ調
甕 18 12

整。長石等の細粒をわずかに含む。淡白色を呈し、焼成は良好。

口縁 部は 外反 し、口唇部で 外側に大 きく肥厚 してい る。内 外面と も回転 ナデ調
甕 19 1

整。石英、長 石等の細砂粒 を多く含む。灰 色を 呈し、焼 成は良 好。

口縁部は 外傾し、口唇部 外面 は肥厚し直下 に断 面 三角形の 凸帯を施す。端 面は

甕 平坦であ る。 内外面と も回転ナデ調整。 長石 等の微細粒 を含む。内面は暗 黒灰 19
5

色、外面 は自然釉の 付着 により暗緑色 を呈する。焼 成は良 好。
器

口縁部は外傾し、口唇部に至るほど、器壁は薄い。端部は丸味を帯びる。内外
（口縁部） 22 12

面と も回転 ナデ調整。長石 等の粗砂粒 を少々含む。暗灰 色を 呈し、焼成 は良 好。

口縁部は内湾気味に外傾し、端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。
（口縁部） 22 6

長石等の細 砂粒を含む。灰 色を 呈し、焼 成は良 好。

ヘラ削 りの 底部に外傾 する短い高台を 有する。 立ち 上が りはやや外傾 して 上方

（底　 部） へのび る。 内外面と も回転ナデ調整。 赤褐 色の微細粒 を含む。暗褐色 を 呈し、 26 11

焼成 は不良。

底 部は平 坦でヘラ削り。 立ち上がりは 外傾して直線的 に上 方へのび る。 内外面

（底　 部） と も回転 ナデ調整。底部 内面には一部 に自然釉の 付着が 見られる。 長石 等の粗 29 6

砂粒 を少々含む。茶褐 色を呈し、焼成 は良 好。

底部 は平坦でヘラ削り。立 ち 上がりは 外傾し、直線的 に 上方へのび る。 内外面
（底　 部） 25 4

とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。茶褐色を呈し、焼成は良好。

器厚の厚い 外傾する 高台が 貼り付けら れてい る。 高台端面 中 央は凹形 を 呈する。
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（底　 部） 底部上 方に1 条の 凹線を施す。内 外面 とも回転ナデ調整。 長石等の細粒を 含む。 27 9

灰色を呈し、焼成 は良 好。

底部はヘラ削 りで平 坦。短い鳥台 を有し、端部は内 外にわずかに肥厚す る。内

（底　 部） 外面と も回転ナデ調 整。石英、長石 等の細粒を含 む。灰 色で、内外面の 一部に 25 10

自然釉の付着が 見られ緑色を 呈す る。焼 成は良好。

底部はヘラ削 りで平 坦。短い高 台を有し、端部は平坦であ る。内外面 とも回転
（底　 部） 25 9

ナデ調整。長石等の 細粒を多 く含む。淡 灰色を呈し、焼 成は不良。

底部はヘラ削 りで 肥厚する。垂直 に下 がる短い高 台を 有し、高台端部は内 傾す

（底　 部） る面をなす。内 外面 と ち回転ナデ 調整。 長石等の細粒 をわずかに含む。灰 色で 25 22

あるが、内外面 に自 然釉の付着が 見られ緑褐 色を 呈す る。焼 成は良好。

底部はヘラ削 りで 平坦。やや外 傾する短い高台を 有し、 高台端面は平坦 であ る。

（底　 部） 立ち上がりは 外傾 する。内外面 とも回転ナデ調整、石英、 長石等の微細粒 を含 25 13

須
む。淡褐 色を 呈し、焼 成は良好。

外傾する長い 高台が 貼り付 けら れてい る。 高台端部は平坦 である。 底部はヘ ラ

（底　 部） 削 りで肥厚し てい る。 内外面と も回転ナデ調整。長石等の 細粒を含む。灰 色を 27 3

呈し、焼成は良好。

外傾する長い高台を有し、高台端部は大きく内外に肥厚し、端面は平坦である。
（底　 部） 27 8

内外面 と も回転ナ デ調整。長石等の 細砂粒を含む。淡灰 色を呈し、焼成 は良好。

外傾する高台 を有し、 高台端部は平 坦で、立 ち上 が り部 分は肥厚してい る｡ 内
（底　 部） 26 24

外面 と も回転ナデ調 整｡ 長石等の細粒 を含む。灰 色を 呈し、焼成は良好。

底部は平坦で、 わずかに外傾する短い 高台を有し、 高 台端面 は凹形をな す。内

（底　 部） 外面 と も回転ナデ 調整。 長石等の細粒 を含む。灰 色を 呈し、内外面の一 部は自 25 16

然釉の付着に より、淡暗 緑色を呈 する。

底部はほぼ平坦で、 外傾する短い 高台を有する。内 外面 と も回転ナデ調整。 艮
（底　 部） 26 17

恵 石等の細粒を 含む。 青灰色を呈し、焼 成は良 好。

底部は平 底でヘラ削 り。 体部は内湾 気味 に外傾し て立 ち上 がる。内外面 とも回
（底　 部） 25 5

転ナデ調整。長石等の 粗粒を含む｡ 淡褐 色を呈し、焼 成は不良 。

底部は平坦でヘラ削 り。 体部は内湾 気味 に外傾し て立 ち上 がる。内外面 とも回

（底　 部） 転ナデ調整。長石等の 微細粒を含む。 灰色で、一部自 然釉 の付着により、暗緑 29 4

色を呈する。焼成は良 好。

底部はヘラ削りで平 坦。 垂直に下が る短い 高台を有する。体 部にかけて外傾し、

（底　 部） 直 線的に立ち上が る。 内外面と も回転 ナデ調整。長石等の 粗粒を多く 含む。灰 25 21

色を呈し、焼成は良 好。

外傾する長い高台を 有し、 高台端部 は内側に肥厚し、端面 は凹形をなす｡ 内 外
（底　 部） 27 7

器

面 とも回転ナデ調整。 長石等の細粒を 若干 含む｡ 灰色を 呈し、焼成は良好。

外傾する短い高台を 有する。 体部にかけ て外傾して立ち上が り器壁は厚い。内

（底　 部） 外面 と も回転ナデ調整。 長石等の細粒 を含む。淡灰色で、 底部内面は自 然釉が 27 2

付着しており緑色を 呈する。焼成は良好。

底 部はヘラ削りで、平 坦である。外 傾する高台を有し、 高台端部は内外に 肥厚

（底　 部） し、端面 は凹形をな す。 内外面と も回 転ナデ調整。石英、 長石 等の細粒を 含む。 26 22

灰 色で、底部外面に は自然釉の付着が 見られ暗 緑色を呈 する。 焼成は良好。

底部 はヘ ラ削りで、平 坦である。 わずかに外傾する短い高 台を有し、高台端面

（底　 部） は平坦 である。内外面 と も回転ナデ調整。石 英、長石等の 粗粒を多く 含む。 黄 25 20

（底　 部） 27 5

（底　 部） 26 8

褐 色を呈し、焼成は 不良。

外傾する長い高台を 有する。 高台端部 は内側 に肥厚し、稜 をなす｡ 端面は 凹形

を 呈する。 長石等の細粒 を含む。灰 色を呈し、焼成は良好。

底 部は丸味 を帯び、 わずかに外傾す る高台を有し、高台端 部は丸い。内外面 と

も回転 ナデ調整。長石 等の細粒を 含む。淡褐 色を呈し、焼 成は不良 。

底部はヘ ラ削りで、平 坦である。やや 外傾する短い高台を 有する。 高台端面は
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（底　 部） 凹形を なす。 内外面と も回転ナデ調整。長石 等の微細粒を 含む。 明灰色を 呈し 26 16

焼成は 不良。

底部はヘ ラ削りで、 平坦 である。外傾す る短い 高台を 有し、 高台端部はやや 外

（底　 部） 側 に肥 厚し、端面は平坦 である。内外 面とも回転ナデ調整。 長石等の微細粒 を 26 19

含む。 灰色を 呈し、焼 成は良 好。

底 部は平坦で 器壁が厚い。 わずかに外 傾す る短 い高台を 有する。内外面 とも回

（底　 部） 転 ナデ 調整。石 英、長石 等の細粒を 含む。 外面は灰色、内 面は自然釉の 付着に 26 9

より暗 緑色を 呈する。焼 成は良 好。

外 傾する短い高台を 有し、高台端面は 平坦 である。内 外面 と も回転ナデ 調整。
（底　 部） 26 21

須 長石 等の粗粒を わず かに含む。灰色を 呈し、焼成は不良。

底部はヘラ削りでほぼ 平坦であ る。外 傾する長い高台を 有す る。内外 面とも回

（底　 部） 転 ナデ調整。石英、長 石等の細粒 を含む。 灰色で、一部 自然釉の付着が 見られ 27 4

暗緑色を呈する。焼成は良好。

底部は平坦で肥厚している。わずかに外傾し、端面の平坦な高台を有する。内

（底　 部） 外面 と も回転ナデ 調整。石英、長石 等の微細粒 を含む。褐 灰色を 呈し、焼 成は 26 20

不良。

外傾する高台 を有し、高台端面は平 坦で、角ばっ てい る。 内外面 とも回転ナデ
恵 （底　 部） 26 23

調整。 長石等の細粒 を含む。灰 色を呈し、焼成は良好。

垂直に下が る短い 高台を有する。内 外面 と も回転ナデ 調整。長石等の細 粒を含
（底　 部） 25 15

む。淡灰 色を 呈し、焼 成は良好。

外反する短い高台を有し、高台端部は丸味を帯びる。底部はヘラ削り。内外面
（底　 部） 26 4

とも回転ナデ 調整。 長石等の細粒 を多く 含む。暗 灰色を 呈し、焼 成は良 好。

ほぼ垂直に下 がる短 い高台を 有し、高台端面は平 坦である。内外 面と も回転ナ
（底　 部） 25 12

器

デ調整。長石 等の 粗粒を少 々含む。淡褐 色を 呈し、焼 成は不良。

外傾する短い 高台を有し、高 台端面 は平坦であ る。内外面 とも回転ナデ調整。
（底　 部） 26 10

長石等の粗粒 を少々含む。灰 色を 呈し、焼成 は良 好。

わずかに 外傾し端 面の平坦な高 台を有する。 底部はヘラ削 りで平坦。 内外面 と
（底　 部 ） 25 8

も回転ナ デ調整。 長石等の細粒 を 多く含む。暗 灰色を呈し、焼 成は良 好。

端面の平 坦な短い高台を 有し、 底部はヘラ削 りで平坦。内 外面とも回転ナデ調
（底　 部） 25 6

整。長石 等の細粒を 多く含む。 灰色を 呈し、焼 成は良 好。

わずか に外傾する短い高 台を有する。 内外面 とも回転ナデ調整。長 石等の細粒
（底　 部） 25 19

を若干含む。灰色を呈し、焼成は良好。

やや外 傾する高台を有す る。 底部はヘラ削 りで、肥厚す る。 内外面と も回転ナ
（底　 部） 26 13

皿
3

デ調整。石英、長石等の細粒を多く含む。淡褐色を呈し、焼成は不良。

高台は削り出しによるもので、竹節状に削り出されている。胎土は灰色を呈し、

施釉の ない 部分では、赤 色を呈している。 釉薬は緑褐 色を 呈する。灰釉で流 し 30

がけ によると思われ、 高台付近に施釉はない。
。 下

高台は削 り出しであ る。染め 付けで胎 土は 赤褐 色に 発色している 絵 は暗 灰

皿 色、 釉薬は白濁する灰 色を呈する。流しがけ による ものか、 高台から 高台脇 に 30 4
陶

皿 30 2
磁

皿 30 1

器

擂り鉢 30 5

かけ ての施釉はない。

高台 は削 り出しに よる。 胎上は茶褐 色を 呈し、内面は炭 素を吸着した ものか 黒

変し てい る。釉薬は白 濁する灰白色 を呈する。染め付け で、高台脇に 一条の 薄

い緑褐 色の線が施文 されている。

地 色は淡 黄褐 色を 呈する。染め付けで、 模様は黒褐色の 草花と 見ら れるが、 針

状の もので葉脈ら しき もの も掻 き出 してい る。

口縁 部外面は灰 色、体 部は茶褐 色、内面 は紫褐 色を呈する。破片に 認め られる

櫛目は9 本である。

175



表2　 й⁷ ─

出土場所 器　 種 材　　 質 観　　　　　　　 察 図 番 番号
最 長 最幅 器厚 重量

（cm） （cm）（cm）（g ）

溝
石　 斧 緑泥変 岩 10.0 6.3 2.8 295 33

5

（Ⅴ －44）

溝 変質安山
砥　 石 19.6 16.8 14.4 8000 35 1

（Ⅴ －45） 岩

東 西トレ 片 刃石
緑泥変岩 12.4 4.5 2.7 250 33 4

ンチ 斧

南北トレ 変質安山
砥　 石 9.9 6.4 4.4 335 34 4

ンチ 岩

石庖丁

刃部、頭部 とも欠損 している。磨 耗が激しい。断面

は楕円形を 呈する。

大形の砥石で、比較 的 入念な整形 加工 が施 されてい

る。 使用面は 若干 凹形 を呈する。

頭 部は欠損し、 刃部は片刃で、使 用痕 が数多く 見ら

れる。 令体的 に人念な整形。研磨が施 されている。

粗 雑な整形加工が施 される。4 面 とも砥面 として使

用され、凹形を 呈する。 砥面は荒い。

偏平な河原石を更に 半割し、粗雑な整 形加工 が施さ
U －42 緑 泥変岩 8.0 3.8 0.9 50 33 7

未製品

剝　 片 讃岐質安 岩 3.9 7.2 1.1

れてい る。一端 に未貫 通な円孔痕を残 す。

35 不定形な横長の剝 片。 32 2

Ⅴ－44 石庖丁
緑 泥変岩 7.5 6.2 1.3 75 偏平な河原石を平割し、粗雑な二次加工が施される。 33 6

未製品

讃岐質安
石　 核 4.7 11.9 1.4 79 32 5

山岩

打 面調整痕 は見ら れず、粗雑な交互剝 離に よって不

定形 な横長剝 片が剝 ぎとられている。

使用さ
讃岐質安

れた剝 6.6 6.8 1.5 6 1 不定形 な、剝 片の1 側縁 に使用痕 を残す。 32 1
山岩

Ⅴ－45 片

使用さ
讃岐質安

れた剝 4.0 4.2 0.6 10 31 4
山岩

打面部 は欠損している。 不定形 な剝 片の1 側縁 に使

用痕を残 す。
片

スリ石 花 崗 岩 14.6 13.5 12.0 3000 35 2風化がか なり進み、剝 落が激し い。球形を 呈する。

先端部は凸形 を呈して、 鋭利な形状を 呈す る。両 面
讃岐質安

X －48 石　 鏃 4.0 1.5 0.5 2.4 2
山岩

とも入念な押圧剝 離に よって整形される。基部 には 31

えぐりが なく、平基鏃に 分類 される。

二 次加

工 のあ 変質安山
Y －45 11.4 9.3 2.3 0 24 34 5

る大形 岩

不定形な 大形 の剝 片の側縁 に粗 雑な二次加工が施 さ

れる。1 則縁 は細か く剝 離 し、 ステップ 状を 呈する。

剝 片

讃岐質安
石　 鏃 4.1 1.8 0.5 3.48 31 1

山岩

楔形石器 讃岐質 安
3.5 3.6 0.8 10 31 3

（削片） 山岩

先端部が 欠損 している。両面 とも人念な押圧剝 離 に

よって整形 されてい る。基 部に は、 抉りがな く、 平

基鏃に分類 される。

加撃 方向け不 規則で、打面は細か くステップ 状に剝

離し、一部 に自然面 を残す。

変ハンレ
石　 斧 8.1 3.5 2.3

整形時の剝 離痕 、敲打痕をやや 残す。 器面は 入念に

98 研磨され、頭 部は尖りぎ みとな る。 下方からの 加圧 32 3
イ岩

変ハンレ

により胴部か ら欠損 してい る。

刃 部は、下方 よりの 加圧に より 欠損 する。所 々に整
石　 斧 12.8 6.7 3.4 372 33 9

イ岩

石　 斧 緑泥変岩 5.2 1.8 1.1 20 32 4

石庖丁 緑泥変岩 5.6 9.5 0.9 80 33 8

形痕 を残し、 粗雑な作りで、断面 は楕円形を呈す る。

頭 部が欠損し てい る。 器面は節理 によって剝落し、

磨耗が激しい。 刃部にやや刃こぼ れを残す。

両面 と も入 念な 研磨 が施されてい る。 中央部に紐か

け孔 が両面から 穿たれている。刃 部はほぼ 直線的で
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図 番 番号出土場所 器　 種 材　 質 観　　　　　　　 察
最 長 最幅 器厚 重 量
（cm） （cm）（cm）（g ）

石 庖丁
緑泥変岩 4.5 6.0 0.6 30 33 3

未製品

石 庖丁
緑泥変 岩 4.0 6.6 0.8 32 33 1

未製品

直刃直背 に分類される。

偏平な河 原石 に、未貫通な円孔痕 を残す。磨耗が 激

しい。

偏平な河 原石 に、粗雑な二次 加工 が施されてい る。

両面に自然面 を残す。

石庖 丁
緑泥変 岩 5.9 3.6 0.9 21 偏平な河 原石 に、粗雑な二次 加工痕 を残す。 33 2

未製品

変質安山
砥　 石 6.2 5.4 2.7 150 34 9

岩

入念な整形加工が施され、直方体を呈する。使用面

は若干凹形 を呈する。

A 4.3 4.2 3.9 62 34 7

4.5 3.8 34 3B
変質安山

砥石C 3.3 3.4

3.3 70 計 粗雑な整形 加工 が施さ れる。破壊 されて同一個体の

2.3 34　276 砕片が 多く見られる。A ～E まで同 一個体であ るが 34 1
岩

2.6 3.9 3.6 50 磨耗が 激しく接合はしない。 34 6D

E 3.6 5.3 4.2 60 34 2

変質安山
砥　 石 5.7 4.7 2.7 80 34 8

岩

入念な整形 がなされ、直方 体を呈する。使 用面 は若

干 凹形 を呈する。
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第Ⅳ調査区の調査概要

1　 調査概要

本調査区は、 第Ⅲ調査区から南東方向へ80mの所に位置する。調査区の設定は、この区画

においても休耕田を単位として行ったため、整形ではなく、調査面積は1,206㎡を測る。確

認調査においては、遺物の包蔵地を平面的に把握するにとどめられていたため、まず調査区

の北東端及び中央部に、「T字」形をなすように幅約1mのトレンチを2本地山面 まで掘り、

土層の検討を行った。その結果、地山相当面まで遺構の存在は見られなかったため、重機に

より耕作土を掘削後、手掘りにより同面までの掘り下げを行った。グリッド設定は、前調査

区と同様のものを延長し、調査区は南北軸の55～66、東西軸のK～Sに示される範囲に相当

する。地形的には、I～Ⅲ調査区と大きな変化は見られないが、地山面は、北西にやや傾斜

しており、小野川から約150mの所に位置する。

本調査区の土層は均一ではないが、大別すると4 層になる。第1 層は、現在の耕作土壌で

灰褐 色を呈する有機質土である。 第2 層 は、いわゆる「床じめ」といわれる粘土質の暗黄褐

色土壌である。この区画では、前調査区に見られるような暗黒褐 色の粘土質土壌は全体には

見られず、南西側半分及び遺構内においてからのみ検出され、これを第3 層とする。遊離遺

物は、この層より多数出土している。地山面の傾斜に伴い、現耕作地を形成する際に、北東

半分は削平された可能性がある。第4 層 は、黄茶褐 色を呈する粘土質土壌で、いわゆる地山

面に相当し、遺構は、この層にすべて掘り込まれている。

検出された遺構は、住居跡1基、建造物跡2基、土壙状遺構15基、溝状遺構5条、柱穴群

1 、土器群2のほか、多数の柱穴が検出された。

出土遺物は、弥生式土器、土師器、須恵器と多種多様であり、その他、石器類 もわずかな

がら出土している。

2　遺構と遺物

（1）住居跡

ア　第1号住居跡（第2 図）

本住居跡は、q-63、64区を中心に位置する竪穴式住居跡である。平面形態は、一辺約3

mの隅丸形を呈する。地山面が、南西方向に緩やかな傾斜をもつため、壁高は、北東側で約
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第2 図　第1 号住居跡
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10cmであるが、南西部分は削平され欠損している。遺構内からは、4本の柱穴が検出され

ている。各柱穴については、（Px-直径－深さ）、P1-15cm-18cm、P2-20cm-16cm、P3-15cm

-22cm、P4-14cm-16cmである。柱穴間は、P1・P2-2.7m、P2・P3－2.45m、P3・P4-2.35

m、P4・P1-2.4mである。

　本住居跡は、層序断面における第4層に掘り込まれているもので、埋土は、第3層の暗黒

褐色を呈する粘土質土である。また、ほぼ南北方向に位置する第5号溝状遺構とは、中央部

で切り合っており、床面を切るかたちで溝状遺構が検出されている。出土遺物については、

弥生式土器、土師器の小片が見られる。弥生式土器片は、すべて床面より5～10cm遊離した

状態で出土している。土師器片は、柱穴P2から1点出土しており、同柱穴からは、石鏃も1

点検出されている。その他、床面には、10～15cm内外の礫が多数出土している。これらのも

のは、溝状遺構内からも同様に出土していることから、それとの関連が強いと思われる。

　　（出土遺物）

　　弥生式土器片は多数出土しているが、剝離、磨耗の程度はさほど激しくない。ハケ目調整

痕が見られるものもあるが、すべて小片で、器形等の推定は困難である。土師器片は、磨耗

が激しく、丸味を帯びているが、赤褐色を呈する高坏の坏底部とも思われるものである。石

器は、抉りのない石鏃（第8図1）が1点出土している。

　（2）  建造物跡

　　ア　第1号建造物跡（第3図）

本建造物跡は、k-56、57、58区、1-56、57、58区、m-57、58区にまたがって位置し

ている。主柱と考えられる柱穴を6本検出し、長軸方向は、EWである。短軸に置き換える

ならばNSを指向していることになる。関連すると思われる柱穴は16本で、それぞれP1～P16

とする。柱穴は いずれも、第4層の黄茶褐色を呈する粘土質土壌に掘り込まれているもので、

埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。それぞれの柱穴については、

　（Px-直径-深さ）、P1-75cm-40cm、P2-長径150cm、短径90cm-29cm、P3-125cm-34cm、

P4-95cm-22cm、P5-75cm-18cm、P6-長径90cm、短径40cm-52cm、P7-60cm-13cm、P8

-30cm-7cm、P9-20cm-16cm、P10-30cm-14cm、P11-30cm-14cm、P12-18cm-9cm 

P13-30cm-14cm、P14-30cm-15cm、P15-25cm-8cm、P16-30cm-20cmであり、柱穴間は、

それぞれ、P1・P2-2m、P2・P3-4.2m、P3・P8-2.7m、P8・P4-2.3m、P4・

P5-4.2m、P5・P6-2m、P6-P7-2.5m、P7・P1－2.5mである。

本建造物跡の平面プランは、西側の張り出し部分まで考慮すると特異なもので、主柱と思

われるものの間隔は、桁行で4.2m、梁間で5mと広く、桁行2間がそれぞれ2mと4.2mで
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　　　　　　　　　　　　　　　第３図　第１号建造物跡

ある。桁行6.2m、梁間5mの3間×2間と考えるならば、その上部構造の推定が難かし

い。その上、付随する小柱穴P10、P12、P14、P16は、棟持柱の可能性もあり、また、P9、P11、 

P13、P15の柱穴については主柱の支えとも思われるが、これらの柱穴についてはその使用目

的等が不明であるため、本建造物跡の平面プランについては詳細な推定はできない。なお、

柱穴内からの出土遺物は見られなかった。
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第４図　第２号建造物跡

　　イ　第２号建造物跡（第４図）

　本建造物跡は、1-60、61区、m-60、61区にまたがって位置し、第１号建造物跡の東側約

10mの所に所在する。柱穴は７本を検出しており、桁行３間、梁間２間の掘立柱建造物跡で

ある。桁行方向は、N5°Eで、当時の真北を考慮したものと思われる。各柱穴について

は、（Px-直径-深さ、P′xは２段柱穴の下段を示す)、P1-70cm-10cm、P′1-25cm、-20cm

P2-50cm-10cm、P3-長径85cm、短径60cm-15cm、P4-長径54cm、短径32cm-10cm、P′4-12
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cm-18cm、P5-50cm-10cm、P6-長径85cm、短径60cm-5cm、P′6-22cm-8cm、P7-60cm-

　13cmであり、柱穴開けそれぞれ、P1・P2-1.65m、P2・P3-1.85m、P3・P4-3.7m、P4・

P5-1.85m、P5・P6-1.65m、P6・P7-2.0mである。

　平面プランにおいて、Pの南側2mに柱穴が必要となるが、溝状遺構と切り合っており検

出されていない。

本建造物跡からは遺物の出土は見られず、P2、P3よりそれぞれ径約20cmの大礫が出土する
　

にとどまる。この礫は、構造柱に伴う根石と推定される。また、柱穴P1、P2、P3、P4では2

段柱穴を呈していることから、柱材の径が10cm内外のものであったと考えられる。埋土は、

第1号建造物跡と同様であり、これと同時期のものと思われる。

（3）土壙状遺構

ア　第1号土壙状遺構（第5図）

　本遺跡は、k-57区に位置

している。平面形態は、不整

楕円形を呈し、主軸方向は、 

N39°Eである。規模は、長

径1.5m、短径1.05m、深さ

20cmを測る。第4層に掘り込

まれており、埋土は第3層の

暗黒褐色を呈する粘土質土の

単一層である。

　出土遺物は、弥生式土器の

小片ばかりで、20点以上を数

えるが磨耗が激しい。1、2

点のものについては、外面に、

ヘラナデ、ハケ目調整痕の見

られるものもあるが、器形等
第5図　第1号土壙状遺構

については全く不明である。

これらの出土位置は、法面に接しているものが多い。

　　イ　第2号土壙状遺構（第6図）

　本遺構は、k-57区に位置している。平面形態は、不整楕円形を呈し、規模は、直径0.9
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m、深さ20cmを測る。埋

土は、第3層の暗黒褐色

を呈する粘土質土の単一

層である。

　遺物は、底面より約17 

cm上方の埋土中より土師

器片が2点出土している。

剝離、磨耗が激しく詳細

は不明であるが、ともに

赤褐色を呈し、盌の口縁

部と思われる。

　　ウ　第3号土壙状遺

　　　構（第7図）

第6図　第2号土壙状遺構　本遺構は、1-57区に

位置する。平面形態は、

不整楕円形を呈し、主軸

方向は、N65°Wである。

規模は、長径1.3m、短

径1.0m、深さ20cmを測

る。北東側にある上部が

削平され、わずかに2～

10cmの深さをもつ浅い溝

状の掘り込みを切るかた

ちで検出されている。第

1号土壙状遺構同様、埋

土は、第3層の暗黒褐色

を呈する粘土質土の単一

層である。

　埋土中からは、内外面

にヘラナデ痕が見られる

弥生式土器の小片が1点

出土しているだけである。

第7図　第3号土壙状遺構
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　　エ　第4号土壙状遺構

　　　　（第8図）

　本遺構は、m-57区に位置

している。細長い楕円形を呈

する2基が、「く」の字形に

接した状態とも思われるが、

一括して掲載した。主軸方向

は、それぞれEW及びN47°

Wである。規模は、長径3m、

短径0.5～0.6mで、深さにつ

いては、底面は3面に分かれ

最深部で25cmを測る。埋土は、

第3層の暗黒褐色を呈する粘

土質土の単一層である。

第8図　第4号土壙状遺構
　本遺構からは、遺物は出土

していない。

　　オ　第5号土壙状遺構

　　　　（第9図）

　本遺構は、k-58、1-58

区に位置する。平面形態が

不整楕円形を呈する2基が接

した状態で検出されているが、

一括して掲載した。主軸方向

は、北側がN19°E、南側が

N25°Eである。規模は、そ

れぞれ北側が長径3-1m、短

径2m、深さ20cm、南側が長

径2.5m、短径1.4m、深さ20

cmを測る。埋土は、第3層の

暗黒褐色を呈する粘土質土の

単一層である。北側遺構では、

法面の傾斜が、北、西側で緩 第10図　第6号土壙状遺構
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やかで、凹凸がわずかに

見られる。床面は、東寄

りで舟底状を呈する。

　遺物は、土師器の小片

ばかりで、底面より約5

cm上方の埋土中、あるい

は法面に密着した状態で

出土している。

　　（出土遺物）

　実測可能な遺物は底部

片1点だけである。北側

の法面上から出土してお

り、垂直に下がる短い高

台を有する底部で、器形

は不明である（第4図4）。

　　力　第6号土壙状遺

　　　構（第10図）

　本遺構は、n-61区に

位置する。平面形態は、

楕円形を呈し、主軸方向

は、N20°Eである。規

模は、長径1.5m、短径

0.85m、深さ12cmを測る。

法面の傾斜は、比較的緩

やかで、床面は、平坦で

ある。埋土は、第3層の

暗黒褐色を呈する粘土質

土の単一層である。

　本遺構からは、遺物は

出土していない。

第9図　第5号土壙状遺構
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　　キ　第7号土壙状遺構

　　　　（第11図）

　本遺構は、m-62区に位置する。

第3号溝状遺構及び第4号溝状遺構

と切り合っているが、本遺構の方が

新しい。平面形態は不定形で、主軸

方向は、N23°Wである。規模は、

長径2m、短径0.8m、深さ25cmで

ある。法面は、南西側が緩やかに傾

斜し、床面は平坦である。埋土は、

第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土

の単一層である。

　本遺構からは、遺物は出土してい

ない。

　　ク　第8号土壙状遺構

　　　　（第12図）

　本遺構は、n-62、m-62区にま

たがって位置する。平面形態は、楕

円形を呈し、主軸方向は、N41°W 

である。規模は、長径2.7m、短径

1mで、床面は2段になっており、

深さは、上面で20cm、下面の最深部

で36cmを測る。埋土は、第3層の暗

黒褐色を呈する粘土質土の単一層で

ある。床面は、ほぼ平坦である。　

　本遺構からは、法面より約3cm下

第11図　第7号土壙状遺構
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方の埋土中より須恵器の小

片が1点出土しているが、

器形等は不明である。

　　ケ　第9号土壙状遺構

　　　　（第13図）

　本遺構は、n-62、o-

62区にまたがって位置して

いる。平面形態は、ほぼ円

形を呈する。規模は、直径

1.75m、深さ6cmを測る。

地山面の削平により上部が

欠損しているものと思われ

る。埋土は、第3層の暗黒

褐色を呈する粘土質土の単

一層である。

　遺構内からは、2本の柱

穴が検出されており、Pは

直径約35cm、深さ12cm、P2

は直径約25cm、深さ15cmで

ある。

　遺構内からは、土師器の

小片がPの法面上部に密着 第12図　第8号土壙状遺構

して1点、また、床面に密着して4点出土している。

　　（出土遺物）

　すべての遺物が小片で、剝離、磨耗が激しいため、器形等について不明なものが多い。実

測可能なものは2点で、1点は平底の底部片で、黄褐色を呈するものである（第3図15）。も

う1点は、外反する口縁部片で、端部は丸味を帯びている（第4図15）。

　　コ　第10号土壙状遺構（第14図）

　本遺構は、o-62区に位置する。南東部分は、本調査区の試掘トレンチによって切断され

ているため、平面形態及び規模については不明である。埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する

粘土質土の単一層である。床面は平坦で、2本の柱穴が検出されている。Pは直径20cm、深

さ10cm、Pは直径25cm、深さ18cmである。
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第13図　第9号土壙状遺構

第14図　第10号土壙状遺構
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　遺物は、土師器の小片2

点で、法面から1点、床面

から1点出土しているが、

いずれも剝離、磨耗が激し

いため、詳細については不

明である。

　　サ　第11号土壙状遺構

　　　　（第15図）

　本遺構は、n-61、o-

61区にまたがって位置して

おり、第2号溝状遺構とは

切り合っている。平面形態

は、楕円形を呈する。主軸

方向は、N65°Eである。

　第15図　第11号土壙状遺構

規模は、長径1.25m、短径

0.75m、深さは36cmを測る。

埋土は、第3層の暗黒褐色

を呈する粘土質土の単一層

である。

　本遺構からの出土遺物は

見られない。

　　シ　第12号土壙状遺構

　　　　（第16図）

　本遺構は、k-60区に位

置する。平面形態は、ほぼ

円形を呈する。規模は、直

径約1.1m、深さ25cmを測

り、床面は平坦である。埋

土は、第3層の暗黒褐色を

呈する粘土質土の単一層で

ある。

　遺物は、土師器、須恵器 第16図　第12号土壙状遺構
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第17図　第13号土壙状遺構

の小片4点が、埋土中よ

り出土している。

　　（出土遺物）

　土師器では、口縁部片

2点と、底部片1点が出

土している。口縁部片は、

埦口縁部と思われ、器壁

は薄く、口唇部でわずか

に外反するものである。

内面は黒色処理されてお

り、瓦器に類似するもの 第18図　第14号土壙状遺構
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である（第4図7、8）。

底部片は平底を呈し、体

部へかけては欠損してい

る。器面の詳細について

は、剝離、磨耗が激しい

ため不明である（第3図

7）。須恵器は1点で、平

底の底部片である。体部

が欠損しているため、器

形は不明である（第6図

11）。

　　ス　第13号土壙状遺

　　　構（第17図）

　本遺構は、p-61区に

位置している。南東部分

は、本調査区の試掘トレ

ンチによって切断されて

いるため、平面形態及び

規模については不明であ

る。埋土は、第3層の暗 第19図　第15号土壙状遺構

黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。深さは約6cmで。法面の傾斜は緩やかである。

　遺物は、土師器片、須恵器片がそれぞれ1点ずつ床面より出土している。

　　（出土遺物）

　土師器片は、高台付の底部である。器形については不明であるが、埦とも思われる。内面

は黒色処理されている（第3図25）。須恵器片については小片のため器形等の詳細は不明であ

る。

　　セ　第14号土壙状遺構（第18図）

　本遺構は、o-63区に位置している。平面形態は、隅丸の方形を呈する。規模は、長径2.4 

m、短径1.6m、深さ10cmを測る。床面は平坦である。埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する

粘土質土の単一層である。

　床面に接して、礫7個が検出されているが、本遺構からの出土遺物はない。
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　　ソ　第15号土壙状遺構（第19図）

　本遺構は、s-65区に位置している。南東部分は調査区外となり検出されていないため、

平面形態及び規模については不明である。深さは約30cmで、床面は舟底状を呈すると思われ、

北西部の法面は、緩やかな傾斜をもつ。埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一

層である。

　遺物は、須恵器の小片4点が出土しているが、器形等を明らかにするものは見られず、詳

細は不明である。

　（4） 溝状遺構

　　ア　第1号溝状遺構（第20図）

　本遺構は、1-56区、m-57、58区、n-58区にまたがって位置する。ほぼ直線的に、南

東-北西方向に走行している。南東端と北西端とはともに、削平され消滅しているため、長

さ約14mを検出するにとどまる。幅は約40cm、深さは5～10cmである。溝底面はほぼ平坦で、

法面は、緩やかに傾斜する。溝底レベルに比高差は見られず、流走方向は不明である。第4

層に掘り込まれており、埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。　

　出土遺物は、溝内からは見られず、掘り込み上面からのものである。弥生式土器片、土師

器片、須恵器片が約30点ほど出土しているが、土師器は少ない。すべて磨耗が激しく、指先

大のものも多く、小片にすぎないため、器形等は不明である。

　　イ　第2号溝状遺構（第21図）

　水遺構は、j-56、57、58、59区、k-58、59区、l-59区、m-59、60区、n-60、61

区、o-61、62区にまたがって位置し、本調査区の中央部を北西方向に向かって走行してい

る。北西端は、調査区西側壁で切られ、南東端はo-62区内で地山面の削平のため消滅して

いる。また、ほぼ直線的に走行しているが、j-57区で大きく「く」の字に屈曲しており、

第3号溝状遺構とは並行している。長さは42m、幅は60～90cm、深さは北西部で20cmである。

溝底は舟底状を呈し、両端での比高差は約30cmに及ぶ。また、本遺構付近の検出された地山

面についても同様に、約20cmの比高差が見られる。本遺構は、第4層に掘り込まれており、

埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層である。

　出土遺物は、溝内からは見られず、掘り込み上面からのものである。出土範囲は、j-57、 

58区に集中しており、多数の弥生式土器片が出土しており、わずかに須恵器片も見られる。

その他、数個の礫も散在している。遺物はすべて、磨耗の激しい小片であり、器形等の明ら
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かになるものはない。本遺構南側

に検出された第1土器群との関連

が強いと思われる。

　　ウ　第3号溝状遺構

　　　　（第22図）

　本遺構は、j-58、59区、k-

59、60区、1-60、61区、m-61、

62区、n-62、63区にまたがって

位置し、第2号溝状遺構の北東側

に並行しており、北西方向に向か

って直線的に走行している。北西

端は、調査区の北側壁で切られ、

南東端は、n-63区内で地山面の

削平のため消滅している。長さは

33m、幅は60～90cm、深さは約15 

cmである。溝底は舟底状を呈し両

端での比高差は40cmに及ぶ。本遺

構は、第4層に掘り込まれ、埋土

は、第3層の暗黒褐色を呈する粘

土質土の単一層である。m-61区

内では、第4号溝状遺構及び第7

号土壙状遺構と切り合っているが、

ともに埋土は同様のものである。

両溝については、遺構断面からも

新旧等の判定は困難であったが、

土壙との切り合い関係では、明ら

かに本遺構の方が古い。

　出土遺物は、弥生式土器の小片

が埋土中よりわずかに出土してい

るにとどまる。これらの遺物は、

磨耗の激しいもので、器形等は不

明であり、その他、数点の礫も散

在している。 第20図　第1号溝状遺構
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　　エ　第4号溝状遺構（第22図）

　本遺構は、1-62区、m-61、62区、n-61区にまたがって位置している。第3号溝状遺

構及び第7号土壙状遺構と切り合っている。北東端は、調査区の北東側壁で切られている。

長さは11m、幅は15～50cm、深さは5～9cmで、北東から南西に向かって直線的に走行して

おり、両端での比高差は約23cmである。溝底は平坦で、第3号溝状遺構の溝底とのレベル差

は見られない。本遺構は、第4層に掘り込まれ、埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質

土の単一層である。

　本遺構からは、遺物は出土していない。

　　オ　第5号溝状遺構（第2図）

　本遺構は、p-64区、q-64区に位置し、南端は、第1号住居跡と切り合い、住居跡の南

側法面で消滅している。長さは8.2m、幅は40～60cm、深さは約20cmで、溝底は舟底状を呈

する。南北方向に直線的に掘り込まれ、溝底面の比高差はほとんど見られない。本遺構は、

住居跡同様第4層に掘り込まれ、埋土は、第3層の暗黒褐色を呈する粘土質土の単一層であ

る。

　出土遺物は、溝底より約10cm上方から、土師器片、須恵器片が数点出ているが、すべて小

片ばかりである。

　　（出土遺物）

　土師器片2点については実測を行った1点は、口縁部片で、外傾し端部はわずかに外反

しており、ハケ目調整を施している（第29図12）。もう1点は、口縁部が内側に肥厚する埦で、

黒色を呈している（第29図5）。

　（5）　その他の遺構

　　ア　柱穴群（第23図）

　本遺構は、m-57区、n-57、58区にまたがって位置し第1号建造物跡の南側に相当する。

　構成している3本の柱穴P1、P2、P3は、N48°Wを指向する軸をもつ。各柱穴について

（Pχ-直径－深さ）、P1-45cm-9cm、P2-55cm-11cm、P3は2段柱穴で、P3-55cm-9cm、

P′3-20cm-10cmである。柱穴間は、P1・P2-2m、P2・P3-2mで、等距離である。

　本調査区内には、プランを成立させる関連の柱穴が存在しない。南西側は、調査区外とな

るため、その存在は確認されなかった。掘立柱建造物跡に伴う柱穴の可能性もあるが、本調

査区で検出されたプランとは、軸方向に大きな相違が見られるため、詳細については不明で
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ある。

　出土遺物は見られず、Pより礫1個が出土するにとどまる。

第23図　柱　穴　群

　　イ　土器群

　本調査区では、2ヶ所に土器の集積が見られる。それぞれを、第1土器群、第2土器群と

した。いずれも、第3層の南西に緩やかに傾斜する斜面の地山面の上方約5cmに、遊離した

状態で検出されたものである。出土遺物については、可能な限り実測を行い、掲載した。

　　　(ア)　第1土器群（第24図）

　本調査区の、j-56、57区、k-56、57区を中心として位置する。平面的には、やや帯状

を呈して集積しており、中心軸はN70°Eを指向している。出土レベルは、地山面上約5cm

で、第3層の粘土質土中で、弥生式土器、土師器、須恵器の小片が多数混在しており、礫

　（大礫）も多数見られる。平面的にも、出土レベル等においても、種別単位の規則性は見ら

れない。一時期に、他からの流入の結果堆積したものと思われる。特に、弥生式土器片、土

師器片については、剝離、磨耗が激しい。

　　　（イ）第2土器群（第訂図）

　本調査区の、o-60、61区、p-61区に位置している。地山面上1～5cm程度上方の、第

3層の粘土質土中より出土しており、弥生式土器、土師器、須恵器の小片が混在しており、

礫（大礫）も多数見られる。

　第1土器群同様、平面的にも、出土レベル等においても、種別単位の規則性は見られず、
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第24図　第1土器群一時期に、他からの流

入の結果堆積したもの

と思われる。遺物の保

存状態は良くない。

　3　出土遺物

　　　（1）弥生式土器

　本調査区では、弥生

式土器の出土量は比較

的少なく、総数43点で

ある。表土中及び、原

位置を遊離したと思わ 第25図　第2土器群

れるものがほとんどである。

　　（壺形土器）

　いずれも口縁部の小片のみで、器形全体等を推察することは困難であるが、口縁部の形態

の相違から4類に分けることができる。
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A　複合口縁で、拡張する端部はやや内傾して上方へのびる。口縁部外面にクシ状工具によ

　る波状文が施され、波状文をはさみ上下に竹管文がめぐっている。無文若しくは文様の遺

　存していないもの、また端部がやや肥厚するものも含まれる（第26図1～3）。

B　広口の無頚壺で、口唇端面は凹形をなす。胴部は偏平な球形を呈する（第27図1）。

C　口唇は短く直立し、端部は肥厚し丸品を帯びる。胎土は土師質である（第27図2）。

D　口縁は朝顔状に外反し、端部は面をなす（第26図4）。

　　（甕形土器）

　壺形土器と同様に小片のみで、器形全体等を推察することは困難であるが、口縁部の形態

の相違から4類に分けることができる。

E　口縁は「く」の掌状に外反し、口唇端部は丸味を帯びる（第26図10、11、14、15、17）。

F　口縁はやや内湾気味に外傾して立ち上がり、口唇端部は丸味を帯びる。器壁は比較的厚

　く、胎土は砂粒を多く含む（第26図6～8）。

G　口縁はほぼ「逆L字」状を呈し、体部外面にハケ目調整が施される（第26図16）。

H　口縁は「く」の字状に外反し、端部は肥厚して丸味を帯びる（第26図5）。

　　　（2）土師器

　出土遺物は、完形なものは見られないが、器形の明らかになるものや、器面調整を確認で

きるものも多数出土している。器形をもとに分類すると、婉と考えられる遺物がほとんどで

ある。その他の器形については不明であるが、土器口縁部、底部としてまとめられるものも

多数見られることから、これらも含めて3つに分類した。

　　（婉）

　口縁部の形態では、内湾気味に外傾し、口唇部で内側に丸味をもって肥厚するもの（第29

図1）と、外傾して立ち上がり口唇部で外反するもの（第29図6～11）との2つに分けられ

る。ともに器壁は薄い。これらはすべて底部が欠損しており、全体的な器形変化はとらえら

れない。

　　（口縁部）

　すべて外反して、端部は丸味を帯びるものである（第29図1～3）。

　　（底部）

　大別すると、平底のもの（第28図5～16）と、高台を有するもの（第28図17～26、第29図

1～4）との2つに分けられる。高台は外傾しており、端部は鋭角を呈するものが多い。

　　　（3）須恵器

　完形なものは見られないが、器形推定の可能な遺物が多く、赳、円面硯、皿、蓋坏、坏、

高坏が出土している。その他器形推定は行えないが、口縁部、底部、脚部としてとらえられ
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るものも多数見られる。

　　（𤭯）

　2点出土しているが、ともに上部が欠損している。最大径に円孔が穿たれその上下に2条

の凹線を施すもの（第32図8）、及び最大径よりやや上方に円孔が穿たれ1条の凹線を施すも

の（第32図9）である。

　　（円面硯）

　1点出土しているだけであるが、下部が欠損している。海部は「U字」形を呈するもので、

脚部には透孔が施されている（第32図10）。

　　（皿）

　1点出土しているだけであるが、口縁部は外傾し短く端部は面をなす（第31図1）。

　　（蓋坏）

　蓋は、かえりを有するもの（第29図16～19、第30図1、2）と、それより以後のものと思わ

れるかえりの消滅した偏平なもの（第30図3～7）の2種類である。ともに天井部が欠損し

ているため、つまみの有無及び形態については不明である。また、これらの蓋とセットとな

る身の出土は見られない。

　　（坏）

　口縁部が外傾するも、ほぼ直線的に立ち上がっているもの（第30図8、11、13）と、やや

外反しているもの（第30図7、10、12）が見られる。ともに底部はヘラ削りで、丸味を帯び

るものである。

　　（高坏）

　坏部は欠損しており、全体的な形態は不明である。脚部は、端部において上方に肥厚し稜

をなすもの（第30図17）と、小形のもので、端部でやや下方に肥厚するもの（第30図16）が

見られる。その他底部片についでは、平底のものと高台を有するものとが見られるが、その

器形については不明である。

　　　（4）石　　器

　本調査区より出土した石器類は、石鏃2、石庖丁1、石斧1、尖頭器1の5点と比較的少

ない。

　第1号住居跡内ピット中より検出された石鏃は、両面に背面若しくは腹面の剝離痕を残し、

比較的粗雑な二次加工が施された平基鏃である（第8図1）。もう1点の石鏃は、先端部が欠

損しており、片脚のみ作り出されている。両面とも入念な二次加工が施され、器厚は比較的

薄い（第8図3）。

　石庖丁は、磨製であり、一側縁にえぐり痕を有し、截断面に紐がけの円孔痕を残している。

えぐりと円孔痕をもつものは比較的少なく、両者の関係は重視しなければならないが、磨耗
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が激しいため、本資料においては問題点として提起しておく（第8図5）。

　石斧は、小形蛤刃石斧であり、器厚は比較的薄くなっている。。所々に整形時の打痕、調整

痕が残されている。体部の調整が入念であるのに対し、刃部は不揃いな形状を呈しており調

整も粗雑であることから、本来の刃部欠損後、再度、刃部のみを形成した可能性をもってい

る（第8図4）。

　尖頭器は、風化が激しく進んでおり剝離痕をほとんど残さない。基部は截断面となってお

り、本資料の最大長はさらにのびる可能性をもっている（第8図2）。
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　　　4　小　結

　本調査区では、わずかに南西へ傾斜する地山相当面に、多数の遺構が検出された。また、

遺物についても多数出土しているが、前調査区同様各遺構の時期等を明確にするものではな

く、やはり遊離遺物としてとらえるはかないものがほとんどである。

　検出された遺構では、住居跡は隅丸方形のものが1基検出されているが、南西部分が欠損

している。出土遺物は、柱穴内より土師器片及び石鏃が各1点ずつ見られるだけであるため、

明確な時期については不明であるが、第1調査区内で検出されたものと同様とも考えられ、

また、床面上に弥生式土器片の遊離遺物も多数見られることから、弥生時代中期から古墳時

代初頭にかけてのものとも考えられる。建造物跡2基については、プランの方向に規則性は

見られないが、第2号建造物跡は桁行方向がN50°Eを指向していることから、真北を考慮

しているものと思われる。第1調査区内で検出された建造物跡においても同様の方向性をも

つものが検出されていることから、本調査地域での当時の構築技術の水準は高く、磁北をと

らえられるものであったことがうかがえる。　しかし、柱穴内からの出土遺物が見られないた

め、明確な時期的考察はこれらについても不可能であるが、ともに同時期のものであると考

えられる。溝状遺構では、第2号、第3号溝状遺構のように、人為的に掘削されたと推測さ

れるものが検出されており、掘り込みの深さ、溝底の比高差から考えても、用排水路の機能

を十分満足させるものである。ともに北西方向に走行しているが、末端部では前調査区に見

られるような凹地への流人も考えられる。また、柱穴群として取り上げた3本の柱穴は、各

々の規模から見ても掘立柱建造物跡の一部とも考えられるが、そのプランが調査区外へのび

る可能性が強いため、現段階での推定は困難である。

　出土遺物を時期的に考察するならば、弥生式土器では、壺形土器A類についてはほぼ後期

に位置付けられるものであり、その中には八堂山Ⅱ式土器の文様構成に見られるような竹管

文の間に波状文をもつものも含まれている。B類については、現在のところ類似資料は見ら

れない。C類の胎土は土師質で、土師器としての可能性も考えられ、古くとも弥生時代後期

末以降のものかと思われる。甕形土器についても、形態的特徴から4類に分けることはでき

たが、明確な時期比定は行えず、ほぼ後期に位置付けられるものであるとしておく。その他

に、外面にタタキ目調整痕をもっ支脚形土製品の脚部が数点出土している。この支脚形土製

品は、次の第Ⅴ調査区において弥生時代後期末から古墳時代初頭の資料と供伴して出土して

いる。

　本調査区出土の弥生式土器は、細片のためその明確な位置付けはなしえなかったが、後期

のものと考えられるものが、相対的に多く検出されている。

　須恵器については、畿内における陶邑の編年に対比するならば、蓋坏の蓋ではかえりを有
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するⅢ型式のものと、かえりをもたないⅣ型式の1段階に相当するものとが見られる。それ

ぞれ、TK217号窯型式、MT21、TK7号窯型式に併行するもので、7世紀のものである。

坏についても、Ⅲ型式のものが多く、同時期のものと考えられる。　しかし、高坏の脚部では

第30図14、15のように、Ⅰ型式の4段階あたりに相当すると思われるものや、Ⅳ型式と考え

られる高台付の底部、円面硯なども出土していることから、全体的には6世紀前半から8世

紀にかけての時期的幅をもつものと考えられる。

　しかし、これらの遺物は遊離遺物としかとらえることができないため、遺構の明確な時期

的推定は、本調査区においても不可能であった。
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　　　　　　　表1　 к

（注）　出土場所の欄については、第x号土墳状遺構→土墳x、第工号溝状遺構→溝x、空欄

　　　は原位置遊離遺物を表す。

種別 出土場所 器　　形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等 図番 番号

土墳10 （口縁部）
26 10

口縁部は外反して外上方へのび端部に至る。端部は丸昧を帯びる。口唇部は内

外面とも横方向のナデ調整。口唇部外面は斜行するハケ目調整。頚部外面は縦

方向のハケ目調整。わずかに石英等の微細粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良

壺 26 3

甕 26 16
弥

甕 26 14

甕
26 17

生 甕 26 6

好。

拡張部は外湾気味に内傾して上方へのびる。頚部は断面三角形を呈する。内面

にハケ目調整痕が見られ、外面は横方向のナデ調整。粗砂粒を含む。淡赤褐色

を呈し、焼成良好。

口縁部は内面に明瞭な稜をもって「逆L字」状に屈折する。口唇は丸昧を帯び

る。頚部外面に縦方向のハケ目調整痕を残す。内外面とも磨耗している。粗砂

粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は丸昧を帯びる。内外面とも剝離、磨耗

が激しい。粗砂粒を含む。淡赤茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は「く」の掌状に外反し、端部は丸味を帯びる。内外面とも剝離、磨耗

が激しい。粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して端部に至る。端部はやや丸味を帯びる。内外面とも剝離、磨

耗が激しい。長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、内面は一部暗茶褐色。

焼成良好。

口縁は肥厚し「T字」形を呈する。端部は下方へ拡張しやや丸味を帯びる。内
（口縁部） 26 18

（底　部） 27 4

式

（底　部）

外面とも剝離、磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。淡赤褐色を呈レ焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾し外上方へのびる。石英、

長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、外面は一部淡灰褐色。焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりは外傾し外上方へのびる。体部外面に縦方向の

ハケ目調整痕を残す。体部内面はヘラ磨き調整が施される。石英、長石の粗砂
27 18

第1

土器群

（底　部） 27 19

支脚形
28 3

土製品土

粒を多く含む。淡赤茶褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりは外傾して外上方へのびる。内外面とも剝離、

磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

体部は円錐形をなす。底部は中空となっている。裾部内面はナデ調整、体部外

面はタタキ目調整を施す。微細、粗砂粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

口縁は「く」の掌状に立ち上がり、端部は丸味を帯びる。内外面とも剝離、磨
甕

26 8

甕 26
15

甕 26 13
器

甕 26 11

甕
26 12

甕 26
4

耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁は「く」の字状に外反し、端部は丸昧を帯びる。内外面とも磨耗が激しい。

石英、長石の粗砂粒を少々含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

口縁は「く」の字形をなす。口唇は丸味を帯びる。体部内面は横方向のナデ調

整。体部外面はタタキ締め成形痕を残す。石英、長石の粗砂粒を少々含む。淡

黄褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は緩やかな「く」の字状を呈し、外上方へのびる。体部は、緩やかな丸

昧をもって下方へのびる。体部内面は横方向のハケ目調整を施し、外面は縦方

向のハケ目調整が施される。粗砂粒を含む。淡茶灰色を呈し、焼成良好。

口縁は「く」の字形を呈する。体部内面は横方向のハケ目調整を施し、外面は

縦方向のハケ目調整が施される。石英、長石の粗砂粒を少々含む。内面は淡黄

褐色、外面は暗灰褐色。焼成良好。

口縁部は外反して端部に至る。端部は平坦である。内外面とも剝離、磨耗が激

しい。石英、長石の粗砂粒を含む。内面は淡灰褐色、外面は淡茶褐色。焼成良
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種別 出土場所 器　　形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等 図番 番号

壺 26 5

甕 27 2

（底　部） 27 10

第1

好。

口縁部は外反して立ち上がり端部に至る。端部はやや丸昧を帯びる。内外面と

も、剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡赤褐色を呈し、

焼成良好。

直立する短い口唇で、肥厚し丸昧を帯びる。内外面とも剝離、磨耗が激しい。

石英、長石の粗砂粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外土方へのびる。内

外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少々含む。内面は淡黄褐

色、外面は暗灰褐色に一部淡黄褐色。焼成良好。

土器群

（底　部） 27 8

底部は丸底である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外上方へのびる。内

外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。内面は一部茶

褐色、外面は淡黄褐色。焼成良好。
弥

（底　部） 27 12

底部は平坦である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外上方へのびる。内

外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少々含む。内面は淡黄褐

色、外面は淡赤茶褐色。焼成良好。

（底　部）

底部は丸底である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外十．方へのびる。内

外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少々含む。内面は暗茶褐 27 6

生 東西
（底　部） 27 20

トレンチ

（底　部） 27 5

式 （底　部）

色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

底部は平坦である。脚はやや外方に開き底部に至る。内外面とも剝離、磨耗が

激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外上方へのびる。外

面にタタキ締め調整痕を残す。内面は磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。淡茶

灰色を旱し、焼成良好。

底部は平坦で、立ち上がりはやや内湾気味に外傾して外上方へのびる。内外面

とも剝離．磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、 27 3

焼成良好。

底部は平坦で、立ち上がりは外傾して外上方へのびる。器面は剝離、磨耗が激
27（底　部） 21

（底　部）

しい。粗砂粒を多く含む。内面は茶褐色、外面は淡茶灰色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。体部は外傾して外上方へのびる。内面は磨耗が激しく、外

面は縦方向のハケ目調整。粗砂粒を含む。内面は灰茶色、外面は灰黒色。焼成 27 15

土

j－58
（底　部） 27 16

（底　部）

不良。

底部は平坦で、内湾気味に外傾して外上方へのびる。内面はナデ調整、外面は

縦方向のハケ目調整。石英、長石の細砂粒を含む。内面は暗灰褐色、外面は暗

褐色。焼成良好。

底部は丸底で、立，ち上．がりは内湾気味に外傾して外上方へのびる。内外面とも

剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。内面は暗茶褐色、外面 27 7

器

支脚形
28 1

土製品

支脚形

は黄褐色、一部黒色。焼成良好。

背部にやや幅広の突起を有し、斜め下方へのびる柱状部からやや内湾気味に裾

部に至る。端部は丸味を帯びる。内面にシボリ痕を有し、外面は螺旋状のタタ

キ目調整が施される。粗砂粒を多く含む。内面は濃茶色、外面は灰自茶色。焼

成良好。

体部はほぼ円錐形を呈している。底部は中空となっている。器壁は比較的厚い。

内外面ともやや磨耗している。粗砂粒を多く含む。内面は暗赤褐色、外面は淡 28 2
土製品

支脚形
k－58 28 4

土製品

壺

赤褐色。焼成良好。

裾部はやや外湾し端部に至る。端部は若干肥厚し平坦面をなす。内面にナデ調

整痕を有し、外面は螺旋状のタタキ目調整が施される。微細、粗砂粒を含む。

内面は灰茶色、外面は暗灰褐色。焼成不良。

複合口縁である。拡張部はやや内傾して立ち上がる。頭部は比較的長く、端部

はやや丸味を帯びる。内外面とも剝離、磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。淡 26 2
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赤褐色を呈し、焼成良好。

k－61 口縁は内傾して端部に至る。外面にはクシ状工具による波状文が施され、波状

壺 文をはさみ上下に竹管文がめぐる。内面は横方向のハケ目調整後、ナデ調整を 26 1

施す。微細、粗砂粒を含む。内面は灰茶色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

弥

o－60

底部は平坦、気味で肥厚している。体部は外傾して立ち上がる。内面は黒色でナ

（底　部） デ調整。外面底部は黒色でナデ調整。石英、長石の祖砂粒を少々含む。内面は 27 9

暗褐色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

口縁部は外傾して端部に至る。端部は平坦である。内外面ともナデ調整が施さ
p－61 （P録部） 26生 9

r－62 甕
26 7

式

無頚壺 27 1

土

（底　部） 27 17

（底　部） 27 14
器

（底　部） 27 11

（底　部）
27 13

土壙5 （底　部） 29 4

れている。石英、長石の粗砂粒を少々含み、暗茶褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端部は丸昧を帯びる。内外面とも剝

離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡赤茶褐色を呈し、焼成

良好。

球形を呈する体部から内湾して端部に至る。端部はやや凹形を呈する。内外面

ともナデ調整。石英、長石の粗砂粒を多く含む。内面は暗茶褐色、外面は淡茶

褐色。焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりは外傾して外上方へのびる。内外面ともヘラナ

デ調整で外面に指頭痕を残す。石英、長石の粗砂粒を少々含む。内面は淡黄褐

色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

底部はやや平坦である。体部は外傾し外上方へのびる。内外面とも剝離、磨耗

が激しい。長石の粗砂粒を少々含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。体部は外傾して外上方へのびる。内外面とも剝離、磨耗が

激しい。内面は淡黄褐色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

底部は平坦である。体部は外傾して外上方へのびる。内外面とも剝離、磨耗が

激しい。石英、長石の粗粒を少々含む。赤褐色を呈し、焼成良好。

底部に垂直に下がる短い高台を有する。端面は平坦で内外面とも磨耗が激しい。

わずかに微細砂粒を含む。赤褐色を呈レ焼成良好。

口縁へはやや内湾気味に外傾して至る。端面は丸い。内黒で磨きを行っている。

埦 29 7
微細粒を多く含む。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

土 土墳12 埦 29 8
瓦器に類似する。口縁部はわずかに外反し、端部は丸い。器壁は薄く、内黒。
わずかに微細粒を合む。内面は黒色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

底部は平坦、である。胴部へかけては大きく外傾している。剝離、磨耗が激しい。
（底　部） 28 7

わずかに微細粒を含む。淡赤褐色を呈し、焼成良好。

口縁部は大きく外反し端部に至る。端部は丸昧を帯びる。内外面とも回転ナデ
（口縁部）

29 15調整を施す。石英、長石の絹砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成良好。
土墳9

底部は平坦で大きく外傾して立ち上がる。内外面とも磨耗が激しい。微細な砂
（底　部） 28 15

粒を含む。黄褐色を呈し、焼成良好。

師 内黒で、底部はほぼ平坦で内湾して立ち上がる。底部にはやや外傾する高台を

土墳13 （底　部） 28 25有する。内外面とも剝離、磨耗が著しい。粗砂粒、長石の細粒を含む。黒灰色

を呈し、焼成不良。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部でやや外反する。端面は丸い。内外面とも

（口縁部）
29 12

溝　5

ハケ目調整を施す。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡黄褐色を呈し、焼成良

好。

口縁部は内湾して内側に肥厚し、端面は丸昧を帯びる。内外面とも回転ナデ調

埦 29 5

器

k－57 埦 29 9

（口縁部） 29 14

整を施す。石英、長石の徴細粒を少々含む。黒色を呈し、焼成良好。

大きく内湾し、外傾して口縁に至る。目縁部はやや外反し、端部は丸昧を帯

びる。石英の微細粒を多く含む。内面は淡黄褐色、外面は淡赤褐色。焼成良

好。

口縁は外傾して立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯びる。外面はナデ調整

を施す。石英、長石の粗砂粒を少々含む。暗黄褐色を呈し、内面は一部茶褐色。
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第1
29 3（底　部）

土器群

焼成良好。

底部はほぼ平坦で外傾する高台を有する。高台端面は平坦。剝離、磨耗が激し

い。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

底部は、やや外傾する短い高台を有する。端部は平坦でやや肥厚する。内外面
2（底　部） 29

とも剝離、磨耗が激しい。微細粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成艮好。

底部はやや丸味を帯びる。端部の鋭い外傾する高台を有する。内外面とも剝離、

24（底　部） 28

29 1（底　部）

土
（底　部） 28 23

28 26（底　部）

（底　部） 28 20

28 14第2 （底　部）

土器群

28 10（底　部）

28 12（底　部）

帥
28 11（底　部）

28 9（底　部）

28 5（底　部）

28 6（底　部）

28 8（底　部）

磨耗が激しい。石英、長石の細砂粒を多く含む。内面は暗茶褐色、外面は淡茶

褐色。焼成良好。

内黒で、底部は器壁が薄い。外傾する高台を有する。端部はやや丸昧を帯びる

が鋭い。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の服砂粒を含む。内面は

黒色、外面は黄褐色。焼成良好。

内湾気味に外傾する底部に、やや外傾する長い高台が貼り付けられている。端

部は鋭い。底部外面はヘラ削り。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石

の微細粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成は不良。

外傾する高台を有する。端部は丸い。内黒でヘラ削り調整を施している。石英、

長石の細砂粒を少々含む。内面は黒色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

底部にやや外傾する端部の鋭い高台を有する。内外面とも剝離、磨耗が激しい。

石英の微細粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平底を呈する。上方へ大きく外傾している。剝離、磨耗が激しい。長石

の微細粒を多く含む。淡黄褐色を呈レ焼成良好。

底部は平坦で、上方へは内湾気味に外傾している。内外面とも剝離、磨耗が激

しい。長石の細砂粒を多く含む。淡黄色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、上方へは内湾気味に外傾している。剝離、磨耗が激しい。石英、

長石の細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、中心部は器壁が薄い。内外面とち剝離、磨耗が激しい。石英の

細砂粒を多く含む。淡黄色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、ヘラ削り調整である。内外面ともナデ調整。石英の徴細粒を多

く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、中央部は器壁が薄い。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、

長石の細砂粒を少々含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦である。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の細砂粒を少

々含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で、中央近くは器壁が薄い。内外面ともナデ調整を施す。石英、長

石の細砂粒を多く含む。内面は淡茶色、外面は淡灰色。焼成は不良。

1－63 （底　部）

内黒で、端部の鋭いやや外傾する高台を有する。底部から上方へ内湾気味に外

傾する。石英、長石の微細粒を多く含む。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼成 28 19

器
良好。

口縁で外反し端部は丸い。器壁は薄く．内外面とも回転ナデ調整。石英の微細
29 6

p－60 埦

28 13
p－61 （底　部）

（底　部） 29 13

q－60

28 22（底　部）

粒を多く含む。淡茶色を呈し、焼成良好。

底部は平坦で中心部の器壁は薄い。上方へは大きく外反している。内面に段を

有し、内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の細砂粒を多く含む。淡茶

褐色を呈し、焼成は不良。

口縁部は大きく外反している。端部はわずかに丸味を帯びる。内外面とも剝離、

磨耗が激しい。石英の細砂粒を少々含む。淡茶褐色を呈し、焼成は不良。

底部にはやや外傾する高台があり、端部は丸い。内黒で底部外面はヘラ削り調

整。石英、長石の細砂粒を含む。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

底部は平坦で広く、外傾して立ち上がる。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石
28 16

r－62 （底　部）
英．長石の細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈し、焼成良好。

やや外傾し端部の鋭い高台を有する。内黒で器面にヘラ削り痕が見られる。石r－63 （底　部）
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28 17

土
埦

29 10

埦
29 11師

（底　部）
28 18

器

（底　部）
28 21

（底　部）
31 11土壙12

甕
31 8

英、長石の微細粒を多く含む。内面は黒色、外面は淡赤茶褐色。焼成良好。

口縁部は外反しており、端部は丸く仕上げられている。器壁は薄く、内外面と

もナデ調整を施す。石英、長石の微細粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、一部黒

色。焼成良好。

口縁部で外反しており、端部はやや丸昧を帯びる。器壁は薄く、内外面ともナ

デ調整を施す。石英、長石の微細粒を多く含む。内面は暗茶色、外面は淡茶色。

焼成良好。

底部はやや丸昧を帯びる。わずかに外傾する高台を有し、端部は外側に肥厚し

ている。石英、長石の微細粒を多く含む。淡茶褐色を呈し、焼成は不良。

底部にはやや外傾する高台を有し、端部は丸い。底部はヘラ削り。内面にヘ

ラナデ痕を残す。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡茶褐色を呈し、焼成良

好。

底部はほぼ平坦である。側面下端に稜を有し、立ち上がりは直線的に外傾して

いる。ヘラをあて成形している。長石の粗粒、及び、微細粒を含む。明灰色を

呈し、焼成良好。

口緑部は外傾して立ち上がり、端部で若干内湾し丸味を帯びる。口縁外面に1

条の浅い凹線を施す。胴部外面はハケ目調整、内面はタタキ目調整。内外面と

もに回転ナデ調整。石英、長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口頚部はやや外傾しながら上方へのび、口縁部は欠損。肩部、体部は外下方へ

須
? 32 9

張り出す。底部は丸底を呈し、内湾気味に外上方へのびる。微細砂粒を含む。

灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋）
29 16

天井部はほぼ平坦で、口縁部は内湾気味に外下方へ下がり、口縁は下方へやや

肥厚し、端面は丸味を帯びる。かえりはやや内傾し、短く、端部は丸い。外面

は、天井部を中心にヘラ削り後、回転ナデ調整。内面は時計回りの回転ナデ調

蓋坏（蓋）
29 18

恵 蓋坏（蓋）
30 5

第1

整。石英、長石の細砂粒を多く含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

天井部はほぼ平坦で、口縁部は内湾気味に外下方へ下がり、端部は内側に屈曲

して垂直に下がる。端部は鋭い。かえりはやや内傾して張り出し、端部は鋭い。

内面は回転ナデ調整。外面はヘラ削り後回転ナデ調整。長右の細砂粒を少々含

む。灰色を呈し、焼成良好。

天井部は低く、口縁は内湾気味に外下方ヘドがり、端部は内側に屈曲し、垂直

に下がり、鋭い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含む。

灰色を呈し、焼成良好。

土器群

蓋坏（蓋）
30 7

坏
30 8

坏
30 11

器

坏

天井部にはつまみ痕を残す。口縁部は内湾気味に外下方へ下がり、端部は器壁

が薄く、端面は平坦である。内外面とも回転ナデ調整。長石等の微細粒を含む。

灰色を呈し、焼成良好。

底部から口縁にかけては大きく内湾後外傾しており、端部は丸い。内外面とも

回転ナデ調整を施す。長石の微細粒を含む。青灰色を呈し、焼成良好。

底部から口縁にかけては大きく内湾後、直線的にやや外傾する。端部は丸昧を

帯びる。外面には自然釉の付者が見られる。外面はヘラ削り後、回転ナデ調整

内面は回転ナデ調整を施す。石英長石の細砂粒を少々含む。内面は灰色、外

面は青灰色。焼成は良好。

口縁部は外傾して端部に至る。端部は丸昧を帯びる。底部中心部、及び口縁

部の器壁は薄い。底部にヘラ削り痕が兄られる。内外面とも時計回りの回転ナ
30 13

坏
30 12

坏 30
9

デ調整を施す。石英、長石の粗砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して端部に至る。端部は丸味を帯びる。自然釉の付着が兄られる。

底部はヘラ削リを施す。口録部は回転ナデ調整。内面は時計回りの回転ナデ調

整。石英、長石の砂粒を多く含む。内面は暗灰色、外面は青灰色。焼成良好。

底部は丸味を帯び、大きく内湾後、やや外反して口縁に至る。口唇端部は丸い。

内外面とも回転ナデ調整。長石の微細粒を含む。青灰色を呈し、焼成良好。
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底部は中心部に平坦部を残す。大きく内湾して口縁に至る。口縁はやや外反し、

坏 端部は丸味を帯びる。底部外面はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、 30 10

長石の微細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや外反して端部に至る。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ
31 4（口縁部）

調整を施す。石英、長石等の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は大きく外反して端部に至る。端部はわずかに内側に肥厚し、端面は平

（口縁部） 坦である。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含む。灰色を 31 7

第1

土器群

呈し、焼成良好。

裾部は大きく外反して端部に至る。端部は上方へ凸帯状に肥厚し、端面はほぼ

平坦で1条の凹線を有する。内面に自然釉の付着が見られる。内外面とも回転
高　坏 30 17

須

ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含む。内面は淡灰色、外面は灰色。焼成

良好。

底部にはほぼ下方へのびる高台を有する。端面は平坦である。底部の器壁は薄

い。大きく内湾し外傾して口縁部に至る。底部外面はヘラ削り、体部外面には
（底　部） 31 14

自然釉の付着が見られる。高台部と底部のあたりに1条の凹線が施されている。

内外面とも回転ナデ調整。石英の微細粒を含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

天井部は平坦で、口縁部にかけて大きく内湾する。端部は垂直に下がり、端面

30 3蓋坏（蓋）

（口縁部）

は丸味を帯びる。天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の

細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反して端部に至る。端部はわずかに内側に肥厚し、平坦である。内

外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細砂粒を多く含む。淡灰色を呈し、 31 5

第2
31 13（底　部）

土器群

恵

（底　部） 31 15

（底　部） 32 1

焼成良好。

底部は平坦でヘラ削り。体部へはやや内湾気味に外傾してのびる。わずかに長

石の微細粒を含む。暗灰色を呈し、焼成良好。

端面の平坦な、わずかに外傾する短い高台を有する。底面はほぼ平坦で、大き

く屈曲したのち、外傾して体部に至る。底部外面はヘラ削り。内外面とも回転

ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部はほぼ平坦である。底部に端面の平坦な内傾する短い高台を有する。体部

は底部で屈曲し外傾して上方へのびる。底部外面はヘラ削り。内外面とも回転

ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。暗灰色を呈レ焼成良好。

口唇部は外反し水平に張り出す。端部はわずかに内湾しやや下方へ下がる。端
東西

蓋坏（蓋） 29 17

トレンチ
面は丸昧を帯びる。器壁は薄い。石英などの細砂粒を少々含む。淡黄褐色を呈

し、焼成良好。

底部にやや外反する高台を有する。端部は内外にやや肥厚し、端面はわずかに
南北

（底　部） 32 7
トレンチ

凹形をなす。体部へは、大きく内湾した後外傾して至る。外面には緑色の自然

釉の付着が見られる。石英、長石等の細砂粒を含む。明灰色を呈し、焼成良好。

裾部はやや外反した後わずかに内湾しほぼ垂直に下がる。端面は鋭い。外面に
器

i－63 （脚　部） 30 14はヘラ削りを施す。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰

色を呈し、焼成は良好。

? 32 8o－60

蓋坏（蓋） 30 4

q－60

坏 32 12

肩部は、内湾気味に外下方へ下がり2条の凹線をめぐらせている。その間（最

大径部）に円孔が穿たれている。体部はさらに内湾して底部に至る。底部は比

較的平坦である。外面に緑色の自然釉の付着が見られる。外面は回転ヘラ削り。

内外面とも回転ナデ調整。長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

天井部は平坦である。口縁部は内湾気味に外下方へ下がり端部はほぼ垂直に下

がる。天井部と口縁部との境に段を有する。外面はヘラ削り、内外面ともに回

転ナデ調整。石英の微細粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部にかけて、外傾して上がり端部でやや外反する。端面は丸味を帯びる。

底部には、高台を有するものと思われる。内外面とも回転ナデ調整を施す。淡

灰色を呈し、焼成は不良。
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（底　部）
31 12

底部は平坦で端部はやや外方へ張り出している。外面はヘラ削りでその痕跡を

残す。内外面とも回転ナデ調整。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は、緩く外反して端部に至る。端部はわずかに内側に肥厚し稜をなす。

（口縁部） 端部は丸味を帯びる。内外面とも時計回りの回転ナデ調整を施す。外面に一部 31 6

p－61 自然釉の付着が見られる。灰色を呈し、焼成は良好。

皿
31 1

底部から大きく内湾し、その後外傾して口縁に至る。端面は平坦である。内外

面とも回転ナデ調整。淡灰色を呈し、焼成は良好。

q－53 （底　部）
32 4

q－62 坏
31 2

底部には端部が丸味を帯びる短い高台を有する。外面はヘラ削り、内外面とも

回転ナデ調整。微細砂粒をわずかに含む。淡灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は、外傾して端部に至る。端部は丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調

整を施す。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成は良好。

須
蓋坏（蓋）

天井部は、ほぼ平坦で口縁との境に段を有する。口縁部はやや下方へ下がり端

部は内側に屈曲している。端面は丸味を帯びる。天井部はヘラ削り。内外面と 29 19

r－63

も回転ナデ調整。灰色を呈し、焼成は良好。

柱状部から外傾して下がり、裾部で外反したのち内湾し端部に至る。端部は、

（脚　部）
30 15

やや肥厚しており、先端部は器壁が薄く、やや丸味を帯びる。外面はヘラ削り

を施す。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡灰色を

円　面　硯
32 10

呈し、焼成は良好。

陸部は、中央部がやや凹形である。海部は「U字」形を呈する。口縁は陸部端

と同じ高さで端面は平坦である。脚部はほぼ垂直に下がり透孔が施されている。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。青灰色を呈する。焼成

は良好。

底部にわずかに外傾する短い高台を有する。端部は平坦である。外面に自然袖
r－64

（底　部）
32 6

恵

蓋坏（蓋） 32 3

r－65 蓋坏（蓋）
30 1

の付着が見られ、底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微

細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部に外傾するやや長めの高台を有する。端面には1条の凹線を施す。底部は

ヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色

を呈し、焼成は良好。

天井部から口縁にかけては内湾しており、境に段を有する。端部は外傾して張

り出し端面は丸い。かえりは大きく外反し端部はやや鋭い。内外面とも回転ナ

デ調整を施す。精製良く微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外傾し端部に至る。端部は内側に屈曲して垂直に下がり丸味を帯びる。

蓋坏（蓋）
30 6

S－64

内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

天井部はほぼ平坦で、口縁に至る。口縁との境に段を有する。端部は内湾し端

蓋坏（蓋）
30 2

面は丸味を帯びる。かえりはほぼ垂直に下方へ下がり短く、端部はやや丸味を

帯びる。外面天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細
器

粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部はほぼ平坦で体部は外傾して立ち上がる。体部から器壁が薄くなる。外面

（底　部）
31 10

（底　部）
31 9

s－65

底部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。

淡赤褐色を呈し、焼成は良好。

底部はほぼ平坦で、体部にかけては大きく内湾して外傾している。底面はヘラ

削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、

焼成は良好。

底部に、端面が平坦で短く、やや外傾気味の高台を有する。底部はわずかに肥

（底　部）
32 2

（底　部）

厚している。外面には、一部自然釉の付着が見られる。内外面とも回転ナデ調

整。石英の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成は良好。

底部には外傾する高台を有する。端部は内外に肥厚するものと思われる。内外

面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成は良
32 11
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好。

口縁部は外傾して端部に至る。端部はやや丸味を帯びる。器壁は薄い。内外面

とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の微細砂粒を含む。淡灰色をし、焼成 31 3須 坏

恵
高　　　坏

は不良。

柱状部より裾部にかけて外反して下がり、ほぼ水平に至る。端部は内側に大き

く屈曲し端面はやや鋭い。内外面とも回転ナデ調整。精製良く微細砂粒を含む。 30 16

器

（底　部）

淡灰色を呈し、焼成は良好。

底部にやや外傾する短い高台を有する。端部は平坦で、中央に凹部が見られる。

体部へは大きく内湾後、外傾して至る。内外面とも回転ナデ調整。長石の微細 32 5

砂粒を含む。明灰色を呈し、焼成は良好。

　　　　　表2　 к ─

（注）　出土場所の欄については、第1号住居跡を（住1）と表す。

観　　　　　　　察 図番 番号
器　種 材　　質出土場所

最長 最幅 器厚 重量

（cm） （cm） （cm） （g）

讃岐質安
住1 石　鏃 3．1 1．4

両面に、背面もしくは、腹面の剝離痕を残す。器壁

0．4 1．25 は、比較的厚く、先端部にしたがって薄くなる。抉 33 1
山岩

第1 小形蛤 ハンレイ

りはなく、平基鏃に分類される。

所々に調整時の打痕、調整痕を残す。体部の調整が

入念であるのに対し、刃部の調整は粗雑である。本
33 48．6 5．5 1．8 130

　土器群 刃石斧 変岩 来の刃部欠損後、再度、刃部が形成された可能性が

ある。

1側縁に扶り痕を有する。破砕面に紐がけの円孔痕
6．2 0．8 33 5

q－62 石庖丁 緑泥片岩 3．4 30
を残す。磨粍が激しい。

讃岐質安 33 3　
r－62 石　鏃 3．2 1．6

先端部が欠損している。片脚のみ作り出されている。

0．4 1．19 両面とも入念な二次加工が施され、器壁は比較的薄
山岩

讃岐質安

い。

両面に、背面もしくは、腹面の剝離痕を残す。粗雑

な二次加工が施される。基部は截断面を持っている。
尖頭器 3．6 2．8 0．6 5．57 33 2

S－64
山岩 先端部は比較的鋭利である。風化が苦しく進んでい

る。尖頭器としての可能性がある。
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　　　　　　　　　　　第V調査区の調査概要

　1　調査概要（第1・2・3図）

　本調査区は、現在流れている小野川の右岸に位置し、川筋との距離は約50mにも満たない

最も河川敷に近接する区域である。発掘調査区域は工事計画区域内にとどめられており、調

査総面積は約372㎡を測る。

　確認調査では、遺物包蔵地としての平面的把握を主体としていたため、今回は再度、東西 

・南北に「十字」形のトレンチを設定し、幅約1m、深さ約60cmにわたって掘り下げ、土層

の検討及び遺物の包含状況を確認した後、包含層上面に至るまで機械力によって表土の除去

を行った。

　調査については、前調査区と同様に5×5mを基本単位とする区画設定を行い。南北軸の

68～71、東西軸のA～Gの範囲に相当する全長34m、幅約10m、面積340㎡を発掘対象と

して、手掘りにより包含層の平面的掘り下げを行った。その結果、包含層上面においては、

小河川、溝状遺構、及び溝状遺構に伴う小規模な水利施設跡と思われる2本の木杭が検出さ

れ、また、包含層中には、弥生時代後期末から古墳時代初頭にかけての土器・礫群が、部分

的に集中を見ながら、ほぼ発掘区全域に平面的に広がっていることが確認された。　しかしな

がら、遺構等の検出に関しては、生活基盤面が砂層であることなどから、疑問の残る結果と

なっている。さらに、調査に慎重を期するため、再度層序断面を検討した後、東西・南北ト

レンチを設定し、基盤面の検出を行った結果、上位遺物包含層より下位の砂層中に、弥生時

第1図　発掘区及びトレンチ設定図
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第2図　全測図（1）
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第3図　全測図（2）（S区）
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第4図　土層断面図および種子同定サンプリング地点

263～264





代中期前半の土器、木片等の遺物が包含されていることが明らかになった。そのため、引き

続き下層遺物包含層上面までの間層を除去し、上層同様に包含層の平面的掘り下げを約32

㎡にわたり手掘りによって行い、その範囲をS区と仮称した。このS区からは、弥生時代中

期前葉の土器片数点と加工痕の見られる木片、自然木、木の実等が検出された。

また、層序断面の観察から、地山相当面は発掘区中央部を中心としてほぼ凹形を呈して

おり、凹部が自然河川の堆積作用によって現在に至るまでに平坦化した様相をとらえること

ができた。

2　 層序 と遺物 包含層 （第4図 ）

本調査区の層序は、発掘区が現在の小野川筋の右岸に近接しているため、河川の影響を

強く受けているものと考えられる。堆積層序は大きく7層に区分され、各層ともほぼ水平に

堆積している。

Ⅰ層　　表層Ⅰ

粘性が強く、灰味黄茶色を呈する。表土及び床じめ層までのものである。

Ⅱ層　　表層Ⅱ

Ⅱa層　粘土質土層

粘性が強く、明灰色を呈し、有機質成分を含む。

Ⅱb層　粘土質土層

粘性が強く、酸化鉄成分をもった土粒が混入しているため、明黄灰色を呈する。

Ⅲ層　　第Ⅰ漸移層

粘性が強く、やや細砂粒を含む。酸化鉄成分を含み、灰褐色を呈する。所々に酸化

鉄成分をもつ土塊が見られる。

Ⅳ層　　第Ⅰ遺物包含層

粘性が強く、細砂粒を含む土壌である。文化層的性格をもち、弥生時代後期末から

古墳時代初頭にかけてのものと考えられる土器群を包含する。ほぼ発掘区全域にわた

って、層厚約25cm平均で堆積している。暗灰褐色を呈し、所々に酸化鉄成分をもった

土塊が混在している。発掘区北端に至っては、下層のⅥ層に漸移しており、遺物等の

出土量も少なくなることから、本層の広がりはほぼ発掘区北端までと考えられる。

Ⅴ層　　第Ⅱ漸移層

Ⅵ層の砂質の土壌と、Ⅳ層の粘土質の土壌との漸移層である。やや粘性が強く、

暗灰色を呈する。発掘区南西端で顕著に観察される。
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Ⅵ層　　第Ⅰ堆積層

粗粒砂層で、所々に粘性をもつ土塊が混在している。河川の堆積作用等により形成

された層で、テフラと思われる火山性砕屑物が多少含まれている。青灰色を呈してい

るが、一部酸化鉄成分により色調が赤褐色に変化している。

Ⅶ層　　第Ⅱ堆積層（第Ⅱ遺物包含層）

粗粒砂層、細粒砂層、粘土質土層から成り、一部酸化鉄成分により色調が赤褐色に

変化している。本層には、多くの水湿性雑草種子類（註）、土器片、加工痕の見られ

る木片、自然木、木の実等が包含されている。出土する弥生式土器片から、弥生時代

前半以後に堆積した層と考えられる。

Ⅶa層　粘土質土層

粘性が強く、酸化鉄成分を多く含み、黄褐色を呈する。第Ⅱ堆積層中、最上層に位

置している。

Ⅶb層　粗粒砂層

暗灰色を呈し、粗粒砂を主体とする砂層であり、層中にはレンズ状にⅦc層を含む。

中期前半の弥生式土器を包含しており、また、加工痕をもつ木片等が出土することか

ら、近接する地域において弥生時代中期前半の生活跡が存在し、それが河川等の堆

積作用などによって遊離し、二次堆積したものと思われる。

Ⅶc層　細粒砂層

細粒砂を主体とする砂層で、明灰色を呈する。直上層と同様の遺物を包含する。

Ⅶd層　中粒砂層

中粒砂を主体とする砂層であり、第Ⅱ堆積層中最も遺物包含量が多く、ほとんどの

土器及び木片は本層中に含まれている。

Ⅷ層　　第Ⅲ堆積層

粘土質土層及び粗粒砂層、細粒砂層から成り、本調査区最下層に位置する。本層か

らは、腐蝕した水湿性雑草及び種子類等の植物遺体が多く検出されている。

Ⅷa層　粘土質土層

暗灰色を呈し、細粒砂も含む粘性を帯びた層である。多少酸化鉄成分を含む。

Ⅷb層　粘土質土層

粘性が強く、黒色を呈する。多くの水湿性雑草種子類を含んでいる。層厚も厚く、

沼地状態であったことをうかがわせる。

Ⅷc層　細粒砂層

細粒砂を主体とする砂層で、一部小礫を含み、暗灰色を呈する。水湿性雑草種子類

を包含し、有機質成分を含む。

Ⅷd層　粗粒砂層
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粗粒砂を主体とする砂層で、明灰色を呈する。一部酸化鉄成分によって黄褐色に色

調変化している。

註　　京都薬科大学教授　梅本光一郎氏に依頼した種子同定結果による。

3　 遺構 と遺物

今回の調査は、限られた時間、天候不順、遺跡の立地等の数々の問題のため不十分な点

も残るが、弥生時代中期前半の土器片及び木片、弥生時代後期末から古墳時代初頭にかけて

の土器・礫群のほか、溝状遺構とそれに伴う小規模な水利施設と思われる遺構を検出するに

至った。特に、弥生時代後期末から古墳時代初頭にかけての土器・礫群では、完形に近い遺

物も多く検出することができ、当時における土器の組合せ関係を考えていく上で良好な資料

を提示できたと思われる。

なお、本調査においては、土層の層序から文化面を把握することが、比較的容易に行われ

たため、層序にそって順次記載していくこととする。

（1）第Ⅰ遺物包含層上面の遺構及び出土遺物

ア　小河川と溝状遺構（第5図（1）

小河川、溝状遺構ともにⅡb層上面から切り込まれている。小河川は、発掘区を東西に横断

し、最大幅3m、深さ1.2mで断面は「V字」形を呈している。小河川内の土層の堆積状況

は、上層より層厚約60cm、径3～5cmの礫を含む黄褐色粗粒砂層、層厚約30cm、径1～5 

cmの円礫を含む明灰色粗粒砂層、層厚約30cm、拳大の円礫を含む灰褐色砂礫層、層厚7～8 

cm、5mm前後の砂礫を含む灰色粗粒砂層となっている。遺物等の出土は見られず、意図的に

水路として利用されていたとはとらえ難いが、溝状遺構とそれに伴う小規模な水利施設が隣

接すること、また、同一層より切り込まれていること等から、それらと何らかの関連をもつ

ものと思われる。

溝状遺構は、東から発掘区を横断し、最大幅1m、深さ40cm、断面は「U字」形を呈する。

発掘区西端に至る部分では、溝内両側に幅約70cmをおいて深さ30cm余り打ち込まれた2本の

木杭が検出されている。材質は2本ともにコウヤマキである。発掘区東端部における土層の

堆積状況は、砂礫が単一に堆積しているのみであるが、木杭間での堆積状況は、第5図（1）に

示されるように、粘性土を中心とした土壌の堆積となっており、水流の停滞した状況を観察

することができる。溝状遺構に伴う2本の木杭は、上記のようなことから、小規模ではある
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が、水利施設を意味するものではないかと考えられる。時期については、溝状遺構等に伴う

適切な出土遺物が見られないため不明瞭ではあるが、土層の層序等から弥生時代以後のもの

であろうと推測される。

イ　溝内の出土遺物と木杭（第5図（2）、第18・19図）

溝内より、弥生式土器底部が出土している。若干の上げ底を呈し、器面はナデ調整が施さ

れている。これは、土層の観察等から、溝状遺構とは時間的に関連性をもたない流れ込みの

資料と考えられる。

現存している木杭は、ア、全長97cm、最大径10cm（第18図）、イ、全長91cm、最大径10cm 

（第19図）を測る。全体的に腐蝕が進み、先端部を除いてはほとんど観察不可能な状況であ

る。先端部の加工痕は、両木杭とも約3～4cmの幅をもち、入念でしかも鋭利な仕上げとな 

っている。

1　黄灰色砂礫層

2　粗粒砂層

3　灰色細砂層

4　褐色粘性土層

5　黄褐色粗粒砂層

6　黒褐色粘性土層

7　灰色砂礫層

第5 図 （1）溝状遺構土層断面図 （2） 溝内出土遺物実測図
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（2）第Ⅰ遺物包含層内出土の土器・礫群（第2図）

ア　位置及び出土状況

土器・礫は、ほぼ同一高に位置し、発掘区全域にわたって出土している。その出土状態か

ら7群に大別され、北側からPGⅠ～PGⅥとし、最北端一群のみPGⅦと仮称することとする。

各土器群は、個々に土器の組合せが異なり、若干の時間的差が兄られる。また、出土状況は

大きな撹乱を受けておらず、ほぼ原位置を保っているものと考えられる。遺物は、完形若し

くは完形に近い状態で検出されているが、取り上げの際、分散されているため資料がやや断

片的なものになったことは否めない。

PGⅠは、調査区の北西に位置する土器群である。土器群内最大のPGⅡの東側にあたり、長

径約5m、短径約2mの東西に細長い楕円形を呈している。集中部は、ほぼ3ケ所に分散

している。北側は、上層より切り込まれた小河川によって若干撹乱を受けているものと思

われる。しかし、全体としては、出土した土器片の多くが、ほぼ完形に近いものは2 点だが、

大形であることなどから、さほど大きな撹乱を受けているとは思われない。若干の礫を含み、

土器群と礫とのレベルはほぼ同一となっている（第6図）。

PGⅡは、北東に位置する土器群である。PGⅠの東側に隣接し、東西約6m、南北約6mの

方形を呈する。土器群内最大規模であり、遺物も最も多く検出されている。北側に多量の土

器が集中し、南東側ではやや希薄となっている。北側は、上層より切り込まれた小河川によ 

って若干撹乱を受けているものと思われる。出土状況は、比較的完形を保っているものが多

く、破片も大形のものが多くなっている（第7 図）。

PGⅢは、発掘区ほぼ中央に位置し、PGVの北側に隣接する。最も集中の見られる部分は、

直径約1.5mのほぼ円形を呈し、多量の遺物が混在している。集中部の周辺に直径約3mを

単位として点在している小さなまとまりも、本土器群に含まれるものと思われる。礫はほと

んど含まれず、集中部の南西側は、上層より切り込まれた溝状遺構によって若干撹乱を受け

ていると思われる。各出土土器の垂直位置はほぼ同一であるが、集中部において粉砕された

土器片が、薄い層をなして混在している（第8 図）。

PGⅣは、発掘区西端に位置し、南北トレンチ内をも含めたものである。直径約4.5mの円形

を呈する範囲と考えられるが、発掘区外に至るため、その全容は把握できない。集中部は、

ほぼ南北トレンチ内に位置すると考えられるが、南北トレンチ内の遺物の出土状況の詳細は

明確ではない。南北トレンチ外の遺物の出土状況は、土器群南側に小さなまとまりをもって

分散しており、垂直位置はほぼ同一である（第9、10図）。

PGVは、F-70杭の北側に位置し、PGⅥの北側に隣接する。南北約4.5m、東西6mのほ

ぼ楕円形を呈する。土器群内には明瞭な集中部は見られず、小さなまとまりをもって分散し
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第6図　PGⅠ平断面図
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第7図　PGⅡ平断面図
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ている。各まとまりともにほぼ同一高に位置し、径5cm前後の円礫が若干含まれている。北

側は、上層より切り込まれた溝状遺構によって、やや撹乱を受けているものと思われる。

PGⅥは、調査区の南端に位置し、現行する小野川筋に最も近接している。南側の、東西約

2m、南北約1mの範囲には、径20cm前後の礫が集中している。礫の中には、半割若しくは破

砕されたものも含まれている。この礫群も含めて、本土器・礫群は、東西約5m、南北約4

mの楕円形を呈している。群内では、東西にほぼ2分して土器の集中が見られ、礫も含めた

各遺物の垂直位置は、ほぼ同一である。完形品等の出土は少なく、複合口縁等の土器片が散

在している（第12図）。

PGⅦは、発掘区内最北端に位置する。小さなまとまりをもち、ほぼ2個体分ほどの土器片

と思われるが、明確にはその個体を復元しえなかった。また、細片のためその具体的な時

期等についても不明である。各土器片は、ほぼ同一高に位置している（第13図）。

第8図　PGⅢ平・断面図
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第9図　PGⅣ平面図
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第10図　PGⅣ（2）平断面図（南北トレンチ内）
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第11図　PGⅤ平面図
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第12図　PGⅥ平断面図
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第13図　PGⅦ平面図

イ　土器の組合せ（第17図）

第Ⅰ遺物包含層内の出土遺物は、時期的には、ほぼ弥生時代後期末から古墳時代初頭にか

けてのものであり、その出土量はかなりの量にのぼっている。また、各土器群で見た場合、

ほぼ完形を保っているものも多く含まれているため、ここでは完形に近いものを中心に、

器種、形態について分類し、同時に土器の組合せについて概要をまとめることとする。

（ア）器種・形態

〈壺形土器（A）〉

AⅠa類　　 口縁は朝顔状を呈し、端部はわずかに折り返して肥厚する。体部は、胴の

張った球形を呈する（第22図PGⅡ-6）。

AⅠb類　　 口縁は朝顔状に大きく開き、さらに外反した後、端部に至る（第21図PGⅠ

―10）。

AⅠc類　　 口縁は外傾して立ち上がった後、稜をもってさらに大きく外反する（第22
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図PGⅡ-3）。

AⅠd類　　 口縁はほぼ垂直に立ち上がった後、稜をもって外方に開く（第22図PGⅡ-

2）。

AⅠe類　　 口縁は朝顔状に開き、端部は上下につまみ出されて面をなす（第20図PGⅠ

―3）。

AⅡa類　　　複合口縁である。口縁は朝顔状に開き、端部は丸味を帯びて肥厚し、さら

に内傾して上方へ立ち上がる（第36図PGⅥ-1）。

AⅡb類　　 複合口縁である。口縁は朝顔状に開き、端部は肥厚してさらに短く内傾

して上方へのびる。内傾する端部の貼り付けの状況は、より明確になってい

る（第29図PGⅢ-1）。

AⅡc類　　 複合口縁である。口縁は朝顔状に開き、端部は肥厚してさらに垂直に立ち

上がる（第32図PGⅣ-2）。

AⅢ類　　 長頸壺である。頸部は長く、やや内湾気味に外上方へのび、端部に至る。

端部は肥厚し、丸味を帯びる（第22図PGⅡ-5）。

AⅣa類　　 口縁部が欠損しているため、口縁器形は不明である。頚部に貼り付け凸帯

を有し、凸帯には斜行する刻み目が施されている。胴部は楕円形を呈する

（第31図PGⅣ-1）。

AⅣb類　　 口縁部が欠損しているため、口縁器形は不明である。頸部に貼り付け凸帯

を有し、凸帯には斜行する刻み目が施されている。胴部は球形を呈する

（第20図PGⅠ-6）。

〈甕形土器〉

口縁部が「く」の掌状を呈するものを（B）とする。

BⅠ類　　 口縁は「く」の字状に外反し、最大径を体部中位にもち、体部は楕円形を

呈する。口縁は比較的立ち上がる（第25図PGⅡ-23）。

BⅡ類　　 口縁は緩やかに「く」の字状に外反し、体部はやや偏平な楕円形を呈す

る。底部は不安定な平底を呈する（第24図PGⅡ-13）。

BⅢ類　　 口縁は「く」の字状に外反し、比較的口径は小さくなる。器高も低くなり、

小形である（第33図PGⅣ-7）。

BⅣ類　　 口縁は「く」の字状に外反する。体部上位に最大径をもち、比較的肩部は

外方に張り出す（第24図PGⅡ-15）。

BⅤ類　　 口縁は緩やかな「く」の字状を呈する。口径は比較的大きい（第28図PG

Ⅱ-62）。

口縁部が複合形態を示すものを（C）とする。（土師器としてとらえられるものも含

む。)
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CⅠa類　 　口縁は「く」の字状に外反し、さらに端部は丸味を帯びて、ほぼ垂直に上

方へ立ち上がる（第20図PGⅠ-2）。

CⅠb類　　 口縁は「く」の字状に外反し、端部は鋭くくびれて凹形を呈し、短く上方

へ立ち上がる（第29図PGⅢ-6）。

CⅡ類　　 口縁は「く」の字状に外反し、端部はさらに短く外反して上方へのびる

（第35図PGV-12）。

CⅢ類　　 口縁は「く」の字状に外反し、端部はさらに大きく外傾して短く上方への

びる（第29図PGⅢ-5）。

＜埦形土器（D）〉

DⅠ類　　 口縁は外反し、頸部内面に鈍い稜を有する。最大径を口縁部にもつ（第26

図PGⅡ-28）。

DⅡ類　　 口縁は幾分外反し、端部は丸味を帯びる。体部は緩やかな丸味をもって

下方にのび、最大径を体部上位にもつ（第26図PGⅡ-36）。

〈高坏形土器（E）〉

完形品の出土が見られず、脚部のみでの分類である。

EⅠ類　　 脚裾部は、外反気味に大きく「ハ」の字形に開き、端部は丸味を帯びる

（第35図PGⅤ-7）。

EⅡ類　 　脚裾部は低く広がり、円孔が穿たれている。端部は丸味を帯びる（第35図

PGV-9）。

〈支脚形土製品（F）〉

FⅠa類　　 犬埴輪形（註）を呈し、体部外面にタタキ目調整痕を残す（第30図PGⅢ

-24）。

FⅠb類　 　犬埴輪形を呈し、体部外面に指頭圧痕及びナデ調整痕を残す（第35図PGV

-12）。

FⅡa類　　 小形の器台形を呈し、体部外面に指頭圧痕及びタタキ目調整痕を残す（第

37図PGⅥ-14）。

FⅡb類　 　小形の器台形を呈し、体部外面に指頭圧痕及びナデ調整痕を残す（第35図

PGⅤ-10）。

FⅢ類　 　比較的短い円筒形を呈する（第22図PGⅡ-8）。

（註）　　小林行雄　「土製支脚」　『古墳文化論考』　平凡社　1976年

（イ）土器の組合せ
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〈PGⅠ〉

本群中、壺形土器は、AⅠb、AⅠe、AⅣbの各類例のものが1点ずつと比較的その量は

少なく、ほぼ1点ずつの組合せと考えられる。

甕形土器は、完形を保っているものはなく、口縁部が「く」の字状を呈するものが3点出

土している。PGⅠ-8（第21図）はBV類に属するが、他の2点は明確な分類基準をもたな

い。その他に、甕形土器と考えられるPGⅠ-2（第20図）も検出されている。これは、口

縁部が「く」の字状に外反し、端部は肥厚してほぼ垂直に上方へ立ち上がり、頸部に凸帯が

貼り付けられ、凸帯にヘラ状工具による刻み目がめぐったものである。その形態的特徴から

CⅠa類に含まれると思われる。

底部は、丸底が2点、平底が9点と、比較的平底が多く出土している。ほとんどのものの

器面調整はハケ目調整であり、PGⅠ-6（第20図）のみハケ目調整後ヘラ磨きが施されてい

る。

群中、外面にタタキ目調整痕を残すものは1 点も出土せず、また、高坏形土器、鉢形土器、

支脚形土製品等も検出されていない。

＜PGⅡ〉

本群中、壺形土器は、AⅠa、AⅠc、AⅠd、AⅢの各類例のものが1点ずつと、比較的そ

の量は少なく、ほぼPGⅠと同じ様相を示しているが、AⅢ類が供伴している点でやや組合せ

に変化が見られる。その他に、口縁部が朝顔状を呈すると思われる壺形土器の頸部が1点出

土している。

口縁部が「く」の字状を呈する甕形土器（B類）は、17点と比較的多く検出され、その中

でもBⅠ類は6点と最も多い。また、PGⅡ-12（第23図）は同じくBⅠ類に含まれるが、

体部内面にヘラ削りが施されている点でやや特異である。他には、BⅡ類が1点、BⅣ類が

3点出土している。甕形土器においては、BⅠ類が各土器群を通して最も普遍的なものであ

ると考えられ、本土器群中でも大きな比重を占めている。その他に、口縁部が欠損してい

るため断定はできないが、体部中位に最大径をもつと考えられるBⅢ類の小形の甕形土器も

検出されている。

鉢形土器は、DⅠ、DⅡの各類例のものが1点ずつ出土している。

特異なものとして、手づくね土器が1点、FⅡ類に含まれると思われる支脚形土製品が1

点検出されている。

口縁部については、小片のため器形全体が推定できるものは少ないが、AⅠa類に属する

と考えられるものが1点と、高坏形土器の坏部と思われるものが1点出土している。

底部は、比較的体部まで遺存しているものが多く、体部の器面調整痕がかなり明瞭に残っ

ている。器面調整は、ほぼ次の4種類に分けられる。1、タタキ目調整痕をほとんど残し、
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部分的にタタキ目調整後ナデ調整あるいはハケ目調整を施したもの、2 、タタキ目調整痕

をハケ状工具で、底部あるいは口縁部から一定の方向性をもって消しているもの、3 、入念

なハケ目調整を器面全体に 一定の方向性をもって施したもの、4 、入念なハケ目調整を施

した後、ナデあるいは磨きによってハケ目調整痕を消しているものである。前者の3 例は、

比較的甕形土器において多く見られる。次に、形状は、平底、丸底、若干の凹形を呈する

もの、及び、幾分台状を呈するもの等が見られる。その中でPGⅡ-39（第27図）は、やや

底径の小さい平底で、底部は製作時にヘラ状工具によってえぐり取られ、上げ底状を呈し

ている特異な例と考えられる。

本土器群からは、他に小片であるため実測等は行えなかったが、施文に特徴をもつもの

が2 点検出されている（第14図1 、2 ）。1 は、口唇端面にクシ状工具によって波状文を施し

たもの、2 は、貼り付け凸帯に斜格子文を施したものである。

2
1 

第14図　PGⅡ出土遺物拓本

＜PGⅢ＞

本群中、壺形土器はAⅡb類のものが1点と少ない。

甕形土器は、完形を保っているものはなく、口縁部が「く」の字状を呈するもの（B類）

と、複合形態を示すもの（C類）とが供伴している。B類については、BⅠ類と認定される

ものが1点で、他は細片のために明確な分類基準をもたない。C類では、CⅠb、CⅡ、CⅢ 

の各類例が1点ずつ見られる。その中で、CⅠb類は「く」の字状の口縁形態に、CⅡ、C 

Ⅲ類の影響を受けたものと思われる。

高坏形土器と考えられるものは、4点出土している。脚部は2点で、ほぼEⅠ類に含まれ
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る。坏部は1点で、わずかに内湾して外方へのび端部に至っている。口縁部は、外湾気味に

上方へのびるもの（第29図PGⅢ-9）と、内湾気味に緩やかに外上方へのびるもの（第30図

PGⅢ-12）との2点が検出されている。

特異な資料として、支脚形土製品が4点出土している。FⅠa類のものが3点、うち1例は

裾部の断片であり、あとFⅡb類のものが1点である。その他に、細片のため実測及び観察

等はできなかったが、手づくね土器が1 点検出されている。

口縁部は、小片のため器形全体を推定させるものは少ないが、その中では甕形土器と考え

られるものが比較的多いようである。

底部では、平底を呈するものが多い。（第30図PGⅢ-14）は、底部外面にクシ状工具によ

り平行沈線が施されている。器面調整は、1 、タタキ目調整痕をそのまま残すもの、2 、入

念に施されたハケ目調整痕を残すもの、3 、ハケ目調整後ナデ調整を施したものの3 種類が

見られる。

〈PGⅣ〉

本土器群では、本来の広がり全体を網羅した資料を提示することができなかったため、取

り扱った土器は比較的類似しているものが多く、土器の組合せ関係もやや偏ったものとなっ

ている。

群中、壺形土器は、AⅡc、AⅣaの各類例が1点ずつである。

甕形土器は、完形を保っているものが比較的多く、口縁部が「く」の字状を呈するもの

（B類）と、複合形態を示すもの（C類）とが供伴している。B類については、BⅠ類に属す

るものが3点、BⅢ類に属するものが1点で、その他は、細片のため明確な分類基準をもた

ない。C類では、CⅠa類が1点のみ検出されている。

底部は、体部まで遺存しているものが比較的多く、体部の器面調整痕がかなり明瞭に残っ

ている。器面調整は次の3種類に大別される。1、タタキ目調整後、ハケ目調整を施したも

の、2、タタキ目調整後、部分的にナデ調整を施したもの、3、入念なハケ目調整を一定の

方向性をもって施したものである。

＜PGⅤ〉

本土器群では、壺形土器は検出されていない。

甕形土器は、完形を保っているものはなく、口縁部が「く」の字状を呈するもの（B類）

と、複合形態を示すもの（C類）とが供伴している。B類については、BⅢ類のものが1点

のみである。C類では、CⅡ類のもののみ4点出土している。

高坏形土器は、EⅡ類に属するものが2点、EⅠ類に属するものが1点のほか、坏部と思

われる内湾気味に緩やかに外上方へのびている口縁部が1点（第35図PGV-6）検出され
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ている。

また、特異な資料として、支脚形土製品が3点出土している。その内訳は、FⅠa類のもの

が1点、FⅠb類のものが1点、FⅡb類のものが1点である。

底部は、比較的丸底が多くなっている。器面調整は、1 、タタキ目調整後、部分的にナデ

調整を施したもの、2 、入念なハケ目調整を一定の方向性をもって施したものの2 種類が見

られる。

〈PGⅥ〉

本群中、壺形土器は、AⅡa類のものが2点検出されている。そのうち1点（第36図PGⅥ 

-1）は、口縁部に平行する2条の竹管文が施されている。

甕形土器は、完形を保ったものはなく、口縁部が「く」の字状を呈するもの（B類）が4

点出土している。その中で1点はBⅢ類のものと考えられる。

鉢形土器は、DⅡ類に属するものが1点見られる。

高坏形土器は、坏部及び基部が各1点ずつ出土している。坏部は埦形を呈するものであ

る（第37図PGⅥ-12）。

特異な資料として、FⅡa類に属する小形の器台形の支脚形土製品が1点検出されている。

全体を通して、器面調整は、ハケ目調整後ナデ調整を施したものが多く、支脚形土製品に

おいてのみタタキ目調整痕が見られる。

〈PGⅦ〉

本土器群中より検出された土器は、細片であるため実測及び観察を行うことはできなか 

った。「く」の字形を呈すると思われる口縁部片が1点、底部近くの胴部片が2点、その他

器形不明の口縁部片が3点と少ない。

（第Ⅰ遺物包含層内出土のその他の遺物）

上記の土器群以外より、甕形土器、支脚形土製品の出土が見られた。原位置が不明である

ため、ここではその他の遺物として一括する。

甕形土器は、口縁部が「く」の字形を呈し、体部上位までタタキ目調整痕が残っている。

また、体部のみであるが、第38図2 はハケ目調整後ヘラ磨きが施され比較的器壁の厚いもの

である。

支脚形土製品は脚部のみで、外面はタタキ目調整後ナデ調整が施され、内面には入念な

ハケ目調整が施されている。また、体部中位に1ケ所円孔が穿たれている。
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（3）第Ⅱ遺物包含層内出土遺物（第3図）

Ⅶ層は堆積層であり、自然木及び土器片はⅦ層を細分するa～dの各土層中にまたがっ

て包含されていた。Ⅶ層中、最も多く遺物が検出されたのはⅦd層であり、遺物は隣接して

いたと思われる旧河川の氾濫等の堆積作用により、二次堆積したものと考えられる。

層中からは、弥生時代中期前半の壺形土器口縁部、及び、自然木、加工痕の見られる木片

等が検出されている。自然木は、クヌギ、ヒノキ、アラカシ、ツガ、ヒメコマツ等、当時に

繁茂していたと思われる樹木類で、他に木の実等の種子類も出土している。

ア　出土状況（第15・16図）

遺物が二次堆積した状況を把握するために、垂直分布の模式図を作成してみた。

木片はS区ほぼ全域に散在し、それらに混在して弥生式土器片が検出されている。自然

木はほぼ南東方向に長軸をもったものが多く、堆積時における流入方向を示唆しているも

のと思われる。木片はほぼ水平に堆積している。

イ　出土遺物

土器片は6点余り出土しているが、そのうち観察可能な2点についてのみ記述する。1点

は、比較的頸部の長い壺形土器の口縁部で、口縁部はわずかに外反して上方へのび、端部は

肥厚して鍬形を呈している。頸部外面には7条の平行沈線を施している（第39図S-2）。も

う1点も壺形土器の口縁部で、口縁部は外反して上方へのび、端部付近でさらに外反し、端

部は丸味を帯びている。頸部には断面三角形を呈する凸帯が貼り付けられている（第39図S

-2）。時期的には、弥生時代中期前半の中寺式土器に比定される。

伴出した木片は自然木が多く、かなり腐蝕が進んでいる。加工痕をもつと認められるもの

は数点にすぎず、加工痕自体も腐蝕のため不明瞭な点が多い。S-3 （第39図）は棒状の木

片で、一端には加工痕が見られ、もう一端は横方向からの加圧によって破砕されている。材

質はヒノキ若しくはサクラと思われる。外面にやや樹皮を残している。S-5、6（第40図）

は板状に分割されたと思われる木片で、S-6は上端に削り痕を残しており、板杭と考えら

れる。材質はアラカシと思われる。その他には、焼成痕を残す木片も検出されている。
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第15図　S区平面図および垂直分布図（1）
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第16図　S区平面図及び垂直分布図（2）
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4　 平井遺跡第Ⅴ調査区の出土種子について

梅 本 光一郎

京都薬科大学

古来、植物と人間とは衣食住にわたって密接な関係がある。　しかし人間は自分達の利益と

あまり結びつかないようなもの、例えば雑草などを自分達の生活の場にまで意識的に持ち込

んでくるようなことはしない。従って雑草種子などは、たいていその生育していた場所に遺

存しているもので、このため人の利益とあまり結びつかない雑草種子といえども、土壌中に

遺存している雑草種子は古代植生の調査には欠かすことのできない重要な検索目標となる。

出土雑草種子から農耕形態を探り出し、古代人の生活様式の一端を知ることができる場合も

少なくない。笠原安夫博士らの長年の研究から、出土雑草種子群と農耕形態との関係が明ら

かになっており、例えば多数のコナギ、オモダカ、イバラモ、スブタ、ホタルイ等の種子類

が出土すれば湿田稲作の存在、少数のコナギ、タカサブロウ、コゴメガヤツリ等の種子類が

出土すれば乾田耕作、少数のコナギ、スズメノテッポウ等の種子類が出土すれば裏作麦栽培

がなされていたと考えられ、またカタバミ、ザクロソウ、イヌタデ等の種子類が出土すれば

その付近に畑作や住居地の存在が推定される。

当該区の土壌調査は、雑草種子分析に重点をおいて進めた。この結果、当該区は、人との

かかわりあいの極めて少なかっだ゛湿地帯″を形成していた場所であったことが分明した。

1　調査方法

土塊からの植物性遺体の検出、同定は次の順序に従って行う。

1）土塊を水の入った適当な大きさのビーカー内に移し、そのまま2～3日、ときには1週

間位静置する。時々水道水を静かに注ぐ。

2 ）土塊の一部が少し崩壊し始めると、毛筆等の柔らかいもので注意深く、この崩壊を補助

する。

3） 中央が凹んだ目の細い金網にガーゼを敷き、2）の操作で得たビーカー内の出土物を注

意深く注ぐ。

4 ）実体顕微鏡下で小石、植物性遺体等に分別する。

2　調査結果と考察

日本の農耕は稲作で始まったが、その稲作の開始期については論議が一様でない。弥生期

であるとする説と繩文期であるとする説とがある。愛媛県においては、低湿地の弥生前期・
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中期の層からコナギなどの水田雑草種子が多数出土し、水田跡の存在や水田の周辺に冬作の

畑作が行われていたことが、筆者の調査からすでに明らかになっていて、弥生前期から愛媛

県ではかなり高度な栽培農耕文化が営まれていたことがわかっている。従って 今回調査の対

象になった平井遺跡第Ⅴ調査区が地理的には低湿地のかなり広い平坦地にあることや年代的

にも弥生中期から後期にかけてのものであること等から考えて、当該調査区から水田跡が見

つかっても不思議ではないように思われた。しかし、調査の結果からは水田跡であることを

実証しうるようなコナギ種子等は一粒も出土しなかった。出土したのは表1に示したような

水湿性の雑草種子が大部分であった。今回の調査によって得られたその他の主な結果につい

ては以下において記す。

表1

A-2、B-2（1）、B-2（2）、B-2（3）、B-3の各地点からオニスゲがかなり多く出土

したが、オニスゲはやはり湿地性の植物で、稈は直立して高さ20～50cmとなり、その種子

は雑草種子の中では大きい部類に属する。その出土粒数から考えてみて、当該調査区ではオ

ニスゲが弥生中期にかなり繁茂していたことがわかる。

南北層序断面図（東側）

B-2（2）およびB-2（3）の地点からキビノナワシロイチゴの種子が少数出土しているが、

これは食用にも供される植物の一つである。しかしその出土地点や出土種子の粒数の構成等

から見ると食利用されたあとのものとは考えにくい。

地山上に直層する黒色粘性土層のB-3地点からはコナギ種子は一粒も出土しなかったが、

ハリイ、ホタルイ、コゴメガヤツリ等の水湿性雑草種子が多数出土していることから見て、

このⅧb層は、水田跡であった可能性が若干残されている。従って、このⅧb層については、

今後さらに多くの地点で試料を採取し、さらに詳しい調査をしてみる必要がありそうだ。

暗灰褐色（粘性）細砂層のⅣ層からは種子類が全く出土しなかった。一般に種子類は乾燥

性の土壌中では分解消失して遺存しないことが多いが、Ⅳ層のような水湿性の土壌中におい

ては、たいてい何がしかの種子類が遺存しているものである。何故Ⅳ層に種子類が一粒も遺

存していなかったのか？その原因については現在までのところ全く不明である。ただⅣ層に

限って多くの土器片を包含していたという点に対しては大いに注意を払う必要がありそうだ。

いずれにしても種子類が全く遺存していなかった原因を究明するには、さらに多くの分野か

らの調査が必要かと思われる。
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表1　出土種子の種類と粒

種名 オ ．コ ヒ キ イ ホ ミ ヒ イ
ゴ ボ

ゴ ン ズビ メメ メ ノニ タ
ト オ ネ

ナ チ ハ リ
カ ウ

トク
ス ヤ タ ワ ル ジ

タ ギ 科
ツ シ

採取地点 ゲ リ ソ イ リ イ ソ SPデ デ ロ ゴ

4
A－2 76 140 4

B―1

B―2（1） 88 33

14B―2（2） 215 57

9B―2（3） 135 18

54 8 6231 115 8 15 39 339B―3

C－1

C―2

D －1

D―2 7

E―2

F－2

　土量1kgあたりの換算数

　種子類が全く出土しなかった地点
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5　 小　 結

本調査区は、平井遺跡の中では、現在流れている小野川に最も近接しており、河川の影響

を強く受けている地域と考えられていたにもかかわらず、良好な2層の遺物包含層が確認さ

れた。

〈第Ⅰ遺物包含層〉　　　本層中より検出された土器群は、発掘調査区域の限定、生活基

盤面の不安定さなどにより、その出土状況のみから全体の成因等を把握することは、現時点

では困難であるが、土器群個々における土器の組合せ関係については、その特徴をとらえる

ことができた。

第17図に示したように、PGⅠは、器種としては、壺形土器と甕形土器のみであり、他の

ものは検出されていない。壺形土器はAⅠ類、甕形土器はB類が主流を占めているが、そ

の中に1点のみCⅠa類が含まれている。PGⅡでは、壺形土器、甕形土器、鉢形土器、手

づくね土器、支脚形土製品等多種のものが見られ、壺形土器は、AI類とAⅢ類とが伴出し

ている。また、本土器群では、本調査区中最も多量の甕形土器が検出されており、すべてB

類である。それらには、器形の大小、器面調整の変化等が見られ、当時の土器製作技術及び

甕形土器の組合せの一端を示唆するものではないかと思われる。PGⅢでは、壺形土器、甕

形土器、高坏形土器、支脚形土製品等が見られ、壺形土器は、AⅡb類1点のみである。甕

形土器は、B類とC類とが伴出しており、C類が主流を占めている。また、特に支脚形土製

品については、FⅠ類とFⅡ類とが伴出しており、当時におけるその使用の仕方等を推測す

ることができるのではないだろうか。PGⅣは類似資料が多く、資料にやや偏りが見られ、

検出した限りでは、壺形土器と甕形土器のみである。壺形土器は、AⅡc類と、PGⅠに類

例をもつAⅣa類とが伴出している。甕形土器は、B類が主流を占め、その中に1点のみC

Ⅰa類が含まれている。PGⅤでは、壺形土器は見られず、甕形土器では、B類とC類とが

伴出し、高坏形土器では、脚部の形態の異なるEⅠ類、EⅡ類の2種が見られる。また、支

脚形土製品は、PGⅢと同様に、FⅠ類、FⅡ類が伴出している。PGⅥでは、壺形土器、

甕形土器、高坏形土器、支脚形土製品等、多器種にわたる出土が見られるが、出土点数自体

は比較的少なく、壺形土器は、AⅠa類のみである。甕形土器は、B類のみであり、PGⅡ 

での在り方に類似している。

本層出土の個々の土器について、畿内、山陽における資料と対比するならば、AⅡc類、 

CⅠa類は弥生時代後期最終末、CⅡ類、CⅢ類は古墳時代初頭と考えられる。以上のこと

より土器群の時間差を考えるならば、PGⅡ、Ⅵに含まれる土器は、弥生時代後期末に位置

付けられ、PGⅢ、Ⅴは古墳時代初頭と考えられる。また、PGⅠ、Ⅳは、両者の特徴をもつ

土器を含むことから、弥生時代後期末から古墳時代への移行期に位置するものと考えられる。
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＜第Ⅱ遺物包含層〉　　　本層より検出された土器片は、磨耗が激しく、原位置を遊離し

た資料と考えられ、時期的には、弥生時代中期前半の中寺式土器に比定されるものである。

また、発掘区のほぼ全域にわたって木片が散在し、その中には、加工痕や焼成痕等の見られ

るものも合まれ、その他に、自然木では、クヌギ、ヒノキ、アラカシ、ツガ、ヒメコマツ等

当時に繁茂していたと思われる樹木類も多く見られた。これら土器片、木片、自然木等の本

層からの出土遺物は、当時の河川の作用によって本層中に包含され、検出されるに至ったも

のと思われる。

以上、本調査区では、上述のように検出された2層の遺物包含層が、それぞれ、弥生時

代後期末から古墳時代初頭にかけてのものと、弥生時代中期前半のものとの時間的な差異を

もつことが確認された。調査の結果については、単にこれらの時期における遺物の特徴がと

らえられただけでなく、隣接した地域に同時期の生活痕跡が存在する可能性も十分考えら

れるものとなっている。
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表2　第V調査区出土遺物観察表

種 別 出土場所 器　　 形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等 図 番 番号

底部は若干あげ底を呈する。器壁は比較的厚い。内外面ともに剝離、磨耗が激

溝 （底　部） しいが、わずかにナデ調整痕が観察される。粗砂粒及び微細粒を多く含む。黄

褐色を呈する。焼成良好。

PG
壺 31

Ⅳ－1

頸 部に貼り付け による凸帯を有 し、 凸帯 に は刻 み目 が め ぐる。底 部 は緩 やか

な丸底を呈する。胴部は緩やかなカーブを描き、最大径はほぼ中位に有する。

内外面ともに剝離、磨耗が激しいが、外面にわずかにハケ目調整痕が見られる。

底部 付近 外面には、ヘ ラによる沈線 が放射状に施 されている。粗粒、細 粒を非

常に多く含む。内面は灰白茶色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

「く」の字状に外反した口縁の端部が、さらに直立して上方へのびる。肩部は
弥

PG
壺 32

Ⅳ－2

ナデ肩 を呈し、胴部 中位に最大径 をもつ。 胴部外面 は斜め 方向のハケ目調 整を

施し、 頸部付近では その 後さらに縦方向 のハケ目調整が施 されている。 口縁 部

外面 は、 縦方向のハ ケ目調整を施し た後、 頸部に横方向の ナデ調整を行っ てい

る。内面 は頸部のみ横 方向 、他は縦方向の ハケ目調整を施 す。 石英、長石等の

生 甕 PG
32

Ⅳ－6

PG甕
33

Ⅳ－7

PGⅣ

式 （南北卜

細粒を含む。内面は淡灰褐色、外面は淡黄褐色。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し端部に至る。端部は面をなす。頸部内面に明確

な稜を もつ。 胴部内面は指 によるナデ調整 が施される。外面 は磨耗が激しい。

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部 は 「く」 の字 状に 外反 し、端部は わず かに面をなす。底 部は平 底を呈し、

胴部は外上方へのびる。最大径部は胴部上位に有する。内外面ともにハケ目調

整、頸部外面はハケ目調整後ナデ調整を施している。細砂粒を含む。内面は淡

黄褐色、外面は暗黄褐色。焼成良好。

口縁部は欠損している。底部はわずかに丸味を帯び、不安定である。胴部は外

レンチ） 上方へのび、ほぼ中位に最大径を有する。内面は横方向のハケ目調整、外面は PG甕
33

Ⅳ－8

土 PG
甕 33

Ⅳ－9

PG
甕 34

器
Ⅳ－10

PG
（口縁部） 34

Ⅳ－12

壺

底部から胴部ほぼ全面にハケ目調整が施されている。粗粒及び細粒を多く含

む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は丸味を帯びる。胴部は緩やかなカー

ブを描き、最大径部はやや上位に位置する。内外面ともに、ほぼ全面にハケ目

調整 が施されてい る。 外面は、底部 から口録部 まで ハケ目調整を行っ た後、 底

部 付近 では、さ らにハケ幅の狭い工 具で調整を施し、 口縁部にはナデ調整 を施

している。頸部にナデ調整痕が見られる。粗砂粒を多く含む。内面は淡灰黄褐

色、外面は暗灰黄褐色。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、外上方へのびる。底部は比較的安定した平底

を 呈す る。 胴部は、最大径 を中位に持ち、 緩 や かな 弧 を描 く。胴 部 外面は、

やや 右上 がりの タタ キ目調整 後、不規則 なナデ調整が施 される。 内面は縦方向

のハケ目調整を行う。石英、長石の細粒を多く含む。内面は淡灰褐色、外面は

淡黄褐色。焼成良好。

口縁部は外反気味に外傾して上方へのびる。端部は肥厚し丸味を帯びる。内外

面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈

する。焼成良 好。

口縁部は わずかに外反して上 方へのびる。端部 は肥厚して鍬状 を呈する。頸部

外面には7条の平行沈線を有し、縦方向のハケ目調整痕が見られる。粗砂粒、 39 S－2
S区

細粒を多く含む。茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反して上方へのび、端部付近でさらに外反し、端部は丸味を帯びる。 39 S－1
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種別 出土場所 器　　 形 形　態　 ・　 施　文　 　・ 調　整 　 ・ 胎　土　　 ・ 色調等 図番 番号

頸 部には断面三角形の凸帯 を有する。内外面 ともにいくぶん磨耗 してい る。外

壺 面には横ナデ調整痕が見られる。粗砂粒、中砂粒、細砂粒を多く含む。黄褐色 39 S－1

を呈する。焼成良好。

口縁 部は朝顔状に大 きく開く。端部は上下 につ まみ出され、肥厚 して面 をなす。

端面 には、クシ状工具 による刻み目が施 される。 口唇直下には横 方向 のナデ調 PG
壺 20

整痕が見られる。内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石等の砂粒を少量含む。 Ⅰ－3

淡赤褐色を呈する。焼成良好。

口縁 部は朝顔状に大 きく開き、さらに外反 した後端部に至 る。端 部はわずかに

肥厚し、若干、面 をな している。頸部内面 に明確な稜をもつ。 外面 は、 頸部 よ

り口縁端部方向ヘハケ目調整を施した後、横方向にナデ調整を施している。内 PG
壺 20

面 は、頸部に横方向の ハケ目調整を施し、 頸部から端部方向への ハケ目調整痕 Ⅰ－1

弥
がわずかに 残って い る。 ハ ケ目 調整 後、横 方 向 にナデ調整 が施 されている。

粗砂粒、細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は欠損している。残存部は朝顔状に外反して上方へのびている。頸部に

は貼り付け凸帯が 付され、 外面にはハケ状工 具による刻 み目が施されている。

底部はほぼ平底を呈し、胴部は中位に最大径をもち、球形に近いカーブを描く。 PG
壺 20

外面 は、縦方向の ハケ目調整後、胴部全面 に丁寧なヘラナデ調整 が施されてい Ⅰ－6

生

る。内面は、胴部全面に縦方向のハケ目調整痕が見られる。粗砂粒、細砂粒を

多く含む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反して立ち上がり、端部に至る。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。 PG
甕 21

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。 Ⅰ－8

PG
口縁部は「く」の字状に外反し上方へのびる。端部は若干つまみ出され、丸味

甕 を帯びる。口縁部外面は縦方向、内面は横方向のハケ目調整を施す。石英、長 20
Ⅰ－5

式

石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、上方へのびる。端部はやや肥厚し丸味を帯び

る。 頸部内面 に明確 な稜を有す る。内 外面ともに磨耗 が激 しいが、頸部外面の 20 PG
PGⅠ 甕

み横方向のナデ調整痕が見られる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色 Ⅰ－4

を呈する。焼成良 好。

底部はおおむね平坦、胴部は外上方へのび緩やかなカーブを描く。最大径は

中位にあり、ほぼ球形状を呈する。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。底部外
PG

甕 面及 び 底 部か ら 胴部 中 位に かけて ハケ目調整が施 されている。ハケ幅か ら3 21
土 Ⅰ－12

種類のハ ケ状工 具が 考えられ る。内面 には、わずか にハケ目調整痕が残っ てい

る。粗砂粒及び細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、さらに端部は丸味を帯びて、ほぼ垂直に上方

に立ち上が る。 頸部外面には凸帯 が貼 り付けられ、ヘ ラ状工 具に よる刻 み目が
PG

20
Ⅰ－2

甕 めぐる。内外面 ともに磨耗が激 しい。胴 部外面には、 縦方向のハケ目調整 が施

され、内面には、指ナデ調整痕が見られる。石英、長石の細粒を多く含む。淡
器

赤褐色を呈する。焼成良好。

PG
口縁部は外湾気味に外傾して上方へのびる。端部は若干肥厚し、面をなす。内

（口縁 部） 外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を 21
Ⅰ－8

呈す る。焼 成良 好。

底部は安 定した平底を呈 し、立 ち上 がりは外傾 して上 方へのび る。底 部は器壁
PG

（底　 部） がやや厚い。内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石の微細粒を含む。淡黄褐 21
Ⅰ－10

色を 呈す る。 焼成良好。

PG
底部は比較 的径が小さ く、平 底を呈する。胴部の立 ち上がりは 外傾 し上 方への

（底　 部） びる。胴部は内外面ともに縦方向のハケ目調整を施している。石英、長石の微 21
Ⅰ－9

細粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部 は平 坦である。立 ち上 がりは、やや内湾気味 に外傾して上方へ のびる。 胴 PG
（底　 部） 21

部外面には、縦方向のハケ目調整痕が見られる。内面は剝離、磨耗が激しい。 Ⅰ－15
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石英、長石の粗砂粒を多く合む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

PG
底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。胴部外面

（底　 部） には、縦方向のハケ目調整を施す。内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒 21
Ⅰ－18

を少量含む。暗灰色を呈する。焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。胴部外面

には斜め方向の 丁寧 なハケ目調整 が施され、内面には、 入念なヘラナデ調整痕 PG（底　 部）
21

が見られる。底部外面にもハケ目調整痕が見られる。粃砂粒及び微細粒を多く Ⅰ－14

含む。暗黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。

（底　 部） 底部は、 中心部の位置が内 外面で多少異な っている。内 外面 ともに磨耗が激し 21
Ⅰ－13

い。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は不安定な平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。胴部外面
弥

PG
（底　部） には、縦方向のハケ目調整が施されている。内面は磨耗が激しい。石英、長石 21

Ⅰ－16
の粗砂粒を多く含む。淡暗褐色を呈する。焼成良好。

PGⅠ

PG
底部は安定した平底を呈する。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して上方への

（底　 部） びる。内面は横方向、外面は縦方向のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒 21
Ⅰ－17

生

を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾し上方へのびる。

胴部外面は縦方向のハケ目調整、内面は縦方向のハケ目調整後、底部位のみ指 PG（底　 部）
21

Ⅰ－11ナデ調整を施している。石英、長石の机砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。

焼成良好。

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。

胴部外面は縦方向の入念なハケ目調整、内面は横方向のハケ目調整後、縦方向
PG（底　 部）

21
Ⅰ－20

武

のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒を少量含む。暗黄褐色を呈する。焼

成良好。

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾し上方へのびる。

PG（底　部） 外面は縦方向のハケ目調整を施す。内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒 21
Ⅰ－19

を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は垂直に立ち上がった後、大きく外方に開き端部に至る。端部は丸味を

帯びる。肩部はなで肩を呈し、なだらかに外下方へのびる。胴部内面には、ほ

PG
土 壺 ぼ全面にハケ目調整痕が見られる。胴部外面は縦方向のハケ目調整、口縁部外 22

Ⅱ－2
面は端部方向へのハケ目調整後、頸部及び端部付近に横方向のナデ調整を施す。

粗砂粒及び細粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は内湾気味に外上方へのびる。頸部内面に、明確な稜を持つ。頸部外面

PG壺 は縦方向、内面は横方向のハケ目調整を施す。内外面ともに磨耗が激しい。石 22
Ⅱ－4

英、長石等の砂粒を少量含む。淡黄灰色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反した後、さらに大きく朝顔状に開いて端部に至る。端部はわずか
器

に外下方へつまみ出され、面をなす。頸部内面に明確な稜を持つ。外面は、頸

PGPGⅡ 壺 部より端部方向ヘハケ目調整を施した後、口唇直下にのみ横方向のナデ調整を 22
Ⅱ－3

施す。内面は斜め方向のハケ目調整後、口唇部にのみナデ調整を施す。石英、

長石の細粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は朝顔状に外反し、端部はわずかに折り返す。胴部は、ほぼ中位に最大

径を有し、胴の張った球状を呈する。底部は平底である。底部外面には、ヘラ

PGによる「×」印が見られる。外面は、頚部から口縁部にかけてハケ目調整が施
壺 22

Ⅱ－6され、頸部にはヘラナデ調整痕が顕著に見られる。内面は、底部付近及び胴

部上位に指頭圧痕が見られ、中位にはハケ目調整が施されている。粗粒、細

粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

頸部 は長く、やや内湾 気味に外上 方へのび端 部に至 る。端部 は肥厚し、丸味 を
PG

長頸壺 帯びる。口唇直下内面には横方向のハケ目調整が施されている。外面は磨耗が 22 Ⅱ－5
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PG
甕 23

Ⅱ－9

激しい。粗砂粒を非常に多く含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

底径は小さく、 緩や かな 丸底 を 呈す る。胴 部 は、 ほぼ 中位に最大径を もち、

卵形を呈する。胴部上位外面にはタタキ目痕が見られる。底部から上方にかけ

てハケ目調整が施され、胴部中位においては、ハケ目調整痕がタタキ目痕を消

している。内面は、ハケ目調整を施す。粗粒、細粒を少量含む。内面は淡黄褐

色、外面は暗黄褐色。焼成良好。

PG
甕 23

Ⅱ－11

底部は平底を呈し、胴部はやや急角度で外上方へのびる。外面は、底部より胴

部方向にハケ目調整が施され、底部外面にも、わずかながらハケ目調整痕が見

られる。内面は、胴部全面にハケ目調整が施されている。粗粒、細粒を少量合

PG弥
甕 23

10Ⅱ－

む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は 欠損、頸部は わず かに屈曲する。底 径 は比 較 的 小さ く、 緩や かな丸

底を呈する。胴部は、やや上位に最大径を有し、卵形を呈する。外面は、タタ

キ目調整後ナデ調整を施している。また、胴部上位には縦方向のハケ目調整痕

が見られる。内面は、胴部中位に部分的に縦方向のハケ目調整痕が見られる。

粗粒、細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
23甕生 Ⅱ－12

口縁部は「く」の字状に外反し、端部はわずかに面をなす。底部は若干丸味を

帯び、胴部は外上方へのびる。最大径をやや下位に有し、卵形を呈する。内外

面ともに剝離、磨耗が激しい。外面は、底部から胴部、頸部にまでハケ目調整

が施され、口縁部にはナデ調整痕が見られる。内面は、ヘラ状工具でかなり丁

寧に調整されている。粗粒、細粒を多く含む。内面は黒色、外面は灰白茶色。

焼 成良 好。

口縁部は「く」の字状を呈し、端部は丸味を帯びる。胴部は、最大径をやや上

位にもち、卵形を呈する。内外面ともに剝離が激しい。外面は、胴部中位から

口縁部にかけてハケ目調整が施され、下位にもわずかにハケ目調整痕が見られ PG
甕 25

式 PGⅡ Ⅱ－23

PG
甕 24

土 Ⅱ－13

る。内面は、底部付近はナデ調整、胴部中位から口縁部にかけてはハケ目調整、

頸部には最終的に横方向のハケ目調整が施されている。粗粒、細粒を多く含む。

暗茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は緩やかな「く」の字状を呈し、端部は丸味を帯び、わずかに面をな

す。底部はおおむね平坦、胴部は外上方へのびる。最大径をほぼ中位に持ち、

卵形を呈する。内外面ともに、剝離、磨耗が激しい。外面は、底部から口縁端

部にまでハケ目調整痕が見られる。内面は、頸部から口縁部、及び胴部中位

から下位は、横方向のハケ目調整、胴部上位および底部付近には指ナデ調整痕

が見られ、かなり入念に調整されている。粗粒、細粒を多く含む。内面及び底

部付近は黒褐色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

PG
24甕

口縁部は「く」の字状に外反し、端部に至る。端部はやや肥厚し、外下方に若

干つまみ出され丸味を帯びる。口縁部外面は、縦方向のハケ目調整後、横方向

のナデ調整、内面は横方向のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒を少量含 Ⅱ－14
器

PG
24甕

Ⅱ－16

PG
甕 24

Ⅱ－15

PG

甕

む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は丸味を帯びる。胴部は緩やかに外下

方へのびる。口縁端部外面には横方向のナデ調整痕が見られる。胴部内面には

縦方向のハケ目調整が施される。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡茶褐色を

呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は若干肥厚し面をなす。胴部は緩やか

に外下方へのびる。口縁部は内外面ともに横方向のナデ調整が施される。胴部

外面は、部分的に縦方向のハケ目調整痕を残し、内面は不規則なハケ目調整が

施されている。少量の机砂粒及び微細粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良

好。

口縁部はやや外反気味に上方へのびる。端部はつまみ出され、丸味を帯びる。

内外面ともに横方向のナデ調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を少量含 24 Ⅱ－17

301



種別 出土場所 器　　 形 形　 態　 ・　 施　 文　 ・　 調　 整　 ・　 胎　 土　 ・　 色調等 図番 番号

甕 PG
25

Ⅱ－18

む。淡茶褐 色を呈する。 焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し端部に至る。端部は丸味を帯びる。全体的に器

壁は薄い。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。胴部外面に、横方向のハケ目調

整痕が見られる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。赤茶褐色を呈する。焼成良

好。

PG甕
25

Ⅱ－19

口縁部は「く」の字状に外反し、端部はやや肥厚し丸味を帯びる。頸部内面に

明確 な稜をもつ。内 外面 ともに剝 離、磨 耗が激しい。石英、 長石 の粗砂粒を少

量含 む。淡 茶褐 色を 呈す る。 焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部に至る。端部は、やや外下方へつまみ出

され丸味を帯びる。頸部内面に明確な稜をもつ。内外面ともに磨耗が激しい。甕 PG
25

Ⅱ－20

弥

PG甕
25

Ⅱ－21

PG甕
25

Ⅱ－22
生

甕 PG
26

Ⅱ－24

口縁部外面 に、縦方向の ハケ目調整痕が わず かに見 られる。石英、長石等 の砂

粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は肥厚し面をなす。頸部内面に明確な稜

をもち、横方向 のハケ目調整が施 されている。口縁 部外面には縦方向の ハケ目

調整を施す。石英、 長石等の砂粒 を少量 含む。淡 黄褐 色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、外上方へのびる。頸部内面に鈍い稜をもつ。

外面は、縦方向の ハケ目調整後、頸 部の み横方向のナデ調整 を施す。内面は、

磨 耗が激しい。斜め 方向 のハケ目調整痕 が、 わずかに見 られる。 石英 、長石の

粗 砂粒を少量含む。淡 黄褐 色を呈す る。焼成良 好。

口縁部は「く」の字状を呈し、端部はわずかに肥厚し丸味を帯びる。口唇端部

外面 には、 わずかに ハケ目調整痕 が見ら れる。 外面には、頸部 より胴 部方向へ

のハケ目調整痕が 見られる。粗粒、 細粒を多く含む。淡 黄褐 色を呈す る。 焼成

良好。

式 PGⅡ

PG甕
26

Ⅱ－25

PG甕
26

土 Ⅱ－26

PG
26

Ⅱ－28

器 PG鉢
26

Ⅱ－36

支脚形
PG

22土 製品 Ⅱ―8

（口縁部） PG
22

Ⅱ－1

PG（口縁部）
26

Ⅱ－27

口縁部は「く」の字状を呈し、端部は丸味を帯びる。胴部は緩やかに下方へ

のび、最大径 を中位にもつ。器壁 は比較的薄い。 口縁 部外面 は入念なナデ調整、

胴 部外面は、横方向 のタタキ目調整後、 頸部より中位 まで入念なハケ目調整 が

縦 方向 に施さ れてい る。 胴部内面 は、 斜め方向のハ ケ目調整 を施す。胴部中位

の外面に、ススの付着が見られる。石英、長石の細粒を少量含む。淡黄褐色を

呈す る。 焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は丸味を帯びる。内外面ともに剝離、磨

耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反して端部に至る。端部は丸味を帯びる。頸部内面に若干稜を有し、

最大径を口縁にもつ。頸部外面及び口唇内面には、横方向のナデ調整痕が見

られる。胴 部内面は、横方向の ハケ目調整を施す。 石英 、長石の粗砂粒 を少量

含む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部はやや外反し、端部は丸味を帯びる。胴部は緩やかな丸味を帯びて下

方へのび、最大 径を上 位にもつ。 頸部外面は横方向の ナデ調整、胴部内面は斜

め方向のハケ目調整を施す。粗砂粒及び微細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈

する。 焼成良好。

脚台部は湾曲して下方へのび、端部は丸味を帯びて平坦面へと続く。器壁は厚

く、体 部は中空であ る。内 外面 と もに、剝 離、 磨耗が激しい。石英、 長石 の細

砂粒を多く含む。淡赤茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部 は大 きく外反し、端 部はや や下方につ まみ出され面をなす。 口縁 部外面

は、縦方向の ハケ目調整後、横 方向のナデ調整、 内面は磨耗が激 しい。石英 、

長石の粗砂粒 を少量含む。淡黄褐 色を呈する。焼成良 好。

口縁部は外傾 して上 方へのび る。端 部はやや肥厚 し、外下 方へつ まみ出 され丸

味を帯びる。口縁部外面は、縦方向のハケ目調整を施す。内面は磨耗が激しい。

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大きく外反し端部に至る。端部は肥厚し丸味を帯びる。口縁部外面は
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PG
（口縁部）

Ⅱ－32

縦方向のハケ目調整 後、横方向のナデ調整 、内面は、 口唇 部付近のみ横方向の

ナデ調整を施す。石英 、長石の粗 砂粒 を少量含む。淡 黄褐 色を呈する。焼成良 26

好。

口縁部は大きく外反して上方へのびる。端部はやや肥厚し丸味を帯びる。内外
PG

（口縁部） 面と もに剝 離、磨 耗が激しい。石英、 長石の粗砂粒 を多 く含む。淡黄褐色を呈 26
Ⅱ－30

PG
（口縁部） 26

Ⅱ－31

PG
（口縁部） 26

Ⅱ－35

PG弥
（口縁部）

する。焼成良好。

口縁部は外傾し上方へのびる。端部は肥厚し丸味を帯びる。内外面ともに磨耗

が激しい。石英、長石等の砂粒を含む。淡褐色を呈する。焼成不良。

口縁部は外傾して上方へのび、端部はやや丸味を帯びる。外面は、縦方向のハ

ケ目調整後、横方向のナデ調整、内面は、縦方向のハケ目調整後、横方向のナ

デ調整を施す。石英、長石の細粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外反気味に外傾して上方へのびる。端部は丸味を帯びる。内外面とも

に磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良 26
Ⅱ－33

好。

PG
口縁部は外反して端部に至る。端部は丸味を帯びる。口唇直下外面には、横方

（口縁部） 向のナデ調整が施される。内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含 26
Ⅱ－34

む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外傾して上方へのび端部に至る。端部は若干肥厚し、丸味を帯びる。
PG

生 （口縁部） 口唇部は内外面ともに横方向のナデ調整が施され、外面には縦方向のハケ目調 26
Ⅱ－37

整痕が見られる。粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外傾して上方へのびる。端部はわずかにつまみ出されて丸味を帯びる。

PG
26

外面は、縦方向のハケ目調整後、口唇直下のみ横方向のナデ調整、内面は、横
（口縁部）

Ⅱ－29方向のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。

焼成良 好。

底部は浅い凹形の上げ底を呈する。立ち上がりは外傾し上方へのびる。胴部外式 PGⅡ
PG

27（底　 部） 面は縦方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含
Ⅱ－38

む。暗黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は比較的径が小さ く、 意図的にヘラ状工 具によってえぐ られ、 凹形を呈す

る。立ち上がりは外傾して上方へのびる。内面は、横方向のハケ目調整後、指 PG
（底　 部） 27

Ⅱ－38

土

ナデ調整、外面は不規則なナデ調整を施す。粗砂粒を含む。淡黄褐色を呈する。

焼 成良 好。

底部は浅い上げ底を呈する。立ち上がりは外傾し上方へのびる。胴部外面は縦
PG

27（底　 部） 方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。底部外面には黒斑が見られる。石英、
Ⅱ－40

長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底径は比較的小さく、安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方への

びる。胴部外面 には縦方向のハケ 目調整 を施す。底部 外面 にもハケ目調整痕が PG
27（底　 部）

Ⅱ－41
器

見られる。内面は磨耗が激しい。底部は黒斑が見られる。石英、長石の粗砂粒

を少量含む。淡 黄褐 色を呈す る。焼 成良 好。

底径は比較的 小さく、平底を呈す る。立 ち上がりは 外傾して上方へのび る。胴
PG

（底　 部） 部外面には縦方向のハケ目調整を施す。内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗 27
Ⅱ－42

砂粒を少量含 む。淡 黄褐 色を 呈す る。 焼成良好。

PG
底径は比較的小さく、平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へ

（底　 部） のびる。内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。暗茶褐 27
Ⅱ－43

色を呈す る。 焼成良好。

底径は小さく、不安定な平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方

へのびる。胴部外面は縦方向のハケ目調整を施す。内面は磨耗が激しい。底部 PG
27（底　 部）

Ⅱ－44外面に部分的に黒斑が見られる。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を

呈す る。焼 成良 好。

底径 は比較 的小さく、平 底を呈する。立ち上が りは内湾気味に外傾 し上 方への
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（底　 部） びる。内外面 ともに剝 離、 磨耗が激しい。 石英、長石の粗 砂粒を多く含む。 内 27 PG

Ⅱ－45面 は暗褐 色、 外面 は淡赤褐 色。 焼成良好。

底径は小さ く、 不安定な平底 を呈する。立 ち上 がりは外傾 して上 方へのび る。
PG

（底　 部） 内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡茶褐色 27
Ⅱ－46

PG
（底　 部）

27
Ⅱ－47

PG弥 （底　 部）
27

Ⅱ－49

を呈する。焼成不良。

底径 は比 較的小さ く、平底を 呈する。 胴 部 は外上 方への び、卵 形 に 近 い 緩や

かなカーブを描く。外面は、胴部下位から中位にかけて、水平方向のタタキ目

調螫が施 され、その 後、縦方向の ハケ目調整に よっ て消されてい る。 内面は、

胴部下位にハケ目調整痕、底部には指頭圧痕が見られる。粗粒、細粒を多く含

む。内面は淡黄褐色、外面は淡茶褐色。焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。

胴部は、内外面ともに縦方向のハケ目調整、内面はやや磨耗が激しい。底部外

面に一部黒斑が見られる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。

焼 成良好。

底部は不安定な平底を呈する。胴部は内湾気味に外傾して上方へのび、却形を

PG呈する。外面は、水平方向のタタキ目調整後、縦方向のハケ目調整、内面は斜
（底　 部）

27
Ⅱ－48

生

め方向のハケ目調整を施す。粗粒、細粒を少量含む。内面は淡黄褐色、外面は

淡赤褐 色。焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。外面は縦 PG

（底　 部） 方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。暗 28
Ⅱ－51

灰褐 色を呈する。焼成良 好。

PG

底部は不安定な平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。

（底　部） 外面は縦方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く 27
Ⅱ－50

式 PGⅡ

含む。淡 黄褐 色を呈す る。焼 成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。

PG
（底　部） 外面は縦方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く 28

Ⅱ－2
含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
底径は比較的小さく、安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方への

（底　部） びる。内面は斜め方向のハケ目調整、外面は磨耗が激しい。粗砂粒を少量、微 28
Ⅱ－53

細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

土
PG

底 径は比較的小さ く、 平底を 呈す る。 立ち上が りは外傾し 上方へのび る。 内外

（底　 部） 面ともに磨耗が激しい。外面に、わずかに縦方向のハケ目調整痕が見られる。 28
Ⅱ－54

粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底径は小さく、平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。外面は、

縦 方向の ハケ目調整、内面 は、横方向の ハケ目調整後、 底部付近のみ指 ナデ調 PG
（底　 部）

28
Ⅱ－55

器

整を施す。石英、長石の粗砂粒を少量含む。内面は暗灰色、外面は淡黄褐色。

焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。外面は縦

PG（底　部） 方向のハケ目調整、内面は剝離が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡 28
Ⅱ－56

黄褐 色を 呈す る。 焼成良好。

PG底部は平底を呈し、立ち上が引ま上外方へのびる。外面に、わずかに横方向の
（底　 部）

28
Ⅱ－58ナデ調整痕が見られる。粗粒、細粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部はやや丸味を帯びた平底を呈する。立ち上がりは外傾して上方へのびる。

PG（底　 部） 内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈す 28
Ⅱ－60

る。 焼成良好。

底部は安定した平底を呈し、垂直に上方へのびる。胴部は外湾気味に外傾して

立ち上がる。外面に、わずかに縦方向のハケ目調整痕が見られる。内面は磨耗 PG
（底　 部）

28
Ⅱ－64が激しい。石英、長石の粗砂粒および細砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。

焼 成良 好。
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PG
底部 は外方へわずか に張 り出した平底で、胴 部は内湾 気味 に外傾して上方 への

（底　 部） びる。底部位外面に、縦方向のハケ目調整痕が見られる。内面は磨耗が激しい。 28
Ⅱ－59

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
底部は外方へわずかに張り出した、やや不安定な平底で、胴部は外傾して上方

（底　 部） へのびる。外面は、縦方向のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒を多く含 28
Ⅱ－63

む。 暗黄褐 色を 呈す る。 焼成良好。

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。
PG

（底　 部） 外面は縦方向のハケ目調整を施し、内面は磨耗が激しい。胎土は土師質である。 28
Ⅱ－61

石英、長石の粗砂粒を少量含む。赤茶褐色を呈する。焼成良好。

PG
底部は不安定な丸 底を呈する。立 ち上 がりは内湾 気味に外傾し て上 方へのび る。

（底　部） 外面は縦方向の ハケ目調整、内面 は底部位の み指 ナデ調整を施す。 石英 、長石 28
Ⅱ－62

弥
の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈くる。焼成良好。

底部はわずかに丸味を帯び、胴部は上外方へのび卵形を呈する。胴部中位外面

にはタタキ目調整が施され、その後、底部からの縦方向のハケ目調整によって PG
（底　 部） 28

PGⅡ Ⅱ－57消されている。底部外面にもハケ目調整痕が見られる。粗粒、細粒を少量含む。

淡 茶褐 色 を呈する。 焼成良好。

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾し上方へのびる。
PG

（底　 部） 外面には縦方向、内面には横方向のハケ目調整を施す。石英、長石の粗砂粒を 28
Ⅱ－66

生 わずかに含む。内面は暗黄褐色、外面は淡黒褐色を呈する。焼成良好。

PG
底部は丸底を呈し、立ち上がりは上外方へのび、緩やかなカーブを描く。胴

（底　 部） 部下位外面には縦方向、また、胴部下位内面には横方向のハケ目調整痕が、わ 28
Ⅱ－68

ずかだが見られる。粗粒、細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は緩やかな丸底を呈する。立ち上がりは上外方へのび、卵形を呈する。
PG

（底　 部） 内外面ともに、胴部全面に縦方向のハケ目調整を施す。粗粒、細粒を多く含む。 28
Ⅱ－67

式 内面 は淡 黄褐 色、外面 は淡 茶褐 色。焼成良 好。

PG
底径は小さく、やや屈曲して体部に至る。底部には焼成前に円孔が穿たれてい

（底　 部） る。内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を 28
Ⅱ－65

呈す る。 焼成良好。

底部は不安定な丸底を呈し、器面は粗い指ナデ調整が施される。器壁も不安定
（底　 部・ PG

で、全体的に粗雑である。石英、長石の細砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。 22
Ⅱ－7手捏土器）

土
焼 成良 好。

口縁部 は「く」の 字状に外反し、端 部は面をなす。 頸部内面に 稜をもつ。胴部

はあまり張らず、最大径を口縁にもつ。胴部外面は斜め方向のタタキ目調整が

施されている。頸部から口縁部にかけてはハケ目調整が施され、タタキ目痕を PG
甕 29

Ⅲ－3

器

消した後、横方向のナデ調整を施している。口縁部内面は横方向のハケ目調整、

胴部内面は縦方向のハケ目調整を施す。粗砂粒を少量含む。内面は淡黄灰色、

外面は暗灰褐 色。 焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し端部に至る。端部は丸味を帯びる。内外面とも
PG

甕 に剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。 29
Ⅲ－7

焼成良好。
PGⅢ

PG
口縁部は「く」の字状に外反し端部に至る。端部は丸味を帯び、器壁は薄くな

甕 る。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄 29
Ⅲ－8

褐 色 を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し端部に至る。端部は鋭くくびれて凹形を足し、

上方へややつまみ出される。口唇端部は丸味を帯びる。頸部内面に、明確な稜
PG

甕 をもつ。口縁部外面は横方向のナデ調整、胴部外面は縦方向のハケ目調整後、 29
Ⅲ－6

頸部 付近 にのみ横方向 のナデ調整 を施 す。 内面は磨耗 が激しい。石英、 長石の

粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

坏底部はわずかに内湾して外方へのび端部に至る。口縁部は外反気味に上方へ
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PG
高　坏

29
Ⅲ－9

PG高　坏
29

Ⅲ－10

支脚形
PG

30土製品
Ⅲ－21

支脚形
PG

弥
30土製品

Ⅲ－24

支脚形
PG

30土製 品
生 Ⅲ－23

のび、口唇は丸味を帯びる。坏口縁部外面は、縦方向のハケ目調整後、横方向

のナデ調整が施され、底部外面にもナデ調整痕が見られる。粗砂粒および微細

粒を含む。内面は淡黄褐色および黒色、外面は淡赤褐色。焼成良好。

脚裾部は｢ハ｣の字形にほぼまっすぐ下方へのびる。坏部は外傾して上方へのび

る。基部 外面 には指ナデ調整 を施し、脚部内面に はわずかにハ ケ目調整痕 が見

られる。 脚部外面は、 タタキ目調整 後、ハケ目調整 を施す。 粗砂粒お よび微 細

粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

器受部は凹形 を呈し、中央に円孔 を穿つ 。受部外面 には指 頭圧 痕が見ら れる。

粗砂粒および微細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成不良。

柱状部は斜め下方へのび、やや外湾気味に裾部へ至る。裾端部は肥厚し丸味を

帯びる。頭部に「Ⅴ」字に突出する支持手を持ち、端部は肥厚し面をなす。体

部外面には水平方向の タタキ目調整、内面 には縦方向の指ナデ 調整を施す。支

持手端部にはタタキ目痕、裾部内外面には指頭圧痕が見られる。支持手およ

び体部上位には、入念なナデ調整が施される。器壁は比較的薄い。石英等の粗

砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

背部 にやや 幅広の突起を有 し、 柱状部は斜め下 方へのび、やや外湾 気味 に裾部

へ至る。端部は丸味を帯びる。器壁は厚く、中空である。外面は、水平方向の

タタキ目調整を施す。内面には、シボリ痕、指頭圧痕が見られ、裾部には指

ナデ調整が施される。石英、長石等の砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼

成良 好。

脚裾部は外反気味に大きく開き、端部は丸味を帯びる。外面には、斜め方向の
支脚形

PG

土製品 Ⅲ－22
タタキ目痕が わず かに見られる。内面 は、剝 離、磨耗が 激しい。 石英、長 石の 30

粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は大きく外反し、端部はやや下方へつまみ出され、面をなす。外面には

PG式 PGⅢ （口縁部）

Ⅲ－2
縦方向 のハケ目調整後、横 方向 のナデ調整、 内面 には横方向の ナデ調整を施す。 29

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は朝顔状に外反し、さらに端部は丸味を帯びて、短く内傾して立ち上が
PG

（口縁部） る。口唇端部は鋭い。端部は貼り付けによる。内外面ともに、剝離、磨耗が激 29
Ⅲ－1

土 PG（口縁部）
29

Ⅲ－4

PG（口縁部）
29

Ⅲ－5

器

PG（口縁部）
30

Ⅲ－12

PG
（底　 部）

30
Ⅲ－14

しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部はさらに外反して上方へのびる。端部は

丸味を帯びる。頸部内面に明確な稜をもつ。口縁部外面は横方向のナデ調整、

内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼

成良 好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部はさらに外反気味に上方へのびる。端部

は肥厚し丸味を帯びる。頸部内面に明確な稜をもつ。口縁部外面は横方向のナ

デ調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈

す る。焼 成良 好。

口縁部は内湾気味に上外方へのび、端部は丸味を帯びる。器壁は薄い。外面は

タタキ目調整後、ナデ調整、内面はハケ目調整後、ナデ調整を施す。わずかに

微細粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾し上方へのびる。

底部位外面には、クシ状工具による5条の平行沈線が見られる。内外面ともに

不規則なナデ調整を施す。石英、長石の粗砂粒を多く含む。内面は暗黄褐色、

外面は黄褐色。焼成良好。

底径は比較的小さく、不安定な平底を呈する。胴部は上外方へのび、卵形を呈

（底　 部） PG
30

Ⅲ－5

す る。 内外面と もに剝 離、 磨耗が激しい。胴 部外面に わず かにハケ目調整痕が

見られる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼

成良 好。

底部は安定した平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。
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（底　部） 内面は縦方向のハケ目調整、外面は剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒 30 PG

を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。 Ⅲ－30

PG
底部は平坦である。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方へのびる。内外面と

（底　部） もに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。 30
Ⅲ－13

焼成良好。

底部は安定 した平 底を呈す る。立 ち上がりは内湾 気味に外傾し上方 へのびる。

外面は縦方向のハケ目調整、内面は縦方向のハケ目調整後、底部位のみ指ナデ PG
（底　 部） 30

Ⅲ―17調整が施される。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良

好。

底部は不安定な平底を呈する。立ち上がりはやや内湾気味に外傾して上方への
PG

（底　 部） びる。外面は水平方向のタタキ目調整、内面は剝離、磨耗が激しい。石英、長 30
Ⅲ－19PGⅢ

弥
石の粗砂粒を多く含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

底部は不安定な平底を呈する。立ち上がりは内湾気味に外傾して上方にのびる。

外面は水平方向のタタキ目成形、内面は粗雑な指ナデ調整を施す。全体的に粗 30 PG
（底　 部）

Ⅲ－20雑な作りである。石英、長石の粗砂粒を少量含む。暗灰褐色を呈する。焼成良

好。

底部は厚 く、 中央部でやや くぼ み、浅い上げ 底を呈する。外面 にはヘラナデ調
PG

（底　 部） 整痕、内面にはハケナデ調整痕が見られる。石英、長石の粗砂粒を少量含む。 30
Ⅲ－18

生 淡 黄褐 色を呈する。焼成良 好。

PG
脚部はながらかに外下方に開き、さらに端部付近でやや角度を変えて外湾気味

（脚　 部） に端部へ至る。端部は丸味を帯びる。内外面ともに磨耗が激しい。石英、長石 29
Ⅲ－11

の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁 部は「く」の字状に 外反し、端部はやや 肥厚し丸味 を帯び る。 頸部内面 に

明確な 稜をもつ。口縁部 外面 は、縦方向の ハケ目調整後、横 方向 のナデ調整 を
PG

式 32
Ⅳ－5

甕 施す。胴部外面には斜め方向のタタキ目調整痕が見られるが、頸部付近はその

後のハケ目調整によって消されている。内面は横方向のハケ目調整を施す。石

英、 長石 と粗砂粒を少量 含む。淡茶褐 色を呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部はやや肥厚し丸味を帯びる。頸部内面に

明確 な稜をもつ。口録部 外面は、縦方向の ハケ目調整後、横 方向 のナデ調整 を
PG

33
Ⅳ－4

甕 施す。胴部外面には斜め方向のタタキ目調整痕が見られるが、頸部付近はその

後、ハケ目調整によって消されている。内面は、横方向のハケ目調整を施す。
土

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

「く」の字状に外反した口縁の端部が、さらに短く直立して上方へのびる。端

部は丸味を帯びる。頸部外面に明確な稜をもつ。胴部はほぼ卵形を呈し、外面
PG

PGⅣ 32
Ⅳ－3

甕 には縦方向のハケ目調整 を施す。内外面 ともに、頸部 より上 位には横方向の ナ

デ調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。

器
焼 成良 好。

底部は不安定な平底を呈する。胴部への立ち上がりは、内湾気味に外傾して上

方へのび、胴部は緩やかなカーブを描く。内外面ともに、胴部には縦方向の PG
（底　 部） 34

Ⅳ－11ハケ目調整が施されている。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈す

る。 焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反して端部に至る。端部の器壁は薄くなり、端面は

やや丸味を帯びる。胴部外面には水平方向のタタキ目調整痕が見られる。口縁
PG

35
V－1

甕 部外面は縦方向の ハケ目調整後、横 方向 のナデ調整 が施されている。内面 は、

縦方向のハ ケ目調整 後、 横方向のナデ 調整を施す。石英、 長石の粗砂粒 を少量
PGⅤ

含む。内外面 ともに淡 茶褐 色、内面 は 一部黒色を 呈す る。 焼成良好。

PG
脚裾部は外反気味に「ハ」の字形に大きく開き、端部は丸味を帯びる。器壁は

高　坏 薄い。内外面 ともに、 ハケ目調整後、 ナデ調整が 施 さ れ て い る。 粗 砂粒 及 び 35
Ⅴ－7

微細粒を少量含む。内面は黒色、外面は淡黄褐色。焼成良好。
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PG
高　坏

35
Ⅴ－9

PG高　坏
35

Ⅴ－8

支脚形
PG

35土製品
Ⅴ－10

支脚形
弥 PG

35
土製品 Ⅴ－5

支 脚形
PG

35
土 製品 Ⅴ－11

生 PG（口縁部）

脚裾部は低く広がり、端部は丸味を帯びる。円孔は4ヶ所穿たれている。脚柱

部は比較的短い。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。砂粒を少量含む。内面は

暗 黄褐 色、 外面は淡 黄褐 色。焼 成良好。

脚 裾部 は内湾 気味に低く広が る。 円孔は4 ヶ所 穿たれている。内外面 ともに剝

離、磨耗が激しい。微細粒をわずかに含む。内面は暗黄褐色、外面は淡黄褐色。

焼成良好。

短い円筒形の両端が外反し、鼓形を呈する。最大径を器受部にもつ。器受部及

び 脚 台 部は 凹形 を呈 し、中央 には焼 成前に棒状の工具 により円孔が穿 たれて

いる。脚台部内面及び筒部中位外面には指頭圧痕が見られる。石英、長石の粗

砂粒を少量含む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

背部に幅広の突起を有し、体部はほぼ円錐形を呈する。頭部に「V」字に突出

する支持手をもつ。体部上位に円孔を1ヶ所穿ち、中空である。器面には、指

頭圧痕を多数残し、不規則で粗雑なナデ調整が施されている。粗砂粒及び細

粒を含む。赤褐色を呈する。焼成良好。

脚端部は面をなし、体部は上内方へのびる。器壁は比較的厚く、中空である。

外面に は斜め方向の タタキ目調整 痕が見ら れ、内面 には指頭圧痕 及びシボリ痕

が見られる。粗砂粒及び微細粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

「く」の字形 に外反した口縁の端 部が、さらに短 く外反して上方 へのび る。端

部は丸味を帯びる。頸部内面に明確な稜をもつ。内外面ともに、横方向のナデ 35
Ⅴ－3

PG（口縁部）

調整を施す。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

「く」の字形に外反した口縁の端部が、さらに短く外反して上方へのびる。端

部は丸味を帯びる。頸部内面に明確な稜をもつ。内外面ともに横方向のナデ調 35
Ⅴ－4

整が施される。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

「く」の字形に外反した口縁の端部が、さらに短く外反して上方へのびる。端
PG式 PGⅤ （口縁部）

35
Ⅴ－12

PG（口縁部）
35

Ⅴ－2

PG
（口縁部）土 35

Ⅴ－6

部は肥厚し丸味を帯びる。内外面ともに横方向のナデ調整が施される。石英、

長石の粗 砂粒を少量含む。淡 黄褐 色を呈す る。焼 成良好。

口縁部は外傾して上方へのびる。器壁は薄く、口唇端部は鋭い。内外面ともに

剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼

成良好。

口縁部は内湾気味に大きく外傾して上方へのび、端部に至る。口唇端部は丸味

を帯びる。 外面 はタタキ目調整 後、 ナデ調整、内面 は縦 方向のハケ目調整 を施

す。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
（底　 部）

36

底径は小さく、不安定な平底を呈する。胴部への立ち上がりは、内湾気味に外

傾して上方へのびている。内外面ともに、剝離、磨耗が激しい。底部外面に一

部黒斑が見られる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成 Ⅴ－13

器
PG（底　 部）

36
Ⅴ－15

PG（底　 部）
36

Ⅴ－16

PG（底　 部）
36

Ⅴ－14

PG（底　 部）
36

Ⅴ－18

良好。

底部はやや不安定な平底を呈する。立ち上がりは、若干内湾気味に外傾して上

方へのびる。外面は縦方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の

粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

底部は平坦である。立ち上がりは、やや内湾気味に外傾して上方へのびる。外

面は縦方向のハケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含

む。内面は淡 黄褐 色、外面は淡黒 色。 焼成良好。

底部は緩やかな丸味を帯びる。立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方への

びる。内外面ともに磨耗が激しい。粗砂粒を多く含む。内面は淡黄褐色、外面

は淡 赤褐 色。焼成良好。

底部は丸底を呈し、立ち上がりは緩やかに上外方へのびる。底部位外面に、

わずかにタタキ目調整痕が見られる。粗砂粒及び細砂粒を多く含む。淡茶褐色

を呈する。焼成良好。

底部は緩やかな丸底を呈する。立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方への
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PG
36（底　部）

V～17

びる。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。底部位外面に、わずかに横方向の

タタキ目調整痕が見られる。粗砂粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良

好。

PG
PGⅤ （底　部） 36

V－19

底部は緩やかな丸底を呈し、立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方へのび

る。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。内面には横方向のハケ目調整痕が見ら

れる。粗砂粒及び微細粒を多く含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
（底部） 36

V－20

底部は偏平な丸底を呈する。立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方へのびる。

外面には斜め方向のタタキ目調整、内面には横方向のハケ目調整が施されてい

る。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は朝顔状に開き、さらに端部は肥厚し、内傾して上方に立ち上がる。外
PG

36壺
VI－1

弥

PG
甕 37

Ⅵ－5

面には、平行して2条の竹管文がめぐる。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。

石英、長石等の粗粒を含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は緩やかに「く」の字状に外反し端部に至る。端部は丸味を帯びる。

頸部外面には縦方向のハケ目調整が施されている。内面は剝離、磨耗が激しい。

石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。

PG
甕 37

口縁部は「く」の掌状に外反し、口唇端部は面をなす。頸部外面は縦方向のハ

ケ目調整、内面は磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄
Ⅵ－4

生
PG

甕 37
Ⅵ－3

呈する。焼成良好。

口縁部は「く」の掌状に外反し、端部は鋭い。全体的に器壁は薄い。内外面と

もに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。

焼成良好。

口縁部は「く」の字状に外反し、端部は丸味を帯びる。内外面ともに磨耗が激
PG

甕 37
Ⅵ－7

しい。石英、長石等の粗砂粒を少量含む。胎土は土師質である。赤褐色を呈す

る。焼成不良。

式 口縁部は外反して端部に至る。端部は丸味を帯びる。最大径を口縁に有し、頸
PG

鉢 37部内面にわずかな稜をもつ。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の
Ⅵ－6

PG
高　坏

粗砂粒を少量含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

埦形を呈する坏部を持ち、脚部は外下方へのびる。内外面ともに磨耗が激しい。

粗砂粒及び微細粒を含む。胎土は土師質である。淡赤褐色を呈する。焼成良 37
Ⅵ－12PGⅥ

PG

好。

脚部は、基部より「ハ」の字形に大きく開き、外下方へのびる。内外面ともに
土 37高　坏

磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。 Ⅵ－13

支脚形 PG
37

Ⅵ－14土製品

短い円筒形の両端が外反し、鼓形を呈する。最大径を脚台部にもつ。器受部及

び脚台部は凹形を呈し、中央には焼成前に棒状の工具により円孔か穿たれて

いる。脚台部内面には指頭圧痕、外面にはタタキ目調整痕が見られる。体部外

面には指頭圧痕およびナデ調整痕が見られる。石英、長石の粗砂粒を少量含む。

暗黄褐色を呈する。焼成良好。

器

PG
36（口縁部）

Ⅵ－2

PG
（底部） 37

Ⅳ－10

PG

（底部）

口縁部は大きく朝顔状に開き、さらに端部は丸味を帯び、やや内傾して上方に

立ち上がる。内外面ともに、剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を少量

含む。淡赤褐色を呈する。焼成良好。

底部は不安定な平底を呈する。胴部への立ち上がりは、内湾気味に外傾して上

方へのびている。内外面ともに、剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を

少量含む。内面は淡赤褐色、外面は淡灰褐色。焼成良好。

底部は定安した平底を呈する。立ち上がりは、やや外傾して上方へのびる。内

外面ともに磨耗が激しい。石英、長石の祖砂粒及び細砂粒を少量含む。淡黄褐 37
Ⅵ－8

PG
（底部） 37

Ⅵ－9

色を呈する。焼成良好。

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方へのび

る。内外而ともに、剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒及び細砂粒を少

量含む。暗黄褐色を呈する。焼成良好。
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種別 出土場所 器　　形 形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等 図番 番号

底部は不安定な丸底を呈する。立ち上がりは、内湾気味に外傾して上方へのび

PGⅥ PG（底　部）
37

Ⅵ－11
る。内外面ともに、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡黄褐色

を呈する。焼成良好。

胴部は、最大径をやや上位にもち、卵形を呈する。外面は、底部付近よりハケ
弥

甕
38 2

生

目調整が施され、胴部中位においては、その後ヘラナデ調整が施されている。

内面は、ほぼ全面にハケ目調整が施され、底部付近には指ナデ調整痕が見られ

る。比較的丁寧に調整されている。粗砂粒を多く含む。内面は灰黒色、外面は、

灰黄色。焼成不良。

口縁部は「く」の字状に外反し外上方へのびる。端部は肥厚し、ややつまみ出

され丸味を帯びる。口縁部外面は縦方向、内面は横方向のハケ目調整が施され、
甕

式 38 1胴部外面は、水平方向のタタキ目調整後、不規則なナデ調整が施されている。
第Ⅰ包含

石英、長石等の砂粒を含む。淡黄褐色を呈する。焼成良好。
層内出土

遺物
土

脚端部はわずかに面をなし、体部は内傾気味に上方へのびる。体部中位には円

孔が1ヶ所穿たれている。内外面ともに剝離、磨耗が激しい。外面は タタキ目支脚形

38 3
土製品

調整後ナデ調整が施される。内面はハケ目調整、体部中位には指による調整の

痕跡が認められる。粗砂粒及び微細粒をわずかに含む。淡黄褐色を呈する。

焼成良好。器

底部はほぼ平底を呈し、胴部への立ち上がりは外傾して上方へのびている。内

面は、胴部下位には縦方向のハケ目調整、底部には指ナデ調整が施され、胴部
（底  部）

38 4粒を少量含む。
外面には、縦方向のハケ目調整が施されている。粗砂粒及び細砂

淡黄褐色を呈する。焼成良好。
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第17図　平井遺跡第Ⅴ調査区土器組み合わせ模式図
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第18図　溝状遺構に伴なう木杭実測図（ア）
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第19図　溝状遺構に伴う木杭実測図（イ）
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第20図　PGⅠ遺物実測図（1）
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第21図　PGⅠ遺物実測図（2）
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第22図　PGⅡ遺物実測図（1）
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第23図　PGⅡ遺物実測図（2）
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第24図　PGⅡ遺物実測図（3）
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第25図　PGⅡ遺物実測図（4）
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第26図　PGⅡ遺物実測図（5）
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第27図　PGⅡ遺物実測図（6）
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第28図　PGⅡ遺物実測図（7）
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第29図　P　G　Ⅲ遺物実測図（1）
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第30図　P　G　Ⅲ遺物実測図（2）
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第31図　PGⅣ遺物実測図（1）
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第32図　PGⅣ遺物実測図（2）
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第33図　PGⅣ遺物実測図（3）
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第34図　PGⅣ遺物実測図（4）
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第35図　PGⅤ遺物実測図（1）

330



PGV（2）

13
17

14

18

15
19

20
16

PGⅥ（1）

1

2

第36図　PGⅤ（2）、Ⅵ（1）遺物実測図
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第37図　PG遺物実測図（2）
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第38図　第Ⅰ包含層内出土の土器実測図
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第39図　S区出土遺物実測図（1）

334



5

6

第40図　S区出土遺物実測図（2）
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①　第Ⅰ層（耕作土層）　暗茶褐色粘土質土層

②　第Ⅱ層（床じめ層）　黄褐色粘土質層

③　第Ⅲ層（遺物包含層）暗灰色微細粒砂層

④　第Ⅳ層（地山相当層）暗茶褐色細粒砂層
第1図　第Ⅵ調査区全測図
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第Ⅵ調査区の調査概要

　1　調査概要

　本調査区は、第Ⅴ調査区から南東方向に約520m、小野川より約400mのところに位置して

いる。発掘調査区域の設定は、確認調査において遺物の出土が見られた場所を中心としてほ

ぼ方形に定め、その面積は約450㎡を測る。この付近は、遺物の包蔵地が少なく、特に小野

川より本調査区に至る間については、耕作土層下は礫層となっており確認調査においても、

　遺構、遺物の検出が見られなかったのである。

　調査方法については、他の調査区同様、まず、調査区を縦横に切るトレンチを幅約1mで

2本設定し土層の検討を行い、その結果をもとに発掘面を決定し全面発掘を行った。表層の

耕作土層は、重機による掘削を行い、以下は手掘りによるものである。

　グリッドの設定については、調査区が500m以上も離れているため、前調査区までと同一

のグリッド区画は使用せず、本調査区と次調査区については、新たに設定を行った。従がっ

て、東西軸はA～F、南北軸は1～6に示される範囲に相当する。
土層については、ほぼ4層に大別できる。第1層は、現在の耕作土壌で暗茶褐色を呈する

有機質土である。第2層は、いわゆる「床じめ」の粘土質土壌で黄褐色を呈する。これら上

部層からは、遺物の出土は見られない。第3層は、暗灰色を呈する微細粒砂層で、この層か

らは遺物が出土していることから、本調査区の遺物包含層と考えられる。第4層は、暗茶褐

色を呈する細粒の砂層で、遺構はこの層に掘り込まれ、この層の上面からは、遺物が出土し

ていることから、当時の生活面と考えられ、この面での全面発掘を行った。第3層以下は、

砂傑層であり、特に第3層下部には、部分的に淘汰のあまり良くない腫層（中礫～大礫（4

～256mm））が混在している。このことから、本調査区は当時、河川の氾濫作用等の影響を

強く受けていた地域に位置していたものと思われる。

　遺構は、南側部分に東西にのびる土壌状遺構と、溝状遺構1条が2基検出されているが遺

構内からの遺物の出土は見られなかった。

　遺物については、すべて小片にすぎない。弥生式土器片、須恵器片がほとんどで、特に須

恵器の出土が多く、陶磁器片も2点出土している。これらの遺物は、調査面上に遊離した状

態で出土している。その他、石庖丁が1点、本杭が1本出土している。

各遺構、遺物については、次項より順に説明を行う。
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　2　　遺構と遺物

　（1）出土壙状遺構
　

　　（ア）第1号土壙状遺構（第2図）

　本遺構は、E-3区に位置し、第1号溝状遺構と切り合っている。また、南西方向に向か 

って溝状に幅30～35cmの掘り込みが見られるが、調査区外へのびており、その全容は不明な

ため、本遺構の主体部からは削除することにした。中心部の平面形態は楕円形を呈し、主軸

方向は、N85°Eである。規模は、長径90cm、短径75cm、深さ25cmを測り、床面は平坦であ

る。第4層に掘り込まれており、埋土は、第3層の暗灰色を呈する微細粒砂の単一層である。

第2図　第1号土壙状遺構
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溝状遺構との切り合い関係では、検出の結果、本遺構の方が新しいものと推定される。

　本遺構からは、出土遺物は見られず、礫2個が検出されただけである。

　　　
（イ）第2号土壙状遺構（第3図）

　本遺構は、F-3、4区内の第1号溝状遺構から、南側1.7mのところに位置している。

平面形態は、楕円形を呈し、主軸方向は、N80°Wである。規模は、長径1.45m、短径1.1m、

深さ25cmを測り、床面は平坦である。第4層に掘り込まれており、埋土は、第3層の暗灰色

を呈する微細粒砂の単一層である。

　本遺構からは、遺物は出土していない。

第3図　第2号土壙状遺構

（2）溝状遺構

　　　（ア）第1号溝状遺構（第4図）

　本遺構は、E-2、3、4、5区にまたがって位置している。ほぼ東西方向に、直線的に

走行しており、両端は、調査区の南西及び南東壁で切られている。長さ15.5m、幅0.8～

1m、深さ17～30cmで、掘り込みは南東部の方が深く、溝底は平坦である。溝底面の比高差

－ 34 1－



は、約1cmでほぼその差は見られ

ないが、中央部は、両端に比べ約

15cm低い。その中央部からは、多

数の礫（長径約10～30cmの大傑）

が、検出されている。本遺構は、

第4層に掘り込まれており、埋土

は、第3層の暗灰色を呈する微細

粒砂である。

　遺構内からの、遺物の出土は見

られない。

　　

　　（3）その他

　　

　（ア）出土遺物の分布

　　　　（第5図）

　本調査区では、検出された遺構

内からは、土器片の出土は見られ

ない。出土遺物は、すべて第3層

の暗灰色を呈する微細粒砂層内か

らのものである。遺物包含層が砂

層であり、ほぼ同レベルにおいて

礫層が存在することからも、これ

らの遺物が遊離遺物であり、検出

された遺構との関係は薄いことが

わかる。種別では、須恵器が多量

に出土している。垂直分布につい

ては、第4層上面より5～15cm上

方の第3層中に、約5cmの幅をも

って撹乱された状態で堆積してい

る。そのため、各種別においての

規則性は、全く見られない。平面

第4図　第1号溝状遺構

分布については、大きく2つのグ

ループに分けられる。C-2、3

－ 342 －



第5図　遺物の出土分布図
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区、D-2、3区内に位置

するものと、E-3～6区、

F-4区内に位置するもの

とであり、後者は、ほぼ東

西方向に帯状を呈している。

共に多数の礫が混在してい

る。これらの分布の状況か

らも、第3層堆積時に、自

然河川の影響を強く受けて

いるものと思われる。

　　　（イ）木  片　

　　　　　（ 第6図）

　
C-3区より、木杭と思

われるものが1本出土して

いる。材質はヒノキで、長

　　　　　　　　第6図　木片出土断面図さ45cm、直径8cmの柱状の

ものである。下面は平坦に （断面層序）

切断されているが、他に加 1　微細粒砂層　　　本調査区第3層で、暗灰色を呈し、径3

工痕は見られない。出土状 　　　　　　　　　　～5mmの淘汰の良い風化円礫を含む。

況は、約15°の傾斜をもって2　細粒砂層　　　　本調査区第4層で、暗茶褐色を呈し、径

直立しており、下部は、第 　　　　　　　　　　3～5mmの淘汰の良い風化円礫を含む。

　　黄灰褐色を呈し、径1～5cmの淘汰の良4層を切って、その下の礫 3　礫    層　　

　　　い風化円礫を含む。層に至っている。木片の周

囲には、第3層の微細粒砂 4　粗粒砂層　　　　 酸化鉄により、茶褐色を呈する。

層が堆積している（断面層 5　細粒砂層　　　　明灰色を呈し、斑点状に黒色の粘土粒を

序は第6図参照）。他に同様 　　　　　　　
　　　包含する。

　 　明灰色を呈する。

　 　明灰色を呈し、斑点状に黒色の粘土粒を

の木片が見られないため、 6　粗粒砂層　　

その使用目的等については 7　細粒砂層　　

　　　　　　　　　　包含する。
不明である。

8　シルト質粘土層 　黒灰色を呈し、シルト質である。

9　細粒砂層　　　 　明灰色を呈する。

10　礫層　　　　 淡青灰色を呈し、径2～4cmの淘汰の良

　　　　　　　　　　い円礫を含む。

－345－



3　出土遺物

(1)　弥生式土器

(甕形土器)

　本調査区では、弥生式土器の出土量は少なく、総数 4 点を数える。表土中及び原位置を遊

離したと思われるものがほとんどである。

　いずれの遺物も口縁部の小片のみで全体器形等を推定することが困難であるため、口縁部

の形態の違いから 2 タイプに分けることにする。1 つは、口縁はやや内湾気味に外傾して立

ち上がり、口唇端部は丸味を帯びる。器壁は比較的厚く、胎土は砂粒を多く含むもの ( 第 7

図 3、4) で、他の 1 つは、口縁は「く」の次状に外反し、口唇端部は大きく肥厚して丸味

を帯びるものである ( 第 7 図 1、2)。

　本調査区では、多数出土しているが、完形なものは見られない、甕、壷、短頸壺、埦、蓋

坏、坏、高坏の小片が出土している。その他、器形は不明であるが口縁部、底部としてまと

められるものも多数出土している。

　口頸部分だけであるため、全体の形態は不明である。口頸部の外反しているものは、端部

が平坦なもの ( 第 13 図 1〜3) と、丸味を帯びるもの ( 第 13 図 4、5、7) が出土しており、口

頸部が、外傾して端部は丸味を帯びるもの ( 第 13 図 8)、口唇端面に凹形を呈するもの ( 第 13

図 6) も見られる。

　口頸部分だけであるため、全体の形態は不明である。口頸部の外反して、口唇部で内湾す

るもの ( 第 12 図 14、15) と、口唇部が肥厚しているもの ( 第 12 図 13、16) が出土している。ま

た、やや偏平な球形を呈する胴部を有し、底部に外傾する短い高台を有しているもの ( 第 12

図 8) も見られる。

　1 点出土しているが、体部が欠損している。口縁部は内傾して短かく、端部は丸味を帯び

ている ( 第 12 図 12)。

　口縁部にかけてほぼ直立しているもの ( 第 12 図 9) や、口縁部が大きく外反し、ほぼ水平

に張り出しているもの ( 第 12 図 11) などが見られる。

(壷)

(甕)

(短頸壷)

(埦)
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(2)　須 恵 器









（蓋坏）

　蓋は、かえりを有するもの（第7図6～15、第8図1～24、第9図1～11）と、口径の広

い、かえりをもたないもの（第9図12、13）が出土している。かえりの形態については、内

面に大きく外反して張り出しているものから、わずかに内面に残っているものまで、さまざ

まで時期的な変化が見られる。また、宝珠状のつまみを有しているものも出土しているが、

多くのものは、天井中央部が欠損しているため、つまみの形態については不明である。かえ

りをもたないものでは、口縁部に1条あるいは2条の沈線が施され、口縁部は、内湾してお

り、端部内面にわずかな段を有する。身は内傾する立ち上がりが、わずかに外反しているも

の（第9図14、15、18）、大きく内傾して短いもの（第9図16）、受け部が、外上方へ比較的長

くのびるもの（第9図19）などが見られる。

　　（坏）

　口縁部に変化が見られる。ほぼ垂直に立ち上がっているもの（第10図1、2、6）、やや外

傾して立ち上がり、口唇部で外反するもの（第10図3、4、10、11）、内湾気味に立ち上がり、

口唇部で外反するもの（第10図7）、口唇部まで内湾して立ち上がるもの（第10図12、13）な

どが見られる。

（高坏）

　坏部はすべて欠損している。裾部の形態では、外反して外下方へ下がった後、再び、大き

く外反して端部が、やや上方へのびるもの（第11図1）、端部の下方に稜を有するもの（第11

図2、3）、端部が下方へ屈曲してのびるもの（第11図3～8）などが見られる。

（口縁部）

口径の広い外面に施文の見られるものが多い（第13図11、12、第14図1～3）。

　（底　部）

　高台を有するもの（第11図9～19）、平底のもの（第12図1～3）の2種類が見られる。高

台付きのものは、外傾し、しっかりしたものが多い。

（ 3）陶　磁　器

　本調査区からは、皿の破片が2点出土するにとどまり、これらは染め付けの磁器で高台は

削り出しによるものである。
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　　　 4　小　結

　本調査区は、前調査区と同様に、河川の影響を強く受けていると考えられる。地山相当層

は微細粒砂層で、その上面には、部分的に礫層の被覆が見られる。

　検出された遺構は、土墳状遺構2基、溝状遺構1条にすぎなかった。遺構内からは、遺物

の出土は見られず、特に、溝状遺構内からは、多量の礫の集積が検出されたにとどまる。こ

の溝状遺構については、溝底面のレベル差がほとんど認められず、しかも、周辺部に生活痕

跡が見られないため、その機能等については、現段階で推測するのは困難である。

　遺物については、本調査区においてもやはり遊離遺物としかとらえることはできない。そ

の平面分布に留意してみると、大きく2ヶ所に分かれるが、その1つは、ほぼ溝状遺構に沿 

って帯状を呈しており、堆積時に、東西方向の流れの影響を強く受けたものと思われる。

　弥生式土器は、出土量も少なく、明確な時期比定は難しいが、終末期及び古墳時代初頭と

されているものに、その類例が見られる。

また、須恵器については、陶邑編年におけるⅡ型式の5、6段階に比定されると考えられ

る蓋坏の身、あるいは高坏の脚部、Ⅲ型式に比定されると考えられるかえりを有する蓋坏の

蓋あるいは坏、Ⅳ型式の1段階に近いと思われる蓋坏の蓋などが見られ、第Ⅱ～Ⅵ調査区同

様、ほぼ7世紀のものと考えられる。

本調査区においても、調査区内からは、十分な生活痕跡は検出されなかった。また、周辺

地域に、本調査区より出土した遺物の時期に併行する遺跡が存在することは推定できるが、

それ以上の詳細については不明である。
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表1　 VI

（注）　空欄は、原位置遊離遺物を表す。

図番 番号形　態　・　施　文　・　調　整　・　胎　土　・　色調等種別 出土場所 器　　形

口縁部は外湾して端部に至る。端部は肥厚し丸味を帯びる。内外面ともに剝離、

磨耗が激しい。石英、長石の細砂粒を少々含む。内面は淡黄褐色、外面は淡灰 7 1
B－3 甕

弥

7 4
C－3 甕

生

D－3 甕
7 2

式

土
7 5

E－3 （底　部）

器

7 3
E－6 甕

色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端部はやや肥厚して丸味を帯びる。

内外面ともに剝離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒と細砂粒を少々含む。

淡褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は外湾して立ち上がり、口唇端部は肥厚してやや丸味を帯びる。内外

面ともに剝離、磨耗が激しい。内面に一部ハケ目調整痕が見られる。石英、

長石の粗砂粒を若干含む。内面は淡黄褐色、外面は淡灰褐色を呈する。焼成良

好。

底部は平坦気味で、立ち上がりは垂直に上方へのびる。器壁は厚い。内外面と

もに剝離、磨耗している。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈する。

焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外傾して立ち上がり、端部は平面形を呈する。内外面

ともに剝離、磨耗が激しい。口唇直下内面には、横方向のナデ調整が施されて

いる。石英、長石の粗砂粒を多く含む。淡茶褐色を呈する。焼成良好。

口縁部は内湾して外下方へ下がり端部に至る。端部はやや丸味を帯び、内面は

端部より1．2cmの所に丸味を帯びたかえりを有する。端部とかえりの間は凹形を

8 13
蓋坏（蓋） 呈する。内面は時計回りの回転ナデ調整を施す。外面の天井部付近はヘラ削り

を施し、下は時計回りの回転ナデ調整を施す。石英、長石の細砂粒を多数含む。

灰色を呈し、焼成良好。

須 9 9
南北トレ 蓋坏（蓋）

ンチ

口縁部は緩やかに外傾し、端部はやや丸味を帯びる。内面は端部より約1．0cm

の所に短く垂直にのびるかえりを有する。天井部は擬宝珠様を呈するつまみを

有する。天井部はやや深くなっており、なだらかに下がり、口縁近くに1条の

浅い段を有する。外面はヘラ削り調整後、回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒

、を舎む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内傾して立ち上がる。口唇は丸味を帯びる。受け部は外上方へのび、端

部はやや肥厚して丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂 9 18
蓋坏（身）

恵

粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾して立ち上がり、外傾して端部に至る。端部は丸味を帯び器壁は

薄い。内外面とも時計回りの回転ナデ調整を施す。石英、長石の微細砂粒を含 10 7
坏

8 20
B－3 蓋坏（蓋）

器

9 15
C－1 蓋坏（身）

7 14
C－2 蓋坏（蓋）

む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反したのち垂直に下がって端部に至る。端部は丸味を帯びて肥厚する。

天井部は浅くなだらかに外湾して口縁部へ続く。内面は口縁端部より1．1cmの

所に端部の鋭いかえりを有している。外面はヘラ削り後、反時計回りのナデ調

整痕が見られる。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

たちあがりは内傾したのち、やや外反する。口唇端部は丸味を帯び器壁は薄い。

受け部は外上方へのび、端部は丸味を帯びる。石英、長石の細砂粒を少々含む。

灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反したのち緩やかに内湾して端部に至る。端部は比較的薄く丸味

を帯びる。天井部は深く緩やかに外反しながら下がり口縁部付近で人きく外反

し口縁に続く。端部とかえりの間には凹線を施して、内面は口縁端部より1．0cm

の所にやや丸味を帯びたかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長
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種別 出土場所 器形 形態・施文・調整・胎土・色調等 図番 番号

石の細砂粒を若干含む。灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋）
8 19

口縁部は内湾して外下方へ下がり端部に至る。端部は丸味を帯びる。内面1．2

cmの所に肥厚し丸味を帯びたかえりを有している。天井部は比較的深く、外湾

して口縁に続く。外面はヘラ削り後、回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含

む。灰色を呈し、焼成良好。

C－2

坏
10 8

口縁部はやや内湾気味に立ち上がり、端部は丸味を帯び器壁は薄い。内外面と

も回転ナデ調整で、外面には指頭圧痕が見られる。石英、長石の微細砂粒を含

む。灰色を呈し、焼成良好。

壺
13 10

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は薄く丸味を帯びる。口縁部中央に5条の約

2．0cra幅のクシ状工具による波状の施文が観察される。内面に一部自然釉の付着

が見られる。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は垂直に短くのびる。端部はやや肥厚し丸味を帯びる。外面の口縁部付近

C－3 短頸壺
12 12

須
に円形の自然釉の付着が見られることから、蓋をして焼かれたものと思われる。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋）

口縁部はながらかに外反して下がった後ほぼ垂直に下がって端部に至る。端部

は丸味を帯びる。天井部中央に擬宝珠様のつまみを有し、内面口縁端部より1．0

cmの所に比較的鋭いかえりを有している。天井部はなだらかで段をもって外下
9 11

方へのびる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色

を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋）

口縁部はながらかに外傾した後、やや内湾状を呈し端部に至る。端部は丸味を

帯びる。内面に口縁端部より1．0cmの所に短く鋭いかえりを有する。内外面と
C－5 9 5

も回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は大きく外傾して立ち上がり、段をもって外反し端部に至る。口唇は丸

坏 味を帯びる。外面下部はヘラ削りが施される。内外面とも回転ナデ調整。石英、 10 15
恵 長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

壺

口縁部は外傾して立ち上がった後、端部に至ってやや内反する。端部は丸味を
。

帯びる。内外面とも回転ナデ調整を施す。外面に若干自然釉の付着がみられる 12 15

石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部には短い台が貼り付けられている。胴部は偏平の球形を呈し浅い沈線が最

壺
12 18

蓋坏（蓋）

大径のやや上位と底部下位に2条見られる。内面には一部自然釉の付着が見

られ、回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部には1条の沈線が見られやや内湾して下がり端部に至る。端部は丸味を

帯び回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。 9 13

蓋坏（蓋）

口縁部は外反し端部近くでやや内湾し端部に至る。端部は丸味を帯びる。内面

は端部より1．0cmの所に垂直に鋭いかえりを有する。内外面とも時計回りの回
7 13

器 転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反し端部近くでやや内湾して端部に至る。端部はやや丸味を帯びる。

蓋坏（蓋）
D－2 8 2

端部とかえりの間は凹形を呈する。内面は端部付近より1．0 cmの所に垂直にやや

肥厚したかえりを有している。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の

細砂粒を少量含む。灰色を早し、焼成良好。

蓋坏（蓋）
7 9

口縁部は外反し端部近くでやや内湾して端部に至る。端部はやや丸味を帯びる。

端部とかえりの間は凹形を呈する。内面は端部付近より1．0cmの所にやや肥厚

したかえりを有している。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の

細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反したのち外方へのび、ほぼ垂直に端部に至る。端部は肥厚し、や

蓋坏（蓋）
8 22

や丸味を帯びる。天井部は浅く平らでなだらかに外湾して口縁部へ続く。内面

は端部より1．0cmの所に短く鋭いかえりを有する。内面は回転ナデ調整、外面は

回転ヘラ削り後回転ナデ調整が施される。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰

色を呈し、焼成良好。
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形態・施文・調整・胎土・色調等 図番 番号
種別 出土場所 器形

10 20
坏

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯び器壁は薄くなる。

内外面とも時計回りの回転ナデ調整で、内面は粒動痕も見られる。石英、長石

の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部は不安定で大きく外反して立ち上がり器壁は薄くなる。底部外面はヘラナ

デ調整が施される。内面は時計回りの回転ナデ調整で、中央部に自然釉の付着

12 2
（底部） が見られる。外面は自然釉の付着が全体に見られ、焼成時に別個体の土器片が

D－2
接着した状況となっている。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼

成良好。

11 15
（底　部）

底部は高台を有し外下方へのびやや肥厚して端部に至る。体部は外傾して立ち

上がる。内外面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石等の細砂粒を少量含む。

淡灰色を呈する。焼成不良。

底部は平坦気味で高台を有し、外方に屈曲し丸味を帯び1条の凹線を施す。体

部は外傾して立ち上がる。内面は粗いナデ調整で底部の一部は凹面をなす。石 11 9
（底　部）

須 英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反し端部近くでやや内湾して端部に至る。端部は丸味を帯びる。内

7 12
蓋坏（蓋） 面は端部より1．0cmの所に垂直に鋭利なかえりを有する。内外面とも時計回り

の回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がりやや外湾して端部に至る。端部の器壁は薄くなり

10 11
坏

丸味を帯びる。内面は回転ナデ調整。外面は反時計回りの回転ナデ調整で、底

部付近に1条の凹線を施す。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼

成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。口唇端部は丸味を帯びる。器壁は比
D－3 10 17

坏

恵

（脚　部） 12 5

12 6
（脚　部）

8 7
蓋坏（蓋）

11 3
高　坏

較的薄い。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。

灰色を呈し、焼成良好。

緩やかに外傾して下方へのび、端部に至って大きく外反する。端面は凹形を

呈する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色を

呈し、焼成良好。

脚部は段をもって緩やかに外反し端部に至る。端部は平坦となる。上方には

透孔か穿たれた痕跡を残す。外面は時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細

砂粒を含む。暗灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は緩やかに外傾して外下方へのび、端部は若干丸昧を帯びる。内面1．3

cmの所に鋭いかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の

細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

脚部は緩やかに外反して外下方へのびる。端部に至って大きく内傾し、内下

方へのびる。端面は凹形を呈し端部は鋭い。内外面とも回転ナデ調整。石英、

長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。
器

脚部は緩やかに外傾して下がりさらに外傾して端部で垂直気味に下がる。端

部は鋭い。器壁も薄い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含 11 5
高　坏

D－4

13 11（口縁部）

11 1
高　坏

む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部は丸味を帯びる。　口唇直下には4条のクシ状

工具による波状文が施され、浅い沈線をはさんで下位にも8条のクシ状工具に

よる小さく弧を描いた波状文が施されている。内外面ともに時計回りの回転ナ

デ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

脚部は外下方へ緩やかにのび端部に至って大きく外反する。端部は丸味を帯

びる。外面は脚部の中央付近にヘラ削りを施す。内外面とも回転ナデ調整。石

10 13
坏

英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は大きく内湾し、口唇はほぼ垂直に立ち上がる。口唇端部は丸味を帯び

る。器壁は比較的薄い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数

含む。灰色を呈し、焼成良好。
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口縁部は垂直気味に外傾して立ち上がり、端部に至る。端部は丸味を帯び器壁

D－4 坏
10 18は薄い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の粗砂粒を若干含む。灰色を呈

し、焼成良好。

口縁部は内傾して立ち上がり、端部は鋭く器壁も薄い。受け部は外上方へ短くの

びる。端部は丸味を帯びる。口縁部と受け部の境は凹形を呈する。内外面とも
蓋坏（身）

9 19
回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を若干含む。内面は淡茶色、外面は灰色を

呈する。焼成良好。

口縁部は緩やかに外傾して外下方へのび、端部に至ってほぼ垂直に下方へのび

蓋坏（蓋） 端面は平面形をなす。内面は口縁端より0．8cmの所に鋭いかえりを有する。内外 7 7

面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外傾し緩やかに外下方へのび、端部に至ってほぼ垂直に下

方へのびる。端部は平面形をなす。天井部は比較的なだらかで浅い。内面は口

蓋坏（蓋）
、

唇端部より0．7cmの所に鋭いかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整。わず
7 8

須
D－5 かに自然釉の付着が見られる。石英、長石の粗砂粒を若干含む。灰色を呈し

焼成良好。

蓋坏（蓋）
8 24

口縁部は内湾気味に外下方へ下がり口縁部はやや丸味をもって内面に至る。天

井部は平面形を呈したのち段をもって内湾気味に外下方へ下がり口縁部に至る。

口唇端部より0．9cmの所に鋭いかえりを有している。内面に指頭圧痕を残す。内

外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良

好。

高坏
11 8

恵

蓋坏（蓋）
8 17

高坏

体部は大きく外傾して立ち上がり、さらに内湾気味に外傾する。脚部、基部は細

長く外反して下がり屈曲して段をなす。端面は凹形を呈し、端部はやや丸味を帯

びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、

焼成良好。

口縁部はなだらかに外傾して下がり端部は垂直気味に下がる。端部は鋭い角を

もって端面は平面形をなす。内面に端部より1．0cmの所に短く鋭いかえりを有

する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼

成良好。

脚部は緩やかに屈曲して下方に開く。端部近くでさらに水平方向に屈曲し端部

に至る。端部は肥厚し丸味を帯びる。端面は内傾し凹形をなす。下位の端部は

鋭い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、 11 2

D－6

（底部） 11 10

器

（底　部）
11 19

焼成良好。

体部と底部の境に高台を有する。高台は比較的長く内湾気味に外傾して下がり

端部に至る。端部は肥厚し平面形を呈する。底部内面は回転ナデ調整、外面は

ヘラ削り後、回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼

成良好。

体部と底部の境に短い高台を有する。高台は外傾して下がり端部はやや肥厚し

丸味を帯びる。体部の立ち上がりは湾曲気味に外上方へのびる。内外面とも回

転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（身）
9 16

口縁部は短く内傾して立ち上がり、端部は鋭い。受け部は外上方へのび、丸味

を帯びる。底部は比較的丸くその外面はヘラ削り痕を残す。内面中央部は指ナ

デ調整痕を残す。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

E－3 蓋坏（蓋）
8 9

蓋坏（蓋）

目縁部は内湾気味に外下方へのびて、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井部

は外下方へ下がった後、屈曲して外方へのび口縁に至る。内面は口唇端部より

1．1cmの所にやや丸味を帯びたかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整。外面

天井付近はヘラ削り。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井部は

緩やかに外下方へのび、段をもって内湾気味に外下方へ下がり口縁に至る。内

面は口唇端部より1．1cmの所に、やや丸味を帯びたかえりを有する。内外面と 8 4
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坏 10 14

坏 10 6

13 12（口縁部）

E－3

も回転ナデ調整。外面に自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を多数

含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯び器壁は比較的薄い。

内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を

呈し、焼成良好。

口縁部は垂直に立ち上がり端部はやや肥厚し、丸味を帯びる。内面は回転ナデ

調整。外面には自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を

呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、口唇端部は肥厚し、端面は平面形をなす。口唇部

にはヘラ状工具により斜行連続する刻み目が施される。口唇直下には4条のク

シ状工具による波状文が施される。波状文帯直下に浅い沈線が見られる。内面

は回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少量含む。青灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は肥厚し、端面は平面形を呈する。「口唇

須
2(口縁部） 14

下に4条のクシ状工具による波状文が施され、浅い沈線を境に下位にも一部波

状文が施される。内面は反時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少

（脚　部） 12 4

11 13（底　部）

恵 8 21蓋坏（蓋）

々含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は外反気味に外下方へのび、端面は平面形をなす。内外面とも回転ナデ

調整。外面は自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈

し、焼成良好。

体部と底部の境に台を付する。高台は短く、垂直気味に下方へのび、端面は凹

形を呈する。体部は内湾気味に外傾して立ち上がる。内外面とも回転ナデ調整。

一部内面に自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を

呈し、焼成良好。

口縁部はなだらかに外反して下がった後、外下方へのび端部に至る。端部は丸

昧を帯びる。内面端部より1．1cmの所に比較的鋭いかえりを有する。内面は回転

ナデ調整で一部自然釉が付着し、外面はヘラ削り後、回転ナデ調整で粒動痕も

見られる。石英、長石の細砂粒を多数含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

脚部は外湾気味に外下方へのび、端部に至る。端唇は折れてやや下方へのびる。

端面はやや凹形を呈し、端部は薄く、やや丸味を帯びる。一部外面に自然釉の
11 7高　坏

付着が見られる。外面は時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数

含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾して立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯び器壁は薄い。内外

10 12坏 面とも剝離、磨耗が激しい。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成

良好。

甕

口縁部は外反して立ち上がり、端部は肥厚して若十丸味を帯びる。内外面とも回

転ナデ調整。外面に一部自然釉の壮者が見られる。石英、長石の細砂粒を少々 13 4
器 E－4

蓋坏（蓋） 7 10

7 11蓋坏（蓋）

含む。緑灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外傾し、端部でやや外反して水平に張り出す。端面は丸味

を帯びる。端部の鋭いかえりは外反してほぼ垂直に下がる。内外面は回転ナデ

調整。外面には自然釉の付着が兄られる。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰

色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面にずる。天井部は

外下方へのびた後、外反し口縁に至る。内面は口唇端部より1．0cmの所に鋭い

かえりを有する。内外面とも川転ナデ調整。外面天井付近はヘラ削り。石英、

長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口録部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井部は

8 10蓋坏（蓋）
外下方へのびた後、外反して口縁に至る。内面は口再端部より1．2cmの所にや

や丸味を帯びたかえりを有する。外面天井部付近はヘラ削り。内外面とも回転

ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。
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蓋坏（蓋） 9 10

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井部は擬

宝珠様のつまみを有し、内湾気味に外方へのび口縁に至る。内面は口唇端部

より1．0cmのところに、短く丸味を帯びたかえりを有す。内外面とも反時計回

りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡茶色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びる。内面は口唇端部より

1．2　cmのところに、太く鋭いかえりを有する。器壁は比較的厚い。内面中央は
蓋坏（蓋） 8 6

蓋坏（蓋） 8 12

須

蓋坏（蓋） 9 2

坏 10 1

E－4

埦
12 11

壺
12 13

恵

指ナデ調整。外面天井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。長石の粗砂粒

を若干含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井部は

緩やかに外下方へのびた後、外反して口縁に至る。内面は口唇端部より1．4

cmのところに太く短いかえりを有する。外面天井部はヘラ削り。内外面とも回

転十デ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部は若干肥厚し丸味を帯びる。内面

は端部より1．1cmの所に短くやや丸味を帯びたかえりを有する。天井部はやや

内湾気味に外下方へのび、比較的浅い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石

の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反気味に立ち上がり、端部は丸味を帯びる。器壁は薄く底部は平坦

である。内面底部はナデ調整。外面底部位はヘラ削り。内外面とも時計回りの

回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外傾して立ち上がり、端部付近で大きく外反しやや丸味を

帯びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈

し、焼成良好。

口縁部は外反気味に立ち上がり、端部に至る。端部は丸味を帯び、端面は平坦

気味である。内外面とも回転ナデ調整を施す。石英、長石の微細砂粒を多く含

む。淡灰色を呈し、焼成不良。

口縁部は外反して立ち上がり、端部では外側にわずかに肥厚する。口唇部では

甕
13 7

甕
13 2

埦 12 9

（底　部）器 12 3

（底　部）
11 18

蓋坏（身）
9 17

内側に肥厚しており、端面は平坦である。石英、長石の細砂粒を少々含む。淡

灰色を呈し、焼成不良。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部に至る。端部は肥厚し端面は平坦である。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。淡茶色を呈し、焼成

不良。

口縁部は垂直気味に立ち上がり、端部は丸味を帯び器壁は薄い。体部低位に浅

い沈線を有する。内面は時計回りの回転ナデ調整で、外面はヘラ削り後、回転

ナデ調整を施す。石英、長石の粗砂粒を若干含む。灰色を呈し、焼成良好。

体部は垂直気味に下がり、端部付近で外反し垂直に下がる。端面は丸味を帯び

る。底部は平坦気味でヘラ削り。外面は回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を

含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部にやや外反する短い高台を有する。端部は平坦で内側にやや肥厚している。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成

良好。

口縁部は内傾して短く立ち上がり、端部は鋭い。受け部は短く、外上方への

び、口縁と受け部の間は凹形を呈する。内外面とも回転ナデ調整。石英の細砂

粒を若干含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部は丸味を帯びて内面に至る。天井は

E－5 8 8蓋坏（蓋）
偏平の擬宝珠様つまみ痕を残し、内湾気味に外下方へのび口縁に至る。外面。天

井部はヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む

灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。内面は

蓋坏（蓋） 口唇端部より1．0cmの所に丸味を帯びたかえりを有する。かえりと端部の間は 9 1
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8 18蓋坏（蓋）

凹形を呈する。内面は回転ナデ調整。外面はヘラ削り。石英、長石の微細砂粒

を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。天井部

はなだらかに外下方へ下がった後、さらに屈曲して外下方へのび口縁に至る。

内面は口唇端部より1．0㎝の所に鋭いかえりを有する。内外面ともに時計回りの

10 3坏

10 4坏

須
E－5

10 22坏

回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は丸味を帯び器壁は薄い。体部低位には1

条の浅い沈線が見られ、内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を若干

含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に立ち上がり、屈曲して外反気味に外上方へのび端部に至る。

端部は丸味を帯びて器壁は比較的薄い。内面は自然釉の付着がみられる。体部

外面中位の屈曲点に、1条の沈線を有する。内外面とも回転ナデ調整。石英、

長石の粗砂粒を若干含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部付近でやや内湾する。端部は九味を帯び

る。体部外面の横方向にヘラ状工具による圧痕が見られる。内面は反時計回り

の回転ナデ調整。外面はヘラ削り。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、

13 6甕

11 14（底部）

恵

16（底部） 11

不明 14 4

甕 13 8

9 12蓋坏（蓋）

器

8 14蓋坏（蓋）

E－6

焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、口唇端部は肥厚し、端面は凹形を呈し両端とも

丸味を帯びる。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少

量含む。灰色を呈し、焼成良好。

体部と底部の境界に高台を有する。高台は短く外傾して下がり、端部はほぼ平

坦である。立ち上がりは大きく外傾した後、段をもって外上方へのびる。内

外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成

良好。

底部に外反する高台を有する。端面は平坦である。内面は回転ナデ調整で中央

部はナデ調整痕を残す。外面体部は回転ナデ調整で1条の沈線が見られる。

石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

入念なヘラ状工具による面取りが施され、端面に径0．6㎝、深さ1．4㎝の円形の

穴が穿たれている。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端面は丸味を帯びる。頸部直上に浅

い1条の沈線を有する。器壁は比較的厚い。内面は回転ナデ調整。石英、長石

の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾して下がり端部に至る。端面は丸味を帯びる。天井部には2条の

沈線が見られ粒動痕も見られる。内面は回転ナデ調整で指頭圧痕が見られる。

外面は時計回りの回転ナデ調整である。石英、長石の細砂粒を多く含む。灰色

を呈し、焼成良好。

天井部から口縁部へ内湾気味に外下方へのび、端部はやや外反する。端面は丸

味を帯びる。かえりは短く垂直に下がり端部は鋭い。天井部はつまみを有す

ると思われヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多く含

む。灰色を呈し、焼成良好。

8 3蓋坏（蓋）

口縁部はやや内湾気味に外下方へ下がり端部に至る。口唇端部は若干肥厚し丸味

を帯びる。内面は口唇端部より1．1㎝の所に、比較的長く鋭いかえりを有する。

内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、

7 15蓋坏（蓋）

焼成良好。

口縁部は内湾気味に大きく外反し、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。天井部

は平らで、やや内湾気味に外下方へのび屈曲して口唇端部に至る。内面は口唇

端部より0．8㎝の所に丸味を帯びたかえりを有する。外面天井部はヘラ削りで、

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少量含む。灰色を呈し、焼成

良好。
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口縁部はわずかに内湾気味に外下方へのび端部に至る。端部は丸味を帯びる。天

蓋坏（蓋）
8 5

井部は内湾気味に外下方へのび、屈曲して口唇端部に至る。内面は口唇端部よ

り1．4㎝の所に、丸味を帯びた太く短いかえりを有する。外面天井部はヘラ削

り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼

蓋坏（蓋）
8 15

成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。天井部

はつまみ痕を有し、なだらかに外下方へのび屈曲して外反し口縁に至る。内面

は口唇端部より1．0㎝の所にやや丸味を帯びたかえりを有する。外面天井部はヘ

ラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈

し、焼成良好。

蓋坏（蓋）
9 7

須

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部で垂直に近く屈曲している。端部

は丸味を帯びる。天井部は平らで、やや内湾気味に外下方へのび、端部に至る。

口唇端面は若干凹形を呈する。内面は口唇端部より1．0㎝の所に鋭いかえりを

有する。内外面とも回転ナデ調整。外面天井部はヘラ削り。石英、長石の細砂

粒を少量含む。灰色を呈し、焼成良好。

口録部はやや内湾気味になだらかに外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内

蓋坏（蓋）
8 23

蓋坏（蓋）
9 4

面に至る。内面は口唇端面より1．3㎝の所にやや丸味を帯びたかえりを有し、回

転ナデ調整。外面には自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を多数含

む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して下がり端部に至る。端部は丸味を帯び若干肥厚する。内面は

口唇端部より1．1㎝の所に短く鋭いかえりを有する。内外面とも回転ナデ調整。

石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部で垂直に近く屈曲させて端部に至る。

恵 E－6 蓋坏（蓋）
9 6

蓋坏（蓋）
9 8

端部は丸味を帯びる。天井部は平らで、やや内湾気味に外下方へ下がり端部に

至る。内面は口唇端部より1．0㎝の所に、太くて短い丸味を帯びたかえりを有

する。内外面とも回転ナデ調整。一部外面に自然釉の付着が見られる。石英、

長石の細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外傾して緩やかに外下方へのび、端部は丸味を帯びて

内面に至る。天井は擬宝珠様のつまみを有し、内湾気味に外下方へのび口縁に

至る。内面は口縁端面より1．2㎝の所に鋭いかえりを有する。内面中央部はナ

デ調整。外面天井部付近にヘラ削り。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の

細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

（脚部）
12 7

高坏器 11 4

裾部は外反して端部に至り、端部で内湾し端面は平坦である。内外面とも回転

ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

脚部は外傾して下がり、外方に屈曲して端部に至る。端部は丸味を帯びる。器

壁は比較的薄い。外面には1条の浅い沈線を有する。内外面とも時計回りの回

転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は大きく外傾したのち、端部は内湾気味に直立し鋭い。口唇直下に波状

（口縁部）
14 3文が施される。外面には自然釉の付着が見られる。石英、長石の細砂粒を含む。

灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、端部は肥厚し端面は平面形を呈する。口唇直下

（口縁部） に4条のクシ状工具による波状文が施される。下位に一部波状文が施されてい
14 1

る。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少々含む。灰色を呈し、

焼成良好。

壺
13 9

坏

口録部は外傾して立ち上がり、端部は丸味を帯び器壁は薄くなる。外面口唇直下

にハケ状工具による斜行連続する刻み目を有する。内外面とも回転ナデ調整。

石英、長石の細砂粒を少々含む。暗灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外傾して立ち上がり端部に至る。端部は丸味を帯びる。

器壁は薄い。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色 10 9
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埦 12 10

坏 10 5

E－6

（底部） 12 1

（底部） 11 11

を呈し、焼成良好。

口縁部は垂直気味に立ち上がり端部に至る。端部はほぼ平面形を呈する。内外

面とも回転ナデ調整。外面に1条の浅い沈線が施される。石英、長石の細砂粒

を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり、屈曲して外上方へのびる。口唇端面は丸味を帯

びる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、

焼成良好。

底部は平坦でやや内湾気味に外傾して立ち上がり、器壁は薄くなる。内外面と

も回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部にやや内湾気味に外傾する高台を有する。端部は平坦で内側にやや肥厚し

ている。体部は内湾気味に外傾して立ち上がり、屈曲して外上方へのびる。内

面中央部にナデ調整。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の粗砂

粒を若干含む。灰色を呈し、焼成良好。

須

蓋坏（蓋） 8 16

口縁部はやや内湾気味に外上方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。

口唇は若干丸味を帯びる。内面は口唇端部より1．2㎝の所に丸味を帯びたかえり

を有する。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈

し、焼成良好。

坏 10 2

F－3

高坏 11 6

壺 12 16

恵

蓋坏（身） 9 14

口縁部はやや外傾して立ち上がり、口唇端面はやや肥厚し丸味を帯びる。器高は

高い。底部はヘラ削り。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の微

細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成良好。

裾部は大きく外反してやや上方へ張り出し、端部は直角に屈曲し外傾する。先

端は鋭い。石英、長石の細砂粒を含む。淡灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反し、端部付近で上内方へのび丸味を帯びる。内外面とも回転ナデ調

整。内面に少量の自然釉の付着が見られる。石英、長石の微細砂粒を多く含む。

灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内傾して短く立ち上がり、端部器壁は薄く鋭い。受け部は短く外上

方へのび、端部はやや丸味を帯びる。内面は回転ナデ調整。石英、長石の細砂

粒を少量含む。灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋） 8 11

F－4

蓋坏（蓋） 9 3
器

蓋坏（蓋） 7 6

口縁部はわずかに内湾気味に外下方へ下がり、端部は鋭い形状を示す。天井部は

内湾気味に外下方へのび屈曲して口唇端部に至る。内面は口唇端部より1．0 ㎝の

所にやや丸味を帯びたかえりを有する。外面天井部はヘラ削り。内外面とも回

転ナデ調整。外面に一部自然釉の付着が見られる。石英、長石の微細砂粒を含

む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。天井部

はやや内湾しなだらかに外下方へのび、若干屈曲して内湾気味外下方へのび口

縁に至る。内面は口唇端部より1．2㎝のところに、丸味を帯びたかえりを有する。

内外面とも回転ナデ調整を有する。石英、長石の粗砂粒を若干含む。灰色を呈

し、焼成良好。

口縁部はやや内湾気味に外下方へのび、端部はやや丸味を帯びて内面に至る。

内面は口唇端部より0．8㎝の所に比較的長く鋭いかえりを有する。内外面とも回

転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少量含む。灰色を呈し、焼成良好。

蓋坏（蓋） 8 1

坏 10 10

口縁部は緩やかに外反気味に外下方へのび、端部は緩やかに内湾する。内面

は端部より0．8㎝の所に、短くやや丸味を帯びたかえりが垂直に下方へのびて

いる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、

焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり口唇に至ってやや外反する。口唇端部はやや丸味

を帯びる。体部低位に1条の沈線が見られる。内外面とも回転ナデ調整。石英、

長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

底部に高台を有し、高台はやや外反気味に外傾してのび、端部は若干肥厚し面
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（底部） 11 12

壺 12 14

須 甕

をなす。体部は内湾気味に外傾し外下方へのびる。口縁部は外傾して立ち上が

り、端部は丸味を帯びる。外面体部中位に1条の沈線が施される。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多く含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反気味に立ち上がり、口唇端部付近でやや内湾する。端部は丸味を

帯び器壁は薄くなる。内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を多数

含む。暗灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。端部は肥厚し丸味を帯びる。口縁端

部は丸味を帯びて内下方へ傾斜し平面形を呈す。石英、長石の微細砂粒を多く 13 5

甕 13 3

恵 甕 13 1

坏 10 16

器

坏 10 19

坏 10 21

（底部） 11 17

東西
陶 皿 14 6

トレンチ
磁

器 E－5 皿 14 5

含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は外反し外上方へのび、口唇端面は肥厚し、端部はほぼ平面形を呈する。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部はやや外反気味に立ち上がり口唇端部に至る。端部はやや凹形を呈し丸

味を帯びる。内外面とも回転ナデ調整、石英、長石の細砂粒を少量含む。灰色

を呈し、焼成良好。

口縁部は外傾して立ち上がり端部に至る。口唇端部は丸味を帯び器壁は薄い。

内外面とも回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成

良好。

口縁部はやや内湾気味に外傾して立ち上がり、端部は丸味を帯びる。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を少量含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内湾気味に外傾して立ち上がり端部に至って大きく外反する。口唇端部

は丸味を帯びる。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒

を含む。灰色を呈し、焼成良好。

体部と底部の境界に高台を有する。高台はほぼ垂直に下方へのび、端部はやや

肥厚する。体部は内湾気味に外傾して立ち上がり上外上へのびる。内外面とも

回転ナデ調整。石英、長石の微細砂粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

高台は削り出しによる碁笥底。染め付けで、淡青灰色を呈する。模様は薄く小

片であるため定かでない。

高台は削り出しによるもので、畳み付き及び底部内面は釉薬が、はがされてい

る。口縁部内側には青色の幅の広い染め付けが施されている。
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第Ⅶ調査区の調査概要

1 調査概要

本調査区は、平井遺跡の最終区画であり、他の調査区同様現在まで水田として使用されて

いた地域である。第Ⅵ調査区より南東方向70mのところに位置している。調査面積は669㎡

を測る。調査区は、確認調査において遺構、遺物の確認された場所を中心に、ほぼ方形に設

定した。本調査区も他と同様に、調査区内に2本のトレンチを「T字」形に設定し、土層の

検討を行った。その結果、上層の耕作土層は重機による掘削を行い、それより下層は、手掘

りにより地山面における全面発掘を行った。

グリッド設定は、前調査区と同様である。区画は、東西軸のf～o、南北軸の21～28で示

される範囲に相当する。

土層は、大別すると4層から成る。第1層は、現在の耕作土壌で、黄灰色を呈する粘土質

の有機質土壌である。第2層は、いわゆる「床じめ」といわれる粘土質土壌で、上下2層か

ら成り、上層は灰色、下層は酸化鉄を含み黄茶褐色を呈する。これら2層からは、遺物、遺

構は検出されていない。第3層は、遺物の包含層であり、3層から成る。A層（上層）は、

明灰色を呈する粘土質土壌で、B層（中層）も、同様の粘土質土壌であるが、明灰色を呈す

るも風化円礫をわずかに含み、部分的に黄褐色を呈している。C層（下層）は、粘土質土壌で

暗灰黒色を呈している。土壙状遺構、溝状遺構、柱穴（柱穴群を除く）中の埋土には、C層

が堆積しており、柱穴群としてとらえられている遺構内では、多少の変化が見られA・B層

が堆積している。第4層は、本調査区の調査面に相当し、当時の生活面（いわゆる地山面）

と考えられる赤味をわずかに帯びる黄褐色の粘土質土壌で、検出された遺構は、この層上面

から掘り込まれている。調査面における地形は全体的にほぼ平坦であるが、中央部西側に深

さ70～80㎝の凹地形が見られる。その中心部は、本調査区からはずれるため十分な確認はで

きなかった。

検出された遺構は、土壙状遺構2基、溝状遺構3条、建造物跡に関連すると思われる柱穴

群等である。その他柱穴は30本近く検出されたが、使用用途等の詳細については不明である。

出土遺物は少量で、弥生式土器・土師器・須恵器の小片が数点のほか、石器1点が出土した

にとどまる。本調査区は、第Ⅵ調査区のような砂礫層が生活面上では見られず、当時の河川

の影響が、調査区までは及んでいないことを示している。なお、調査面に検出された遺構状

のもので、極めて掘り込みの浅いものについては、遺構としての取り扱いは行わなかった。

各遺構、遺物については、次項より順に説明を行う。
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2　 遺構と遺物

（1）　土壙状遺構

ア　 第1号土壙状遺構（第2図）

本遺構は、h-24区に位置

している。平面形態は、不整

形を呈し、主軸方向は、N26°

Wである。規模は、長径60㎝、

短径35㎝、深さ20㎝を測り、

床面は平坦である。第4層に

掘り込まれており、埋土は、

第3層の暗灰黒色を呈する粘

土質土（C層）が堆積してい

る。

遺構内からは、遺物は出土

しておらず、礫が7個検出さ

れただけである。

イ　第2号土壙状遺構

（第3図）

本遺構は、ℓ-26、27区、

m-27区に位置している。平

面形態は、細長い楕円形を呈 第2図　第1号土壙状遺構

し、主軸方向は、N31°Wである規模は、長径3.1m、短径0.9m、深さ15㎝を測り、床面は

やや舟底状を呈する。第4層に掘り込まれており、埋土は、第3層の暗灰黒色を呈する粘土

質土が堆積している。

本遺構からは、遺物は出土していない。

（2）溝状遺構

ア　第1号溝状遺構（第4図）
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本遺構は、調査区内を大きく

弧を描いて走行しており、両端

はともに調査区の南西壁で切断

されている。長さ42m、幅0.6～

1.1m、深さ10～30㎝を測り、

溝底面は舟底状を呈する。ほぼ

周形に走行していると思われる

が、その半径は約20mと推定さ

れる。また中心部は調査区内か

らはずれるため、推測は困難で

あるが、k-24区に見られる凹

部と何らかの関係があるとも思

われる。第4層に掘り込まれて

おり、埋土は、第3層（C層）

の暗灰黒色を呈する粘土質土で

ある。溝底面の標高は、h-22

区内が高く、h-22区＞j-26

区＞n-25区の順に下がり、h

-22区内とn-25区内との比高

差は、約30㎝に及ぶ。第2・3

号溝状遺構とは、1-25区にお

いて切り合っている。第3号溝

状遺構とは、溝内に同様の埋

土が堆積し、しかも単一層で、

土層変化の相異がないため、新 第3図　第2号土壙状遺構

旧関係は不明であるが、ほぼ同時期のものと推定される。また、第2号溝状遺構とは、切り

合い部分の土層断面から、埋土はともに類似しているが、わずかな変化が見られ、本遺構の

方が相対的に古いものと思われる。

イ　第2号溝状遺構（第4図）

本遺構は、ℓ-25区、m-26区、n-26区、o-26区に、またがって位置している。ほぼ

直線的に走行しており、北端は、第1、3号溝状遺構と切り合っており、南端は、南側壁面

で切断されている。ℓ-25区内では、第1、3号溝状遺構と切り合っている。長さ14.5m、

幅約70㎝、深さ20～25㎝を測り、溝底面は舟底状を呈する。第4層に掘り込まれており、埋
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土は第3層のC層に、B層がやや含まれるもので、埋土上面には、厚さ6～10㎝の細粒砂の

堆積がみられる。溝底面の比高差は、ほとんど見られない。また、溝内に柱穴群としてとら

えた柱穴が2本掘り込まれていることから、この柱穴群の時期よりは、古いことがわかる。

本遺構内からは、遺物は出土していない。

ウ　第3号溝状遺構（第4図）

本遺構は、ℓ-24、25区、k-26区にまたがって位置し、大きく弧を描いて走行しており、

両端は、それぞれ東側、西側壁面で切断されている。ℓ-25区内で、第1、2号溝状遺構と

切り合っている。長さ13m、幅は東側で1.2m、西端で0.6m、深さは15～20㎝を測り、溝底面

は舟底状を呈する。第4層に掘り込まれており、埋土は、第3層（C層）の暗灰黒色を呈

する粘土質土である。両端における溝底面の比高差は15㎝で、東側が高い。

本遺構からは、出土遺物は見られないが、k-26、ℓ-25区内には、わずかに礫が集積し

ている。

（3）柱穴群（第5図）

本調査区内に検出された柱穴の中で、他のものは土壙状遺構、溝状遺構同様、暗灰黒色を

呈する粘土質土が堆積しているが、これらは第3層のA・B層と同様の明灰色を呈する粘土

質土が堆積しているもので、比較的新しい時期のものと思われる。m-25、26、27

区、o-26、27区の範囲に検出されている。

各柱穴については、表に示すとおりである。遺物としては、Pu、P22より土師器片の出土

が見られる。

表1　柱穴の規模

直径（㎝）深さ（㎝） 直径（㎝）深さ（㎝）柱穴番号 柱穴番号 直径（㎝）深さ（㎝）柱穴番号

長径51
P1 10 P10 36 24 P19 18 10

短径33

14 4 35 19 P20P2 16 6

19 28 19Pa 30 10 25 P21

P4 25 26 14 6 P22 32 21

27 14 9 P23 10 21
P5 20

10 4 15 17 P24P6 25 15

上35 上17

P7 20 20 P25 20 12
下15 下23

上35 34
P26P8 30 6 25 27

下10 15

P9 24 34

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18 20 11
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第5図　柱穴群
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検出された柱穴から掘立柱建造物跡等のプランも試考してみたが、（P3、P4、P9、P11、

P₁₀、P8）から構成される、桁行1間、梁間1間で、南側に張り出し部分をもつと思われる

建造物跡、あるいは、溝状遺構内に位置する2本の柱穴を仮定して、（P3、P4、P9、P11、P22、

P23、P₁₀、P8）から構成される、桁行2間、梁間1間で、南側及び北側に張り出し部分をも

つと思われる建造物跡も考えられる。しかしこれらの柱穴も（P3、P4）は（P5、P6、P7）

と1本の長軸をなし、（P4、P9、P11、P22、P23）、（P26、P23、P16、P17、P18）、（P5、P12、

P14、P15、P16、P19）も同様に長軸を形成し、これらが何らかの意味をもつとするならば、

安易に推定することは困難である。従って、これらの柱穴をすべて同時期の柱穴群として、

掲載するにとどめた。

3 出土遺物

（1）弥生式土器

本調査区では、1点出土しているだけである。外反気味に立ち上がる口縁部で、端部は丸

味を帯びている。口径等から推定すると、比較的大形の甕形土器と思われる。

（2） 土  師  器

埦あるいは坏と思われる口縁部分で、本調査区では、完形なものあるいは器形推定の可能

な小片は、ほとんど出土していない。唯一、埦若しくは坏の口縁部と思われるもの（第6図

2）が出土したにとどまる。

（3） 須　恵　器

完形品の出土は見られない。器形推定の可能なものは6点であり、短頸壺、蓋坏の蓋、坏

と口縁部片である。短頸壺は、頸部が非常に短く内傾しており、端部は丸味を帯びる（第6

図7）。蓋坏の蓋は、かえりを有するもの（第6図3、4）と、かえりはなく端部がわずかに

外反し、内面に段を有するもの（第6図5）である。坏は口縁部がやや外傾し、端部は丸味

を帯びるもの（第6図6）が1点だけである。口縁部片は大きく外反し、口唇部で外側に肥

厚している（第6図8）。

（4） 石      器

本調査区より出土した石器は、石斧1点のみである。蛤刃石斧であり、器面は入念な整形

が施されている。断面はほぼ楕円形を呈している。頭部は欠損し、磨耗が激しい。刃部はほ

ぼ直線状となる。
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4　小  結

本調査区では、前調査区とは異なり、河川の影響はほとんど受けていないと考えられる。

つまり、現在の小野川に相当する河川が、当時影響を及ぼしていた範囲は、南側では470m

を越えないものであったことが推測される。

検出された遺構は、土壙状遺構、溝状遺構、柱穴群であるが、溝状遺構については、3条

とも人為的な掘削によるものと考えられる。それぞれ流走する方向は異なるものの、用排水

路として機能していたものではないだろうか。特に、第1号溝状遺構については、他の調査

区では見られない半径約20mの周状を呈するもので、その中心部に、わずかながら深さ60～

80㎝の凹地形が認められているが、全容については、調査範囲を越えるため不明である。ま

た、柱穴群については、本調査区内で検出された他の遺構、あるいは、他調査区で検出され

た建造物跡の柱穴等に比べると、新しいもので、古墳時代後半あるいはそれ以降のものと考

えられる。

出土遺物については、少量であるため、弥生式土器、土師器については、その時期につい

ては判定できない。須恵器については、蓋坏の蓋は、畿内の陶邑古窯址群の編年によれば、

かえりを有するもので、Ⅲ型式に比定され、ほぼ7世紀のものと考えられる。

本調査区においても、検出された遺構等から直接当時の生活痕跡を把握できるものではな

く、周辺地域の調査から、その詳細が明確になるものと思われる。
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表2　第Ⅶ調査区出土遺物観察表

種別 出土場所 器     形 形態・施文・調整・胎土・色調等 図番 番号

弥
生
式 k－23 甕 6 1

土
器

土
6師 m－26 埦 2

器

m－26 蓋坏（蓋） 6 4

坏 6 6

須

蓋坏（蓋） 6 5

南北トレ
短頸壺 6 7

恵
ンチ

口縁部は外反し端部に至る。端部は丸味を帯び肥厚している。内外面ともに剝

離、磨耗が激しい。石英、長石の粗砂粒を多量含む。赤茶褐色を呈する。焼成

不良のためやや軟質。

口縁部は外傾して立ち上がり端部は丸味を帯びる。内外面は剝離、磨耗が激し

い。石英、長石の微細粒を含む。淡黄褐色を呈し、焼成は良好。

天井部は平坦で内下方に屈曲させ、端部は丸く仕上げている。かえりは鋭く、

内傾する。ヘラ削り後、ナデ調整。外面は自然釉が付着している。石英、長石

の細砂粒を含む。内面は灰色、外面は緑灰色を呈する。焼成は良好。

口縁部は内湾して立ち上がり、口唇は丸味を帯びる。内外面褐とも回転ナデ調整。

石英、長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成良好。

口縁部は内面に段を有し、端部でわずかに外反している。内外面とも回転ナデ

調整。石英、長石の微細粒を含む。灰色を呈し、焼成は良好。

口縁部は短く垂直気味に立ち上がり、端部は丸味を帯び器壁は薄い。肩部は大

きく外方に広がる。内外面とも時計回りの回転ナデ調整。内面に指頭圧痕が見

られる。内面は灰色、外面は暗灰色を呈し、焼成は良好。

蓋坏（蓋） 6 3
器

天井部は平坦である。口縁部は段をもって水平に張り出し、口唇は垂直に下が

る。かえりは垂直に下がり、端部は鋭い。内面は回転ナデ調整を施す。天井部

外面はヘラ削り後、回転ナデ調整を施す。石英、長石の微細粒を含む。灰色を

j－24 （口縁部） 6 8

呈し、焼成は良好。

口縁は大きく外反し、口唇部は外側に肥厚する。内面は粗いナデ調整。外面は

時計回りの回転ナデ調整。石英、長石の細砂粒を多数含む。灰色を呈し、焼成

は良好。

表3　第Ⅶ調査区出土の石器観察表

器  種 材     質 観 察 図番 番号出土場所
最長 最幅 器厚 重量

（㎝） （㎝） （㎝）（g）

蛤刃石
i－24 緑泥変岩 8．4

入念な整形状態であるが、磨耗が激しく、器面は剝

5．7 3．5 235 落している。頭部が欠損している。断面は楕円形を 6 9
斧

呈する。
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第6図遺物実測図
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第Ⅳ章　総      括

今回の調査では、その調査区を7区画に分割し、総面積は約6,000㎡に及ぶものである。

各調査区においては、前述してきたように多数の遺構、遺物が検出され、調査区単位で変

化に富むものであった。調査面（生活面）は、水田構築の際に部分的な削平が行われたと思

われるが、現在の地形とほぼ同様で南西に緩やかな傾斜をもち、第Ⅱ、Ⅲ調査区に見られる

凹地を含めて、当時から生活を営むには良好な地域であったのではないだろうか。

検出された遺構については、特に第Ⅰ、Ⅳ調査区に集中が見られ、しかも同じ生活面が長

期間にわたって使用されていたものと考えられる。また、溝状遺構については、ほぼ全調査

区にわたって多数検出されており、他の遺構に比べて頻度は高く、その性格については用排

水路としての機能を十分備えたものも見られ、これらは、本遺跡の性格を考える上で、生活

痕跡の重要な要素となりうるものと思われる。

ところで、本調査では、各調査区において明確に時期的な位置付けを行うことはできなか

った。その原因としては、出土遺物が遺構内あるいは生活面に密着して、しかもまとまりを

もっては検出されておらず、流れ込み等による遊離遺物としてとらえざるをえないものがそ

のほとんどであったこと、また同一調査面に長時間の生活痕跡が見られる、いわゆる複合遺

跡の様相を呈していたことなどが考えられる。

次に、遺物については、土器、石器、木片等、様々なものが出土しているが、時間的には

かなりの幅をもつものであった。

繩文時代のものとしては、粗製、精製土器が数点出土しているが、これらは第Ⅰ調査区内

に限られている。特に、尖底深鉢土器の胴部以下が1点、地山面にほぼ垂直に食い込む状態

で出土しているのは興味深い。上部は地山面削平の際に欠損しかものと思われるが、繩文時

代の生活面も、それ以後のものとほぼ同レベルであった可能性が示唆される。これらの土器

は、松山平野においては船ヶ谷遺跡に類例が見られ、ほぼ晩期のものと考えられる。

弥生時代のものについては、本葉状文の施された持田式土器に比定される前期のものから、

第Ⅴ調査区に土器群として出土した終末期のものまで、多数出土している。特に、この第Ⅴ

調査区については、上層において弥生時代終末期から古墳時代初頭にかけてのものと思われ

る遺物が出土しており、本遺跡の中では時期的に特色をもつものであった。

古墳時代から歴史時代にかけてのものについては、全調査区に散在しており、その時間的

幅がかなり見られる。第Ⅰ調査区から出土した布目瓦、第Ⅱ、Ⅲ調査区に見られる多量の須

恵器や土製品、あるいは第Ⅳ調査区より出土した円面硯などは、単に時期的考察を与えるだ

けでなく、当時の文化的水準あるいは周辺地域との関連等において、重要な意味をもつもの

である。特に、最近本報告書作成段階において、本遺跡の北東部に隣接する平井町で、7世
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紀半ばから終わりにかけての古窯（駄場姥ヶ懐1号窯）がほぼ完全な姿で発掘されたことは、

注目されるところである。その詳細については、報告書の発刊を待つものであるが、須恵器

については、その時期から考えると、ほぼ本調査区のものと合致する点が多い。

以上のことから、広義に本遺跡について考察するならば、同一文化面に長期間にわたる生

活痕跡が見られ、それらが複合遺跡の様相を示していることから、複雑に周辺地域と関連を

もつものと思われる。特に古墳時代から歴史時代にかけてのものについては、検出された掘

立柱建造物跡、井戸跡、溝状遺構、その他柱穴群等を含めて、それらが構成する当時の集落

がこの地域に形成されていたことは十分考えられる。また本遺跡の周辺地域においては、ほ

ぼ同時代のものである来住廃寺に代表される寺院の造営も知られており、さらに久米窪田遺

跡、来住遺跡において示唆されている官衙の存在なども考慮に入れるならば、前述の古窯址

の発見から、この時代における須恵器の生産地と消費地との関係、あるいはその生産地にお

ける工人集団の存在等が重要な意味をもってくる。その詳細については現段階では明確では

ないが、当時、かなり文化水準が高くまた、行政的にも中心となるような地域が周辺に存在

した可能性も考えられる。

最後に、平井遺跡の発掘調査の報告を終えるにあたって、今後、周辺地域の調査、研究が

進められる段階で本遺跡の資料が十分活用され、なお詳細が解明されていくことを期待する

ものである。

参考文献（順不同）

・古墳文化論考　小林行雄　平凡社　（1976）

・纒向　（奈良県桜井市纒向遺跡の調査）　橿原考古学研究所　（1976）

・古代研究17　「支脚形土製品の系譜」　大橋信弥　元興寺文化研究所　（1978）

・瓜破北遺跡Ⅱ　大阪市文化財協会　（1981）

・岡山県埋蔵文化財発掘調査報告（39）　（旭川放水路（百聞川）改修工事に伴う発掘調

査Ⅰ）　岡山県文化財保護協会　（1980）

・岡山県埋蔵文化財発掘調査報告（23）　（中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査13）

岡山県教育委員会　（1978）

・板付周辺遺跡調査報告書（6）　福岡市教育委員会　（1980）

・ひびのき遺跡高　知県土佐山田町教育委員会　（1977）

・調査研究ニュース　「草戸千軒」　No．46～57　広島県草戸千軒町遺跡調査研究所、広島県

文化財協会　（1977～1978）

・神辺御領遺跡　（国鉄井原線建設に係る発掘調査報告）　広島県教育委員会　（財）広島

県埋蔵文化財調査センター　（1981）

・『陶邑』　Ⅰ～Ⅳ大阪府教育委員会　（1976～1979）

・山口県の弥生式土器　周陽考古学研究所　（1979）

・月刊　考古学ジャーナル173～181　「入門講座弥生土器－山陽－」　高橋護ニュ

ーサイエンス社　（1980）
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・月刊考古学ジャーナル88～93　「入門講座弥生土器－四国－」　岡本健児　ニュ

ーサイエンス社　（1973～1974）

・浮穴・西石井荒神堂・束本Ⅱ、Ⅲ・桑原高井遺跡　松山市教育委員会　（1980）

・松山市史料集（第1巻）　考古編松山市教育委員会　（1980）

・来住廃寺　松山市教育委員会、松山市文化財協会　（1979）

・道後姫塚遺跡　愛媛県教育委員会　（1979）

・一般国道33号砥部道路関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　（財）愛媛県埋蔵文化財調査セン

ター　（1981）

・大三島・伯方島本四連絡道路埋蔵文化財調査報告書（Ⅱ）　（財）愛媛県埋蔵文化財調査

センター　（1980）

・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I～Ⅲ　愛媛県教育委員会

（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター　（1981）

（―1
地形図　N1－53－34－2－3）を使用し

2,500
付図Iは、国土地理院松山南部

た。
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付章　一般国道11号松山東道路確認調査

確認調査をした区間は、温泉郡重信町牛渕から志津川の区間で全長約2.2kmで、その位置

は下図に示すとおりである。

国道11号松山東道路建設予定路線位置図
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この区間の北側には周知の播摩塚古墳群があり、区間内を踏査したところ須恵器片、土師

式土器片等を水田耕作土の表面で採集したことから、区間内に遺跡のある可能性が考えられ

建設省四国地方局松山工事事務所と協議の結果、工事に先がけ愛媛県教育委員会が確認調査

を実施することとなった。

調査方法としては、全線にパワーショベルで試掘溝を掘り確認した。堆積土は、耕作土の

下に床土があり、その下層の堆積土は場所によって違うが黄褐色粘質土、茶褐色粘質土の層

でその下に砂層があり、砂礫層となる。床下直下の堆積土（粘質土）に少量の須恵器片、土

師式土器片を含むが遺構の存在は認められなく、周辺からの流れ込みとみなされるものであ

った。

確認した遺構位置図

温泉郡重信町大西甲58番地において、上図に示す位置に古墳の石室と推定されるものを確

認した。石室の周囲に積まれていた石はほとんど取り除かれ、「L」字状に石列があるのみ

で竪穴式か、横穴式の区別もできない状態のものであった。周囲の掘削を拡張したが周溝と

認められるものの検出はできなかった。地主の話によると租父の時代にお塚さんがあったも

のを撤去して水田に造成し、お塚さんは現在の位置（小祠）に移してお祭をしている。出土

遺物については何も聞いてないとの話しであった。

確認調査では、2基とも東西に長い石列（約2,000m）、使用していた石は自然石の河原石

で30㎝大の小さなこ口積となっていた。遺物は、A地点から土師式土器の細片が1点出土した

のみであった。お祭のしてある小祠は地主が別の場所に移動すると聞いている。
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写真95　ボントクタデ（B －3 地点） 写真96　ヒメタデ（B －3 地点）

写真97　シズオトギリ（B －3 地点） 写真98　ハリイ（B－3地点）

写真99　ヒメジリ（B －3 地点）
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写真100　調査区北側

写真101　調査区南側



写真102　遺物出土状況

写真103　木片出土状況



① ②

③ ④

⑤ ⑥

写真104　出土遺物（須恵器）



①

②

③

写真105　出土遺物（須恵器）

写真106　出土遺物（磁器）

写真107　出土遺物（木片）
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写真108　調査区北側

写真109　調査区南側



写真110　出土遺物（石斧）
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