
媛埋59－4

一 般 国 道196号 今 治 道 路

埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 書

Ⅰ

本 文 編

昭和59年

（1984）

財団法人 愛　媛県埋蔵文化財調査センター









一般国道196号今治道路

埋 蔵文化財調査報告書

Ⅰ

本 文 編





遺跡周辺航空写真





序 文

このたび、一般国道196号今治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。

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、愛媛の古代史解明

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59年8月

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　渡部　好之





例 言

1 ．この報告書は、一般国道196号今治道路の建設にかかる山路・片山地区に所在した遣跡

の発掘調査の記録である。

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、財団法人 愛

媛県埋蔵文化財調査センターが実施した。

3．各遣跡の発掘調査は、昭和57年4月から昭和59年5月にかけて実施し、本報告書の作成

は、昭和57年4月から昭和59年6月にかけて実施した。

4 ．本報告書の作成作業及び遣物の整理は、尾形美代子、栗林信子、武智敏恵、高石登美、

別府良子の協力のもとに実施した。

5 ．各年度の調査員は下記のとおりである。

57年度 中島 博文 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

58年度 

59年度 

横山 賢 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

土居 博 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター臨時調査員

谷若 倫郎 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

大西 高史 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター臨時調査員

谷若 倫郎 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

岡田 敏彦 （財）愛媛県埋蔵文化財調査センター調査員

6 ．本報告書の執筆は、57年度・横山、58年度・谷若、59年度・岡田が担当した。

7 ．本報告書の編集は谷若・岡田が担当した。
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第1 章　調査に至る経緯

近年，都市部及びその周辺地域における交通量の増加は著しく、それに伴い交通混雑は激

化し、交通事故も多発する結果となっている。このため，都市部におけるこれらの問題の解

消を図るため、今治地区においても今治市宅間から同市長沢までの延長21.8㎞の区間につい

て、建設省四国地方建設局（松山工事事務所)が、昭和53年度を初年度として第8次道路整備

5箇年計画で、一般国道196号改良工事 を施行中である。

この区間については、建設予定地及びその周辺に多数の遺跡が点在している。特に，遺跡

台帳においても明らかにされているとおり、丘陵端部は古墳群が多い地域である。このため、

今回新しく工事を着工することになった今治市大字山路字木谷～今治市大字片山字内福間

の間についても、建設工事に先立ち埋蔵文化財の調査を実施し記録保存を図る必要性が、建

設省四国地方建設局と愛媛県教育委員会及び（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター（以下埋文

センターという）の間で協議されてきた。その結果、建設予定地内の埋蔵文化財の有無を把

握するために、愛媛県教育委員会が主体となって昭和56年度に確認調査を実施し、遺物包蔵

地5ヶ所、古墳3基が確認された。

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、発掘調査の実施についての協

議が行われ、合意の結果、委託契約が締結され、昭和57年度から調査を開始することになっ

た。調査は3年間にわたったものである。

調査対象となった遺跡名を年度別にみると次のとおりである。

第1 表　年度別対象遺跡一覧表

年 度 仮 称 遺 跡 名 面 積 期間（昭和　年・月・日）

第Ⅰ調査区 片山内福間遺跡 1,900㎡ 57.4.8 ～57.6.30

552㎡ 57.6.2 ～57.8.13第Ⅱ調査区 片山木 谷遺跡
57年度

458㎡ 57.6.7 ～57.8.2

90㎡ 57.7.1 ～57.8.21

第Ⅲ調査区 山路下平Ⅰ遺跡

片山1 号墳 片 山1 号 墳

第Ⅳ調査区 山路下平Ⅱ遺跡 400㎡ 58.6.3 ～58.6.22

58年度 第Ⅴ調査区 山路下平Ⅲ遺跡 1,225㎡ 58.6.3 ～58.8.11

片山4 号墳 片 山4 号 墳

59年度 片山7 号墳 片 山7 号 墳

398㎡ 58.9.19 ～58.10.26

500㎡ 59.4.23 ～59.5.22
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第2章　 遺跡群の位置及び環境

1　 遺 跡群 の位 置 （第1図）

片山遺跡の絶対位置は、北緯34°03’09”と東経132°58’48”の交差する地点を中心とする地域

で、行政的位置は、今治市大字山路字木谷789番地から今治市大字片山字内福間393-1番地

にかけてである。垂直的位置は、標高約10.5～34.0mの範囲で、海岸よりの最短水平距離は

約2kmである。本遺跡は、今治市内南西部に位置し、市街を一望できる小起伏丘陵地末端部

に点在している。また、地目は水田または柑橘園であった。

2　 遺 跡群 の環 境

（1） 地理的環境

本調査地区の位置する今治平野は、高繩半島の北東部の本半島最大の平野aである。狭義の

今治平野は、主に蒼社川によって形成された平野部で、海抜40mの谷口、天神原あたりを頂

点として北東方向に開け、燧灘の海岸線をあわせて一辺が8km 程度のほぼ正三角形状をなし

ている。このうち、谷口から半経数㎞の範囲が平均勾配7/1,000前後の「扇状地性氾濫原」

として、また反対に下流の海岸線から幅1～2kmの範囲が勾配3/1,000程度の「三角州性低

地」（海岸砂堆列を含む）として特長づけられ、両者の間は漸移的につながっている。また、

広義には周辺部の広域丘陵地域を含むもので、丘陵地形は高繩山地同様、全域がほぼ領家帯

花崗岩類からなっており、高度は全体的にみると北方及び東方の海岸部に低く、南方の蒼社

川上流に向って漸増している。本調査区である小起伏丘陵地区については、局地的にみれば地

形はいずれも細かく開析をうけ、稜線が短く電光状の屈折をなしており、洪積台地起源の丘

陵のような著しい定高性は認められず、海岸線や低地の周辺からのびている無数の開析が

地質構造上の弱線，すなわちNE-SW、NW-SE方向の指向性をもっている。また、開

析谷の底には細長い沖積低地が発達し、谷頭の緩斜面（一部で段丘化）につながっている。

（注1）愛媛県農林水産部農地計画課「土地分類基本調査今治東部・今治西部」1977

（2） 歴史的環境

今治地域は、県内でも有数の埋蔵文化財の宝庫となっており、古くは繩文時代から文化的

遺産を受けついでいる。このことは、愛媛県教育委員会作成の埋蔵文化財包蔵地一覧表にお
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第1 図　遺跡の位置及び周辺の地形図
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第2 図　調査区周辺の遺跡分布図
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いて、本地域内に遺跡あるいは遺物包蔵地が421箇所も記載されていることからも明らかで

ある。また、近年、これら埋蔵文化財の発掘調査も数多く実施されており、各遺跡について

はその詳細が明確にされてきている。

これらの中から周知のものを時代別にみると、繩文時代では、越智郡朝倉村の山口遺跡か

ら早期の上黒岩Ⅲ式土器が出土している。また、波方町の水崎遺跡からは前期から後期・晩

期に至る土器の出土がみられる（主体は中期）。後期のものとしては、前述の山口遺跡から六

軒家Ⅰ式土器が、また、水崎遺跡からは六軒家Ⅰ式、小松川式、六軒家Ⅲ式、川原谷式、上

野Ⅳ式といった形式の土器が出土している。晩期のものとしては、今治市片山の繩文遺跡、

あるいは前述の水崎遺跡もあげられる。

弥生時代では、前期のものとして、阿方貝塚、片山貝塚があげられる。阿方貝塚出土の重

孤文を有する壺は阿方式土器として知られている。中期のものとしては、前期から継続する

阿方、片山、姫坂遺跡や、中期中葉の遺跡は、中寺、登畑、越智郡朝倉村等、今治平野一

帯に分布している。また、今治市竹谷からは中細形銅剣1本、朝倉村下保田からは平形銅剣

5本、玉川町別所からは広形銅鉾2本がそれぞれ出土している。後期のものとしては、蒼社

川上流の今治市から越智郡玉川町にかけてこの時期の遺跡が多く分布しており、犬塚遺跡、

八幡遺跡などが知られている。その他、蒼社川流域では四村遺跡，中寺遺跡、頓田川流域で

は中期末～後期終末～古墳時代初頭の遺跡が確認されている。今治平野の弥生時代の遺跡分

布については、前期には北部の矢田川流域で発展し、中期になると蒼社川を中心に発展し、
（注2）

後期になるとその中心が南部の頓田川流域へと移動している傾向が強い。

古墳時代については、今治市桜井国分から古国分にわたる地域に大きな墳墓群が存在して

いる。古墳群は、唐子台遺跡群を中心に県下最大級の規模をもつ近見の相の谷前方後円墳群、

越智郡朝倉村の野々瀬古墳群、多伎の宮古墳群などが分布しているが、その数は500基を下

らないといわれる。なかでも唐子山一帯には前期の国分前方後円墳、雉之尾前方後方墳、中

期の久保山前方後円墳、後期の治平谷一、二、三号墳などを含む唐子台古墳群があり、律令

制以前の地方豪族の勢力圏を示している。

律令時代の遺跡には、桜井の推定・国分尼寺塔跡（白鳳期）、国分の国分寺塔跡（奈良～平

安時代），布目瓦を出土し、国分寺・尼寺との関係が考えられる国分の鳥越池窯跡（奈良～平

安時代）、土師器が出土した高橋の根本遺跡（奈良～平安時代）等があり、また、近年発掘調

査された富田小学校々庭からは唐代の白磁高台片や軒丸瓦，布目瓦（奈良時代）が出土して

いる。なお、現在では、今治市上徳において国府跡の発掘調査が続行中である。

（注1）愛媛県教育委員会「愛媛県埋蔵文化財包蔵地一覧表」1982

（注2、3）愛媛県「愛媛県史-原始・古代Ⅰ」1982
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第32図　片山内福間遺跡第15号土壙状遺構
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第34図　片山内福間遺跡第17号土壙状遺構

第35図　片山内福間遺跡第18号土壙状遺構
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第37図　片山内福間遺跡第20号土壙状遺構
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第41図　片山内福間遺跡第1 号井戸

第42図　片山内福間遺跡第2 号井戸
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第47図　片山内福間遺跡出土遺物実測図2

第48図　片山内福間遺跡出土遺物実測図3
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第1 章　 遺 跡 の 概 要

1　 調 査の 概要

本遺跡は、丘陵南東側の平坦部に位置している。調査区画の設定は、工事計画区域内の長

さ51m、幅約20mの範囲にとどめ、その面積は約950㎡を測る。確認調査では、遺物包蔵地

を平面的に把握するにとどめられていたため、任意の2ヶ所に2m×2mの試掘トレンチと、

調査区の北東、南東側にそれぞれ2 本のトレンチ（Ⅰ-A，Ⅰ-Bトレンチ）を「L字」形

に設定し、土層層序及び遺構検出面の検討を行った。その結果、遺物包含層を1 層と、その

直下に本遺跡の遺構検出面を確認した。

遺物包含層については、当初、下層に存在する遺構より時期的に新しいものが検出される

可能性を考えて、本層上面での精査を実施したが、遺構は確認されなかった。しかし、徐々

に掘り下げた結果、本層中より、弥生式土器、土師質土器、瓦器、須恵器、磁器、瓦、石製

品等の遺物が、4,000点余り出土した。

下層の遺構検出面は、平坦でわずかに西へ傾斜している。調査用グリッドは5m×5mと

し、磁北を基準に設定し、南北軸は東からA～I 、東西軸は南から1～10とした。各区画の

標示は、南東隅のグリッド名を用いた。

検出された遺構は、建造物跡10棟、柵列状遺構7列、土壙状遺構21基、溝状遺構2条、井

戸2基（1基はⅠ-Aトレンチ内より検出）で、その他、柱穴が多数検出されている。

出土遺物は、遺構内はもとより調査面上からも包含層中と同様に多数出土し、その種別は、

弥生式土器、土師質土器、瓦器（瓦質土器）、須恵器、磁器、瓦、石製品、鉄製品と多種多様

である。

2　 遺 跡 の層序

本遺跡の土層層序図は、Ⅰ-A 、Ⅰ-Bトレンチの北側面、西側面について掲載した（第

3図)。調査区は2枚の田にまたがっており、下段の土地では、上部の粘土質層を削平後、耕

作土及び床土を客土としている様子がうかがえる。このため、表土からの深さ等については、

上段の土地基準にした。

層序は大きく6層からなり、第Ⅰ層は、耕作土、床土といわれる幅約40cmの粘土質の表土

層で、耕作用のものである。第Ⅱ層は、茶褐色～灰色を呈する幅約60cmの粘土質層で、細分

すると4層から成る。第Ⅲ層は、本遺跡の遺物包含層である。輻約10～25cmの暗茶褐色を呈

する粘土質層で、表土上面より深さ約60cmのところに位置している。この層まではほぼ水平

7



第1 図　片山内福間遺跡周辺の遺跡分布図

8



第2 図　片山内福間遺跡位置図
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に堆積した様子を呈している。第Ⅳ層は、淡褐色～灰褐色を呈する細粒砂層で、西側では欠

損している部分が多い。東側では、幅約20～30㎝程度で堆積している。第Ⅴ層は、再び粘土

質層である。本層は、細分すると、4層に分割される部分と、レンズ状に複雑に混入した部

分か見られる。色調は、黒褐色、灰色、黒灰色等を呈し、複雑である。第Ⅵ層は砂層で、上

面にはうねりが見られ、第Ⅴ層との境界では部分的に漸移している。本層の西側では、明灰

色を呈する細粒砂層となっているが、東側では黄褐色を呈する微細粒砂層と変じている。本

層は、粒度の異なる層が互層となっており、以下は砂層が続くものと思われる（詳細は第3

図に模式的に掲載）。

3　 検 出 遺 構

（1） 建造物跡（SB01～SB10）

本遺跡では10棟が検出された。規模は、1 間×1 間、1 間×2 間、1 間×3 間、2 間×2

間と様々であるが、棟方向は、南東～北西方向のものと、北東～南西方向のものの2 つに大

別できる。

ア　SB01 （第4図）

本建造物跡は、F-8 、G-9・10 、H-9区にまたがって位置する。主柱と考えられる

柱穴は9本（P₁～P₉）検出され、桁行2間×梁間2間の建物で、主軸方向はN45°Wである。

また、P₁₀～P₁₂の柱穴については、本建物内に付随して造られた方形のプランを構成する

ものと思われる。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各

柱穴については、（Pｘ-直径-深さ（2段柱穴は最深部））P₁-23㎝-10㎝、P₂-22㎝-

20㎝、P₃-27㎝-9㎝、P₄-30㎝－20㎝、P₅-45㎝-18㎝、P₆-25㎝-13㎝、P₇-15㎝

　　　　-20㎝、P₈-21㎝-20㎝、P₉-23㎝-10cm、P₁₀-24㎝-12㎝、P₁₁-21㎝-15㎝、P₁₂-

24㎝-7㎝である。また、各柱穴間については、P₁・P₂-2.41m、P₂・P₃-3.31m、P₃

・P₄-1.68m、P₄・P₅-1.27m、P₅・P₆-3.04m，P₆・P₇-2.39m、P₇・P₈-1.24m，

P₈・P₁-1.47m、P₈・P₉-2.45m、P₉・P₄-3．00m、P₂・P₉-1.50m、P₆・P₉-1.30

m、P₂・P₁₀-0.77m、P₁₀・P₁₁-1.65m，P₁₁・P₁₂-0.80mである。従って、桁行は、

北西側で2.71m 、南側で2.95m 、梁間は、北東側で5.72m 、南西側で5.43m であり、規則性

を欠いている。それぞれの柱穴間についても、その距離は不揃いで、柱穴が方形の直線プ ラ

ンからはずれるものが多い。柱穴の平面形態はほぼ円形を呈するが、P₃、P₄のように二段

をなすものも見られる。本建物の平面プランでは、前述の付随的なプ ランと共に、中央部に

も柱穴が存在する点で他に検出された建造物跡と異なるものである。柱穴内からの出土遺物

10



①灰色粘土質土層 第Ⅰ層
②淡茶褐色粘土質土層
③淡茶褐色粘土質土層
④淡灰色粘土質土層

第Ⅱ層
⑤淡灰色粘土質土層
⑥淡茶褐色粘土質土層
⑦暗茶褐色粘土質土層 第Ⅲ層
⑧淡褐褐色～灰褐褐色細粒砂層　第Ⅳ層

⑨黒褐色粘土質土層
⑩灰色粘土質土層 第Ⅴ層

黒灰色粘土質土層⑪
⑫灰色粘土質土層
⑬明灰色～黄褐色微細粒砂層 第Ⅵ層

第3 図　片山内福間遺跡全測図及び層序図 11～12





については、P₁、P₃、P₅から土師質土器の小片が数点出土し、P₇、P₁₁からは弥生式土器

の小片が数点出土しているが、どれも詳細については不明である。

第4 図　片山内福間遺跡第1 号建造物跡
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イ　SB02（第5図）

本建造物跡は、F-8・9区にまたがって位置し、SB01の南東側に隣接している。しか

し、北東半分が調査区からはずれるため、全体プランを把握することは困難であるが、主柱

 4本（P₁～P₄が検出されており、柱穴の位置から考えるならば、SB01と同様、桁行2

間（約3.2m×梁間2間（約4.5m）で、主軸方向はN47 °Wを指向する建物が推定できる。

柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各柱穴についは、

（Px-直径-深さ）P₁-22㎝－10.6㎝、P₂-33㎝-7.3cm，P₃-28.5㎝-11.6㎝，Ｐ₄-

35.5㎝-8.9㎝である。また、各柱穴間については、P₁・P₂-1.58m、P₂・P₃-2.31m、

P₃・P₄-2.27mである。従って、本建物についてもSB01と同様に、梁間では柱穴間の距

離が異なっている。また、プランを構成する柱穴周辺に数本の柱穴が存在するが、これらに

ついての詳細は不明である。柱穴内からの出土遺物については、P₃より指先大の土師質土器

小片が3点出土しただけである。

第5 図　片山内福間遺跡第2 号建造物跡

ウ　SB03（第6図）

本建造物跡は、G-8 、H-8 ・9 区にまたがって位置し、SB01の南西側に隣接してい

る。主柱と考えられる柱穴は7本（P₁～P₇）検出され、桁行1間×梁間3間の建物で、主

軸方向はN43°Wである。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土で

ある。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁-31㎝-24.4㎝、P₂-34㎝-17.1㎝、P₃
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-45cm-12.4cm、P₄-21cm-15.2cm、P₅-23cm-15cm、P₆-32cm-10cm、P₇-30cm-20

cmである。また、各柱穴間については、P₁・P２₂-3.21m、P₂・P₃-1.40m、P₃・P₄-2.31 

m，P₄・P₅-1.30m、P₅・P₆-1.55m、P₆・P₇-1.70m、P₇・P₁-2.19m、P₂・P₅

-2.16m で あ る。 従 っ て 、 桁 行 は、 北 西 側 で2.19m 、 南 側 で2.31m 、 梁 間 は、 北 東 側 で4.61

m、南西側で4.55mであり 、 規則性を欠いている。 柱穴間の距 離も不揃いで 、 柱穴が方形の

直線プランからわずかにはずれているものもある。また、梁間については、P₁～P₂の間に

柱穴が欠損しているため、P₆に対応するものは見られない。各柱穴の平面形態は、ほぼ円形

を呈するものが多いが、P₂、P₃については、他の柱穴と重複したために変形したものと思

われる。柱穴内からの出土遺物は、P₁から須恵器の片口鉢が出土しており、P₄、P₅、P₇

か ら は 土 師 質 土 器 、 瓦 器 の 小 片 が 数 点 出 土 し て い る。

第6図　片山内福間遺跡第3号建造物跡

エ　SB04（第7図）

本建造物跡は、G-8、H-8・9区にまたがって位置し、SB03と重複している。主柱

と考えられる柱穴は5本（P₁～P₅）検出され、桁行1間×梁間2間の建物で、主軸方向は 

SB03同様N43°Wである。柱穴内の埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。
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　　　　各柱穴については、（Px-直径-深さ)P₁-22cm-24.2cm、P₂25cm-15cm，P₃-20cm-

　　　　15cm、P₄-20cm-15cm、P₅-20cm-24cmである。また、各柱穴間については、P₁・P₂-

　　　　2.08m、P₂・P₃－2.09m、P₃・P₄－1.87m、P₄・P₅－4.27m、P₅・P₁－1.92mである。

本建物跡は、桁行約1.9m、梁間約4.2mでSB03より小さく、また、柱穴の大きさについて

もSB03に比べて小型のものである。梁間内には、P₄～P₅の間にP₅に対応する柱穴が欠損

している。出土遺物は、P₂より土師質土器、須恵器、瓦器、青磁等の小片が出土している。

オ　SB05（第8図）

本建造物跡は、E-4、F-3・4区にまたがって位置し、SB06と接している。主柱と

考えられる柱穴は4本（P₁～P₄）検出されており、桁行1間×梁間1間の建物で、主軸方

向はN41°Wである。柱穴内の埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各柱穴に

ついては、（Px-直径-深さ）P₁-35cm-11.6cm、P₂-35cm-9.4cm、P₃-23cm-31.9cm、

P₄-28cm-7.9cmである。また、各柱穴間については、P₁・P₂-2.95m、P₂・P₃-2.25

m、P₃・P₄-2.97m、P₄・P₁-2.30mである。従って、桁行は約2.95m，梁間は約2.28

m で、柱穴間隔は長めであるが整形のプ ランを形成している。柱穴の平面形態は、円形を呈

し大きさもほぼ均一なものであるが、深さについては特にP₃が深く、この柱穴はSB06の主

柱 と重複するものである。本プ ラン周辺には多数の柱穴が存在するが、関連については不明

である。柱穴内からの出土遺物については、P₁より弥生式土器、土師質土器、瓦器の小片

（指先大）が数点出土しただけである。

力　SB06（第9図）

本建造物跡は、E-3・4 、F-3区にまたがって位置し、SB05の南東側に接している。

主柱と考えられる柱穴は8本（P₁～P₈）検出され、桁行1間×梁間3間の建物で、SB03、

SB07と類似すものである。主軸方向はN40°Wである。柱穴内の埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐

色を呈する粘土質土である。各柱穴間については、（Px-直径-深さ）P₁-25cm-8cm、

P₂-30cm-24.2cm、P₃-22cm-11.8cm、P₄-30cm-20.6cm、P₅-23cm-24.2cm、P₆-22

cm-11.6cm、P₇-20cm-11.9cm、P₈-23cm-33.3cmである。また、柱穴間については、P₁

・P₂-1.99m、P₂・P₃-1.20m、P₃・P₄-1.65m、P₄・P₅-1.90m、P₅・P₆-1.74

m、P₆・P₇-1．20m、P₇・P₈-1.85m、P₈・P₁-1.89mである。本建造物跡のプランは、

全体的には、柱穴間隔は2m以内で標準的であり、各柱穴の大きさもほぼ均一で、平面形態

も円形を呈しているが、深さにはかなりのばらつ きが見られる。本プラン内および周辺には

多数の柱穴が存在するが、その関連については不明である。柱穴内からの出土遺物について

は、P₂、P₄、P₅、P₇、P₈の各柱穴より、剝離、磨耗の激しい土師質土器の小片が数点、

P₁からは、瓦器の高台付埦が1点出土している。
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第7 図　片山内福間遺跡第4 号建造物跡

第8 図　片山内福間遺跡第5 号建造物跡
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第9図　片山内福間遺跡第6号建造物跡
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キ　SB07

     （第10図）   

本建造物跡は、D-

3 ・4 区にまたがって

位置しており、SB09、 

SB10と一部重複して

いる。主柱と考えられ

る柱穴は8本（P₁～P₈）

検出され、桁行1間×

梁間3間の建物で、S

B03、SB06と類似す

るものである。主軸方

向はN43°Wである。柱

穴内の埋土は、いずれ

も第Ⅲ層の暗茶褐色を

呈する粘土質土である。

各柱穴については、（Px

－直径－深さ）P-30

cm-16cm、P₂-長径33

cm、短径14cm-15.6cm、

P₃-上段34cm、下段14 

cm-25.3cm、P₄-上段

40cm、下段25cm-27cm、 

P₅-23cm-10.4cm、P₆

-25cm-12.4cm、P₇－

-23cm-13.5cm、P₈-

27cm-17.4cmである。

また、各柱穴間につい

ては、P₁・P₂-1.32
第10図　片山内福間遺跡第7 号建造物跡

m、P₂・P₃-1.12m、

P₃・P₄-2.00m、P₄・P₅-1.63m、P₅・P₆-2.18m、P₆・P₇-0.94m、P₇・P₈-1.28

m、P₈・P₁-1.49mである。本建造物跡プランでは、SB06と同様に、梁間中央部が比較

的狭いのが特徴である。また 、柱穴の平面形態は、 円形を呈するものが多いが均一ではなく、

2段柱穴なども見られる。本プラン内及び周辺には多数の柱穴が存在するが、その関連につ
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いては不明である。柱

穴内からの出土遺物は、

すべて剝離、磨耗の激

しい指先大の小片であ

る。P₁、P₈ では、土師

質土器片、瓦器片が出

土しており、P₂ ～P₆

では、土師質土器片の

みが出土している。

ク　SB08

（第11図）

本建造物跡は、D-

5・6区にまたがって

位置する。主柱と考え

られる柱穴は4本（P₁ 

～P₄ ）検出され、桁行

1 間×梁間1 間の建物

で、主軸方向はN50 °E

である。柱穴間の埋土

は、いずれも第Ⅲ層の 第11図　片山内福間遺跡第8号建造物跡

暗茶褐色を呈する粘土

質土である。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁-25cm-8.1cm、P₂-28cm-31.4

cm、P₃-25cm-13.3cm、P₄-25cm-14.3cmである。各柱穴間については、P₁・P₂-1.64

m、P₂・P₃-2.90m、P₃・P₄-1.55m、P₄・P₁-2.75mである。桁行については、柱穴

間が約1.6mであるのに対して、梁間では2.8m前後とかなり広い。柱穴の平面形態は、ほぼ

円形を呈し大きさもほぼ均一である。柱穴内からの出土遺物は、P₃より弥生式土器の小片1

点、P₂ より弥生式土器、土師質土器、瓦器、須恵器の小片がそれぞれ数点出土している。

ヶ　SB09（第12図）

本建造物跡は、D-4、E-4区にまたがって位置し、SB07と重複している。主柱と考

えられる柱穴は5本（P₁、P₃～P₆）検出され、桁行1間×梁間2間の建物である。ただし、

北東側の桁行のP₁ に対応する柱穴P₂ は欠損している。主軸方向はN50°Eである。柱穴内の

埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各柱穴については、（Px－直
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径-深さ）P₁-27　

　cm-13.2cm、P₃-

25cm-14cm、P4-

25cm-35.2cm、P₅

-上段34cm 、下段

20cm-33.2cm、P₆-

40cm-20cmである。

また、各柱穴間に

ついては、P₁・P₂

-2.24m 、P₂・

P₃-1.56m、P₃

・P₄-1.77m、P₄

・P₅-2.15m、P₅ 

・P₆-1.65m、P₆ 

・P₁-1.74mであ

る。従って、桁行

は約2.2m、梁間

は約3.35mで、桁

行の柱穴間の間隔

はやや広めである

が、標準的な1間 

×2間の建物跡と

思われる。また、

本プラン周辺に存

在する柱穴との関
第12図　片山内福間遺跡第9 号建造物跡

連については不明

である。柱穴内からの出土遺物は、P₃～P₆から剝離、磨耗の激しい土師質土器の小片が多

量に出土しており、瓦器片も数点見られる。

コ　SB10（第13図）

本建造物跡は、D-3区に位置し、SB07の南側に隣接している。主柱と考えられる柱穴

は4本（P₁～P₄）検出され、桁行1間×梁間1間の建物で、主軸方向はN42°Eである。ま

た、P₃、P₄の柱穴に対しては、その南西側に2本の柱穴P₅、P₆が検出されており、本建

物に伴うものと思われる。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土で
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ある。各柱穴については。

（Px-直径-深さ）P₁

-22cm－-0.4cm、P₂-上

段48cm 、下段30cm -21.7

　　cm、P₃-25cm-17.4cm、

P₄-26cm-19.6cm、P₅　

　　-上段30cm、下段25cm-

10.7cm、P₆-20cm-14cm

である。各柱穴間につい

ては、P₁・P₂-1.56m、

P₂・P₃-2.27m、P₃・

P₄-1.72m、P₄・P₁-

2.18m、P₄・P₅-0.4m、 

P₅・P₆-1.73m、P₃・

P₆-0.4mである。従っ

て、桁行は、北東側と南

西側では多少柱穴間距離

に差が見られ るが、1.6

m前後で、粱間はほぼ2.2

m 程度であり、1間×1

間のプランとしては広め
第13図　片山内福間遺跡第10号建造物跡

のものである。柱穴の平

面形態は、P₂を除いてほぼ円形を呈しており、深さは10cm～20cm程度となっている。また、

本プラン周辺に存在する柱穴等との関連については不明である。遺物は各柱穴内より出土し

ており、剝離、磨耗の激しい土師質土器の小片がほとんどである。その他、弥生式土器片、

瓦器片も少量出土している。

（2） 柵列状遺構（SA01～SA07）

本遺跡内には、建造物跡としてのプランを構成する柱穴以外に、直線的に並ぶ柱穴が検出

されている。その間隔及び平面形態、深さ等から、意図的に作られた柵列の可能性が考えら

れるため、柵列状遺構として7列を掲載した。軸方向については、南東～北西方向と、南西

～北東方向の2つに大別できる。

22



ア　SA01（第14図）

第14図　片山内福間遺跡第1 号柵列状遺構

イ　SA02（第15図）

本柵列は、F-8、G-8区にまたがって位置し、SA01と北西端で重複している。構成

する柱穴は3本（P₄～P₆）で、全長は4.81mを測り、SA01に比べやや短い。軸方向はN 

45°Wである。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各柱

穴については、（Px-直径-深さ）P₄24cm-14.6cm、P₅-24cm-13cm、P₆-21cm-12.7

cmである。各柱穴間については、P₄・P₅-2.32m、P₅・P₆-2.49mである。柱穴の平面形

態は、ほぼ円形を呈し、SA01と同様にやや大きめのものである。出土遺物は、すべて剝

離、磨耗の激しい小片で、P₄より土師質土器片、P₆より弥生式土器片、土師質土器片が数

点出土している。

第15図　片山内福間遺跡第2号柵列状遺構
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本柵列は、G-8・9 、H-9区にまたがって位置し、SA02と南東端で重複している。

構成する柱穴は3本（P₁～P₃)で、全長は5.5mを測り、軸方向はN43°Wである。柱穴内

の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。各柱穴については、（Px-

直径-深さ)P₁-35cm-15.8cm、P₂-30cm-8.5cm，P₃-32cm-27.8cmである。各柱穴間

については、P₁・P₂-2.51m、P₂・P₃-2.99mである。柱穴の平面形態は、ほぼ円形を

呈しているが、柵列のものとしてはやや大きく、建造物跡の主柱とほぼ同等である。出土遺

物は、すべて剝離、磨耗の激しい小片で、P₁より弥生式土器片、土師質土器片、瓦器片が1

点ずつ、P₂より瓦器片2点が出土している。



ウ　SA03（第16図）

本柵列は、G-7区に位置し、SA04、SA05と交差している。構成する柱穴は4本（P₇

～P₁₀）で、全長は4.89mを測り、軸方向はN43.5°Wで、SA01、SA02とは4.8mの距離

をおいて並行している。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土であ

る。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₇-15cm-12.7cm、P₈-17cm-8.9cm、P₉-

16cm-11.1cm、P₁₀-長径42cm、短径22cm14.2cmである。各柱穴間については、P₇・P₈

-1.61m、P₈・P₉-1.65m、P₉・P₁₀-1.63mである。柱穴の平面形態は、不整楕円形を

呈するP₁₀を除いてはすべて円形を呈し、大きさは、SA01、SA02と比べると小さいもの

である。出土遺物は、P₇，P₉より剝離、磨耗の激しい土師質土器片が数点出土している。

第16図　片山内福間遺跡第3号柵列状遺構

エ　SA04（第17図）

本柵列は、G-7・8区にまたがって位置する。構成する柱穴は3本（P₁₁～P₁₃）で、全

長は5.47mを測り、軸方向はN24 °Eで、SA02、SA03とはそれぞれ69°、67.5 °の角度をも

って交差している。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。

各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁₁-25cm-15.2cm、P₁₂-18cm-11.4cm、P₁₃-24

cm-10.3cmである。各柱穴間については、P₁₁・P₁₂-2.90m、P₁₂・P₁₃-2.57mである。

柱穴の平面形態は、ほぼ円形を呈し、柵列 としては妥当な大きさであろう。出土遺物は見ら

れない。

第17図　片山内福間遺跡第4 号柵列状遺構
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第18図　片山内福間遺跡第5 号柵列状遺構

オ　SA05（第18図 ）

本柵列は、G-7、H-6区にまたがって位置する。構成す

る柱穴は3本（P₁₄～P₁₆)で、全長は4.56mを測り、軸方向は

N50°E である 。SA03と は86.5 °の 角 度 を もっ て 交 差 し て い る 。

柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土

である。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁₄-上段24

cm下段12cm-19.8cm、P₁₅-長径38cm短径18cm-13.7cm、P₁₆-

21cm-20cmである。各柱穴間については、P₁₄・P₁₅-2.33m、

P₁₅・P₁₆-2.23mである。P₁₄は2段柱穴で、SA03の柱穴P₉

と切り合っており、P₁₅も2本の柱穴が重複している。柱穴の

平 面 形 態 は、 ほ ぼ 円 形 を 呈 し、 柵 列 用 と し て は 妥 当 な 大 き さ で

あろう。出土遺物は、P₁₆より瓦器、須恵器の小片が1点ずつ

出 土 し て い る だ け で あ る。

力　SA06（第19 図 ）

本柵列は 、E-6、F-5・6区 にまたが って位置し、SA

07の北西側に隣接している 。 ま た、 溝 状 遺 構SD01の南東側に

沿って並行しており、この溝状遺構に伴うものと思われる。構

成する柱穴は4本（P₁₇～P₂₀）で、全長は9.26mを測り、軸方

向はN40°Eである。SA07とは8°の角度をもって交差してい

る。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土

質土である。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁₇-18

　cm-10.2cm、P₁₈-17cm-4.3cm、P₁₉-27cm-12.5cm、P₂₀-

17cm-6.2cmである。各柱穴間については、P₁₇・P₁₈-2.94m、

P₁₈・P₁₉-3.68m、P₁₉・P₂₀-2.64mである。柱穴の平面形

態は 、 ほぼ円形を呈し 、 深さは比較的浅い 。本柵列は、南西方

第19図
片山内福間遺跡
第6号柵列状遺構
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向へ延びる可能性も考えられるが、調査区外となるため不明である。出土遺物は、P₁₇、P₁₈

より剝離、磨耗の激しい土師質土器の小片が数点出土しただけである。

キ　SA07（第20図）

本柵列は、F-5・6、G-5区にまたがって位置し、SA06と同様に、SD01 に並行し

ており、溝状遺構に伴うものと思われる。構成する柱穴は4本（P₂₁～P₂₄）で、全長は6.37 

mを測り、軸方向はN48°Eである。柱穴内の埋土は、いずれも第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘

土質土である。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₂₁-18cm-12cm、P₂₂-18cm-7.3

　　cm，P₂₃-16cm-10.4cm、P₂₄-10cm-6.2cmである。各柱穴間については、P₂₁・P₂₂-2.50

m，P₂₂・P₂₃-1.73m、P₂₃・P₂₄-2.14mである。柱穴の平面形態は、ほぼ円形を呈し、

P₂₄が比較的小さいものである。本柵列は、SA06と同様に、南西方向へ延びる可態性も考

えられるが、調査区外となるため不明である。出土遺物は見られない。

第20図　片山内福間遺跡第7 号柵列状遺構

（3）土壙状遺構

（SK01～SK21 ）

本調査区では、土壙状の堀り込み

が多数検出されているが、その中か

ら2本以上の柱穴が重複することに

よって広がったものは除外し、土壙

状遺構としては21基を掲載した。

ア　SK01（第21図）

本遺構は、G-7・8区にまたが

って位置する。平面形態は隅丸方形

を呈し、主軸方向はN45°Wである。

規模は、長径1.45m、短径約80cm、 第21図　片山内福間遺跡第1号土壙状遺構
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深さ17㎝を測る。床面は平坦で、法

面はほぼ均一な傾斜をもつ。埋土は、

第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土

である。出土遺物は、弥生式土器9

点、土師質土器4点、須恵器1点が出

土しているが、どれも剝離、磨耗の

激しい小片である。

イ　SK02（第22図）

本遺構は、E-8、F-8区にま

たがって位置する。平面形態は不整

円形を呈し、規模は、直径約1.2m、

深さ14㎝を測る。床面はほぼ平坦で、

東端がやや深い。埋土は、第Ⅲ層の

暗茶褐色を呈する粘土質土である。
第22図　片山内福間遺跡第2号土壙状遺構

出土遺物はどれも剝離、磨耗の激し

い小片ばかりである。種別では、土師質土器片が多く、弥生式土器片も10点余り見られる。

また、瓦器片、須恵器片も少量出土し、その他、滑石製の石鍋底部も1 点見られる。

ウ　SK03（第23図）

本遺構は、G-6 区に位置する。平面形態は楕

円形を呈し、主軸方向はN7°Eである。規模は、

長径90㎝、短径78㎝、深さ10㎝を測る。床面はほ

ぼ平坦で、法面も均一の傾斜をもつ。埋土は、第

　　Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。出土遺

物は、すべては剝離、磨耗の激しい小片であり、土

師質土器片が多く、弥生式土器片、瓦器片も少量

見られる。

エ　SK04（第24図）

第23図 片山内福間遺跡

本遺構は、E-6区に位置する。平面形態は不

整楕円形を呈し、主軸方向はN14 °Wである。規模

は、長径1.45m、短径1.2m、深さ4～17㎝を測る。

床面は、東側かわずかに深く、緩やかな傾斜をも 第3号土壙状遺構
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つ。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈す

る粘土質土である。出土遺物は、すべ

て剝離、磨耗が激しい小片であり、ほ

とんどが土師質土器片で、弥生式土器

片、瓦器（瓦質土器）片、須恵器片も

わずかに見られる。

オ　SK05（第25図）

本遺構は、E-6、F-6区にまた

がって位置する。平面形態はほぼ楕円

形を呈し、主軸方向はN41°Eである。

規模は、長径1.6m、短径0.6m、深さ

7～24㎝を測る。床面は、北東に緩や

かな傾斜をもち、南西端には段を有す
第24図　片山内福間遺跡第4号土壙状遺構

る。法面の傾斜は比較的きつい。埋土

は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。

出土遺物は数点見られるが、すべて小片にすぎ

ず、剝離、磨耗が激しい。土師質土器片がほと

んどで、須恵器片も1 点出土している。

　　　　　カ　SK06（第26図）

本遺構は、E-5 、F-6区にまたがって位

置する。平面形態は定形ではないが、原形は楕

円形に近い。主軸方向はN69 °Wである。規模

は、長径11.5m、短径約0.6m、深さ4～6㎝

を測る。床面は、東側に緩やかな傾斜をもつ。

埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土で

ある。出土遺物は、すべて剝離、磨耗が激しい

小片で、土師質土器片が多い。その他、弥生式

土器片、青磁片も少量出土している。 第25図　片山内福間遺跡
第5号土壙状遺構

キ　SK07（第27図）

本遺構は、E-6区に位置し、SK08と隣接している。平面形態は定形ではなく、2基の

土壙状遺構が重複した様相を呈する。それぞれの主軸方向は、N94°W、N38°Eであるが、
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一括するならばN65 °Wとなる。規模は、

長径1.45m、深さ7～16㎝を測る。床面は

3段で、比高差は約4㎝程度である。埋土

は、第Ⅲ層の暗茶褐 色を呈する粘土質土で

ある。出土遺物は、ほとんどのものが指先

大の小片で、剝離、磨耗が激しい。種別で

は、土師質土器片がほとんどで、瓦器片も

少量含まれている。

ク　SK08（第27図）

第26図　片山内福間遺跡第6号土壙状遺構

本遺構は、SK07の南側に隣接し、同じ

くE-6区に位置する。平面形態は定形で

はないが、原形は楕円形に近い。倒木痕状

を呈するもので、主軸方向はN71 °Wであ

第27図　片山内福間遺跡　 第28図　片山内福間遺跡
第7号・第8号土壙状遺構　　　　　　　　　　　　　第9号土壙状遺構

る。規模は、長径1.25m、短径0.41m、深さ10～17㎝を測る。床面はわずかに東側へ傾斜し

ている。埋土は第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。出土遺物は見られない。
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ケ SK09（第8 図）

コ　SK10（第29図）

本遺構は、E-4・5、F-4・5 にまたがって位置する。SK11と切り合っており、本

遺構の方が古いと思われる。平面形態はハート形を呈する。規模は、最大径1.55m、深さ約

4㎝と非常に浅い。

床面はほぼ平坦で

ある。埋土は、第

　　Ⅲ層の暗茶褐色を

呈する粘土質土で

ある。出土遺物は、

瓦器の高台付埦が

1 点のみである。

サ　SK11

（第29図）

本遺構は、E-

4  ・5 区にまた が

って位置する。平

面形態は円形を呈

し、SK10、SK

12と互いに切り合

い関係にある。規

模は、直径2.2～

2.3mで、掘り込み

が2 段であるた

め、深さは、それ

ぞれ約18㎝、38㎝

を測る。埋土は、 第29図　片山内福間遺跡第10号・第11号・第12号土壙状遺構

30

本遺構は、E-5区に位置し、SK08の南東側に隣接している。平面形態は不整楕円形を

呈し、SK06に類似する。主軸方向はN14°Eである。規模は、長径1.18m、短径0.62m、

深さ9㎝を測る。中央部に柱穴底部が検出されており、深さ6㎝である。埋土は、第Ⅲ層の

暗茶褐色を呈する粘土質土である。出土遺物は、指先大の小片がほとんどで、剝離、磨耗が

激しい。土師質土器片にまざって弥生式土器片もわずかに見られる。



第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土で、多量の炭化物が含まれている。出土遺物については、

　 剝離、磨耗の激しい小片が多量に出土しており、土師質土器片がほとんどである。その他、

弥生式土器片、瓦器片、須恵器片もわずかながら出土している。

シ　SK12（第29図）

本遺構は、E－4区に位置する。SK11との切り合い関係から、本遺構の方が古いものと

思われる。平面形態は方形を呈する。規模は、一辺1.55～1.70m、深さ約16㎝を測る。床面

はほぼ平坦で、法面の傾斜は垂直に近い。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土であ

るが、SK11と同様に多量の炭化物を含んでいる。出土遺物は非常に多く、土師質土器、瓦

器の小片がほとんどで、剝離、磨耗が激しい。その他、須恵器片もわずかに出土している。

ス　SK13（第30図）

本遺構は、F-4 区に位置している。平面形態は定形ではないが、長方形を呈する本来の

遺構の北側に2本の柱穴が重複したものと思われる。このため、土壙状遺構の原形を推定す

るならば、その規模は、長径1.4m、短径0.9m、深さ約10㎝である。主軸方向はN32°Wで

ある。中央部に柱穴の底部と思われる円形

の掘り込みが検出されている。床面は平坦

で、法面の傾斜も均一である。埋土は、第

　　Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。

出土遺物は見られない。

セ　SK14（第31図）

本遺構は、D-4区に位置する。平面形

態は定形ではないが、これは柱穴と重複し

ているためと思われる。本遺構の原形を推

定するならば、その形状は楕円形を呈し、

主軸方向はN75°Eである。規模は、長径

1.2m、短径0.8m、深さ約8㎝を測る。遺

構内には柱穴の底部と思われる痕跡が見ら

れる。床面はほぼ平坦で、法面も均一な傾斜

をもつ。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈

する粘土質土である。出土遺物は、土師質

土器の小片がほとんどで、剝離、磨耗が激

しい。瓦器片も少量出土している。 第30図　片山内福間遺跡第13号土壙状遺構
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ソ　SK15（第32図）

本遺構は、D-4区に位

置する。平面形態は不整楕

円形を呈し、主軸方向はN

5 °Wである。規模は、長経

1.4m、短径1.05m、深さ

15㎝を測る。床面はほぼ平

坦で、法面は均一の傾斜を

もつ。埋土は、第Ⅲ層の暗

茶褐色を呈する粘土質土で

ある。出土遺物は、剝離、

磨耗の激しい小片がほとん

どで、土師質土器片が多く、

瓦器片、須恵器片も少量見

られる。その他、青磁の小

片も1 点出土している。
第31図　片山内福間遺跡第14号土壙状遺構

第32図　片山内福間遺跡第15号土壙状遺跡　第33図　片山内福間遺跡第16号土壙状遺構
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第34図　片山内福間遺跡第17号土壙状遺構　第35図　片山内福間遺跡第18号土墳状遺構

　　　　タ　SK16（第33図）

本遺構は、C-4、D-4区に

またがって位置する。平面形態は楕

円形で、主軸方向はN40°Eで

ある。規模は、長径1.15m、短径

0.79m、深さ約21㎝を測る。床面

はほぼ平坦で、法面は均一の傾斜

をもつ。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐

色を呈する粘土質土である。出土

遺物は、剝離、磨耗の激しい土師

質土器の小片がほとんどで、その

他、瓦器片もわずかに見られる。

チ　SK17 （第34図）

本遺構は、C-5区に位置する。

平面形態は不整楕円形を呈し、主

軸方向はN42°Eである。規模は、

長径1.46m、短径0.9m、深さ約 第36図　片山内福間遺跡第19号土壙状遺構
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12㎝を測る。床面はほぼ平坦で、法面も均一な傾斜をもつ。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈

する粘土質土である。出土遺物は多く、剝離、磨耗の激しい小片がほとんどである。土師質

土器片が多く、瓦器片、須恵器片も少量含まれている。

ツ　SK18（第35図）

本遺構は、C-4・5区にまたがって位置している。平面形態は円形を呈する。規模は、

直径1.3～1.35m、深さ約50㎝を測る。床面はほぼ平坦で、法面の傾斜は比較的緩やかであ

る。東端では、本遺構を柱穴が切るかたちで接している。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈す

る粘土質土である。出土遺物は多く、すべて剝離、磨耗の激しい小片にすぎない。土師質土

器片がほとんどで、その他、弥生式土器片、瓦器片も少量見られる。

テ　SK19（第36図）

本遺構は、C-4区に位置する。平面形態は方形を呈し、SK12と類似している。規模は、

一辺1.5m前後、深さ8～13㎝を測る。床面は平坦で、南側に緩やかに傾斜しており、法面

の傾斜は均一である。埋土は、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈する粘土質土である。出土遺物は多く、

ほとんどが剝離、磨耗の激しい土師質土器の小片で、弥生式土器片、須恵器片も少量出土し

ている。その他、鉄製品では刀子1点が出土している。

卜　SK20（第37図）

本遺構は、D-3、E-3区にまたがって位置する。平面形態は不整方形を呈し、主軸方

向はN42°Wである。本遺構は、南東側に隣接する2本の柱穴が、浅い掘り込みで連結した

様相を呈しているが、本来の土壙状遺構とは区別できる。規模は、長径1.1m、短径0.85m、

深さ16㎝を測る。床面はほぼ平坦で、法面の壁高は、南東側か高い。埋土は、第Ⅲ層の暗茶

第37図　片山内福間遺跡第20号土壙状遺構
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激しい土師質土器の小片である。実測可能な遺物では、糸切り底の坏が数点見られる。その

他、弥生式土器片、瓦器（瓦質土器）片、須恵器片、磁器片等も少量出土している。

ナ　SK21（第38図）

第38図　片山内福間遺跡第21号土壙状遺構

35

　　褐色を呈する粘土質土であり、炭化物を含んでいる。出土遺物は、ほとんどが剝離、磨耗の

本遺構はD-2・3、F-2・3区にまたがって位置する。平面形態は定形ではない。南

端では柱穴1本が接しており、SK20と同様に本来の土壙状遺構から張り出した様相を呈し

ている。原形を推定するならば、主軸方向はN19°Eで、その規模は、長径2.08m、短径約

1.5m、深さ12㎝を測る。床面はほぼ平坦で、法面の傾斜も均一である。埋土は、第Ⅲ層の

暗茶褐色を呈する粘土質土で、炭化物を多量に含む。出土遺物は非常に多いが、剝離、磨耗

が激しい小片がほとんどである。種別では、土師質土器片が多く、その他、弥生式土器片、

瓦器片、須恵器片、磁器片も少量見られる。



（4）溝状遺構

（SD01、SD02）

本遺跡内では、2条の溝状遺

構が検出されたともに、調査

区内にかかる部分だけで全容が

把握できるものではない。

ア　SD01（第39図）

本遺構は、E-7 、F-5・

6・7 、G-5・6区にまたが

って位置し、南西から北東方向

に走向している。また2つの建

物を二分する位置に検出されて

おり、北西側に井戸が1基隣接

している。本遺構は、調査区両

端の壁で切られているため、全

体の規模は不明であるが、検出

された部分については、長さ15.2 

m、最大幅1.75m、深さ10～17

cmを測る。溝底は、部分的に凹

凸が見られるが、全体的には北

東へ緩やかに傾斜しており、南

西端、北東端での比高差は約14

㎝である。埋土は、他の遺構同

様に、第Ⅲ層の暗茶褐色を呈す

る粘土質土の単一層で、土層断

面では複雑な層序は見られない。

遺物の出土状況は、土器溜り的

な出土状態、あるいは種別、器

形等による規則的な集積状態は

見られず、全面に分散している

が、G-5 区内から比較的多く

出土している。また、溝底面か 第39図 片山内福間遺跡第1号溝状遺構
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第40図　片山内福間遺跡第2 号溝状遺構
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らの出土遺物がほとんどないことから、流れ込みにより堆積した遊離遺物と考えられる。出

土遺物は多数見られるが、剝離、磨耗の激しい小片が多い。種別では、土師質土器片がほと

んどで、わずかに弥生式土器片、瓦器（瓦質土器）片、須恵器片、瓦片、磁器片も含まれて

いる。

イ　SD02（第40図）

本遺構は、B-3 、C-2・3 、D-1・2・3区にまたがって位置する。SD01と同様

に、南西端は調査区外へ続くため、全容を把握することはできないが、検出された部分につ

いては、長さ約16m、最大幅0.6m、深さ5～30㎝を測る。本溝は、D-2区内で3方向へ

分流し、小規模ながら、長さ約8.7m、幅約6mにわたって氾濫した様相を呈しているが、

流路の原形は、D-2 区内の分岐点より南へ屈曲し、中央部の南東端を北東方向へ直線的に

走向していたものと思われる。溝底の南西端、北東端での比高差は約20㎝で、傾斜は緩やか

なものであったと思われる。また、北東端は調査面で削平されたかたちとなっており、その

延長方向は不明である。埋土については、D-2区内の分岐点より南西側は、第Ⅲ層の暗茶

　　　褐色を呈する粘土質土であったが、北東側では、第Ⅲ層下の細粒砂となっている。構内には

数本の柱穴痕が検出されている。遺物の出土状況は、土器溜り的な出土状態、あるいは、種

別、器形等による規則的な集積状態は見られず、全面に分散しており、溝底面からの出土遺

物もほとんどない。従って、SD01と同様に、流れ込みにより堆積した遊離遺物と考えれ

る。出土遺物は、完形のものは見られないが、実測可能なものから指先大の小片まで、多種

多様のものが出土している。種別では、弥生式土器片、土師質土器片、瓦器（瓦質土器）片、

須恵器片、瓦片、磁器片、石製品等に分けられる。出土量では、やはり土師質土器片が最も

多く、糸切り底の坏、鍋、釜の部分片が見られる。瓦器（瓦質土器）片は、高台付埦と思わ

れる小片が多く、鍋の部分片も数点出土している。石製品では、石鍋、石鏃、石包丁が出土

している。

（5） 井戸（SE01、SE02）

本遺跡では、2基の井戸が検出された。ともに方形木組のもので、22.5mの距離をおいて

存在している。

ア　SE01 （第41図）

本井戸は、F－7区内のSD01から北西側へ3.7mのところに隣接し、建造物群（SB01

～SB04）との中間に位置する。一辺約1.6mの隅丸方形の掘方内に、一辺88㎝の木組方形

隅柱横桟型の井側を据えたものである。掘方は、調査面から下層の粘土層を貫き、湧水層で
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ある砂層に達しており、

井側は砂層内に置かれ

ている。砂層は8 層に

分けられるが、曲物は

調査面下約2mの粗粒

砂層内に据えられてい

る。井側は、横桟が2

段のみ残存しており、

上部は欠損している。

井側の構造は、4本の

隅柱を横桟で固定し、

外面から矢板（縦板）

をあて、矢板の継ぎ目

には添板を補ったかた

ちとなっている。釘等

の使用は見られず、土

圧により固定したもの

と思われる。隅柱は、

方形に面取りを丁寧に

行っているものもあれ

ば、やや角に丸味をも

ち、皮が残っているも

のもあるが、7～8㎝ 第41図　片山内福間遺跡第1号井戸

角のものを使用してい

る。横桟については、上段には主に直径3.5㎝程度の丸材を使用し、下段には直径5.5㎝程度

の丸材を半分に切断し、平面部分を矢板側へ向けて使用しているものもある。隅柱と横桟と

の接合は、隅柱に2.5㎝×4㎝程度の柄孔を穿ち、横桟の先端部には2㎝×3㎝程度の柄を

削り、丁寧に組み合わせてある。井筒には曲物を使用している。曲物は、内面に縦方向に4

～6㎝幅で刻み目を施し、直径42㎝の円形に曲げた後、端部は桜の皮で留めてある。出土遺

物については、井側上方の掘方内より、弥生式土器、土師質土器、瓦器、須恵器の小片多

数出土しているが、土師質土器片が多い。また、青磁片も1点見られる。これらは、廃絶期

に混入したものと思われるが、井側内には礫が投入されているだけで、遺物は見られい。
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イ　SE02（第42図）

本井戸は、B-5区のトレンチ内より検

出された。トレンチ底面より下層部を、

重機にて掘り下げ中に確認されたため掘

方については不明である。井側は、SE01

と同様に湧水層内にあり、曲物も下部の粗

粒砂層内に位置する。本井戸は、木組方形

隅柱横桟型の井側を据えたもので、横桟は

2 段を残しており、上部は欠損している。

井筒には曲物を使用しており、曲物内部に

は縦方向に幅8mm程度の間隔で、刻み目が

施されている。井側、曲物の構造は、SE 

01と全く同様である。規模については、井

側か一辺1.15m、曲物が直径47㎝のもので、

SE01に比較するとやや大きなものとなっ

ている。出土遺物は、土師質土器、瓦器が

1 点ずつ出土しており、土師質土器は、底

部に糸切り痕の見られる坏の完形品である。

4　出土遺物
第42図　片山内福間遺跡第2号井戸

本遺跡からは、多種多様の遺物が出土した。残念ながら完形品は少なく、ほとんどのもの

が小片にすぎない。種別から、（1） 弥生式土器、（2） 土師質土器、（3） 瓦器（瓦質土器）、（4）

須恵器、（5） 磁器、（6） 瓦、（7） 石製品、（8） 鉄製品に分類できる。

（1） 弥生式土器（第46 図）

遺物の出土量は少なく、全体の約10％程度である。出土遺物は、包含層中がほとんどで、

すべてが磨耗の激しい小片である。従って、実測可能なもの も1点にすぎず、器形、時期に

ついても把握することは困難である。1は、甕の口縁部で、後期のものと思われる。

（2） 土師質土器（第46 ・47・48 図）

本遺跡内では最も多 く出土しており、全体量の60 ％を越える。しかし、剝離、磨耗の激し
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い小片が多く、器形及びその詳細が確認できるものはわずかである。このため、復元作業の

結果、実測可能なものを含めても49点にすぎない。器形別では、鍋、釜、皿、坏、高台付埦

等が出土しており、その他、器形の不明なものは、土器口縁部、土器底部として掲載した。

鍋　3～5は、口径は異なるがともに30㎝を越えるもので、ほぼ同形の土鍋と思われる。

口縁部が大きく「く」の字状に外方へ屈曲し、やや内湾気味に立ち上がっており、口縁端部

は面を成すものである。胎土は、細砂粒を多く含み、内面は十分に黒色処理を施したもので

ある。ともに三脚付鍋の可能性もあるが、口縁部片であるため、脚の有無については不明で

ある。

釜　6 ～11は、ともに口縁部下の外面に凸帯を有する土釜と思われる。凸帯の形態は、断

面三角形状のものと、端部が面を成すものが出土しており、口径からみると、13～15㎝の小

型のもの（6、7）と、25㎝前後の大型のもの（8～11）に分けられる。内外面とも黒色処

理を施したものであるが、瓦質に比べ器厚は厚く、胎土も粗いものである。外面凸帯下には、

煤が付着しているものが多い。

皿　12～34は、大きさに若干の相違が見られるが、底部は糸切りの皿である。口径は7～

10㎝程度で、器高もほとんどが2㎝までのものである。器形については一様で、立ち上がり

は短く直線的に外傾し、口縁部は丸くおさめられている。全体的に軟質のものが多く、表面

が剝離したものが多い。33は、製作時に底部の糸切り位置がやや下方に下がったものと思わ

れる。

坏　35～46は、皿に比べると大きく、口径は9～14㎝、器高は2～4㎝程度である。底部

はやはり糸切りがほとんどであるが、45はヘラ切りである。全体的に硬質のものが多く、焼

成は良好である。器形は、立ち上がりが直線的に外傾しており、口縁部については、わずか

に内湾するもの（44）、あるいは、外反するもの（37）も見られる。

　　　　埦　47・48は、ともに底部に貼り付け高台を有するものである。48は、底部高台内に糸切

り痕が見られ、内面は黒色処理が施されている。

土器口縁部2は、体部が欠損しており、器形の推定は困難である。胎土はやや粗く硬質

で、外面は黒色を呈するものである。

土器底部49・50は、上部が欠損しているため、器形の推定は困難である。ともに平底で、 

50は底部に糸切り痕が見られる。

（3） 瓦器（瓦質土器）（第48・49図）

本遺跡内では、土師質土器に次いで多く出土しており、全体量の15％を越える。やはり小

片が多いが、そのほとんどのものが高台付埦の一部である。その他、釜の一部も出土してい

るが、実測可能なものは16点にすぎない。これらの遺物について、胎土、器厚、焼成等を考
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えると、瓦器として扱えるものは埦についてのみである。釜については、内外面とも黒色処

理は施されているが、器厚は約5mm と厚く、胎土もやや緻密さに欠け、土師質土器に近いた

め、瓦質土器として扱った。

　　　　埦 　大きさにわずかな相違はあるが、形態には大きな変化は見られず、整った器形をして

いる。器厚は非常に薄く約3mmで、器厚は3～4.8㎝程度である。53～66は高台付埦である。

口径は最小のもので13㎝、最大のもので16.5㎝で、高台は粘土紐をわずかに貼り付けた程度

のもので、断面三角形状の低いものがほとんどである。高台径は最小のもので2.8㎝、最大の

もので5.8㎝である。66は、他と比較するとしっかりした高台を有する。口縁部はやや外反

するものも見られるが、端部は一様に丸くおさめられている。器面調整については、一様に、

内面は磨き調整を十分に施してあり、外面は、口縁端部は横ナデ調整を施してあるもの、見

込みから口縁部に至る間は形成時の指頭圧痕が見られる。

釜　51・52は、瓦器に類似するものである。ともに口縁部片であるため器形は明確ではな

いが、推定口径は、51が27㎝、52が24㎝である。口縁部下2㎝のところに凸帯が貼り付けら

れており、形状はともに同様のものである。52では、凸帯下に脚の一部が残存していること

から三脚付釜と思われる。調整については、埦と同様に、内面は磨き調整を施しており、外

面は成形時の指頭圧痕を残している。

（4）須恵器（第49図・50図）

本遺跡では、出土量は少なく、全体量の約10％程度である。器形が不明の小片がほとんど

で、実測可能なものは7 点にすぎない。器形については、鉢、坏蓋、皿の他は、土器口縁部、

土器底部として扱った。

鉢　67・68はともに口縁部片である。端部は外方へ肥厚しており、玉縁状を呈する。71は

口径18㎝、底径6.5㎝、器高6.2㎝の片口鉢である。底部は糸切りで、本調査区からは1点の

みである。

坏蓋　69は、天井部が欠損しているが、つまみを持たない蓋と思われる。口径は11㎝で、

器高は3.5㎝程度のものである。この蓋に対応する坏身は出土していない。

皿　70は、完形のものであるが大きく変形しており、焼成時にたわんだものと思われる。

整形であれば、口径は8㎝前後、器高は1㎝以内の小型のものであろう。

土器口縁部　73は、口径が46㎝、器厚も1㎝前後と厚く、甕の口縁部片と思われる。

土器底部　72は、焼成不良の甕形土器の底部片と思われる。外面には格子状の叩き痕が見

られる。本調査区内からは、このような不良品は他には出土していない。
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（5） 磁器（第50図）

本遺跡からの出土は少なく、そのほとんどが指先大の小片である。青磁片がほとんどで、

わずかに白磁片も見られる。77は、SE01から出土したものであるが、埦の口縁部は緑色を

呈し、端部はわずかに外反するものである。内面には片切り彫りの花文が施されている。こ

のような花文が施された小片は、他にも数点出土しているが、ともに龍泉窯系青磁埦の一部

と思われる。

（6） 瓦（第43図）

出土しているのは、いわゆる布目瓦と称されるもので、男瓦、女瓦である。出土量は数点

で、完全なものではない。すべて焼成が不良のもので、黄褐色を呈する。胎土はやや粗く、

石英、長石等の粗砂粒を含んでいる。第43図

1は女瓦で、凹面には布目痕を残し、凸面に

は繩目痕が見られる。2は男瓦で、凹面には

布目痕を残しており、凸面は荒いナデ調整が

施されている。先端部は、重複部分として段
2

を成している。

1

第43図　片山内福間遺跡出土瓦実測図

（7） 石製品（第44図、第50 図）

本遺跡からは、石鍋、印章、石鏃、石包丁、砥石が出土している。

石鍋（第50図）滑石片岩を加工したもので、器厚は1.4㎝程度である。完形のものは出

土しておらず、実測可能なものは3点である。74、75は口縁部で、ともに口縁下に断面三角

形の凸帯が削り出されている。推定口径は、74が16.8㎝、75が18.6㎝である。75には、2カ
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所に直径5mm程度の孔が穿たれている。76は底部片で、推定底径は16㎝である。外面には煤

の付着が見られ、内面は十分に磨かれている。

印章（第44図1）包含層中から出土したもので、1点だけである。印材は石鍋に使用さ

れている材質と同様で、滑石片岩を使用している。完形ではなく、欠損部分については不明

であるが、印面は、幅2.8㎝、長さ6㎝程度の隅丸長方形のものである。印文は字句ではな

く、象形模様が凸状に削り出されている。つまみの部分は凸形に削り出されており、2カ所

に直径5mmの孔が穿たれている。全体の形状からみると、石鍋の口縁部の断面台形状凸帯部

分を転用した、二次加工品と思われる様相を呈するものである。

石鏃（第44図2 ）S

D02より出土したもので、 1

3

サヌキ質安山岩を使用し

た打製石鏃である。一部

欠損しているが、凹基石

鏃で、斜辺部はほぼ直線

状で、加工面は片面だけ

である。長さ12.5mm、最

大幅約6mm、最大厚1.5 

mm、重さ0.21gである。

2

4

石包丁（第44図3） 

SD02より出土したもの

で、滑石片岩を使用して

おり、片面は入念に磨か

れている。方形に近い紐

かけ孔の一部が見られる

が、部分片であるため、

全体の形状、刃部等につ

いては不明である。

砥石（第44図4） 包

含層中より出土したもの

で、大きさは比較的小さ

く、携帯用として使用さ

れたものと思われる。4

面に使用痕が見られ、形

状は分銅形を呈している。 第44図　片山内福間遺跡出土石製品実測図
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（8）鉄製品（第45図）

本遺跡からは、SK19より刀子が1点出土し

ている。現存長は9.9㎝で、刀身は片刃である。

刃部は、刃幅1.35㎝、背厚0.2㎝で比較的薄手

のものである。茎が欠損しているため、柄部に

ついての詳細は不明である。
第45図　片山内福間遺跡出土鉄製品実測図
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第2 章　 考 察

　　本遺跡は、遺構検出面が河川等による比較的安定した堆積層序を示す自然堆積地上に存在

している。従って、同調査面からは多数の遺構が検出でき、それに伴い遺物の出土量も多い。

しかしながら、調査区の範囲が限られていたため、遺構によっては全体的な把握が困難なも

のも見られた。

検出された遺構では、多数の柱穴の中から掘立柱建造物跡と考えられるプランは10棟想定

された。規模は、1間×1間のものから1間×3間、あるいは2間×2間と様々なものであ

るが、その主軸方向には規則性が見られる。つまり、約N45 °W方向を示すものと、約N45 °

E 方向を示すもので、相対的には90°の方向性の違いがある。これは明らかに、意図的に何

らかの配慮がなされたものであろう。また、この方向性は、検出された柵列状遺構、溝状遺

構、井戸等とも合致するものである。柱穴間の距離については、建物の規模に応じて様で、

長いものでは3m近いものもある。柱穴内には柱痕の確認できるものは見られなかった。ま

た、上部構造等に関しては、現段階では不明である。柵列については、明確に断定できなか

ったためにすべて棚列状遺構として7列を想定した。これらは建物に伴ったもの、あるいは

溝状遺構に伴ったものと思われる。従って、小規模なもので、建物間の境等として用途が考

えられ、時期的には掘立柱建造物の構築時期と同様であると考えられる。土壙状遺構につい

ては、21基が検出されたが、本遺構では炭化物を埋土内に含むものが多いのが特徴である。

形態、方向性は各々異なっている。溝状遺構については、2条検出されたが、ともに南西か

ら北東へ流走するものである。SD01については、比高差が14㎝と溝底の傾斜は緩やかであ

るが、用排水路としての機能を十分なしていたものと思われる。溝内からの出土遺物も多量

に見られ、土師質土器片が多いこと、また、一部に瓦器片、瓦片、磁器片等を含んでいること

から、時期的にはやはり掘立柱建造物と同時期のものと思われる。また、SD02については、

SD01とは検出された状態が異なっており、小規模ながら氾濫状態を呈していることから性

格的にもやや異なるものであろう。井戸については、本遺構では2基検出されたが、ともに

県内では数少ない木組方形隅柱横桟型のものである。ともに上部は欠損したものであるが、

同型のものは周辺地域では広島県の草戸千軒遺跡から多数検出されており、時期的にもほぼ

同じと考えられる。

出土遺物については、弥生式土器、土師質土器、瓦器、須恵器、磁器、瓦、石製品、鉄製

品等の多種多様のものが出土しているが、全体的に土師質土器、瓦器の出土量が多く、また、

その大部分が日常生活用として使用されたと考えられるものである。これらの中で特に注目

されるものは石製品で、滑石片岩を石材とした鍋は国府の調査地からも出土している。また、

同じく滑石片岩製の鍋を再利用したと考えられる印章については、県内では出土例はなく貴
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重なものである。

以上のことから本調査区における若干の考察を行うならば、古墳時代から歴史時代にかけ

ての集落跡と考えられる。時期的に明確な限定は困難であるが、井戸の性格、あるいは出土

遺物から考えるならば、13世紀前後までのものと推定できる。

第1 表　片山内福間遺跡出土遺物観察表

種 別 器 形 図番 番号
出土場所

須 恵器 鉢 50 71
SB03

SB04 瓦 器 49 55
埦

瓦 器 49 57SB06 埦

弥生式
1甕 46

SA01
土 器

50 76SK02 石製品 石 鍋

瓦 器

形 態・施 文・調 整・ 胎 土 ・色調等

底 部は糸切り。 口縁部はわずか に外反 し端部に至 る。片 口で指頭大の注

ぎ口が施さ れてい る。内外面 とも回転ナ デ調整。胎土 は石英 、長石等の

細粒を含む。色調 は灰色を呈 し、焼 成は良好。

体 部は緩やか に内湾しなが ら外傾 し、端部は丸 くお さめられてい る。底

部には断面三角形 状の低い高 台が貼り付け られてい る。 外面には指頭圧

痕 を残し凹凸 が激しい。内面 は十 分な磨 き調整 を施 す。胎土は石英、 長

石 等の粗粒 をわずかに含む。 色調は淡灰色 を呈する。

体部は大 きく内湾しなが ら外 傾し、口縁部で わずかに外反す る。端 部は

丸くおさめ られている。底 部には断面三角形状 の低い高台が貼 り付けら

れてい る。 外面には指頭圧痕 を残し凹凸 が激 しい。内面は磨 き調整 を施

す。色調 は黄灰色を呈す る。

口縁部 は大 きく「く」の 字に外反し、端 部は丸くおさめ られている。内

面は横ナデ。胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は暗茶褐色を呈す

る。

滑石 片岩を加工 して作 られてい る。底 部は平 坦で、内面 は十 分に磨か れ

てい る。 外面底部 には煤 が付着してい る。色調は暗灰色 を呈する。

体部は内湾して外傾し、端部は丸くおさめられている。底部には断面三

角形 状の低い高 台が貼り付けら れてい る。外面には指 頭圧痕 を残し凹凸 49 61
SK10 埦

47 17皿

が激しい。胎土 は明灰色 で、内外面は暗灰 色を呈す る。

立 ち上がりは短 く直線的に外傾 し、端 部は丸くおさ められている。 胎土

は石英、長石等の微細粒をわずかに含む。色調は淡赤褐色を呈する。

口縁部は直線的 に外傾し、端部 は丸くおさめら れている。内外面 とも十

土師質 坏 分なナデ調整。 胎土は石英、長石 等の微細粒を多量 に含 む。色調 は淡 茶 48 43

土 器

坏 44

SK12

褐色を呈する。

底部は糸切 り。 体部は外傾 して直線的にのび、 口縁 部でわずか に内湾 す

る。端部 は丸くおさめ られてい る。胎土は石英、 長石 等の微細粒 を含 む。 48

色調は淡黄褐色を呈する。

口縁部はやや 外反し、端 部は丸くおさめ られてい る。底部には断面 三角

形状の低い 高台が貼 り付け られている。外面 には指頭圧痕を残 し凹凸が
49 60埦

瓦 器

49 63埦

土師質
皿 47 34SK14

土 器

土師質
坏 48 40SK15

土 器

激しい。 内面 は十分な磨 き調整を施す。胎土 は明灰 色で、内面、 外面口

縁部は黒 色、外面底部 は黄灰 色を呈す る。

体部は大きく内湾して立ち上がり、口縁端部は丸くおさめられている。

外面に は指 頭圧痕を残 し凹凸が激しい。内面 は磨き調整を施す。 色調は

内外面 とも明灰色を呈 する。

立ち上 がりは短く内湾気 味に外傾し、 口縁 に至る。端部は丸 くおさめら

れてい る。底部は糸切 りと思われ る。 胎土 は石 英、長石等の粗 粒をわず

か に含 む。色調は淡褐 色を呈する。

立 ち上 がりはやや内湾気 味に外傾 し、端 部は丸くおさめ られている。底

部 は糸切 り。胎土は石英、 長石 等の微 細粒 を含 む。色調は灰褐 色を呈す

る。
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出土場所 種 別 器 形 形 態・施 文 ・調 整・胎 土 ・色調等 図番 番号

口縁部は内湾気味 にほぼ 垂直に立 ち上 がり、端部は面 を成 す。 口縁部外

釜 側 には断面三角形の 凸帯が貼り付け られている。内外面 とも十 分なナデ 46 6

調整を施す。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は黒褐色を呈する。

口縁 部は外傾して立 ち上 がり、端部 は丸くおさめられてい る。 胎土 は石
皿

47 21
土師質

SK20
土 器

英等の細粒を含む。色調は淡褐色を呈する。

立 ち上 がりは直線的で、 口縁部は丸 くお さめられている。底部 はやや 肥

坏 厚している。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は淡赤褐色を呈す 48 41

る。

立ち上が りは直線的に外傾 し、口縁部はやや鋭 角を成している。胎土 は
坏

48 42

土師質

石英、長石等の細粒を含む。色調は淡茶褐色を呈する。

立ち上が りは短 く、端部は 丸くおさめら れてい る。 底部は糸切り、胎土
皿 47 15土 器 は石英、長石等の微細粒をわずかに含む。色調は淡褐色を呈する。

SK21

瓦 器

口縁部はやや外反 し、端部 は丸 くおさめら れてい る。外面 には指頭圧痕

埦 を残 し凹凸が激 しい。内面 は磨 き調整を施す。胎土 は灰 色で、内外面の 49 59

色調は黒色を呈 する。

口縁 部はわずか に外側に肥厚 し、端 部は丸くおさめ られている。底部 に

は断 面三角形状の 底い高台が貼 り付けられている。外面 には指頭圧痕 を
埦 49 54

SD01 瓦 器

残 し凹凸が見ら れ、 内面は十分な磨 き調整を施す。胎土 は明灰 色、内外

面 は黒色を呈す る。

底 部には断面三角形状 の低い高台が貼 り付けられてい る。外面 には指頭

埦 圧痕 を残 し、内面 は十分 な磨 き調整 を施 す。 胎土は黄灰色 で、 内外面は 49 64

黒色 を呈する。

口縁部は「く」の字に外側へ屈曲した後、やや内湾気味に外傾して端部

鍋 に至 る。端 面は平坦で、 内外 面と もナデ調整 を施す。胎土 は石英、 長石 46 4

等の細粒を含む。色調は淡灰褐色を呈する。

体部か ら口縁 部にかけて 「く」 の字に屈曲 した後 、内湾気味 に外傾 して

口縁に至 る。端 面は平坦で、 口縁部はやや肥厚 している。内外面 とも十
鍋 46 5

分なナデ調整を施す。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は淡褐色

を呈す る。

体部から 口縁 部にかけて垂直 に立 ち上がり、口唇 部で外側 に肥厚す る。

釜 端 部は面を成 す。 口縁下外側 には水平に張り出す凸帯 を有する。胎土 は 47 9

石英 、長石等の粗粒 を含む。色調 は黒灰色を呈す る。

47 11

体 部から口縁部 にかけてほぼ垂 直に立ち上がり、 口縁 部で内外に わず か

釜 に肥厚する。端部 は面 を成す。 口縁 下外側 には水平 に張 り出す凸帯を有

す る。 胎土は石英、長石 等の粗粒 を多 教含む。色調は黒灰 色を呈する。
土師 質

SD02 立ち上がりは短く外傾し、端部は丸くおさめられている。底部は糸切り。
土 器 皿 47 12

胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は淡黄褐色を呈する。

立 ち上 がりは短く外傾 し、 端部は丸 くお さめられている。 わずかに変形
皿

47 18
している。胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡褐色を呈する。

立ち上 がりは短くやや内湾 気味に外傾 し、端 部は丸くおさめ られている。

皿 底部は糸切り。胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡褐色を呈す 47 32

る。

立ち上が りは短 く内湾気味 に外傾し、端部 は丸くおさめられてい る。 底

皿 部は糸切 りで肥厚してい る。 胎土は石英、長石等 の粗粒を含む。色 調は 47 33

淡黄褐色を呈する。

口縁部で わずかに外反し、端 部は丸くおさめ られてい る。底部は糸切 り。
坏 48 37

46 2

胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は褐色を呈する。

土 器 頸部から口縁 部にかけて大 きく多反 し、端部では内面 に一 条の凹部 が見

口 縁 部 られる。胎土 は石英 、長石等の 細粒 を含む。色調は黒灰 色を呈する。
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出土場所 種 別 器 形 形 態・施 文 ・調 整・胎 土・ 色調等 図番 番号

底 部には断面三角形状 の低 い高台が貼 り付けられてい る。 口縁 部は外反

瓦 器 埦 し、端部は丸くおさめられている。表面の剝離が激しく器地が表れ、色 49 65

調は褐色を呈する。

体 部から口縁部 にかけては内湾気味 に内 傾し、端部は丸 くお さめられて

釜 い る。 口縁下外側 には水平 にのび る凸帯 が貼り付け られてい る。 胎土は 48 51

瓦 質

土 器

石英、 長石 等の粗粒 を含 む。色調 は黒灰 色を呈する。

体 部から口縁部 にかけて内湾気味 に内傾 し、口縁端面 には一 条の凹線が

施 されてい る。 口縁下 外側に凸帯 を有 し、凸帯下に は脚 が貼り付けら れ
釜 48 52SD02

ている。胎土 は石英、 長石 等の細粒 を含 む。色調は灰色 で内側は暗灰色

を呈する。

口縁部は大きく外傾し、端部で外側に肥厚している。内外面とも十分な

鉢 ナデ調整を施す。 胎土は石英、長石等 の微細粒を わずかに含 む。色調 は 49 67

須 恵器
灰 色を呈し、焼成 は良 好。

口縁部は大 きく外傾し、端部で わずかに上下に肥厚 している。内外面 と

鉢 もナデ調整 を施 す。 胎土は石英、 長石 等の細粒を わずかに含 む。色調 は 49 68

灰色を呈 し、焼 成は良好。

立ち上が りは短 く外傾し、端 部は丸くおさめ られている。底部は糸切 り。
皿 47 27

土師質
胎土は石英、長石等の細粒をわずかに含む。色調は褐色を呈する。

立ち上が りは短 く外傾し、端 部は丸くおさめ られている。底部は糸切 り
土 器

皿 で中央部の 器厚は薄い。内外面 ともナデ調整 を施 す。胎土は石英、長石 47 28

SE01

瓦 器 53埦

等の微細粒をわずかに含む。色調は黄褐色を呈する。

体部か ら口縁部にかけて は内湾気 味に外傾 し、端 部は丸くおさめ られて

いる。内 外面 とも黒色処 理。 内面、口縁部外面 は十 分な磨 き調整 を施 す。 49

外面は指 頭圧 痕を残し 凹凸 が見 られる。胎土 は明灰 色を呈す る。

口縁部 はわずかに外傾 し、端 部は丸くお さめ られている。内面 にはヘ ラ
磁 器 埦 50 77

土師質
48 38坏

土 器

SE02

瓦 器 埦 49 58

土師 質
B －2 皿 47 13

土 器

土師質
B －4 皿 47 23

土 器

皿 47 19

皿 47 20
土師質

土 器
皿 47 25

C －4

47 26皿

49 62瓦 器 埦

に よる片切 り彫りで施文 されている。色調 は淡緑 色を呈す る。

立ち上 がりは直線的 に外傾 し、端部は丸 くお さめられてい る。 外面 には

指頭 による調整痕を残 す。 底部は糸切 り。 内外面 と も十分なナ デ調整を

施す。胎土は石英、長石等の細粒をわずかに含む。色調は淡赤褐色を呈

す る。

口縁端 部は丸くおさ められてい る。 内面、 口縁部外面は十分 な磨き調整

を施 す。 外面は指頭圧痕 を残し凹凸 が見 られる。内外面 とも黒 色処理。

胎土 は石 英、長石等 の微細粒を わずかに含 む。

立 ち上 がりは短 く内湾 気味に外傾 し、端 部は丸くおさめ られている。底

部は糸切り。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は暗茶褐色を呈する。

立 ち上がりは短 く外 傾し、端部 は丸くおさめら れてい る。 底部はヘラ切

り。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は褐色を呈する。

立 ち上が りは短 く直線的に外傾 し、端 部は丸 くお さめ られている。底部

は糸切り。胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡茶褐色を呈する。

立 ち上が りは短 く直線的に外傾 し、端部は丸 くお さめられている。底 部

は糸切り、胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡茶褐色を呈する。

立ち上が りは短 く外傾し、端 部は丸くおさめ られている。底部は糸切 り。

胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡茶褐色を呈する。

立ち上が りは短 く外傾し、端 部は丸くおさめ られている。底部は糸切 り。

胎土は石英、長石等の粗粒を含む。色調は淡茶褐色を呈する。

器高 は比較 的低く、立ち上 がりは内湾気味 に外傾し、口縁部で わずかに

外反す る。端 部は丸 くお さめられてい る。外面 には指頭圧痕 を残 し、 内

面 は十分 な磨 き調整 を施 す。 胎土は製成の良 い粘土を使用。色調 は黒灰

色 を呈するが、一部乳灰 色を呈する。
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出土場所 種 別 器 形 形 態・施 文 ・調 整・胎 土・ 色調等 図番 番号

立 ち上 がりは内湾気 味に外傾し、 口縁端 部は丸くおさめら れてい る。 底

瓦 器
部には断面三角形状の低 い高台が貼 り付 けられている。外面 には指 頭圧

埦 49 56

D －3

痕 を残 し、内面は十分 な磨き調整を施す。 色調は内外面 とも黒色 を呈す

る。

大 きく変形してお り、焼 成時の不良品 と思 われる。 立ち上が りは短 く、

須 恵器 皿 端 部は丸くおさめ られてい る。胎土は石英、 長石 等の細粒を わず かに含 50 70

む。色 調は灰 色を呈し、焼 成は良好。

立 ち上 がりは短 く外傾 し、端 部は丸くお さえられている。外面の調整 は
皿 49 22

荒い。 胎土 は石 英、長石等 の微細粒を含む。 色調 は淡 茶褐 色を呈す る。

立ち上 がりは短 く外傾し、端 部は先くおさめ られている。 外面の調整 は
土師質 皿 47 24

荒い。 胎土 は石 英、長石等 の微 細粒を含む。色調 は淡茶褐 色を呈す る。
土 器

D －4

立ち上 がりは短 く外傾し、端 部は丸くおさめ られてい る。 底部は糸切 り。

皿 内外面 ともナデ調整を施す。 胎土は石 英、長石等の微 細粒 を含む。色調 47 29

は赤褐 色 を呈する。

須恵器
50 73

頸部は大 きく「く」の字に外反 し、 口縁部でさ らに外反 している。口唇

土 器 部は上方に肥厚 し、端部は丸 くお さめられている。内外面 とも回転ナデ

口 縁 部 調整を施す。 胎土 は石 英、長石等 の粗 粒を含 む。色調は灰 色を呈し、焼

成は良好。

立 ち上がりはやや外反 気味で、 口縁 部は丸くおさめら れてい る。底部は

坏 糸切 り。内外面 ともナデ調整を施す。 胎土 は石 英、長石等 の微 細粒を多 48 36
土師質

E －3 数含 む。色調は淡灰褐 色を呈す る。
土 器

底 部は糸切り。内外面 とも調整は荒い。 胎土 は石英、長石等 の細粒を多
坏 48 46

数含 む。色調は淡茶褐 色を呈する。

土師質
G －6

平底 で糸切り。外面 に指 頭によるナデ調整痕 を残す。胎土 は石 英、長石
土器底部 48 50

土 器

土師質

等の微 細粒を含む。色調 は暗褐 色を呈す る。

立ち上 がりはほぼ直線的 に外傾し、口縁 に至 る。端 部は丸 くお さめ られ

てい る。平 底でヘラ切 り。 内外面 とも十分な ナデ調整を施す。胎土 は製
H －7 坏 48 45

土 器 成の良い粘 土を使用し、砂粒 はほとんど見 られない。 色調は淡褐 色 を呈

する。

口縁部 は「く」 の字に外反 し、端 部は平坦。外面 には煤 が付着してい る。
鍋 46 3

胎土は石英、 長石 等の細粒 を含 む。 色調は黒灰色 を呈する。

口縁部は内湾気 味に内傾し、端 部はわずかに面 を成 す。 口縁下外側に断

釜 面 三角形の凸帯 が貼 り付け られてい る。内外面 ともナデ 調整を施す。胎 46 7

土 は石 英、長石等 の細粒を含む。色 調は黒褐 色を呈す る。

口縁部は わずか に内傾 し、端部で内 外に肥厚する。端面 は平 坦で、口縁

釜 下外側 には水平 に張 り出す凸帯が貼 り付けられてい る。 胎土 は石英 、長 46 8

石等 の細粒を含む。色 調は黒灰色 を呈する。

口縁 部はや や内傾気味 に立ち上がり、端 部で内外に肥厚す る。端面 は平

土師質
包含 層中

坦。 口縁下 外側に水平 にのびる凸帯が貼 り付けられている。内外面 とも
釜 47 10

土 器 ナデ調整 を施す。胎土 は石英 、長石等の細粒 を多数含む。色調 は暗灰褐

色を呈す る。

立ち上が りは短 く内湾気 味に外傾し、端部 は丸くおさめら れてい る。 底
皿 47 14

部は糸切 り。 胎土は大粒 の石英 粒を含む。色調 は淡 黄褐 色を呈す る。

立ち上が りは短 く内湾気味 に外傾し、口縁 に至 る。端 部は丸くおさ めら

皿 れている。底 部はヘラ切 り。 内外面 とも十分な ナデ調整を施す。胎土 は 47 16

石 英、長石等 の粗粒をわず かに含 む。色調は淡赤褐 色を呈する。

立 ち上がりは短 く直線的に大 きく外傾し、口縁 に至 る。端 部は丸くお さ

皿 め られている。底 部はヘラ切 り。 内外面と も十分なナデ 調整を施す。 胎 47 30

土 は石 英、長石等 の粗粒を わず かに含 む。 色調は赤褐 色 を呈する。
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出土場所 種 別 器 形 形 態・施 文 ・調 整・胎 土・色調等 図番 番 号

立 ち上 がりは短く内湾気 味に外傾し、端部 は丸くおさめられてい る。 底
皿 47 31

部は糸切り。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調は褐色を呈する。

立ち上がりはやや長めで、やや外反気味に外傾し、口縁端部は丸くおさ

め られている。底部 はヘ ラ切りで湾曲す る。 内外面 とも十分な ナデ 調整
坏 48 35

を施す。胎土は石英、長石等の粗粒をわずかに含む。色調は淡赤褐色を

呈す る。

立 ち上 がりは直線的 に外 傾し口縁に至 る。端 部は丸くおさめら れてい る。
坏 48 39

土師 質 底部は糸切り。胎土は大粒の石英粒を多数含む。色調は淡褐色を呈する。

土 器 底部 には低い高台が貼 り付けられてい る。 胎土 は石 英、長石等の粗粒 を
埦 48 47

含む。色調は淡赤褐色を呈する。

立ち上がりは短めで内湾気味に外傾し、口縁に至る。端部は丸くおさめ

られてい る。底部は糸切 りで、やや外傾す る長 めの高台が貼り付け られ
埦 48 48

てい る。 内面は黒色処 理。 外面は十分なナデ調整 を施す。胎土 は石英、

長石等 の細粒を わず かに含 む。色調は淡灰色 を呈する。

平底 でや や外方に張 り出す。 胎土は石英、長石等 の粗粒を わず かに含 む。
土器底部 48 49

色調は赤褐色を呈する。
包含層中

瓦 器
底部 にはやや外傾す る低 い高台が貼 り付け られている。内外面 とも黒 色

埦 49 66
処理。 内面は十分な磨 き調整を施す。

天井 部から大きく内湾 して外下方へ下が る。端 部は丸くおさめ られてい

る。天井 部はかなり肥厚 している。内外面 とも回転ナデ調整を施す。 胎
坏 蓋 50 69

須 恵器

土 は石英 、長石等の粗粒 をわずかに含む。色調 は灰 色を呈し、焼成 は良

好。

平底 と思 われ、内外面 とも調整が悪く、外面 には格子叩 き痕が見 られる。

土器底部 胎土は石英、長石等の粗粒をわずかに含む。色調は、外面は淡褐色を呈 50 72

し、内面 は黒色を呈す る。焼 成は不良。

滑石片 岩を使用。口縁 部はほぼ垂 直に立ち上 がり、 端部は平坦。 口縁下

石 鍋 外側 に断 面三角形の凸帯 が施され、内外面 とも十分 磨かれてい る。 色調 50 74

石製 品

は灰色 を呈する。

滑石片 岩を使用。口縁 部はやや 内湾気味に立 ち上 がり、端面はほぼ平坦

であ る。 口縁下外側 に断面三 角形の凸帯が施 され、 その上下に それぞれ
石 鍋 50 75

一つ ずつ孔 が穿たれてい る。 内外面 とも十分 に磨 かれている。色調 は灰

色 を呈す る。
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第1 章 遺跡の概要

1　 調査の概要

本遺跡は、丘陵端部の小谷状凹地に位置し、以前から耕作地として利用されてきた土地で

ある。また、上面は客土により平坦となっており、一部には民家が建てられていたところで

ある。

調査区は、ほぼ長方形に設定し、範囲は、長さ約19m、輻約10mである。確認調査では、

遺物包蔵地を平面的に把握するにとどめられていたため、調査区の南西、南東側に2本のト

レンチ（Ⅱ-A、Ⅱ-Bトレンチ）を「L」字形に設定し、土層層序及び遺構検出面の検討

を行った。その結果、凹形の舟底状を呈する層序内より、調査対象層として3層を決定し、

上層より第Ⅰ調査層、第Ⅱ調査層、第Ⅲ調査層とした。

調査用グリットは5m×5mとし、磁北を基準に設定し、南北軸は東からA～D、東西軸

は南から1～5 とした。各区画の標示は、南東隅のグリット名を用いた。なお、本調査区の

グリット設定は3層とも共通で、片山内福間遺跡は独立するものである。

第Ⅰ調査層は、表土層上面より最深部で約110㎝下方に位置する層で、標高は20.00～21.50 

mである。調査面積は約173㎡を測る。本調査面では、検出された遺構については明確に記

載できるものは見られず、柱穴状の掘り込み3 、溝状の浅い凹部1 がそれぞれ確認されたに

とどまる。出土遺物については、C-4・5、D-4区にまたがって弥生式土器片が集積し

た土器群が検出され、多量の遺物が出土している。

　第Ⅱ調査層は、第Ⅰ調査層直下に位置し、調査面はやはり凹形の舟底状を呈する。標は

19.50～21.00mで、調査面積は約168㎡を測る。検出された遺構は、土壙状遺構1基で、そ

の他、柱穴19、溝状の凹部2がそれぞれ確認されたにとどまる。出土遺物については、土壙

状遺構、柱穴、溝状凹部内より弥生式土器の小片が数点出土している。

第Ⅲ調査層は、地山に相当し、本層より下層に生活面の存在する可能性は考えられない。

調査面は、第Ⅰ・第Ⅱ調査層と同様に凹形の舟底状を呈する。標高は19.00～21.00mで、調

査面積は約211㎡を測る。検出された遺構は、土壙状遺構3基と柱穴1本である。本層から

の出土遺物は見られない。

以上のように、本調査区については総面積約552㎡の調査を実施した。その結果、全体的

に遺構の検出量は少なく、出土遺物についても弥生式土器片がそのほとんどを占めている。
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第1 図　片山木谷遺跡周辺の遺跡分布図
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第2 図　片山木谷遺跡位置図
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2　 遺跡の層序（第3図）

本調 査区 の土層層序図は、Ⅱ-A、Ⅱ-Bトレンチの北側面、西側面について掲載した

（第3図）。層序は、トレンチ断面図からも明らかなように、下層部は各層が地山相当層であ

る花崗閃緑岩の風化土壌上に比較的単調に堆積しており、大きく6層に分けることができる。

第Ⅰ層は、灰褐色を呈する粘土質層で、幅約60㎝の表土層である。第Ⅱ層は、最大幅は約

96㎝程度の粘土質層で、細分すると4層（西側では3層）に分けられる。色調は、淡茶褐色、

淡灰色、暗黒褐色、暗灰褐色と各層によって異なる。第Ⅲ層は、黒褐色を呈する粘土質層で、

幅は5～10㎝程度である。本層は、弥生式土器片、土師器片を含む包含層で、東端では上層

と漸移している。第Ⅳ層は、黄褐色を呈する粘土質層で、最大幅は55㎝程度である。上面で

は遺構状の掘り込み、及び土器群が検出されており、本調査区の第Ⅰ調査層である。第Ⅴ層

は、暗灰褐色を呈する粘土質層で、最大幅は20㎝程度である。上面には土墳状遺構が検出さ

れており、本調査区の第Ⅱ調査層である。第Ⅵ層は、暗茶褐色を呈する砂質粘土層で、地山

相当層である。上面には土壙状遺構が検出されており、本調査区の第Ⅲ調査層である。

以上のように、土層は大別できるが、本調査区の層序からは、片山内福間遺跡と比べて、

河川等の影響により複雑に砂層を含む層序とは異なり、丘陵端部の小谷状凹地に上方の土砂

が自然堆積した様子がうかがえる。

3　 第Ⅰ調査層（第3図）

本調査面は、北西に緩やかな傾斜をもつ斜面である。遺構として記載できるものは検さ

れていない。C-2区内で検出された柱穴状の掘り込みは、下層の第Ⅱ調査層まで達する深

いものであるが、他に同様のものが検出されておらず、その性格については不明である。出

土遺物については、北端に弥生式土器の集積が見られる。遺物の出土量は多く、土器溜的な

様相を呈するものであるため、本書では土器群として扱った。

（1） 土器群（第4図）

C-4・5、D-4区にまたがって位置し、緩やかな傾斜をもつ斜面に積み重なっており、

廃棄遺物的様相を呈している。出土遺物は、すべて弥生式土器である。定形なものは出土し

ておらず、口縁部、底部としてしっかりしたものから、指先大の小片まで様々である。

実測可能な遺物は40点で、土器口縁部と土器底部の2つに分けることができる。土器口縁

部は18点で、すべて中期のものと思われる。1～4は壺形土器で、口縁部は大きく外反し水

平に近く張り出している。端部は肥厚しており、端面は平坦である。1・2は、口縁部内面
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① 灰褐色粘土質土層第Ⅰ層
②
③

淡茶褐色粘土質土層

暗黒褐色 粘土質上層 第Ⅱ層
④
⑤ 暗灰褐色粘土質土層
⑥ 黒褐色粘土質土層第Ⅲ層
⑦ 黄褐色粘土質土層第Ⅳ層
⑧ 暗灰褐色粘土質土層第Ⅴ層
⑨ 暗茶褐色砂質粘土質土層第Ⅵ層

第3 図　片山木谷遺跡全測図及び層序図
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第4 図　片山木谷遺跡土器群実測図



に2本歯の櫛描き沈線が格子状に施され、3、4は、3本歯の櫛描き沈線が格子状に施され

ている。頸部には、外面に断面三角形の凸帯が貼り付けられている。5～8はやはり壺形土

器で、口縁部が大きく外反するものであるが、口縁部内面に沈線等の施文は見られない。7

では、頸部外面に凸帯を貼り付け、指頭による押捺文を施している。9～11は壺形土器口縁

部であるが、やや長頸のもので、9には断面三角形の凸帯が3 段貼り付けられている。10は

小型の壺で、頸部に直径5mmの孔が内側から穿たれているのが特徴である。12～18は、無文の

甕形土器口縁部である。ともに口縁部は大きく「L 」字形に屈曲しており、端部は丸くお

さめられているものが多い。口径は、小型のもので20㎝、大型のもので28.5㎝である。調整

については、外面にヘラ磨き痕を残すものが多い。19～37は土器底部で、平底のものとやや

上げ底のものが見られる。上部が欠損しているため、器形については不明である。19～32は

平底で、底部は平坦である。底径は様々で、小さいものでは6㎝、大きいものでは11.8㎝程

度である。外面はヘラ磨き調整を施してある。33～36は、やや上げ底の底部である。底径は、 

5.5～8㎝程度のもので、やはり外面にはヘラ磨き調整を施してある。37は台状の底部を持

つもので、底面は平坦である。底径も13.1㎝と広く、外面は十分なヘラ磨き調整を施してあ

る。その他、胴部に施文の見られるものが3点出土しており、拓本を掲載した。41は、内面

は黒色を呈し、外面には煤の付着が見られる。また、外面には貝殻状工具による施文が一条

見られる。42は、内面には櫛ナデ調整痕、外面には41と同様に、貝殻状工具による施文が見

られる。41、42ともに、外面は十分なヘラ磨き調整を施したものである。43は、外面に9条

の平行沈線を施し、その下部に8本刃の櫛描き波状文を施したものである。

4　 第Ⅱ調査層

本調査層の遺構検出面は、第Ⅰ調査層と同様、北東に緩やかな傾斜をもつ斜面である。検

出された遺構は、土壙状遺構1基及び柱穴19本である。柱穴については、直線上に並ぶもの

も見られ、柵列等の推定も可能であるが、他にこれらの柱穴の性格を裏付けるものが見られ

ないことから、断定しかねるものである。出土遺物については、土壙状遺構内、柱穴内、B

-3・4区にまたがって位置する溝状の凹部等から、弥生式土器の小片が数点出土したにと

どまる。

（1） 土壙状遺構（SK01）

ア　SK01（第5図）

本遺構は、C-3・4、D-4区にまたがって位置し、西側の斜面に掘り込まれている。

平面形態は不整楕円形を呈し、主軸方向はN58°Wである。規模は、長径1.45m、短径0.71m
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で、深さは最深部で0.23mを測る。床面は

平坦であるが、南東に傾斜し、法面は均一

である。埋土は、第Ⅳ層の黄褐色を呈する

粘土質土である。出土遺物は、床面から約

5㎝上方から弥生式土器の小片が3点出土

している。

5　第Ⅲ調査層

本調査層の遺構検出面は、第Ⅰ、第Ⅱ調

査層と同様に、北東に緩やかな傾斜をもつ
第5図　片山木谷遺跡第1号土壙状遺構

斜面であるが、上層と比較してやや凹形が

きつい。検出された遺構は、土壙状遺構3基と柱穴1本である。出土遺物は見られない。

（1）土壙状遺構（SK02、03、04）

ア　SK02（第6図）

本遺構は、A-2、B-2区にまたがって位置し、南側の斜面に掘り込まれている。平面

形態は楕円形を呈し、

主軸方向はN70 °E

である。規模は、長

径1.8m、短径1.25

m、深さ0.2mを測

る。床面は緩やかな

凹形を呈し、法面は

5～8㎝程度である。

埋土は、第Ⅴ層の暗

灰褐色を呈する粘土

質土である。

イ　SK03

（第7図）

本遺構は、C-2

3区にまたがって位 第6図　片山木谷遺跡第2号土壙状遺構
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置し、凹地形の中央

部に掘り込まれてい

る。平面形態はたま

ご形を呈し、主軸方

第7図　片山木谷遺跡第3号土壙状遺構

向はN49 °Wである。

規模は、長径2.10m、

最大短径0.97mで、

深さは最深部で0.17 

mを測る。床面は2

段であるが各面とも

平坦である。埋土は、

第Ⅴ層の暗灰褐色を

呈する粘土質土であ

る。

ウ　SK04（第8図）

本遺構は、B-3区に位置し、凹地形

の中央部に掘り込まれている。平面形態

は楕円形を呈し、主軸氏向けN27 °Wであ

る。規模は、長径1.00m、短0.37m、

深さ0.10mを測る。床面はほぼ平坦で、

法面は均一である。埋土は、第Ⅴ層の暗

灰褐色を呈する粘土質土である。

6　その他の遺物

本遺跡では、第Ⅰ～第Ⅲ調査層以外に、

第Ⅲ層の包含層から少量の遺物が出土し第8図　片山木谷遺跡第4号土壙状遺構

ている。土器は、そのほとんどが器形不

明の小片であるが、実測可能なものについては掲載した。また、石器も1 点出土している。

土器では、土師器片が3点である（第13図38～40）。38、39は、口径がそれぞれ30.5㎝と32.7

　　㎝と異なっているが、ともに同形の鍋である。口縁部が「L」字形に屈曲し、水平に張り出

しているのが特徴である。40は坏底部で、底部はヘラ切りである。

石器では、サヌキ質安山岩を使用した打製石鏃が1 点出土している。(第9図)。凸基石で。
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茎を有するものである。長さ37.1mm、最大幅12.5mm、

最大厚5.0mm、重さ2.17gである。

第9 図　片山木谷遺跡石器実測図
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第2 章　考 察

本遺跡は、各調査層から遺構、遺物が検出されているが、量的にはわずかなものである。

検出された遺構については、どれも性格等については不明である。出土遺物については、第

Ⅰ調査層で検出された土器群の弥生式土器が、唯一本調査区の時期的推定を可能にしている。

この土器群からの出土遺物は、すべて弥生時代中期のものである。
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第1 表　片山木谷遺跡出土遺物観察表

種 別 器 形 形 態・施 文・調 整 ・胎 土・色調等 図番 番号

口縁部は大きく外反した後、ほぼ水平に張り出す。端部は下方に肥厚し、端面は平

壺形土 器 坦でやや内側 に傾斜する。 口縁 部内面には二 本刃の櫛描 き沈線 が格子状に施さ れて 10 1

いる。胎土 は粗 砂粒を含む。色 調は淡褐 色 を呈する。

口縁部は大きく外反した後、ほぼ水平に張り出す。端部はやや下方に肥厚し、端面

は平坦であ る。 口縁部内側 には二本刃の櫛描 き沈線が格子状 に施 されている。頸 部
壺形土 器 10 2

最下部には断面三 角形の凸帯 が貼り付けら れている。胎土は粗砂粒 を含む。色調 は

淡褐 色 を呈す る。

口縁部は大きく外反した後、ほぼ水平に張り出す。端部は下方に肥厚し、端面はぼ

ぼ 平坦であ る。 口録部内側 には三本刃の櫛描 き沈線が格子状 に施 されている。頸 部
壺形土 器 10 3

下部には断面三 角形を呈す る凸 帯が貼り付け られている。内外面 ともナデ調整。 胎

土は粗砂粒 を含 む。 色調は淡褐 色を呈する。

口縁部は大 きく外反した後、 ほぼ 水平に張 り出す。端部は上下 に肥厚し、端面 は平

坦であ る。 口縁 部内側には三 本刃の櫛描 き沈 線が格子状に施 されている。頸部下 部
壺形土 器 10 4

には断面三角形 の凸帯二条が貼 り付けら れてい る。内外面 ともナデ調整。胎土 は粗

砂粒を含む。 色調は茶褐 色 を呈する。

口縁部は大 きく外反した後、 ほぼ 水平に張 り出す。端部は内外 に肥厚し、端面 はほ

壺形土 器 ぼ 平坦で、 中央 にわずかな 凹部が一条見ら れる。 外面はヘ ラナデ 調整。胎土は粗砂 10 5

粒を わず かに含 む。 色調は赤橙 色を呈する。

口縁部は大 きく外反 し、端部 は肥厚する。端面 は平 坦。胎土 は粗砂 粒を含む。色 調
壺形土 器 10 6

は淡黄褐 色 を呈する。

口縁部は大 きく外反 し、端部 は肥厚する。端面 はほぼ平坦、頸 部最下部には指頭 に

壺形土 器 よる押捺文 を施 した凸帯が貼 り付けられてい る。 胎土は粗砂粒 を外量に含む。色 調 10 7

弥生式
は淡褐 色 を呈する。

口縁部は大 きく外反 した後、 水平 に張り出 す。端 部では上下 に肥厚し、端面は平 坦
土 器

壺形土 器 である。 口縁 部内側には格子状 の櫛描 き直線 文が施さ れてい るが、 磨耗が激 しい。 10 8

外面はヘラ磨 き。 胎土は粗砂粒 をわずかに含 む。 色調は淡茶褐 色を呈する。

頸部で「 く」の 字に外反し、 口縁に至る。端 部は内外に肥厚 し、端 面は平坦であ る。

壺形土 器 口縁部外側 には断面 三角形の凸 帯が三段施 されている。胎土 は粗砂 粒を含む。色 調 10 9

は淡褐 色を 呈する。

頸部から 口縁 部にかけて大 きく外反し、端部 で下方に肥厚す る。端 面は平坦で、 頸

壺形土 器 部に円孔が 穿たれている。外面 はヘラ磨 き。 胎土は粗砂粒 を含む。 色調は暗褐 色 を 10 10

呈する。

口縁部は直線的 に外傾し、端部 でわずかに外反 する。内外面 ともナデ調整。胎土 は
壺形土 器 10 11

粗砂粒を含む。 色調は淡褐 色 を呈する。

口縁部は「L 」 字形 に屈曲し、端 部はやや肥厚 する。 端面は平坦。 外面はヘラ磨 き。
甕形土 器 11 12

胎土は粗砂粒 を含 む。色調は褐 色を呈す る。

口縁部は「L 」 字形 に屈曲し、 ほぼ 水平に外方 へのびる。端部 は丸くおさめら れて
甕形土 器 11 13

いる。外面はヘ ラ磨 き。貽土は粗 砂粒を含む。 色調は淡茶褐 色 を呈する。

口縁部は「L 」字形 に屈曲し、 ほぼ 水平に外方 へのびる。端部 は丸くおさめ られて
甕形土 器 11 14

いる。内外面 ともヘ ラ磨 き、胎土 は粗砂粒 を含 む。 色調は赤褐 色 を呈する。

口縁部は「L 」 字形 に屈曲し、 ほぼ 水平に外方 へのびる。端部 は丸くおさめら れて
甕形土 器 11 15

いる。外面はヘ ラ磨 き。胎土は粗 砂粒をわず かに含 む。色調は淡赤褐 色を呈す る。

口縁部は「L 」字形 に屈曲し、 ほぼ 水平に外方 へのびる。端部 は丸 くおさめら れて

甕形土 器 い る。 内外面 とも剝 離が激し く、 調整等は不明。 胎土 は粗砂粒 を多量 に含 む。色調 1 1 16

は淡 黄褐 色を呈す る。

口縁 部は「L 」字形 に屈曲し、 ほぼ 水平 に外方への びる。 端部は丸 くおさめられて
甕形土器 11 17

い る。 内外面 とも剝 離が激しく、調 整等は不明。 胎土 は粗砂粒を含む。 色調は淡茶
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種 別 器 形 形 態・施 文・調 整・ 胎 土 ・色調等 図 番 番号

甕形 土器 褐色を呈する。 11 17

口縁部は「L」字形に屈曲し、ほぼ水平に外方へのびる。端部は丸くおさめられて
甕形 土器 11 18

いる。外面はヘラ磨き。胎土は粗砂粒をわずかに含む。色調は淡褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは外傾し直線 的にのびる。 外面 はヘラ磨 き。胎土 は粗砂 粒を含
土 器底部 12 19

む。色調は淡褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは外傾し直 線的にのびる。 外面 はヘラ磨 き。胎土 は粗砂粒を含
土 器底部 12 20

む。色調は、内面は黒色、外面は淡褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは直線的 に外傾する。外面 はヘ ラ磨き。胎土は粗砂粒 をわずか
土 器底部 12 21

に含む。色調は褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは外傾 し直線的にのび る。 外面 はヘラ磨 き。 胎土 は粗砂粒を含
土 器底部 12 22

む。色調は淡褐色を呈する。

平底で、立ち上がりは外傾し直線的にのびる。内外面とも剝離が激しい。胎土は粗
土 器底部 12 23

砂粒を多量に含む。色調は赤褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりはやや外反気 味に外傾す る。 外面はヘラ磨 き、 胎土は粗砂粒を
土 器底部 12 24

含む。色調は茶褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは直線的 に外傾する。外面 はヘラ磨 き。胎土 は粗 砂粒を含む。
土 器底部 12 25

色調は茶褐色を呈する。

土 器底部 平底で、比較的肥厚している。胎土は粗砂粒を多量に含む。色調は赤褐色を呈する。 12 26

平底で、立ち上がりはやや外反気味にのびる。体部の器厚は薄く、外面はヘラ磨き。
土 器底部 12 27

弥生式 胎土は粗砂粒を含む。色調は、内面は黒色、外面は淡褐色を呈する。

土 器 平底で 、立 ち上 がりは外傾 し直線的にのび る。 胎土は粗砂粒を多量 に含 む。色調は
土 器底部 12 28

赤褐色を呈する。

平底で、立ち上がりはほぼ直線的に外傾する。外面はヘラ磨き。胎土は粗砂粒を含
土 器底部 12 29

む。色調は淡褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは内湾気味 に外傾する。 外面はヘラ磨 き。 胎土 は粗砂粒を含む。
土 器底部 12 30

色調は暗褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりはやや内湾気 味に外傾す る。 内外面と もヘ ラ磨 き。 胎土は粗砂
土 器底部 12 31

粒を含む。色調は赤褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりは外傾 し直線的にのび る。 内外面と もヘ ラ磨 き。 胎土は粗砂粒
土 器底部 12 32

を含む。色調は暗茶褐色を呈する。

平底で、やや上 げ底 となっ てい る。 立ち上が りは直線的に外傾 する。 外面はヘラ磨
土 器底部 13 33

き。胎土は粗砂粒を含む。色調は褐色を呈するが一部黒変している。

平底で、立 ち上 がりは外傾 し直線的にのび る。 内外面と もヘ ラ磨 き。 胎土は粗砂粒
土 器底部 13 34

を含む。色調は赤褐色を呈する。

平底で、やや上 げ底 となってい る。 立ち上が りは直線的に外傾す る。 外面はヘラ磨
土 器底部 13 35

き。胎土は粗砂粒を含む。色調は褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりはやや外反気 味に外傾す る。 外面はヘラ磨 き。 胎土は粗砂粒 を
土 器底部 13 36

含む。色調は淡茶褐色を呈する。

平底で、立 ち上 がりはやや外反気 味に外傾す る。 外面はヘラ磨 き。 胎土は粗砂粒 を
土器 底部 13 37

わずかに含む。色調は暗褐色を呈する。

口縁部は「L」字形に屈曲し、ほぼ水平にのびる。端部はやや肥厚し、端面は丸く

鍋 おさめられている。内外面ともナデ調整。胎土は石英、長石等の細粒を含む。色調 13 38

は、内面は黄褐色、外面は暗褐色を呈する。

口縁部は「L」字形に屈曲し、ほぼ水平にのびる。端部はやや肥厚し、端面は丸く
土師器

鍋 おさめ られている。内外面 ともナデ調整。胎土 は石英、長石等の微 細粒を含む。 色 13 39

調は、内面は黄褐色、外面は暗褐色を呈する。

底部はヘ ラ切 り、 内外面 ともナデ調整。胎土 は石 英、長石等の細粒 を含む。色調 は
坏 13 40

淡褐色を呈する。
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第10図　片山木谷遺跡出土遺物実測図1
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第12図　片山木谷遺跡出土遺物実測図3

73　



3633

34

37

35

38

39

40

41

42

43

第13図　片山木谷遺跡出土遺物実測図4
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第1 章　遺跡の概要

1　 調査の概要

本遺跡は、丘陵端部の西側斜面に位置し、以前から耕作地として利用されてきた土地であ

る。調査区は、地形等の関係から不整形に設定し、その面積は458㎡を測る。確認調査では、

遺物包蔵地を平面的に把握 するにとどめられていたため、調査区の南側と東側にトレンチ

（Ⅲ-A、Ⅲ-Bトレンチ）を「L」字形に設定し、土層層序及び遺構検出面の検討を行っ

た。その結果、遺物包含層を1層とその直下に本調査区の遺構検出面を確認した。

調査用グリッドは他と同様に5m×5mとし、磁北を基準に設定し、南北軸は東からA～

F、東西軸は南から1～7とした。各区画の標示は南東隅のグリット名を用いた。なお、本

調査区のグリット設定は、片山内福間遺跡、片山木谷遺跡とは独立するものである。遺構検

出面は、上下両端での比高差が約4.5mで、比較的急な斜面となっている。

遺構については、調査区内の上方に集中しており、建物跡1棟、土壙状遺構1基、溝状遺

構1条が検出された。

出土遺物については、弥生式土器が多い。完形のものは見られず、器形の推定も不可能な

小片がほとんどである。包含層中では、弥生式土器の小片が中心で、須恵器片、陶磁器片も

数点見られる。 また、遺構内からは、弥生式土器片、土師器片がわずかに出土している。

2　遺跡の層序

本調査区の土層層序図は、Ⅲ-A、Ⅲ-Bトレンチの南側面、東側面について掲載した

（第4図）。層序は、トレンチ断面図からも明らかなように、地山面の傾斜に沿って比較的単

調に堆積しており、大別すると4層から成る。

第Ⅰ層は、粘土質の表土層で、層厚については南側ほど薄い。北側では約10cm程度である

が、南端では1cm前後となっている。第Ⅱ層は、黄褐色を呈する花崗岩風化土（いわゆるマ

サ土）層である。層厚は西側（下部方向）ほど厚く、西端では約90cmである。また、東側

（上部方向）端では約15cmである。第Ⅲ層は、黒褐色を呈する粘土質層である。弥生式土器

片を合むことから、本調査区の包含層と考えられる。層厚は、東側（上部方向）で約15～20 

cmであるが、調査区内中央部に位置する溝を境として、西側（下部方向）ではレンズ状に残存

するにとどまっており、層としては存在していない。なお、第Ⅱ層と第Ⅲ層は、Ⅲ-Bトレンチ

断面図で示されるように東端では漸移し、そのまま第Ⅲ層は欠除している。第Ⅳ層は、いわゆ

る地山で赤褐色を呈し、第Ⅱ層と同様にマサ土となっている。本層は、Ⅲ-Aトレン
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第1図　山路下平Ⅰ遺跡周辺の遺跡分布図
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第2図　山路下平Ⅰ遺跡位置図
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第3図　山路下平Ⅰ遺跡全測図

78



チ断面図で示されるように、西端ではトレンチ底よりも深く、現在の表層と比較すると、全

体的にかなりの急傾斜となっている。

第Ⅰ層　灰色粘土質土層

第Ⅱ層　黄褐色花崗岩風化土層

第Ⅲ層　黒褐色粘土質土層

第Ⅳ層　赤褐色花崗岩風化土層

第4図　山路下平Ⅰ遺跡層序図

3　検 出遺構

検出された遺構は、建物跡1棟、土壙状遺構1基、溝状遺構1条である。調査区中央部に

位置する、北東～南西方向に走向する溝については、層序断面図からも明らかなように、時

期的に新しいものと考えられるため削除した。

（1） 建物跡（SB01）

ア　SB01（第5図）

本遺構については、検出された柱穴4本（P₁～P₄）が方形に規則性をもって位置している

こ とから、建物跡の可能性が考えられるため、1間×1 間の建物跡として掲載した。本遺構

は、B-2・3、C-2・3区にまたがって位置し、規模は、1間が5.2～5.6mとなってい

るが、上部構造については不明である。各柱穴については、（Px-直径-深さ）P₁-長径40

㎝、短径31cm-10cm、P₂-52．4cm-18cm、P₃-60．78cm-33cm、P₄-45.37cm-13cmであ

る。各柱穴間については、P₁・P₂-5.2m、P₂・P₃-5.6m、P₃・P₄-5.3m、P₄・P₁

-5.2mである。柱穴内の埋土は、第Ⅲ層の黒褐色を呈する粘土質土である。出土遺物は、

P₂より弥生式土器の小片が1点出土しており、その他P₃では焼土が見られる。

79　



第5図　山路下平Ⅰ遺跡第1号建物跡

第6図　山路下平Ⅰ遺跡第1号土壙状遺構
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（2）土壙状遺構（SK01）

ア　SK01（第6 図）

本遺構は、ほぼB-2・3区内に位置し、SB01のプラン内に重複している。平面形態は

定形ではない。規模は、長径5.4m、短径2.4m、深さ0.37mで、主軸方向はN13°Eである。床面は

舟底状で、最深部は東側に寄っている。遺構の北端では溝状の掘り込みが接続しており、調

査面の傾斜から考えると、流路は北東方向から斜面に沿って本遺構内へ流れ込んでいたもの

と思われる。出土遺物は、弥生式土器片が27点出土しているが、すべて剝離、磨耗の激しい

ものである。その出土位置は図中に示した。出土レベルについては、床面より10～20

cm上方で、すべて流れ込みによるものと思われる。

（3） 溝状遺構（SD01 ）

ア　SD01（第7図）

本遺構は、B-2区に位置するが、南側は調査区外と

なるため、全体の規模は不明である。検出された部分に

ついては、幅28～44cm、深さ約10cmで、掘り込みの北端

が本調査区に位置するものである。底面は平坦で、法面

も均一である。出土遺物は、土師器の小片が出土したに

とどまる。

4　出 土遺物

本遺跡では、遺物の出土量は少なく、その種類も弥生

式土器がほとんどで土師器がわずかに見られる程度であ

る。完形のものは出土しておらず、実測可能なものは2

点にすぎない。その他、石鏃1点が出土している。

（1）　弥生式土器（第8図1、2）

第7図　山路下平Ⅰ遺跡

遺物のほとんどが器形不明の小片で、剝離、磨耗の激

しいものである。出土場所は、土壙状遺構（SK01）内

の他は、包含層中、調査面上である。実測可能な2点に

ついては、ともに土壙状遺構内からの出土遺物である。 第1 号溝状遺構
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２

３

第8図　山路下平Ⅰ遺跡出土遺物実測図

1は甕形土器口縁部である。口縁部は「く」の字状にやや丸味をもって外反し、端部はわず

かに面を成す。外面にはヘラ磨きが施されている。胎土は粗砂粒を含み荒く、色調は暗茶褐

色を呈するものである。　2は底部片で、器形は不明である。立ち上がりはほぼ直線的に外傾

し、外面にはナデ調整が施されている。胎土は粗砂粒を多量に含み、色調は淡茶褐色を呈す

るものである。

（2） 土師器

出土場所は溝状遺構（SD01）で、小片となって分散しており、その中には、坏の底部片

で底面には糸切り痕を残すものが見られる。胎土は石英、長石等の細粒をわずかに含み、色

調は褐色を呈するものである。

（3） 石器（第8図3）

石鏃1点が包含層中より出土しているだけである。3はサヌキ質安山岩を使用した打製石

鏃である。茎部の一部が欠損しているが、平基石鏃に類するもので、斜辺部は丸味を帯びる。

長さ26mm、最大幅16mm、最大厚5mm、重さ2.0gである。
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第2 章　考察

本遺跡は丘陵斜面であるため、検出された遺構は少ない。検出された4本の柱穴が建物の

プランを構成するとするならば、その規模は1間×1間ながら比較的大型のものと思われる。

しかし、上部構造については不明である。また、プラン内に位置する土壙状遺構については、

建物と関係が深いものであろう。従って、斜面にもかかわらず、何らかの営みが行われてい

たものと推測される。本調査区の時期的な推定を敢えて行うならば、弥生時代から古墳時代

にかけての範囲と思われる。
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第1章　山路下平Ⅱ遺跡の概況

1　 遺跡の位置及び名称

本調査区の絶対位置は、北緯132°58′46″、東経34°3′8″の交差する付近で、行政的位置は、

今治市大字山路595-2番地（400㎡）で、字名は下平である。南北に延びる低丘陵の西側斜

面に位置し、標高21～25mを測る。近年まで柿畑として利用されていたところである。本遺

跡の名称は、字名から山路下平Ⅱ遺跡と呼称する。

2　調査の概要

愛媛県教育委員会の確認調査の際、柱穴らしい遺構が確認され、掘立柱建物の存在が予想

された。しかし、調査区は13°～15°の傾斜角をもっており、遺構の存在についてはあまり期

待できなと思われた。

発掘調査は、遺構の探索に主眼をおいて、以下の手順で進めた。

①　発掘に着手するため、草木を伐採する傍ら、精意、遺物の表採に努めたが、その成果は

得られなかった。

②　A、Bの2トレンチを設定し、土層の状態を観察、検討した結果、調査区中央にセクシ

ョンを設けて、遺構検出面直上まで機械力を導入して排土し、遺構検出を試みた。

③　検出遺構については、埋土の状況を観察するため、ピットは半裁し、溝はセクションベ

ルトを残した。

④　遺構の平、断面実測は、工事用トラバース杭から調査区内に任意に基点を設け、磁北に

基線を設定し、5m×5mのグリット割りを行い、縮尺は20分の1とした。尚、各グリッ

トは、アルファベット（A～I)とアラビア数字（1～4）の組み合せで呼称した。水準

は、工事用水準杭を利用し、地形コンターは、50cm単位で表示した。

⑤　出土遺物は数点にすぎず、出土の状況も流れ込みによるものである。遺物の取り上げは、

順次グリット別に取り上げた。

⑥　本調査区は、発掘作業完了後には、原地形に埋めもどした。
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第1図　山路下平Ⅱ遺跡周辺の遺跡分布図
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第2図　山路下平Ⅱ遺跡位置図
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第4図　山路下平Ⅱ遺跡遺構全測図

89 ～90





3　 遺跡の層序（第3図）

Aトレンチ、Bトレンチ、中央セクションの各断面図を掲載した。土層自体、若干の質的

変化があるとはいえ、基本的には、第Ⅰ層黒褐色土層（耕作土）、第Ⅱ層暗黄褐色粘質層、

第Ⅲ層地山層である。遺構検出面は、第Ⅲ層上面である。第Ⅱ層は、当初の地山をカッティ

ングした際の排土と考えられる。調査区内の層序は、比較的単純である。随所に見られる攪

乱壙は、畑作時のものである。

4　 遺構の説明 （第4 図）

ピット（264基）、溝状遺構（8条）の検出を見た。各遺構とも埋土は、第Ⅰ層黒褐色土層

もしくは、第Ⅱ層暗黄褐色土層である。ピット断面においても、柱痕は認められていない。

出土品も、現代の化学製品が目立つことから、ピットの配置と溝状遺構等との関連について

は、詳述を避け、一覧表にまとめた。

第1表　山路下平Ⅱ遺跡検出ピット計測値一覧表

規　 模 （cm）規　 模 （cm）
備　　　 考

番 号 備　　　 考 番号
平面 径 深　 さ底面径 平面径 底面 径 深　 さ

12 ．8
1 24 10 4．1 2 を きる。 25 32 18

24 4．6
2 22 18 3812 26

7 ．5
3 20 23 27 46 3046

30 ．4
4 44 22 26．5 28 56 38

32 22 22 ．2
5 34 17 28．1 29

15 ．5 40 9
6 18 30 20 ．232

35．5 287 20 31 12 4．3
40

11 ．6
8 38 17 14．3 32 52 32

15．3 43 289 22 17 33 19

22．6 34 34 22 8．9
10 32 20

34 1842 24 30 ．7 35 22
11

29 1812 27 15 11 ．8 36 20．2

37 32 20 14 ．4
13 30 21 21

38 32 13 ．7
14 56 34 9 18

39 53 28 23．4
15 23 11 8．7

16 33 21 12 ．6 40 31 20 11．4

17 40 28 19 ．7 41 39 24 26．9

18 28 14 ．8 42 52 35 14．6
18

40 25 9．919 28 16 16 ．8 43

44 1825 32 32 ．5
20 39 22 ．4

30 45 20 921 44 24 5 ．9 46 をきる

22 59 36 4．1 46 26 8 0 ．3

23 24．4 47 37 21 7 ．6
34 14

24 10 ．8 32 16 1718 9 48
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規　 模 （cm） 規　 模（cm）
番号 備　　　 考 番号 備　　　 考

平面径 底面径 深　 さ 平面 径 底面径 深　 さ

49 42 27 25．7 97 30 18 9．5

50 42 26 21．5 98 30 16 14

51 36 24 25．8 99 40 22 17 ．8

52 69 51 28 100 26 12 8 ．8 101 を きる

53 44 25 35．6 52 をきる 101 28 12 14

54 56 27 21．4 102 32 18 16 ．1

55 38 24 25．2 103 20 8 7 ．6

56 44 30 19 ．4 104 38 16 11．2

57 20 10 2．3 105 42 22 9

58 36 26 13 ．3 106 38 24 16 ．5

59 34 22 23 ．4 107 36 24 22．6

60 72　　36 56　　28 14 ．7　42．2 二重ピット 108 46 24 9．6

61 56 32 26 ．7 109 32 16 10 ．3

62 34 21 18 63をきる 110 34 20 8．7

63 44 26 26 111 26 16 9．7

64 29 22 12 ．5 112 34 20 21 ．1

65 34 25 20 ．6 113 30 18 14 ．6

66 24 14 10．1 114 38 20 17 ．4

67 36 22 13．6 115 30 12 15 ．4

68 50　　48 40　　30 13 ．5　17．8 二重ピ ット 116 36 23 12

69 32 22 5 117 36 24 28 ．2

70 25 15 3．6 118 50 22 18

71 32 24 18 ．5 119 27 12 8．5 120 をき る

72 28 14 19 120 36 27 20．7

73 26 16 12 ．2 121 42 16 11．7

74 36 20 17 122 40 22 18 ．6

75 29 14 7．4 123 34 20 39．7

76 21 11 10 ．9 124 38 20 22

77 29 14 17 125 32 18 27

78 42 28 13 79 をきる 126 34 22 28 ．7

79 110 80 32 127 30 18 15 ．3

80 36 22 128 32 18 15 ．7 129 を きる

81 23 14 129 26 12 6

82 32 20 130 32 12 18 ．2

83 30 22 131 68 40 22 ．3

84 37 22 132 40 23 22 ．5

85 27 15 133 40 26 38．7

86 42 21 134 48 38 8．3 135 をきる

87 42 30

23．4

11．8

26．3

14 ．7

22．2

14 ．1

23 ．1

25 ．5 135 32 16 25．4

88 65　　18 38　　8 19 ．1　16．5 二 重ピット 136 30 18 20 ．1 135 をきる

89 46 30 13 ．7 137 54 30 22 ．4

90 30 18 7 138 40 14 17 ．7

91 34 16 8 ．9 93 をきる 139 40 26 6．2

92 36 20 40 ．1 91、93 をきる 140 40 20 10 ．3

93 44 26 12 ．2 141 40　　24 15　　14 29 二 重ピット

94 28 12 19 142 32 22 24 ．2

95 68　　26 50　　16 17 ．1　21．7 二重ピ ット 143 28 12 14 ．1

96 44 24 15 95を きる 144 34 26 18．2 145 を きる
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規　 模 （cm） 規　 模（cm）
番号 備　　　 考 番号 備　　　 考

平面 径 底面径 深　 さ 平 面径 底面径 深　 さ

145 45 36 20 ．5 193 34 18 14

146 46 32 7．8 194 23 13 13 ．8 192、193 をきる

10 ．9 8147 26 12 195 16 5

148 36 20 28 ．2 147 をきる 196 36 18 17 ．5

36 22 26．7149 22 12 10 197

34 22 22．4150 32 10 ．3 19814

151 22 2640 31 8．7 199 34

152 28 14 19 ．5 200 94 58 39 ．7

201 16 16153 32 20 29．8 28

20 5．8154 60 48 10．4 202 28

156 を きる 203 34 26 39 ．1
155 36 24 35

156 52 21．3 204 36 20 2530

34 205 34 18 17157 24 13．4

38 ．8 206 32 20 7．4158 36 22

．2
159 30 11 207 30 18 11

46

15 ．1 208 30 18 35 ．6 207 をきる
160 40 28

10 ．7 209 38 18 24 ．4161 43 35

21 39 ．2 210 18 10 6．1162 40

163 28 21 ．6 211 26 14 4．5
58

16 6．5 213 をきる164 50 32 30 ．5 212 34

28 166 をきる 213 26 10 7．6
165 29 18 ．1

26 18 8．9166 16 10 24 ．1 214

4．9 215 36 22 16 ．1167 32 20

27 ．8 167 をきる 216 52 36 17 ．1
168 30 20

170 をきる 217 34 22 21．9 SD07 をきる
169 44 32 13 ．5

34 14170 30 16 4 218 63

24 26．7 219 26 19 14
171 40

SD07 る
172 7 220 35 22 24 ．7 をき

34 14

22 14173 50 30 13 221 16

14 ．5 222 18 6 6．6174 48 28

21．3 223 22 9 5．1
175 36 23

176 8 224 27 12 9．7
22 10

5．5 225 29 10 7 ．1177 22 10

13 ．8 179 を きる 226 36 24 18 ．4 227 をきる
178 27 14

227179 10 11 ．3 36 20 820

228 64 28 14 ．8180 62 48 17

229 36 23 15 ．5
181 36 24

6．5182 62　　25

25．5

22　47 ．8 二重 ピット 230 16 790　　38

28 13 12 ．4183 40 25 29 ．9 231

2030 18 17 232 14 7
184

233 18 12 7．1
185 29 18 19 ．6

58 48186 42 31 39 ．1 234 18 ．2

11187 50 38 8．9 235 20 8．4

236 31 21 11 ．9
188 37 22 18 ．7

28 237 46 32 29．7189 40 26

8．5 238 30 20 18 ．6190 24 14

191 30 16 17 ．4 190 をきる 239 30 16 11．9

240 13 4．2
192 36 32 14 ．5 26
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規　 模 （cm） 規　 模 （cm）
番号 備　　　 考 番 号 備　　　 考

平面径 底面径 深　 さ 平面径 底面 径 深　 さ

241 32 20 26 ．6 253 33 20 21．2

242 52 34 17 ．8 254 22 11 8

243 34 20 19 ．7 242 をきる 255 24 10 5．5

244 14 8 6 256 22 8 4．7 255 をきる

245 32 17 12 ．5 257 22 10 5

246 30 22 7．7 258 45 30 29．5

247 28 18 12 ．7 259 18 8 4．8

248 28 21 11 ．4 SD07 を きる 260 28 16 6．5

249 24 18 6．9 261 38 27 12 ．7 262 をきる

250 22 12 8．3 262 34 20 18

251 32 18 21 ．8 263 24 18 17 ．3 262 をきる

252 30 17 8．5 264 26 15 10 ．2

第2表　山路下平Ⅱ遺跡検出溝状遺構計測値一覧表

規　　　　　 模 （m ）
番　 号 方　　　 緯 備　　　　　　　 考

現　 長 最大幅 深　 さ

1 3 ．96 0．10 N －6 °－E

2 6．26 0．30 0．92 N 　―12°－E 調査区外 南へ続く

3 16 ．60 0．50 0．31 N －5 °－E

4 1．74 0 ．31 0．18 N －7 °－E 調査区外 北へ続く

5 3．60 0 ．28 0．10 N－11°－　E

6 16 ．00 1 ．00 0 ．42 N －7 °－E 調査区外北 へ続く

7 11 ．70 0 ．48 0 ．11 N　－11°－E

8 5．68 0 ．70 0 ．26 N－4°－E 調査区外北 へ続く

5　 出土遺物の観察（第5 図）

須恵器片（5点)と土師器片（2点）が出土したのみであり、他は、ビニール、セルロイ

ド、ナイロンといった化学製品の類である。

須恵器片（5）と土師器片（1）を実測図示した。

1～5は、須恵器の甕あるいは壺の体部破片と考えられる。観察の結果は、第3表にまと

めている。

第3表　山路下平Ⅱ遺跡出土須恵器観察表

番　 号 厚さ（cm） 出土場所（グリット） 備　　　　　　　 考

胎土 ：密　 焼成：良好

1 1．15 G －2 内面-青灰色

手 法 的 特 徴

内面－同心円文

外面－斜格 子叩 き後カキ目 色調
外面-暗青灰色

胎土 ：密　 焼成：やや軟
内面－同心円文

2 0．90 F －3
外面－格子叩き

内面-白灰色
色調

外面-乳灰色
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番　 号 厚 さ（cm） 手　 法　 的　 特　 徴 出土場所（グリット） 備　　　　　　　 考

胎土 ：密　 焼成：やや軟

3 0 ．70 E－3 内面-淡黄灰色
内面－同心円文

外面－平行叩き後カキ目 色調
外面-青灰色

胎土 ：密

焼 成：良 好、堅緻

4 0．75 F －3
内面－同心円文

外面－平行叩き後カ キ目 内面-淡灰色
色調

外面-青灰色

胎土：密

焼 成：良好、堅緻

5 0．75 G －2
内面－同心円文

外面－平行叩き後カキ目 内面-灰色
色調

外面-暗灰色

6は、G-2グリットから出土した土師皿の底部で、底部径5.3cm、厚さ1.0cmを測る。胎

土は密であるが、0.2～0.5cm大の白色砂粒が僅かに混じる。色調は、内、外面とも、赤褐色

を呈し、焼成は良好である。磨耗が著しく、その他は不明である。

1 2

4

3

5 6

第5図　山路下平Ⅱ遺跡出土遺物拓影及び実測図
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第2 章　考　　　察

本調査区は、地山をカッティングした際の土を押し出して造成し、そこに、建物やそれに

伴う溝が存在したと考えられるが、出土品から、現代を遡るものではない。以後、畑地とし

て利用されるに至る。須恵器、土師器の破片も流れ込みによるものであり、その詳細につい

ては不明である。
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第1章　山路下平Ⅲ遺跡の概況

1　 遺跡の位置及び名称

本調査区の絶対位置は、北緯132°58′44"、東経34°3′10″の交差する付近で、行政的位置は、

今治市大字山路587-1、588、589、592番地（913㎡）に渡り、字名は下平である。南北に延

びる低丘陵の西側斜面（傾斜角9"～18°）の裾部に位置し、標高10.5m～15.5mである。近

年まで柑橘園、芋畑として利用されていたところである。本遺跡は、字名から山路下平Ⅲ遺

跡と呼称する。

2　調査の概要

愛媛県教育委員会によって実施された確認調査の際、多数の弥生式土器片が調査区中央東

寄りで出土し、弥生時代からの遺構の存在が予想された。

調査は、弥生時代及びそれ以降の遺構、遺物のあり方の把握を目的として、以下の手順で

発掘作業を進めた。

①　調査区内にA～Eの5トレンチを設定し、土層堆積状況の観察、検討した結果、2面以

上の遺構面の存在が考えられた。念のために、2ヶ所のセクションベルトを残して、第1

遺構面までを機械力によって慎重に排土した。第1遺構面、第2遺構面における遺構検出

は、人力で精査した。

②　各遺構については、遺構内埋土の状況を観察するために、ピット、土壙は2分法もしく

は4分法で、溝、堅穴住居では、セクションベルトを設定して発掘した。また、各遺構の

切合い関係には、確実な把握に努めた。

③　遺物の記録は、1点記録方法を採用し、特に、遺構底面直上のものには充分に注意を払 

った。

④　平、断面の実測は、工事用のトラバース、水準杭を引用して、適時、10分の1、20分の

1、100分の1を併用した。グリットは、磁北を指向する基線から、5m×5mで割付し、

アルファベット（A～K）とアラビア数字（1～8）の組合せで表示した。地形コンター

は、50cmを単位とした。

⑤　本調査区は、発掘作業完了後には、原地形に埋めもどした。
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第1図　山路下平Ⅲ遺路周辺の遺跡分布図
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第2図　山路下平Ⅲ遺跡位置図
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3　 遺跡の層序（第3図）

本調査区は、丘陵斜面裾部に位置することから、調査区の東側（山側）と西側（谷側）で

は、堆積土層の層厚には差異がある。土層自体、質的にも、観察する箇所によって若干の変

化が認められ、一定ではない。

E トレンチ断面で観察された層序を、本調査区の代表的な層序として図示した。

第3図　山路下平Ⅲ遺跡土層断面図

基本的には、上層から、第Ⅰ層腐植土層（約20cm）、第Ⅱ層暗灰黄褐色土層（約22cm）、第

Ⅲ層灰黄褐色土層（約38cm）、第Ⅳ層暗灰褐色土層（約47cm）、第Ⅴ層暗茶褐色土層（約32cm）、

第Ⅵ層暗褐色土層（約24cm）、第Ⅶ層黒褐色土層（約15cm）、第Ⅺ層黄褐色地山層の順に堆積

している。第Ⅴ層は、須恵器、土師器の破片を包含しており、第Ⅵ層、第Ⅶ層は弥生時代中

期の遺物を包含している。

遺構については、第Ⅵ層上面から、溝、ピット、土坑が掘り込まれており、第Ⅶ層、第Ⅺ 

層の上面から、竪穴式住居、溝、土坑が掘り込まれている。よって、第Ⅵ層上面を第1遺構

面、第Ⅶ層、第Ⅺ層の上面を第2遺構面と判断している。第1遺構面については、調査区東

側（山側）での、第Ⅵ層暗褐色土層の堆積が極めて薄く、第1、第2の両遺構面を区別し得

るところと、そうでないところがあった。
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第4図　山路下平Ⅲ遺跡遺構全測図
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4　第Ⅰ遺構面（第4図）

(1)　土壙状遺構

ア　第2号土壙状遺構

（SK02　第5図）

G-4グリットで検出した土

坑である。形状は、平面形、底

面形ともに円形を呈し、底面は

ほぼ平坦である。規模は、上辺

径1.00m、底面径0.70m、深さ

0.72mをそれぞれ測る。坑内埋

土は、基本的には3 層に分けら

れる。上層、暗褐色土層・中層、

暗黄褐色土層・下層、黄灰褐色 第5図　山路下平Ⅲ遺跡第2号土壙状遺構

土層である。

出土遺物は皆無であり、時期、

性格については不明である。

（2）建　物　跡

ア　第1号建物跡

（SB01　第6図）

D-4、E-4グリット（傾

斜角約18°）で検出された掘立柱

建物である。桁行2間（約3.50

m）、梁行1間（約1.80m）の

南北棟で、桁軸は、N-31°-W

を指向する。柱間寸法は、東側

柱列で、北から1.75m-1.70m、

西側柱列で、北から1.80m-1.75 

mである。南北妻では、1.65m、 

1.99mと、若干、南側が広がる。柱穴

は、直径22cm～16cmの円形 第6図　山路下平Ⅲ遺跡第1号建物跡
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を呈し、深さは22㎝～6cm を測る。柱痕の認められるものはない。

東側柱列に沿って、直径12cm、深さ11cm前後の小ピット列4間（2.70m）を検出した。配

列は不揃いであるが、傾斜面に立地するSB01において、山側からの土砂の流入防止を目的

とした施設であると考えられる。

出土遺物は無く、時期については判断できない。

第1表　山路下平Ⅲ遺跡第1号建物跡柱穴計測値一覧表

規　　 模 （cm） 規　 模 （cm）番　 号
備　　　　　 考 番　 号 備　　　　　 考

直　 径直　 径 深　 さ 深　 さ

1 20 20 7 12 8

2 16 6 　　8 11 9

3 22 15 9 8 11

4 20 22 10 9 8

5 17 17 11 6 6

6 21 8

イ　第2号建物跡（SB02　第7図）

A-3、B-3、B-4、C-3、C-4グリット（傾斜角約13°）で検出された掘立柱建

物で、SD11を伴う。本建物西南隅の柱穴3本は、後世の掘り込みによって欠失しているが、

本来は、総柱の構造であったと考えられる。

規模は、桁行4間（8.55m）、梁行3間（5.95m）の南北棟で、桁軸N-18°-Wを指向する。

柱穴間の寸法は、東側柱列で、北から225m－2.15m－2.05m－2.10mである。北妻では、

東から195m-1．80m-2.20mである。柱穴は、直径15cm～32cm、深さ9cm～24cmを測る。

遺物は、P₁₂から土師器片（1）、P₁₅から土師器片、須恵器片（各1）が出土したが、実測

不能な細片であった。

第2表　山路下平Ⅲ遺跡第2号建物跡柱穴計測値一覧表

規　模（cm） 規　 模（cm）
番　 号 備　　　　　 考 番　 号 備　　　　　 考

直　 径直　 径 深　 さ 深　 さ

1 19 9 10 18 12

2 20 18 11 32 23

3 18 14 12 16 15 土師器細片（1）

4 20 23 13 16 10

5 21 16 14 17 15

6 19 12 土師器・須 恵器
15 19 24

7 18 18 細片（各1 ）

8 18 11 16 19 15

9 18 12 17 18 16

SD11は、SI01を切っており、東側柱列に沿ってN-11．5°-Wに流走し、P₁付近から

鉤状に屈曲する。規模は、全長11m、最大幅0.6m、最深部0.38mを測る。本溝は、SB02
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第7図　山路下平Ⅲ遺跡第2号建物跡
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の排水用の側溝と考えられる。

時期についての詳細は不明である。SB02をその規模や構造から、母屋的性格の建物とす

れば、それよりも小規模なSB01は、倉庫的役割を果した小屋と考えられる。

調査区東南ピット群

調査区の東南部、A-1、A-2、B-1、B-2、C-2、D-2グリットにおいて、

総計70余りのピットが集中的に検出された。すべて半載し、土層断面図を作成した。なかに

は柱痕の確認されるものもあり、掘立柱建物や柵列などの存在が予想されたが、復元検討の

結果、それらしい配置や配列は考えられていない。

（3）溝 状遺構

ア　第5号溝状遺構（SD05）

F-4・5グリットで検出した溝で、W-10°-Sを指向する。現長11.3m、幅0.76m、深

さ0.23をそれぞれ測る。出土遺物には、土師器・弥生式土器の細片が少量ではあるが検出さ

れている。

イ　第6号溝状遺構（SD06 ）

F-4・5グリットで、SD05とほぼ並走して検出された溝で、W-7°-Sを指す。SD

07を切り、現長8.3m、幅0.84m、深さ0.3mである。出土遺物については、SD05と同様で、

土師器・弥生式土器の細片を検出している。

ウ　第7号溝状遺構（SD07）

E－3・4グリットにおいて検出され、SD13を切る。W－40°－Nを指向し、現長9．5m、

幅0．84m、深さ0．2mをそれぞれ測る。出土遺物は、須恵器片、弥生式土器片であるが、実

測不能である。

エ　第8号溝状遺構（SD08 ）

D-3グリットで検出され、SD13、SD17を切り、W-5°-Sを指す。現長6.1m、最

大幅0.5m、深さ0.1mを測る。出土遺物は、凹基無茎式石鏃の未製品（第45図-1）が1点出

土している。

オ　第9号溝状遺構（SD09）

D-3グリットで検出されN-37°-Wを指向する。SI01を切る。現長2.08m、最大幅

0.35m、深さ0.19mをそれぞれ測る。出土遺物は、弥生式土器片が少量、石鏃の未製品と考
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えられるサヌカイトの剝片（第45図-3、5）が有る。

　　　　カ　第10号溝状遺構（SD10）

C-2、D-3グリットにおいて検出され、SD13を切る。SD07とほぼ並行のW-32°-

Nを指向し、現長7.54m、最大幅0.42m、深さ0.19mをそれぞれ測る。出土遺物には、土師

器、弥生式土器の細片が少量出土した他、サヌカイトの剝片も数点検出されている。

キ　第11号溝状遺構（SD11）

SB02の側溝と考えられる。詳細はSB02の項に記載している。

ク　第12号溝状遺構（SD12）

C-2グリットにおいて検出され、SI01を切る溝である。N-28°-Wを指向し、現存長

2.34m、幅0.44m、深さ0.18mを測る。出土遺物はない。

ケ　第13号溝状遺構（SD13）

D-3、E-3、F-4グリットにわたって検出された溝で、N-24°-Wに流走し、SD 

06、SD07、SD08、SD10、SD16に切られ、現長10.2m、最大幅0.53m、深さ0.15mを

測る。出土遺物はない。

コ　第14号溝状遺構（SD14）

C-4、C-5グリットで検出し、湾曲した溝状遺構である。SD03を切り、最大幅1.7m、

深さ0.3mである。出土遺物はない。

サ　第15号溝状遺構（SD15）

A-2、B-2グリットで検出した溝で、N-4°-Wを指向する。現長4.4m、幅1.0m、

深さ0.33mをそれぞれ測る。出土遺物はない。

シ　第16号溝状遺構（SD16 ）

D-3グリットにおいてSD08と並走して検出された溝で、W-8°-Sを指し、SD13を

切る。現長3.0m、最大幅0.3m、深さ0.09mである。出土遺物はない。

ス　第17号溝状遺構（SD17）

D-3グリットで検出した。SD13とほぼ並行する、N-15°-Wを指す。現長2.24m、最

大幅0 .3m、深さ0.13m と小規模である。出土遺物はない。
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セ　第20号溝状遺構

（SD20）

F-5グリットにおいて、W

-16-Sの方向に検出された溝

で、現長3.4m、幅0.48m、深さ

0.06mと小規模である。出土遺

物はない。

5　第Ⅱ遺構面（第4図）

（1）土壙状遺構

ア　第1号土壙状遺構

（SK01　第8 図）

第8図　山路下平Ⅲ遺跡第1号土壙状遺構
I-6グリットで検出した土

坑である。形状は、平面形、底

面形ともに長方形を呈し、底面

は平坦である。規模は、長辺

1.78m、短辺1.40m、深さ0.50

mを測り、長辺軸はN-31°-Eを

指す。埋土は、暗黄褐色土層一

層であり、短期間で埋没したも

のと思われる。

遺物はなく、本土坑の時期、

性格等は不明である。

イ　第3号土壙状遺構

（SK03　第9図）

B-1、B-2グリットで検

出した土坑である。SK01と同

様で、平面、底面形ともに長方形を呈し、底面は、若干、南西に傾く、規模は、長1．46m、

短辺1.0m、深さ0.34mを測り、長辺軸はW-18°-Nを指向する。埋土は、暗褐色土層の単

一層である。

出土遺物はなく、時期、性格は不明である。
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第10図　山路下平Ⅲ遺跡第1号住居跡
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（2）住　居　跡

ア　第1号住居跡（SI01　第10図）

C-3グリットから検出された竪穴式住居である。西側半分は、SB02とそれに伴うSD

　　　褐色粘土質土の広がりを、1cm前後の厚さで確認しており、貼床が施されていた可能性が強

い。炉の存在については、焼土範囲や掘り窪めも認められず、不明である。本柱居は、僅か

な土器片から推測するならば、弥生時代中期以降に廃絶されたものと考えられる。

　　　＜出土遺物＞

弥生式土器片、石器類が出土しているが、ほとんどが遊離、散在している。

（土器）（第11図）

土器の出土量は僅少で、実測図示できるものは3点にすぎない。また、器面の遺存状態も

悪く、充分な観察はできなかった。

　　　　1は、周壁溝の底面に貼り付いた状態で出土した甕の口縁片である。内傾気味にたちあが

り、断面三角形状の口縁が貼付されている。

　　　　2、3とも底部片である。　2は、突出しない平底で、3は、やや突出したあげ底となって

１

３２

第11図　山路下平Ⅲ遺跡第1号住居跡出土土器実測図
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11によって切られ、遺存せず、詳細は不明であるが、推定直径約6.6mを測る円形の平面プ

ランが考えられる。地山を周壁とし、壁高は、最も遺存の良い東側（山側）で65cmを測り、

傾斜角度は約100°である。周溝は、上端幅16cm～26cm、深さ8cm～14cmを測り、断面はU字

状を呈す。本住居の主柱穴と考えられるものに、P₁～P₄の4つがあるが、その配置から、

当初は6本柱の構造であったと推定される。柱穴の規模は、直径20cm～35cm、深さ15cm～25 

cmを計り、各柱穴間の距離は、2.35 m～2.60 mである。覆土の状況は、暗黄褐色土層が単純に

全体を覆っている。床は、地山を平坦に削っている。床面の遺存状況は悪いが、部分的に黄



いる。

　　　（石器）（第12図）

S 101から出土した石器類は多量であるが、その大部分は剝片である。特に、使用痕や加

工痕の顕著な資料を選んで実測図示した。その内訳は、石斧（2）、石鏃（5）、石錐（2）の計

　　9点である。

　　　4、5は、小型の柱状片刃石斧である。4は、緑色片岩製で、半身を欠損している。　a面

には、製作当初の丁寧な研磨調整が残る。欠損のb面もかなり磨耗しており、欠損品とはい

え、2次的に使用され、また、充分にその用途を果していたものと考えられる。5は、流紋

岩製で、4よりさらに小型で、現長3..6cm、幅1.23cm、厚さ0.73cm、重さ5.0 gである。着柄

部が欠損しているが、風化が著しく、当初から未加工であったかも知れない。　5には、実

用的用途以外に使用された可能性も考えておきたい。

6～10は石鏃である。　6は尖基式、7は平基無茎式であり、8～10は未製品である。いず

れも、剝片の両面ともに、側縁から押圧剝離が施されている。未製品では、片側縁のみが押

圧剝離されている例もある。ほとんどが素材からの剝離面を残している。

11、12は石錐であり、12は未製品である。11では、両面の側縁から押圧剝離が、素材から

の剝離面を切り込むように施されている。頭部にも同様の調整剝離が施されているが、素材

１ ２ ３

４ ５

８ ９

６ ７

第12図　山路下平Ⅲ遺跡第1号住居跡出土石器実測図
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第13図　山路下平Ⅲ遺跡第2号住居跡



からの剝離面は残る。

イ　第2号住居跡（SI02　第13図）

　　　　I-8、J-7・8グリットにわたって検出された竪穴式住居である。西側半分は、

農道によって削平され消失しているが、直径5.5 mの円形のプランが推定される。北東部で

2.3㎡の三日月形のテラスを有し、床面との水準差は約30cmである。地山を周壁とし、壁高

は、最も遺存の良好な東側（山側）で58cmを測り、傾斜角度は約78°である。周溝は、上端幅

13cm～16cm、深さ6cm～10cmを測り、断面U字状の溝が部分的に確認されている。主柱穴は、

その配置、規模、深度からP₁～P₃の3本が考えられる。これに加えて、消失した西半の柱穴

も考慮するならば、6本柱の支柱構造が想定される。柱穴の規模は、直径23cm～45cm、深さ

23cm～50cmで、各柱穴間の距離は、2.0m～2.2mである。覆土の状況は、上層から、暗茶

　　　褐色土層（18cm）、暗褐色土層（12cm）の2層である。床面は、地山を掘り込んで平坦化して

いる。焼土範囲は検出されず、炉の存在についても不明である。P₃近くに、長径1.1m、短

径0.6m 、深さ0.3 mの歪な円形の土坑がある。坑内から、砥石の欠損品、土器片を検出して

いる。周辺からは、石器の未製品、剝片も多く出土しており、石器製作に関連した土坑の可

能性もある。

　　〈出土遺物〉（第14図・第15図）

弥生式土器片と石器類が出土している。

（土器）（第14図）

細片ながら、可能な限り実測図化した。

　　　　1は、甕の体部片で、断面台形状の貼付凸帯に剌突文が配される。

　　　　2は、壺の肩部と推定される。断面三角形の貼付凸帯が2条認められる。

１ ２

４
３

５

第14図　山路下平Ⅲ遺跡第2号住居跡出土土器実測図
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　　　　　　3～5は底部である。3、4は、突出しない平底であり、5は、僅かに突出したあげ底で

ある。

この他、5条以上のヘラ描き平行線文を持つ破片も確認されている。

（石器）（第15図）

多量の石器及び剝片が出土した。加工痕、使用痕の確認された19点を実測図示した。その

内訳は、石鏃（14）、石錐（4）、砥石（1）である。

石　鏃

　　　　　　1～6は、凹基無茎式である。側縁からの押圧剝離が、a、b両面の全面にわたって施さ

れるものもみられるが、一方の面においては、素材からの剝離面を残すものもある。

　　　　　 7は、凸基有茎式で、a、b両面とも素材からの剝離面を残し、押圧剝離も丁寧ではない。

全体的に粗雑なつくりとなっているとは言え、充分使用に耐えるものである。

8～14は、適当な大きさの剝片に、側縁から押圧剝離を施したものであるが、押圧剝離も

面の片側縁のみで中止されている。これらは、石鏃製作途上において、その形状を損じた段

階で製作の放棄された未製品（失敗製品）と考えられる。

石　錐

15、18は、一方の面において素材からの剝離面を残すとは言え、両側縁からの押圧剝離が

施されている。その裏面では、片側縁のみの調整剝離となる。

16、17では、両面とも片側縁のみに粗雑な押圧剝離が施されるだけで、大部分は素材から

の剝離面からなる未製品である。

頭部の調整は、15において粗雑な調整が見られるだけで、他は未調整である。いずれの先

端部を観察しても、回転による磨耗は認められない。

砥　石

19は、花岡砂岩製の砥石の欠損品である。三面にわたって凹状の研磨面が認められる。研

磨面のキメは比較的荒い。

（3） 溝 状 遺 構

ア　第1号溝状遺構（SD01　第16図）

　　　　　 H-4グリットにおいて流走を開始する大型の溝状遺構で、H-5、G-6・7グリッ

　　　　 トにわたって検出された。溝の西側（谷側）は、後世の削平によって既に消失しているが、

さらに続くものと思われる。溝は、W -19°-Sの方向に、約15°の傾斜角をもって、ほぼ直

線状に流走しており、規模は、現存長17.75m， 幅1.12m～2.10m、深さ0.42 m～0.68mを

測り、本調査区検出の溝状遺構にあっては、最大である。

溝の断面は、逆台形状を呈し、埋土は、上層から、第Ⅰ層暗黄灰色土層、第Ⅱ層暗黄褐色
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第15図　山路下平Ⅲ遺跡第2号住居跡出土石器実測図
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第16図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構
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第17図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構遺物出土状況
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土層、第Ⅲ層暗褐色砂質土層（炭化物含有）、第Ⅳ層暗褐色土層（第Ⅵ層地山層がブロック状

に混入）、第Ⅴ層暗灰褐色粗砂層地山層である。（第18図）

本溝の溝底においては、総計73個のピットが確認されている。ピットは、溝の法面から底

Ⅰ　暗黄灰色土層

Ⅱ　暗黄褐色土層 　

Ⅲ 暗褐色砂質土層

　　（炭化物含有）

Ⅳ　暗褐色土層
（Ⅵがブロック状に混入）

Ⅴ　暗灰褐色粗砂層

Ⅵ　地山層

第18図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構土層断面図（Aセクション）

面にかけて検出され、すべて垂直に掘り込まれている。大きさは、直径9cm～40cm、深さ10

cm～26cmを測り、埋土は、第Ⅳ層もしくは第Ⅴ層の単一層であり、明瞭な柱痕の認められる

ものはない。特に溝底のフラットになる上流部においてまとまって検出されている。上部の

施設に橋や柵列が予想されるが断定はできない。

出土遺物は、主に第Ⅱ、第Ⅲ層のなかから、握りこぶし大から人頭大の川原石に混在して

多量の弥生式土器や数点の石器類を検出している。遺物の取り上げは、上層・下層・最下層

の三段階に分けて行った。後の整理作業の過程で、各層出土の土器片がそれぞれ接合されて

いることもあり、本溝における土層の堆積は、比較的短期間で完了したものと理解される。

土器の出土状態であるが、A～Cの3箇所において集中的に出土している。特に、A部で

は、溝底が他の箇所よりも若干フラットになっており、相当量検出されている。完形に近い

遺存状態の土器も数点あり、容易に投棄されたものか、据え置かれたものかを判断できない

が、少なくとも、単に流れ落ちて堆積したようなものではない。

本溝の性格について考えてみると、集落を囲繞した環濠は知られるが、集落の中を斜面に
（注1）

向う人為的な大溝の例として、対面の丘陵に立地する平山遺跡の例を知る程度である。本溝

を挾んで南北から、各1棟の円形竪穴式住居が検出されている。調査区域外にもいくつかの

住居が存在していたことは充分に予想できる。よって、本溝は、集落の区画を示すものと推

察される。また、住居跡内から検出された土器量が僅少であるのに比べて、溝内から出土し

た土器の量は膨大である。土器の出土状況や器種の構成などから、集落が廃絶された後に、

祭祀的な意味で投棄ないし、据え置かれたと考えられる。
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いずれにしろ、今後、類例の増加を持つ他にないが、集落との関連において注目されよう。

〈出土遺物〉

多量の弥生式土器と石器類の出土をみた。

（土器）（第19図～第43図）
（注2）

検出された土器は、弥生時代の中期前半の特徴をもつものがほとんどである。壺・甕を主

体に、鉢・蓋・ミニチュア製品が出土している。高坏の出土はみられない。個々の遺物の詳

細については、第5表に譲るとして、簡単にその概要を述べておきたい。

壺

全体の器形は、体部の最大径を、中位か、それよりも上方にとるものがほとんどであるが、

大型製品のなかには、球体を呈すものも認められる。口縁部の形態はバラエティーに富む。

ラッパ状に外反した口縁においては、端部が、若干、肥厚するものと、垂下気味のものが認

められている。頸部には、1～2条の断面三角形凸帯が巡らされる。口縁内面では、穿孔・

円形付文・格子目・列点文・断面三角形凸帯などによって装飾される。口縁がさほど外反せ

ず直立気味にたちあがったのち端部で肥厚し垂下気味となるものでは、頸部に刻目凸帯を巡

らし、口縁に格子目を施している。漏斗状に外反する口縁においては、内面に刻目凸帯が巡

っている。らっきょう形の体部に小さく外反する口縁を持つものでは、クシ描きの平行線文

と波状文を交互に配している。短頸壺では、頸部に数条のクシ描き平行線文を施すものがあ

るとはいえ、多数は、ヘラミガキを主体とした、加装飾性の弱いものとなっている。

甕

全体的な器形を知るものは少ないが、そのほとんどが緩やかに内湾しなからたちあがるス

マートな形態であると考えられる。口縁部は、断面三角形の貼付口縁が主体であるが、折り

曲げによるものもある。折り曲げ口縁では、逆「L」字状のものと「く」字状のものに大別

される。口縁端部にキザミ目や波状文を施すものや、口縁直下に数条の沈線あるいは列点文

を施すものもあるが数例にすぎない。多数は、ヘラミガキを主体としたシンプルなものであ

る。

ミニチュア製品

壺・甕・鉢の3器種が出土している。大きさは、器高9.0 cm～14.5cmを測る中型の製品と

約7cm前後の小型のものとがある。小型の製品については、内面に顕著な指頭圧痕がのこる

とはいえ外面は比較的丁寧な造りとなっている。中型の製品では、頸部・口縁部・底部など

に2個1組の穿孔が施されるが、手法的には、通常の製品と同様に、ヘラミガキが主体とな 

っている。

蓋

蓋かどうか厳密な検討を要するものもある。大きく突出して天井部の窪んだ、所謂、笠状

のものと、つまみ部に、2個1組の孔を穿ったものに大別される。
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第19図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図1

121



7 8

9

10 11

12

第20図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図2
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第21図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図3
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第22図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図4
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第23図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図5
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第24図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図6
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第25図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図7
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第26図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図8
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第27図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図9
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第28図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図10
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第29図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図11
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第30図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図12
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第31図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図13
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第32図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図14
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第33図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図15
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第34図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図16
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第35図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図17
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第36図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図18
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第37図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図19
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第38図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図20
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第39図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図21
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第40図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図22
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第41図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図23
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第42図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図24
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第43図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器実測図25
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第44図　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土石器実測図
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（石器）（第44図）

石鏃（1）、スクレイパー（3）、敲石（1）、砥石（1）を実測図示した。

　　　　1は、凹基無茎式の石鏃である。a、b両面とも側縁からの押圧剝離が施されている。b

面には素材からの剝離面が残る。先端部は僅かに欠損している。

　　　　 2は、肉厚で、不定形な石核に刃部をつけた掻器と考えられる。側縁部に大雑把な加工痕

をもつ。

　　　　　3、4は、縦長剝片の端部に加工を施し、刃部を造り出した削器と考えられる。3では、

上下の両端に粗雑な剝離調整が施される。4では、下端部において、剝離調整痕が認められ

るが、刃部は欠損している。

　　　　　5は、歪な楕円形を呈す敲石と磨り石の複合石器で、石材は緑色片岩製である。　a面ほぼ

中央の凹部に鼠歯状痕が認められる。b面では、6面にわたって平坦な磨擦面をなす。

　　　　　6は、大型砥石の欠損品と考えられる。　a面に、ゆるやかに湾曲して窪んだ研磨面をもつ。

石材は花崗岩質アプライトであり、キメは細かい。

この他、顕著な加工痕や使用痕 を認めることのできない自然の石 も出土している。何らか

の目的で持ち込まれたのであろうが、その用途については不明である。

（注1）正岡睦夫「高繩半島における弥生前期の遺跡について」『古代学研究』第80号古代学研究会1976 

（注2）長井数秋「弥生時代の時期区分と様相」『愛媛県史』原始・古代Ⅰ　1982において第Ⅱ様式の範

疇で把えられるものを指している。

イ　第2号溝状遺構（SD02）

　　　　　H-6、I-6、J-7、K-7グリットをN-13°-Wの方向に流走する溝状の遺構で、

SD01に切 られている。規模は、現長16.0m、最大幅1.1mを測 り、深さは0.25mと浅い。

出土遺物は全くないが、切 り合い関係から、中期前半以前が考えられる。

ウ　第3号溝状遺構（SD03）

　　　　C-5、D-5、E-5、F-6、G-6、H-6、I-7、J-7グリットにわたって

検出された溝を呈する遺構である。流走方位は、 D02とほぼ同じで、SD01に直交する　　　

N-13°-Wである。本溝は、SD01、SD14にそれぞれ切られる。規模は、現長44.0m、幅

1.1m、深さは0.2mと浅い。出土遺物に弥生式土器の細片数点が見られるが、実測不能であ

り、時期を決定する資料はないが、切合い関係から弥生時代中期前半以前と考えられる。

エ　第4号溝状遺構（SD04）

　　　　　J-7グリット付近で検出された溝であり、N-18°-Wを指向する。規模は、現長6.3m、
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幅0.7m、深さ0.22mをそれぞれ測るが、さらに調査区の北へと続くものと考えられる。出

土遺物はない。

オ　第18号溝状遺構（SD18）

　　　　D-5グリットにおいて、SD03に隣接、併走する小溝で、N-18°-Wを指向する。現長

4.2m 、幅0.36m、深さ0.1mを測る。本溝の時期を決定づける資料はもたないが、SD03と

同時期であると考えられる。

　　　　　 カ　第19号溝状遺構（SD19）

　　　　I-7グリットで検出された溝で、N-11°-Wを指向し、SD03にほぼ並走する。規模は、

現長3.0m 、幅0.3m、深さ0.07mと小規模である。出土遺物に、弥生式土器片、石鏃の未製

品と考えられる剝片（第45図-4）が有る。

　　　　6　出土遺物の観察

（1） 土器の観察

山路下平Ⅲ遺跡から出土した土器のうち、実測図を掲載し、かつ、観察を行った土器の総

数は273点である。細片まで精意実測図化し、その実測図は、各遺構の項に掲載している。
（注1）

観察結果の報告は、『六条山遺跡』を参考にして、以下の規準、要領で実施し、第3表～第

　　　5表にまとめている。

〈資料の選抜〉

細片であっても、口縁部、底部は極力実測図化に努めた。尚、反転実測では、口径、底

径の推定に慎重を期し、数回の計測の平均を取った。図化においても、反転実測のものは

区別している。

　　 〈番号〉

実測図の番号と写真の番号は対応している。

　　　〈器種〉

蓋と底部とが厳密に区別できないものがある。ここではとりあえず、観察者の主観で分

けている。

〈法量〉

器高、口径、体径、底径等をcmで表示し、（　）内は復元値である。

〈形態的・手法的特徴〉

本遺跡出土の弥生式土器は、多くの丘陵上の遺跡においてもそうであるように、極めて
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保 存 状 態 が 悪 い 。 よっ て 、 手 法 的 な特 徴 を十 分 に 観 察 で きな か っ た もの も少 な く な い 。

〈備 考 〉

色 調 、 煤 の 付 着 状 況 、 黒 斑 の 有 無 。

（注1）寺沢・森下・藤田・宮崎・松本「出土土器の観案報告」『六条山遺跡』奈良県文化財調査報告

書　第三十四集　奈良県立橿原考古学研究所　19

第3表　山路下平Ⅲ遺跡第1号住居跡出土土器観察表

番号 器　 種 法　　 量 形　 態　 的・ 手　法　 的　 特　 徴

（単位：cm）

備　　　　　　 考

1 甕口縁 口径　(24.0) 赤褐色
内傾気味にたちあがり、断面三角形の口縁が貼付される。外、

ヘラ ミガ キ。

2 淡赤褐色底　 部 底径　（ 9.2） 突出しない平 底。内、指頭圧痕。

底　 部 底径　（ 7.1） やや突出 したあげ底。 暗赤褐色3

第4表　山路下平Ⅲ遺跡第2号住居跡出土土器観察表
（単位：cm）

番号 器　 種 法　　 量 形 態　 的・ 手 法 的 特 徴 備　　　　　　 考

赤褐色1 甕体部 胴径（12.0） 外、断面台形状の貼付凸帯、凸帯に剌突文。内、ナデ。

内湾気味に内傾し、2条の断面三角形の貼付凸帯。外、ヨコ
2 黒灰色 。黒斑壺肩部 胴径（17.0）

3 底　 部 淡赤褐色

暗赤褐色4 底　 部

淡褐色5 底　 部

ヘ ラミガ キ。

底径　（ 7.2） 突出しない平底。側、ハケ。

底径　（ 7.4） 突出しない平底。側、ハケ。

底径　（ 6.1） 僅 かに突 出したあげ底。

第5表　山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土土器観察表

法　　 量 形　 態　 的 ・手　 法　 的　 特　 徴

(単位：cm)

備　　　　　　 考
番号 器　 種

口径　　14.5

器高　　26.6
1 壺

底径　　10.5

体 部は最大径を中位 にとり、底部はほ とんど突 出しない平底

である。頸部は直立気 味にたち上が り、 口縁はさらに外傾 し 淡褐色。黒斑。

て上 外方に延び、端 部は丸い。内外、ヘ ラミガキ。
体径　　21.5

口径　　12.0

器高　　15.0
2 赤褐色。黒斑。鉢

底径　　10.8

体 部はほぼ直立 にたち上 がり、端部で 内傾する。底部 は平底

を呈す。

体径　　13.5

壺
乳褐色。黒斑。3 底径　（ 7.3）

底　 部

や や突出した底 部を呈し、体部は丸 く張り出してい る。 内外、

ヘラミガ キ。

口径　　12.8

器高　　26.9
4 壺

底径　　8.0

頸部は、直立気味にたち上がった後外方に開き、口縁部をな

す。体部は、最大 径を上位 にとり、 底部は、ほ とんど突 出し 赤褐色。黒斑。

ないド ーナツ底である。外、 タテヘ ラミガキ。
体径　　19.5

壺
5 底径　　5.0 赤褐色。黒斑。

底　 部

壺
淡褐色。黒斑。6 底径　　6.2

底　 部

丸みをおび た体 部は、突出しない あげ底の底部を もつ。 外、

タテヘラミガキ。

突出した平底 を呈し、体部 は張 り出し気味とな る。外、 タテ

ヘラミガ キ。
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番号 器　 種 法　　 量 形　 態　 的 ・手　 法　 的　 特　 徴

（単位：cm）

備　　　　　　 考

口径　　10.2

7

器高　　28.1

壺 底径　　8.0 乳褐色。黒斑。

体部の細長い壺で、最大径を中位にとる。底部は、突出しな

い平底を呈 す。 口縁は、頸 部で直立気味 に延び た後 、上外方

に僅かに開 き、 端面は平坦 である。内外、ヘ ラミガキ。体径　　19.3

頸部径　9.1

口径　　11.0

8 鉢 器高　　13.8

底径　　5.2

緩やかに内湾 しながらた ち上 がる口縁の端面 は、平 坦であ る。

底部は突出 した平 底を呈す。 内、 ヨコヘラ ミガ キ。外、タテ 淡赤褐色。

ヘ ラミガ キ。

口径　　　7.2

壺 器高　　10.4 赤褐色。
9

ほとん ど突出 しない平底 を呈し、 比較的張 り出 した体部をな

す。最大径 は中位を とる。体　 部 底径　　5.5

体径　　9.2

壺 底径　　9.4 突 出しないド ーナツ底を呈 し、 胴部の最大径 を上 位に とる。
10

体　 部 体径　　22.9

口径　　11.0

器高　　9.0
11 鉢

底径　　7.7

頸部径　5.7

暗乳褐色。
内、不整方向ヘ ラミガキ。

体部は、内湾気 味に上外方 に延 び、口縁部で外 方に掘曲し、

端 部は、比較 的丸くおさめ られている。底部 は、 極めて突出

したあげ底 である。全面 にわたってヘラ ミガ キが施されてい 淡赤褐色。黒斑。

る。口縁及び底部では、2個1組の焼成前の穿孔が左右に穿

たれている。（計4組）底内面には、指頭圧痕が認められる｡

底径　　5.1
12 壺 体部中位 は張 り出し、底 部は突 出したあげ底 となる。 乳赤褐色。黒斑。

体径　　9.6

口径　　16.8

器高　　29.1
13 甕 乳赤褐色。黒斑。

底径　　6.2

やや突出 した平 底から、内湾気 味に上外方 に延 びる。体部は

最大径 を上位 にとる。 口縁 は断 面三角形の貼 り付けによる。

外、ヘラ ミガ キ。
体径　　17.0

口径　　　7.4

器高　　16.5
14 壺 赤褐色。黒斑。

底径　（ 5.2）

やや突出 した底部か ら体 部は、 中位で最大径 を測り、頸部で

外反した後、端部に至る。頸部において2個1組の穿孔が左

右に認め られる。
体径　　10.8

ミニチュア
15 底径　　4.1 赤褐色。

底 部

ほ とん ど突 出しないあげ 底の底部で、 内面 には指頭圧痕 が認

められ る。

ミニチュア
16 底径　　2.7 突出しない平 底。内、ヨ コヘ ラミガ キ。外、 タテヘラミガ キ。 暗褐色。

底 部

17
ミニチュア 底径　　4.1

甕 器高　　6.9

18 底　 部 底径　　4.9

底部は突出しない平底を呈す。体部は内湾気味にたち上がっ

た後、 口縁 を小さく折 り曲げている。端面 は平 坦である。内、 暗赤褐色。黒斑。

指頭圧痕。 外、タテヘ ラミガキ。

突出し ない平 底。外、 タテヘ ラミガ キ。 赤褐色。

僅かに突 出した平底 を呈し、 体部最大径 を中位 にとる。内外、
19

底径　　8.0
壺

体径　　17.1
乳褐色。黒斑。

斜めヘ ラミガキ。

甕
20 底径　　5.0 ほ とん ど突 出しない平底。 外、丁寧な タテヘ ラミガキ。 乳赤褐色。

底　 部

壺
21 乳灰褐色。

肩

壺
22 頸部径　6.0 暗褐色。

頸　 部

壺
23 頸 部径　12.2 暗乳褐色。

頸　 部

24 壺 頸 部径　19.0

内湾、内傾する壺の肩と考えられる。内、指頭圧痕。外、不

整方向ヘ ラミガキ。

内傾し た肩部からた ち上 がり、さ らに、外傾 した口縁部 をな

す。頸基部において断面三角形の凸帯が2条巡る。

内傾 した肩から大 きく外反 気味に上外方 に延 びる。頸部 には

11条の平 行凹線文が施 され、それ をはさんで約5mm 間隔 に剌

突文が 配される。内、 ヨコヘラミガ キ。

内傾 した後 、直立 にたち上 がる口頸部 は、 頸基部で貼付凸帯 暗褐色。
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（単位：cm）

番号 器　 種 法　　 量 形　 態　 的・手　 法　 的　 特　 徴 備　　　　　　 考

24 頸　 部 をもつ。 その下は クシガキ文が施さ れてい る。

壺
25

内傾 した後、上外方 に掘曲する口頸 部の基 部外面では、断面

頸部径　7.2 三角形 の貼付け凸帯 が巡 る。外面は、 クシ状工 具に よる平行 淡赤褐色。
口頸 部

壺

線文 の間に、波状文 が施されてい る。内、 ヨコヘラミガキ。

内湾、内傾気味の肩部では、5～9条からなるクシガキ平行
26

肩　 部
暗乳褐色。

線文 を配した後、斜 線文を施してい る。

内、不 整方向ハケが施 されている。外、 クシガキ平 行線文 と壺
27 頸部径　11.2 暗乳褐色。黒斑。

肩　 部 波状文 を交互に配す。

ラッパ状 に開く口縁 で、 頸部外面 に断面三 角形 の凸帯が貼付

される。凸帯にはキザミ目が施されている。口頸部中位に2

壺
28 口径　（14.8） 個の 穿孔 が認めら れる。 また、口縁部周辺 には垂 直に2.5cm 淡灰 色。

口　 縁
間隔の 穿孔が施さ れている。口縁内面で は、 直径0.7cm 大の

円形の付文が3cm間隔に施されている。

ラ ッパ状 に開く口縁の端 部は肥厚す る。頸基 部には断面三角壺
29 口径　　15.5 淡黄褐色。

口　 縁 形状の 凸帯が巡る。

壺
口径　（15.4） 大 きく外 反し、外方 に延 びる口縁は、端 部が肥厚する。 赤褐色。30

口　 縁

壺
口径　（15.6） 淡褐色。31

口　 縁

壺
32 口径　　15.8 乳褐色。

口　 縁

ラ ッパ状 の口縁を呈 し、端 部は肥厚す る。 口縁部内面には、

屈曲を開始する地点に、竹管文が2列配される。さらに、半

さい 竹管 による斜格 子文 が施され る。内、 ヨコヘラミガキ。

外、 ハケ。

ラ ッパ状 に開いた 口縁 は、 端部が垂下気味 となり、肥厚して

い る。短 い頸の基部 に鋭 い三角凸帯が貼付 されている。

壺
33 口径　（18.0） 短い頸 部の口縁はラ ッパ状 に開 き、端 部は肥厚する。 淡褐色。

口　 縁

内傾す る肩からラッパ状 に開く口縁であ る。 頸基部に三角凸壺
34 口径　　14.3 乳赤褐色　黒斑。

口　 縁 帯 を巡 らし、その下方 に波状文が認め られる。

緩や かに外反しなが らたち上がり、さ らに外 方へ延び、端部

は平坦 におさめら れる。 頸基部及び 口縁内面 に、三角凸帯が壺
口径　（17.0） 暗灰褐色。35

口　 縁 それぞれ二条貼付さ れる。 頸基部の凸帯以下 はクシガキに よ

る。内、 ヘラミガキ。

内湾気 味に内傾した後、 大きくラ ッパ状 に外反 した口縁部の壺
36 口径　（18.0） 赤褐色。

口　 縁 端部 は、 垂下してい る。 頸基部に幅広い 凸帯が付されてい る。

37 口　 縁 口径　（10.4） 外反した後、端部を丸くおさめている。外、ハケ。 茶褐色。

38 口　縁 口径　（12.8） 緩や かに外反し、端面 は平 坦であ る。 茶褐色。

39 口　縁 口径　（ 9.7） 直立気味にたち上がった後、上外方に短く延びる。 淡赤褐色。

外反 して上外方に延 び、端 部は平垣であ る。 内、ヨコヘラ ミ
口　縁40 口径　（16.5） 乳褐色。

ガ キ。

口　縁 口径　（12.5） 直立気味にたち上がった後、上外方に短く延びる。 淡赤褐色。41

上外 方に外反し、端面 は平 坦であ る。 頸部に数条のクシガ キ
口　縁 口径　（14.5） 淡茶褐色。42

文 が施 される。

口　縁43

緩やかに外反しながらたち上がる頸部は、外方に屈し、端部

口径　15.9 に至 る。 頸部外面中位 と屈曲開始地点 内面 には、三角凸帯 が 淡赤褐色。

貼付 される。頸部下位 に剌突文が施 される。

ほぼ球状を呈する体部から、直立気味にたち上がる。口頸部

が大 きく外反し、端 部は垂 下す る。端面 にはヘラ状工具 によ
44 口　 縁 口径　　17.4 茶褐色。

る斜格 子文が施さ れる。 頸基部には三角 凸帯が貼付さ れる。

口　緑45

外、ヘ ラミガキ。

口径　（28.5） ラッパ状 に開く 口縁 の端 部である。端 部は垂 下し、端面に は 茶褐色。
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45
刻 み目が施 される。口縁内面 には三角凸帯が貼付 され、刻 み

口　縁 口径　（28.5） 茶褐色。
目が認め られる。

46 口　縁 口径　（18.7） 直立気味 に短 くたち上がった後、 外反し端部をなす。 暗茶褐色。

47 口　 縁 口径　（14.7） 上外方に 直立気 味に延び、端面 は平 坦におさめ られてい る。 暗赤褐色。

頸部から緩や かに外反して開 き、端 部は平 坦 とな る。 口縁 部
壼

48 口径　　10.6 では2条の三角凸帯が付される。内、ヨコヘラミガキ。外、 暗茶褐色。
口　 縁

クシガキ平行文及 び波状文。

壼 5条からなるクシガキの平行線文と波状文を交互に配した壺
49 口径　（10.9） 暗赤褐色。

口　 縁 の口頸部であ る。端 部は断面三角形状 を呈す。

緩やかに内傾した後、体部は頸部において直立気味にたち上
壺

50 口径　　13.2 がり、さらに外反 し外方に延びる。端部 は肥厚する。胴部最 茶褐色。黒斑。
口　 縁

大径 は下位を とる。 外、ヘラミガ キ。

内傾 した体部は屈曲 し、上外方 に延び、端 部に至る。端部 に
甕

51 口径　（18.9） はヘ ラ状 工具に よる刻 み目が施さ れる。 頸部において も同様 赤褐色。
口　縁

の施 文がなされ る。

52
内湾、 内傾する体部 から口頸部は、 「く」 字状 に屈曲した端

口　縁 口径　（17.1） 乳赤褐色。
部 に至 り、端部は大 きく肥厚し、端面 は平坦 である。

断面三 角形の貼付け 口縁。 内、ヨコヘ ラミガ キ。外 、タテヘ
53 口　縁 口径　（20.5） 黒灰 色。

ラ ミガ キ後、ヨコヘ ラミガキ。

54
内湾気味にたち上がる体部は、上外方に屈曲し、端部は丸い。

口　 縁 口径　（23.3） 淡赤褐色。
内外、 タテヘラミガ キ。

55 口　縁 口径　（20.6） 緩やかに上外方に開く口縁端部は丸い。 暗褐色。黒斑。

56

直立気味 の体 部に貼付さ れた口縁は短 く、丸味 をお びる。そ

口　縁 口径　（25.2） の下におい ても、断面三角形 の凸帯が巡らさ れてい る。 三角 淡茶褐色。

凸帯の下方 では、凹線 も認め られる。

57
直立気味 にたち上 がった後、上外 方に屈曲し、端面 は尖り気

口　縁 口径　（16.6） 暗赤褐色。
味に丸い。内、ヘ ラミガキ。外、 クシガキ平行文。

内傾気味 にたち上 がった体部 は、 「く」 字状に屈曲 し、端 部
58 口　縁 口径　（14.7） 乳褐色。

は丸くおさめ られている。

59
内湾外傾して たち上 がった体部 は、上 外方に折り曲げ られて

口　縁 口径　 （18.0） 赤褐色。
いる。端部は丸い。外 、タテヘ ラミガ キ。

60 口　縁 口径　 （18.0） 内傾気味の体部 は緩や かに外反し、 口縁 をなす。端部 は丸い。 乳褐色。

61
内傾気味の体部は緩やかに屈曲し、口縁端部に至る。端部は

口　縁 口径　（17.1） 暗褐色。
丸い。

62
内傾 した体部は緩や かに上 外方に延び、端 部は丸い口縁 をな

口　縁 口径　（17.8） 乳褐色。
す。外、 タテヘラ ミガ キ。

63 口　縁 口径　（18.6） 口縁 は「く」字状を呈す。 乳褐色。

64
大 きく折 り曲げら れた 口縁 は、下外方に垂 れ気 味となる。端

口　縁 口径　（15.7） 淡褐色。

65

面は丸い。

口　 縁 口径　（17.7） 口縁は 「く」 字状を呈す。 黒褐色。

66
内湾、内傾 した体部は、ほぼ 直角に折り曲げ られる。 端部は

口　縁 口径　（17.9） 暗赤褐色。
丸い。内、 タテヘ ラミガ キ。

67 口　縁 口径　（20.5） 「く」字状 に短 く折り曲げ られた口縁であ る。 赤褐色。

68
内湾しなが ら直立 に延び る体 部は、緩やかに上外 方に折り曲

口　縁 口径　（17.7） 乳褐色。黒斑。

69

げられ、 口縁 部をなす。端部 は丸い。内、ヨコヘ ラミガキ。

口　縁 口径　　19.8 「く」字状 を呈する口縁は、端 部が肥厚する。 赤褐色。

70

まっすぐにた ち上 がった体部 は、上 外方に向って屈 曲し、 口

口　縁 口径　（19.6） 縁 をなす。端面 は平 坦。内、 ヨコヘ ラミガキ。外、 タテヘ ラ 暗茶褐色。

ミガ キ。
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71 口　縁 口径　（16.9） 淡灰褐色。
体部は内傾気 味にたち上がっ た後、屈曲 して外方へ至る。内、

ナデ。外、 タテハケ。

72 口　縁 口径　（19.8） 口縁は 「く」 字状を呈し、端 面は平坦。 乳褐色。

73 口　 縁 口径　（19.6） 内湾気味 にまっすぐに立 ち上 がった後、屈 曲して外方に至 る。赤灰褐色。

74
内湾、内傾 した後、屈曲 して口縁部をなす。 内外、ヘラ ミガ

口　縁 口径　（19.2） 淡赤褐色。
キ。

75
内傾気味 にたち上がった体 部は、大 きく屈 曲し、上外方に延

口　 縁 口径　（20.9） 淡赤褐色。
びる。端 部は平 坦であ る。

内傾気味に延びた体部は、鋭く屈曲し、口縁部をなす。口縁
76 口　縁 口径　（21.4） 赤褐色。

端部は肥厚 し、 端面は平坦 である。

77
内湾気味にたち上がった体部は、ほぼ直角に屈曲して上外方

口　 縁 口径　（21.5） 赤褐色。
に延び る。端面 は平坦であ る。 外、タテヘ ラミガキ。

口縁は緩や かに外反し、端 部は丸くおさめ られている。外面
78 口　縁 口径　（24.4） 乳灰 色。

には5条の凹線が巡る。

79
内湾気味 にたち上がった体 部は、緩やか に外反 しながら上外

口　縁 口径　（15.4） 暗赤褐色。
方に延び、端面 は丸い。頸 部外面に指頭圧痕 が残 る。

貼付口縁は垂下気味に付され、端面は丸い。外面に9条の凹
80 口　縁 口径　（16.2） 灰褐色。

線が認め られる。

81
直立気味 にたち上がった後、 外方に向っ て垂平 に屈曲した短

口　縁 口径　（15.9） 暗灰 色。
い口縁の端面 は、尖り気味 とはいえ丸い。

貼付 口縁 は、 端面が丸 く、僅 かに垂れ気味 である。内、　ヨコ
口　縁 口径　（17.7） 乳褐色。82

ヘラ ミガ キ、 外、タテ後、 ヨコヘラミガ キ。

口　縁 口径　（17.0） 断面正三角形 の貼付け口縁。 淡赤褐色。83

暗赤褐色。黒斑。84 口　縁 口径　（20.1） 断面二等辺三 角形の貼付け 口縁。

85 口　縁 口径　（20.2） 断面二等辺三 角形の貼付け 口縁。 淡赤褐色。

86 口　縁 口径　（20.3） 断面三角形の 貼付け口縁。内 、タテヘラ ミガ キ。 淡乳褐色。

断面三角形の 貼付け口縁。 口縁端部ヘラ キザミ。 内、ヨコヘ
87 口　縁 口径　（19.3） 乳褐色。

ラミガ キ。外、 タテヘラ ミガ キ。

88
断面二等辺三角形が立ち気味に付される。外、6本の凹線を

口　縁 口径　（22.7） 淡赤褐色。
確認してい る。

断面三角形の貼付け口縁。三角状の刺突が直下に配される。
89 口　 縁 口径　（23.3） 淡赤褐色。

内、ヨコヘ ラミガキ。外、平 行クシガキ文。

断面二等辺三 角形の貼付け 口縁。内、ヨコヘ ラミガキ。外、
口　縁 口径　（20.9） 淡赤褐色。90

91 暗褐色。

92 暗褐色。黒斑。

93 乳褐色。

94 暗赤褐色。

95

ヨコ後タ テヘ ラミガキ。

口　縁 口径　（19.1） 断面三角形の貼 付け口縁。内 外、ヘラミガ キ。

口　縁 口径　（19.0） 断面三角形の 貼付け口縁。外、 ョコヘラ ミガ キ。

口　縁 口径　（18.3） 貼付け 口縁 は短 く、端部 も丸 い。 内外、ヘ ラミガキ。

口　縁 口径　（19.2） 断面三角形の貼 付け口縁。内外 、ヘラミガ キ。

口　縁 口径　 （20.0） 断面三角形の 肥厚し、短い貼 付け口縁。 淡黄褐色。黒斑。

96
断面二等辺三角形の貼付け口縁。内、ヨコヘラミガキ。外、

口　縁 口径　（21.0） 乳褐色。

97

タテ後、ヨコヘラミガキ。

口　縁 口径　（24.0） 断面二等辺三角形の貼付け口縁。内、ヨコヘラミガキ。 乳褐色。

98
突 出し、天井 部が窪む。体部 はくびれた部分 から緩や かに傘

蓋 天井部径5.9 淡赤褐色。
状 に開く。内、不 整方向ヘラ ミガキ。外、ヘ ラミガ キ。

突 出した天井 部はドーナツ状 に窪む。天井か らくびれに向っ
99 蓋 天井部径6.9 淡褐色。黒斑。

101 蓋 天井 部径5.1 乳褐色。

て穿孔。（4個）

天井部は突出し、若千窪む。体部は内湾気味に下方に下がり、

端部で外方へと延びる。体部上位のくびれ部に穿孔（2個）

が施 される。外面 は丁寧なタ テヘ ラミガキ、端部近 くではヨ
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100 蓋 コヘ ラミガキ とな る。

101

窪 んだ天井部か ら外反 しながら下外 方へ下がり、端部近 くで

蓋 天井部径 5．4 さらに外方へ と続 く。 内、ヨコヘラ ミガ キ、 外、タテヘラ ミ 淡茶褐色。黒斑。

ガ キ。

102 底　 部 底径　　8.5 ほとんど突出しないあげ 底。外、タ テヘ ラミガキ。 赤褐色。

突出した平底。内、ヨコヘラミガキ。外、タテヘラミガキ後、
103 底　 部 底径　　17.6 淡茶褐色。黒斑。

ヨコヘラミガキ、指頭圧痕。

104
や や 突 出 し た平 底。外、 タ テヘ ラ ミガ キ。 底部、焼成後穿

底　 部 底径　　6.0 暗赤褐色。黒斑。
孔。

突出した平底。内、不整方向ミガキ。外、タテ後ヨコミガキ。
105 底　 部 底径　　8.0 淡赤褐色。

底部、焼成後 穿孔

106 底　 部 底径　　8.3

107 底　 部 底径　　7.0

やや突出 した平 底。外、 タテヘ ラミガ キ。底 部、焼 成後穿孔。乳褐色。

突出したあげ 底。外、タ テヘ ラミガキ。底部、焼 成後 穿孔。 暗赤褐色。

突出しないあ げ底。内、不整 方向ミガキ。外、 タテヘ ラミガ
108 底　 部 底径　　4.4 暗赤褐色。

キ。

109 底　 部 底径　　6.6 暗赤褐色。

110 底　 部 底径　　5.3

突出しない平 底。外、タ テヘ ラミガキ。

突出しない平 底。外、タ テヘ ラミガキ。 乳赤褐色。

111 底　 部 底径　（ 6.0） 突出しない平 底。 外、不整方向 ミガキ。 暗灰 色。

112
僅 かに突出 したあげ底。内外、 タテヘラミガ キ。内、指 頭圧

底　 部 底径　　6.0 暗褐色。
痕 。

113 底　 部 底径　　6.5 突 出しない平底。 底部、焼成後 穿孔 。 暗赤褐色。

114 底　 部 底径　（ 5.4） 突 出しない平 底。 淡褐色。黒斑。

115 突 出した平底。 外、 タテヘ ラミガ キ。 暗褐色。

116

底　 部 底径　　6.7

底　 部 底径　　13.6 僅 かに突出し た平 底。外、 タテヘ ラミガキ。円板す えお き法。暗乳褐色。

117 突 出した平底。 内、 指頭圧痕。 暗赤褐色。黒斑。

118 暗赤褐色。

119

底　 部 底径　　5.2

底　 部 底径　　4.4

底　 部 底径　　9.6 淡赤褐色。

120 底　 部 底径　（13.0） 暗褐色。黒斑。

突 出しないド ーナツ底。内、 タテヘ ラミガキ。

突 出しない平底。

突 出した平底。内、 不整方向ナデ及 び指 頭圧痕。外、 タテヘ

ラミガキ。

121 底　 部 底径　　7.6 突 出しない平底。外、 タテヘラ ミガ キ。 乳赤褐色。黒斑。

122 淡赤褐色。

123

底　 部 底径　（10.2） ほ とんど突出しない平 底。

底　 部 底径　（ 9.5） ほ とんど突出しないド ーナツ底。内、指 頭圧 痕。 淡赤褐色。

124 突出 したドーナ ツ底。 外、ヨコヘラ ミガ キ。 乳赤褐色。

125 暗褐色。黒斑。

126 黒褐色。

127

底　 部 底径　　13.6

底　 部 底径　　7.6

底　 部 底径　　12.3

底　 部 底径　　11.2

突出 した平 底。内、不整 方向ミガ キ。外、 タテヘラミガ キ。

ほ とんど突 出しないド ーナツ底。内、不整 方向ミガキ。

僅 かに突 出した平底。外、指 頭圧痕。 乳褐色。

128 乳褐色。

129

底　 部 底径　（ 7.2） ほ とんど突 出しないド ーナツ底。

底　 部 底径　（14.5） 僅 かに突 出した平底。外、 タテヘラ ミガ キ。 暗赤褐色。

130 突出 しない平 底。内、指頭圧痕 。外、 タテヘ ラミガキ。 暗赤褐色。

131 淡赤褐色。

132

底　 部 底径　　7.0

底　 部 底径　　15.3

底　 部 底径　　5.0

突出 した平 底。内外、指頭圧痕。

突出 したあ げ底。外、 タテヘ ラミガキ。 乳褐色。

133 底　 部 底径　 （8.8 ）突出しない平 底。 乳褐色。

134 やや突出 した平 底。外、 タテヘ ラミガキ。 黒褐色。

135 乳褐色。

136

底　 部 底径　　11.0

底　 部 底径　　10.0

底　 部 底径　　9.7

突出し た平 底。 外、タテヘ ラミガキ。

突出しない平 底。底内、指頭圧痕 。 淡赤褐色。

137 暗褐色。

138 淡褐色。黒斑。

139 淡褐色。

140

底　 部 底径　 （7.0 ）突出しない平 底。 外、タ テヘ ラミガキ。

底　 部 底径　　7.5 突出しない平 底。

底　 部 底径　（ 6.5） 突出しない平 底。 外、タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　（12.2） 突出しない平底。 内、不整方向 ミガキ。 乳褐色。
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（単位：cm）

番号 器　 種 法　　 量 形　 態　 的・手　 法　 的　 特　 徴

底径　（ 9.3） ほとんど突出しな い平 底。外、不整 方向 ミガキ。141 底　 部

142 底　 部 底径　（11.6）

底　 部 底径　　7.8

ほとんど突出し ない平 底。外、 タテヘ ラミガキ。

突 出しない平底。 外、タテヘラ ミガ キ。 底内、指頭圧痕。

備　　　　　　 考

暗茶褐色。黒斑。

暗茶褐色。

茶褐色。143

暗茶褐色。144 底　 部 底径　（ 9.1）
突 出しない平底。 外、丁寧な タテヘ ラミガキ。底部、焼成後

穿孔 。

乳褐色。
145

146 淡茶褐色。黒斑。

淡茶褐色。黒斑。
147

148 淡褐色。

149

底　 部 底径　（ 6.8） 突 出しない平底。 内、ヨコヘ ラミガ キ。

底　 部 底径　（11.6） やや 突出した平底 。外、タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　　7.4 突 出しない平底。 内外、タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　（ 7.9） 突 出した平底。外 、タテヘラ ミガ キ。

底　 部 底径　 （9.0 ） ほとんど突出 しない平底。 乳褐色。

赤褐色。黒斑。150
や や突出し たド ーナツ底。外、 タテヘラミガ キ。円板 すえお

底　 部 底径　　9.4

赤褐色。151

き法。

底　 部 底径　（ 8.5） 突出しない平底。 外、タテヘ ラミガキ。

152
ほとんど突出しないドーナツ底。円板充塡法。外、不整方向

底　 部 底径　　8.0 乳褐色。

153

ミガキ。底 内、指 頭圧痕。

底　 部 底径　（ 6.7） 突出しない平 底。内外、 タテヘ ラミガキ。 暗赤褐色。黒斑。

乳赤褐色。黒斑。
154

155
淡赤褐色。スス。

底　 部 底径　　6.3

底　 部 底径　　8.7

底　 部 底径　　8.4

突出しない平 底。

突出しないド ーナツ底。

突出 した平 底。 外、不整方向 ミガキ。 淡赤褐色。籾圧痕。156

淡褐色。黒斑。
157 底　 部 底径　　9.6

わずかに突出した平底。外、ヨコヘラミガキ。円板すえおき

法。

暗赤褐色。158

乳褐色。
159

160
乳赤褐色。

161

底　 部 底径　 （6.8 ）突出 しない平 底。外、 タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　（10.3） 突出 しない平 底。外、 タテヘ ラミガキ。内、 ヨコヘラ ミガキ。

底　 部 底径　　11.0 ほ とんど突 出しない平底。

底　 部 底径　 （7.0 ） わずかに突 出した平底。 乳赤褐色。

暗赤褐色。黒斑。
162

乳褐色。
163

164

底　 部 底径　　4.5

底　 部 底 径　　6.3

底　 部 底 径　　6.0

突出 しない平 底。外、 タテヘラミガキ。

やや突 出した平底。

やや突 出した平底。外、 タテヘラ ミガ キ。 暗赤褐色。黒斑。

暗褐色。165 底　 部 底径　（ 5.8）

淡褐色。黒斑。
166

乳褐色。
167

暗乳褐色。黒斑。
168

暗褐色。黒斑。
169

底　 部 底径　　7.5

底　 部 底径　（ 7.2）

底　 部 底径　　5.2

底　 部 底径　　6.3

底　 部 底径　　5.2

やや突 出したド ーナツ底。 外、タテヘ ラミガキ。内、不整 方

向 ミガキ。

やや突 出したド ーナツ底。外、タ テヘ ラミガキ。内、不整 方

向 ミガキ。

やや 突出した平底。 外、タテヘ ラミガ キ。

ほとんど突出 しない平 底。外、 タテヘ ラミガキ、内、 ヨコヘ

ラミガキ。

ほとんど突出 しないドーナ ツ底。

きわめて突出 した平 底。くび れた指 頭圧 痕。 乳褐色。
170

赤褐色。
171

淡赤褐色。
172

底　 部 底径　（ 7.1） 突出しない平 底。 外、タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　（ 8.5） 突出した平底。 外、タテヘ ラミガ キ。

乳褐色。
173 底　 部 底径　　7.7 やや突出 したド ーナツ底。

底　 部 底径　　7.7 淡赤褐色。黒斑。174

175 底　 部 底径　　8.5 暗赤褐色。

淡灰褐色。黒斑。
176 底　 部 底径　　8.6

177 淡赤褐色。

178

乳褐色。黒斑。
179

底　 部 底径　　9.9

底　 部 底径　　9.4

底　 部 底径　　7.3

底　 部 底径　　7.5

突出したド ーナツ底。内外、 タテヘラミガキ、底内面 、指頭

圧痕。

突出しない平 底。

ほ とん ど突 出しない平底。外、 タテヘラ ミガ キ。 底内、指頭

圧痕及びヘ ラキザミ。

突出し た平 底。

わずか に突 出したあげ底。

突出 しない平 底。外、 タテヘ ラミガキ。底内面、指 頭圧痕。

突出 しないドーナツ底。 内、不正方向 ミガ キ。 乳褐色。
180
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（単位：cm）

番号 形　 態　 的・手　 法　 的　 特　 徴

181

182

183

器　 種 法　　 量

底　 部 底径　　8.0

底　 部 底径　　6.0

底　 部 底径　　5.0

やや突 出したあげ底。外、 タテヘラ ミガ キ、指 頭圧痕。

突出 しないあげ底。外、 タテヘラ ミガ キ。

突出 しないあげ底。外、 タテヘラミガキ。

184 底　 部 底径　 ( 7.4) 突出 したドーナツ底。外、 タテヘラミガ キ。

備　　　　　　 考

淡褐色。黒斑。

暗茶褐色。底面黒斑。

灰褐色。

黒斑。

185 底　 部 底径　　7.2 突出 しない平 底。外、ヘ ラミガキ。

186 やや突 出したドーナ ツ底。外、 タテヘラミガ キ。

187

底　 部 底 径　　7.4

底　 部 底径　　11.0 やや突 出したドーナツ底。外、 タテヘラミガ キ。

淡赤褐色。

淡赤褐色。黒斑。

赤褐色。底面黒斑。

188

189

190

191

底　 部 底径　　( 4.7) 突出し ない平 底。外、タ テヘ ラミガキ。

底　 部 底径　 ( 9.2) わずか に突 出した平底。

底　 部 底径　　10.3 突出しないド ーナツ底。

底　 部 底径　 ( 9.3) 突出しないあ げ底。外、タテヘ ラミガキ。

192 突出しない平底。 外、ヘラ ミガ キ後 クシガキ。

193

底　 部 底径　　7.5

底　 部 底径　(10.5) 突出した平底。外、 タテヘラ ミガ キ。 底内指頭圧痕。

淡赤褐色。

淡褐色。

淡褐色。黒斑。籾圧痕。

暗褐色。

暗褐色。黒斑。

暗褐色。

194 底　 部 底径　(  8.5) 突出しない平底。 内外、ヘラ ミガ キ。 乳赤灰色。

195 底　 部 底径　( 10.3) 突 出した平底。外、ヘ ラミガキ。 暗乳褐色。

196 底　 部 底径　(  6.7) 突 出しない平底。 淡 赤灰 色。

197 底　 部 底径　(14.8) 突 出しない平底。内、 ヨコヘラミガ キ。 外、タテヘラ ミガ キ。 乳褐色。

198 底　 部 底径　(10.7) 突 出しない平底。外、 タテヘラミガ キ。 暗茶褐色。

199 底　 部 底径　　(10.7) 突 出しない平底。外、 タテヘラミガ キ。 暗茶褐色。

200 乳灰茶 色。

201

底　 部 底径　　4.3

底　 部 底径　(11.0)

突出したあげ底。外、ヨコヘラミガキ。

突出 しない平 底、外、 タテヘラミガキ。 暗褐色。黒斑。

202 底　 部 底径　　6.8 乳褐色。黒斑。

203 底　 部 底径　　8.4 淡茶褐色。

突出 した平 底。内外、ヘラ ミガキ。

突出 したド ーナツ底。内外、 タテヘラ ミガ キ。

やや突出 した平 底。内外、 丁寧なヘラミガ キ。底 内面、指 頭
204 底　 部 底径　　9.1 底面黒 斑。

圧痕。

ほ とん ど突出 しない平底。 内外、 タテヘラ ミガ キ。底 部、 輪
205 底　 部 底径　( 7.8) 暗赤褐色。

台法。

206 底　 部 底径　( 6.9) 突出しない平底。 暗赤褐色。

わずかに突出 したドーナツ底。内、指 頭圧痕。外、ヨ コヘ ラ
207 底　 部 底径　　10.4 淡灰色。

ミガキ。

208 底　 部 底径　　6.9 暗赤褐色。

209 暗赤灰色。黒斑。

210

底　 部 底径　(10.2)

底　 部 底径　　9.2

わずかに突出し たド ーナツ底。外、 丁寧なヘラミガ キ。

突 出しないドー ナツ底。内外、ヘ ラミガ キ。

突出 しないあげ底。外、 ヘラ ミガ キ。 赤灰色。黒斑。

突出 しないあげ底。内、 不整方向 ミガ キ。外、 タテヘラ ミガ
21 底　 部 底径　　6.4 暗赤褐色。黒斑。

1

212 淡茶褐色。黒斑。

213 茶褐色。

214 暗灰褐色。黒斑。

215 暗赤灰 色。

216 赤褐色。黒斑。

217 暗赤灰 色。

218 暗茶褐色。

219 暗茶褐色。

220

底　 部 底径　　11.3

底　 部 底径　( 9.2)

底　 部 底径　(10.4)

底　 部 底径　　6.0

底　 部 底径　　4.5

底　 部 底径　(15.5)

底　 部 底径　　5.7

底　 部 底径　　6.7

底　 部 底径　　6.3

キ。

突出 したドーナツ底。外、 ヨコヘラ ミガ キ。

突出 しないあげ底。

わずか に突 出したドーナ ツ底。 内外 、ヘラ ミガ キ。

やや突出 したあげ底。内外、 タテヘラミガ キ。

突出しない あげ底。

やや突出 した平 底。

きわめて突出 したあげ底。内、ヘ ラキリ痕。

突 出しないあげ底。

突 出したドーナ ツ底。 暗茶褐色。

221 底　 部 底径　　5.5 きわめて突出し たあ げ底。外、 タテヘラミガキ。 淡褐色。

222 底　 部 底径　　4.9 突 出しないあげ底。 赤褐色。

223 底　 部 底径　(  6.2) 突 出しないあげ底。外、 タテヘラ ミガキ。 淡赤褐色。

224 暗茶褐色。

225

底　 部 底径　　5.2 きわめて突 出したあげ底 。

底　 部 底径　　5.5 ほ とんど突 出しないあげ 底。外、タ テヘ ラミガキ。 暗茶褐色。
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（単位：cm）

番 号 器　 種 法　　 量 備　　　　　　 考

暗茶褐色。226 底　 部 底径　　4.4

形　 態　 的・手　 法　 的　 特　 徴

突出しないあげ底。 外、丁寧なタ テヘ ラミガキ。内、不整 方

向ヘラミガ キ及 びヘ ラ痕。

227 黒褐色。

228 暗灰褐色。

229 暗褐色。黒斑。

230 淡赤褐色。

231

底　 部 底径　　7.2

底　 部 底径　　5.5

底　 部 底径　　5.0

底　 部 底径　　6.1

底　 部 底径　　4.4

きわめて突出 したあげ底。外、 くび れた指頭圧痕。

わずかに突出 したド ーナツ底。外、 タテヘラミガキ。

突 出したあげ底。外、 タテヘラ ミガ キ。

突 出したド ーナツ底。 円板 すえお き 法。

や や突出したあげ底。 乳黄褐色。

232 底　 部 底径　(  6.2) ほとんど突出 しない平 底。外、タ テヘ ラミガキ。 淡赤褐色。

233 底　 部 底径　　6.4 突 出しないあげ底。 暗赤褐色。黒斑。

234 乳褐色。底　 部 底径　　5.0

底　 部 底径　　6.1

突 出しないあげ底。 外、タテヘラ ミガ キ。

突 出しないあげ底。外 、タテヘラ ミガ キ。 淡赤褐色。235

236 底　 部 底径　(  7.3) やや 突出したあげ底。 暗赤褐色。

237 底　 部 底径　　5.5 淡赤褐色。

238 底　 部 底径　　7.0 乳褐色。

239 底　 部 底径　　7.1 乳赤褐色。

暗赤褐色。240

241

底　 部 底径　　5.2

底　 部 底径　　5.0 赤褐色。

242 底　 部 底径　　5.0 淡赤褐色。

突 出しないド ーナツ底。

やや 突出したあげ底。

突 出したあげ底。

突 出しないド ーナツ底。 外、丁寧な タテヘ ラミガキ。

ほとんど突出しない平底。円板充塡法。

きわめて突出し たド ーナツ底。外、指頭圧痕後 タテヘラ ミガ

キ。

243 底　 部 底径　(  8.7) 突 出しないド ーナ ツ底。 乳褐色。

244
やや突 出した平底。内 、不 整方向 ミガ キ。 外、タテヘラ ミガ

底　 部 底径　　5.0 淡赤褐色。

245 淡褐色。

246 赤褐色。

247

キ。 底部穿孔か｡?

底　 部 底径　　5.6 突 出しないあげ底。

底　 部 底径　(  6.8) 突 出しないあげ底。外、 タテヘラ ミガ キ。

底　 部 底径　(  6.7) やや突 出したあげ底。外、 タテヘラ ミガ キ。 淡褐色。

248
わずかに突出し たあげ底。 内、タテヘ ラミガキ。外、ヘラ ミ

底　 部 底径　　8.2 灰褐色。黒斑。

249 乳赤褐色。黒斑。

250 淡赤褐色。

251 灰褐色。

252

ガ キ。

底　 部 底径　　6.6 ほとんど突出しない平底。 外、タテヘ ラミガキ。

底　 部 底径　(  8.3) 突 出しない平底。

底　 部 底径　　7.4 ほとんど突出しないド ーナツ底。内、不整 方向ミガキ。

底　 部 底径　(  8.2) 突出 しないドーナ ツ底。 淡赤褐色。

253 突出した平底。円板充塡法。内、指頭圧痕。 淡赤褐色。

254 淡灰褐色。

255

底　 部 底 径　　9.6

底　 部 底 径　　6.8

底　 部 底 径　　8.0

突出 しないあげ底。

突出 しないあげ底。外、 タテヘラミガキ。 淡灰褐色。

256 底　 部 底径　 ( 5.0) やや突 出した平底。内、不 整方向ハケ。外、 タテヘラミガキ。暗乳褐色。黒斑。

257 底　 部 底 径　(  9.4) やや突 出した平底。 淡褐色。

底　 部 底 径　(  9.2) ほ とんど突 出しないド ーナツ底。 淡乳褐色。黒斑。258

やや突 出した平底。 淡茶褐色。黒斑。259

260 赤褐色。

261 黒斑。

262 赤褐色。

263

底　 部 底 径　　5.1

底　 部 底 径　　7.0

底　 部 底 径　　6.7

底　 部 底 径　(13.0)

底　 部 底 径　　5.2

突出しないあげ底。外、ヘラミガキ。円板充塡法。

突出 しない平 底。外、 タテヘ ラミガキ。

突出 しない平 底。

突出 しない平 底。 淡赤褐色。

264 底　 部 底 径　(  7.5) やや突出した平底。内外、ヨコヘラミガキ。 淡茶褐色。黒斑。

265 底　 部 底径　　10.3 突出しない平底。外、ヘラミガキ。円板充塡法。 乳褐色。内外、黒。
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(2) 石器の観察

山路下平Ⅲ遺跡から出土した石器は多量であるが、実測図を掲載し、かつ、観察の結果を

ここに報告する石器は46点である。その内訳は、石鏃(26)、石錐(10)、斧(2)、スクレイパ

ー(5)、敲石(1)、砥石(2)である。実測図は、各遺構出土遺物のページにおいて掲載して

いるが、観察事項とその記載方法については、以下の規準、要領で実施し、第6表～第9表

にまとめている。

　　〈資料の選抜〉

実測図を掲載したものは、顕著な加工痕（特に押圧剝離、研磨）や使用痕（研磨、敲打）

〈番号〉

実測図の番号と写真の番号は対応している。

　　〈器種〉

いる。敲石と磨り石との複合石器については、その傷痕から、ここでは敲石としておきた

　　　い。

　　〈法量〉

長さ、幅、厚さをmm、重さをgでそれぞれ表示した。

　〈石材〉

愛媛県立博物館、高橋昌民・井出節雄の両氏 に教示を得た。

〈形態的特徴及び使用痕の観察〉

　　　　石鏃の形状や石斧刃部の分類は、佐原真氏の分類に拠った。

〈備考〉

出土位置、その他。

　　　（注1）小林行雄・佐原真『紫雲出』詫間町文化財保護委員長　1964。

佐原真　石斧論－横斧から縦斧ヘ－『考古論集』慶祝松崎寿和先生六十三歳論文集　別冊』 

1977。
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を有するものとした。選抜以外の石核、剝片については、弥生時代における石器生産技術

を考究し得るし、 また、遺構内から検出された自然石にも何らかの用途が考えられるが、

ここでは割愛した。

用途、機能の違いに由来すると思われる、形態的特徴を基準とする従来の呼称に拠って



第6表　 山路下平Ⅲ遺跡第1号住居跡出土石器観察表

（単位：㎜・　g）

番 号 器　　 種 法　 量 石　　 材 形態的特徴 及び使用痕の観察 備　　　 考

長 さ　 64.9

幅　  16.0
1 石　　　 斧 緑 色 片 岩

厚 さ　 10.5

弱平強凸 片刃式。

a 面は製作 当初 の丁寧な研磨 調整からな る。b 面

は欠損時の剝離面で、かなり磨耕している。
重 さ　 18.2

長 さ　 36.0

幅　  12.3 弱凸強凸 片刃式。
2 石　　　 斧 流　 紋　 岩

厚 さ　  7.3 差柄部 が欠損。

重 さ　　5.0

長 さ　 24.0

幅　  13.1
3 石　　　　 鏃 サ ヌカイト

厚 さ　  2.3

尖基式。

a、　b両面とも側縁からの押圧剝離が施されるが、

中央に素材からの剝離面を残す。
重 さ　  0.8

長 さ　 12.9

幅　  14.8 平基無茎式。
4 石　　　　 鏃 サ ヌカイト

厚 さ　  3.6 a 、 b 両面とも粗雑な押圧剝離が施される。

重 さ　  0.5

長さ　 25.6

幅　  15.0
5 石　　　 鏃 サ ヌカイト

厚 さ　  3.0

石鏃の未製品と考えられる。片側縁にのみ押圧剝

離が施 される。

重 さ　  0.9

長さ　 33.3

幅　  15.9
石　　　　 鏃

石 鏃の 未製品 と考 えられる。 片側縁だけa 、b 両

サ ヌカイト 面から押圧剝離が素材からの剝離面を切り込むよ6
厚 さ　  5.0

う に施 される。頭部a 面 のみ調整さ れる。
重さ　  2.1

長さ　 32.0

幅　  12.1
a、　b両面とも身側縁から比較的丁寧に押圧剝離

サヌカイト が施 される。頭部 も押圧剝 離が施さ れるが、 素材7 石　　　　 鏃
厚さ　  4.2

からの剝離面も残る。
重さ　  1.6

長さ　 27.0

幅　  13.3
石　　　　 鏃

石 鏃の未製品 と考 えられる。a 面は片側縁 からの

サヌカイト 押圧剝離が素材からの 剝離面を切り込んでいる。8
厚さ　  5.1

b面もa面と同様であるが、押圧剝離は粗雑である。
重さ　  1.6

長さ　 14.6

幅　  11.9
9 石　　　　 鏃

茎 部を欠損する石鏃 である。　a、　b両面 とも両側

サヌカイト 縁からの押圧剝離が施されるが、素材からの剝離
厚さ　  3.3

面 が中央 に残る。
重さ　  0.6

第7表　 山路下平Ⅲ遺跡第2号住居跡出土石器観察表

（単位：mm・　g）

番号 器　　 種 法　 量 石　　 材 備　　　 考

長さ　 23.3

形 態的特徴及び使用痕 の観察

凹基無 茎式。

幅　  16.6
1 石　　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  3.3

重さ　  0.8

a 、　b面 とも側縁 から押圧剝離が施さ れるが、a

面 には素材からの剝離面 が残 る。b 面 は全面 に押

圧剝 離が施される。

長さ　 27.5
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（単位：㎜・　g）

番 号 器　　 種 法　 量 石　　 材 備　　　 考

幅　  17.1
2 石　　　　 鏃 サヌカ イト

厚さ　  6.9

重さ　  1.3

長さ　 22.7

幅　  16.1
3 石　　　　 鏃 サヌカ イト

厚さ　  5.8

重さ　  1.2

形 態的特徴及び使 用痕 の観察

凹基無 茎式。

a、 b面とも全面にわたって側縁から押圧剝離が

施 される。

凹基無 茎式。

a、 b両面に側縁からの押圧剝離が施される。 b

面には僅かに素材からの剝離面が残る。かえり部

一 方が欠損。

長さ　 14.8

幅　  14.4
4 石　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  3.9

凹基無 茎式。

a、 b両面に側縁からの押圧剝離が施されるが、

素材からの剝離面が残る。
重さ　  0.5

長さ　 14.6

幅　  13.0
5 石　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  3.4

重さ　  0.5

凹基無 茎式。

a、　 b両面に側縁からの押圧剝離が施され、b面

では全面を覆うが、 a面では素材からの剝離面を

残 す。 先端部は欠 損。

長さ　 20.4

幅　  17.0
6 石　　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  4.4

凹基無 茎式。

a、　b両面とも側縁からの押圧 剝離が、素材から

の剝離面を切り込んで施される。先端部欠損。
重さ　  1.0

長さ　 22.2

幅　  12.4
7 石　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  2.3

重さ　  0.7

凸基有 茎式。

a、　b両面とも側縁から押圧剝離が施される。両

面とも素材からの剝離面を多く残す。茎部は欠損

してい る。

長さ　 22.2
凹基無 茎式石鏃の未 製品。

幅　  17.0
8 石　　　 鏃 サヌカイト

厚さ　  4.0
a面では側縁に押圧剝離が施されるが、 b面では

茎部においてのみ押圧剝離。
重さ　  1.5

長さ　 14.9

幅　  18.0
9 石　　　　 鏃 サ ヌカイト

厚さ　  4.0

石 鏃の 未製品 と考 えられる。　a、b 両面 とも側 縁

から押圧剝離が施される。

重さ　  1.1

長さ　 17.0

幅　  14.0 石鏃の未製品と考えられる。剝片の片側縁に押圧 
10 石　　　 鏃 サ ヌカイト

厚さ　  3.3   剝離が施される。

重さ　  0.4

長さ　 16.7

幅　  15.6
11 石　　　　 鏃

鏃身の 下半は欠損 してい る。　a、b 両面 とも側縁

サヌ カイト からの押圧剝離が施される。素材からの剝離面が
厚 さ　  2.4

両面 に残 る。
重さ　  0.6

長さ　 31.8

幅　  18.0
12 石　　　　 鏃

石鏃の未製品である。　a面片側縁に押圧剝離が施

サヌカ イト される。 b面はほとんど素材からの剝離面からな
厚 さ　  4.5

る。
重さ　  2.4

長さ　 16.3

幅　　 9.2
13 石　　　　 鏃 サヌカ イト

厚 さ　  2.9

石鏃の未製 品と考えら れる。　a、b 両面の側縁に

粗雑な押圧剝離が施される。

重 さ　  0.5

長 さ　 24.0
14 石　　　 鏃 サヌカ イト

幅　　 9.4

石鏃の未製 品と考えら れる。b 面 の片側縁にの み

押圧剝離が施される。
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（単位：mm・　g）

番号 器　　 種 法　 量 石　　 材 形態的特徴及 び使用痕の観察 備　　　 考

厚さ　 24.0
14 石　　　　 鏃

重さ　  0.9

長さ　 31.5

幅　  11.4
15 石　　　　 錐

a面では素材からの剝離面に切り込んで片側縁か

サヌ カイト ら押圧剝離が施される。b面では両側縁から押圧
厚さ　  4.3

 剝離が施される。頭部は押圧剝離調整されている。

重さ　  1.3

長さ　 26.1

幅　  12.5
16 石　　　　 錐 サ ヌカイト

厚さ　  3.4

石錐の未 製品である。　a、b 両面 とも片側縁の み

を押圧剝離している。頭部は未調整である。

重さ　  0.7

長さ　 42.9

幅　　 18.3
17 石　　　　 錐 サ ヌカイト

厚さ　  4.6

石錐の未製 品と考えら れる。a 面 の片側縁で押圧

 剝離が施される。未製品とはいえ充分使用に耐え

る。
重さ　  2.4

石錐の欠 損品である。　a面 におい ては、両側縁か
長さ　 30.0

幅　  17.1
石　　　　 錐

ら素材からの剝離面を切り込むように押圧剝離が

サヌ カイト 施される。 b面では素材からの剝離面に片側縁か18
厚さ　  6.6

重さ　  3.0
ら押圧剝離が施される。頭部は僅かに押圧剝離調

整が施 される。

長さ　 76.4

幅　  72.1
19 砥　　　 石 花 岡 砂 岩

厚さ　 30.8

中型砥石 の欠損品であ る。　3面 にわたって凹状の

研磨面 が認められる。 キメ はやや 荒い。

重さ  350.1

第8表　 山路下平Ⅲ遺跡第1号溝状遺構出土石器観察表

（単位：㎜・　g）

番号 器　　 種 法　 量 石　　 材 備　　　 考

長さ　 18.3

幅　  12.6
1 石　　　　 鏃 サヌ カイト

厚さ　  3.2

重さ　  0.3

形態的特徴 及び使用痕の観察

凹基無 茎式。

a、　b両面とも側縁から押圧剝離が施される。 b

面には、素材からの剝離面が残る。先端部を僅か

に欠損。

長さ　 45.3

幅　  52.7
2 ス クレ イパ ー サ ヌカイト

厚さ　 16.0

肉厚で不 定形な掻器 と考 えられる。側縁部に大雑

把な 加工痕 を持つ。

重さ　 36.7

長さ　 62.3

幅　  22.2
3 ス クレ イパ ー サ ヌカイト

厚さ　  9.4

縦長剝片に刃部を作り出した削器と考えられる。

上・下 の両端 に粗雑な加工痕 を持つ。

重さ　 11.4

長さ　 83.0

幅　  30.2
ス クレ イパ ー サ ヌカイト4

厚さ　 16.7

縦長剝片の端部を刃とした削器と考えられる。下

端の刃部は、一部欠損するが、押圧剝離からなる。

重さ　 31.3

長さ　 89.2

幅　  60.1
5 砥　　　 石 縁 色 片 岩

厚さ　 41.4

不整楕円形 を呈す敲石 兼磨 り石 の複合石器であ る。

a面ほぼ中央の凹部に鼠歯状痕を持つ。 b面では、

6 面 にわたって磨擦痕 を成す。
重さ  345.4

161



（単位：㎜・　g）

番号 器　　 種 備　　　 考法　 量 石　　 材 形態的特徴 及び使用痕の観察

長 さ　 96.5

6 砥　　　 石
幅　  91.0 花 崗 岩 質 大 型砥石の欠 損品と考え られる。　a面に凹状の研

厚さ　 46.7 アプ ラ イト 磨 面を持つ。 キメ細 かい。

重さ  425.6

第9表　 山路下平Ⅲ遺跡その他の出土石器観察表

（単位：㎜・　g）

番号 器　　 種 法　 量 石　　 材 形態的特徴及 び使用痕 の観察 備　　　 考

長さ　 17.4

幅　  13.1
1 石　　　　 鏃 サヌカイト S　D08

厚さ　  3.8

凹基無茎式石鏃。

a、　b両面とも側縁からの押圧剝離が施され、中

央部に僅かに素材からの剝離面を残す。
重さ　  0.6

長さ　 22.6

幅　  10.9
2 石　　　 鏃 サヌカイト  E－ 4グリット

厚さ　  3.9

尖基 式石鏃の未製 品と考えら れる。b 面 の側縁に

押圧剝離が施される。

重さ　  0.5

長さ　 18.2

幅　  11.4
3 石　　　　 鏃 サ ヌカイト S　D09

厚さ　  2.9

石鏃の未製品と考えられる。剝片の片側縁に僅か

ながら押圧剝離が施される。

重さ　  0.5

長さ　 31.2

幅　  17.0
4 石　　　　 鏃 サ ヌカイト S　D19

厚さ　  4.6

石鏃の未製品と考えられる。剝片の周縁に押圧剝

離 が施される。

重さ　  2.4

長さ　 16.3

幅　  13.0
5 石　　　　 鏃

石 鏃の未製品 と考 えられる。a 面では両側縁 から

サ ヌカイト の押圧剝離が見られるが、 b面では片側縁のみか S　D09
厚さ　  2.5

ら押圧剝離されている。茎部は欠損している。
重さ　  0.4

長さ　 38.8

幅　  20.1
6 石　　　　 鏃 サヌ カイト  D－3グリット

厚 さ　  5.0

石鏃 の未製品 と考 えられる。a 面では比較 的密な

押圧剝離が施されるが、 b面では周縁に僅かに施

されるのみで、殆んどが素材からの剝離面から成

重さ　  3.4

長さ　 29.6

幅　  16.4
7 石　　　　 錐 サヌ カイト

厚 さ　  4.6

重 さ　  1.5

長さ　 25.5

幅　  13.3
8 石　　　　 錐 サヌ カイト  D－ 4グリット

厚 さ　  7.0

重 さ　  2.5

る。

明確 な頭部を有す る石錐 である。身は、a ・b 両

面とも側縁からの押圧剝離による。頭部では、素

材からの剝離面を切り込むように押圧剝離が施さ

れ る。

先端部の 欠損する石錐であ る。a 、b 両面 とも素

材からの剝離面を切り込むように側縁から押圧剝

離が施 される。頭頂部で も僅 かな調整痕が認 めら

れる。

長 さ　 26.5

幅　  11.8
9 石　　　　 錐

先端部の欠 損した石錘であ る。　a、　b両面 とも素

サヌカ イト 材からの剝離面を切り込むように側縁から押圧剝  K－ 6グリット
厚 さ　  4.0

離が施 される。
重 さ　  1.3

長 さ　 31.1

幅　  16.2
10 石　　　　 錐

石錐の未製品である。 a、 b面とも素材からの剝

サヌカ イト 離を切り込むように押圧剝離が施される。  F － 6 グリット
厚 さ　  4.9
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（単位：㎜・　g）

形態的特徴 及び使用痕の観 察 備　　　 考
番号 器　　 種 法　 量 石　　 材

重さ　  2.6

長さ　 42.5

幅　  41.8
 I－ 5グリット

11 スクレ イパ ー サヌカイト
厚さ　 12.1

重さ　 18.3

不定形な剝片に刃をつけた掻器と考えられる。a

面はネガティブな素材の剝離面に、側縁から調整

 剝離が施される。b面はポジティブな剝離面から

なる。

長さ　 64.4

幅　  10.7
I －5 グリット

12 ス クレ イパー チ ャ ー ト
厚さ　 10.7

a面はネガティブな剝離面が切り合っている。 b

面は丁寧な調整剝離が施される。

重さ　 29.7

4

1 2 3

6 7 8

5

9 10

11

12

第45図　山路下平Ⅲ遺跡その他の出土石器観察表
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第2 章　考察

本調査区では、発掘調査の結果、第Ⅰ、第Ⅱ遺構面の存在が明らかになった。各遺構の時

期や性格については、既に検討を加えている。ここでは、各遺構面の様相を調査の成果を踏

まえつつ整理してみたい。

人々が、本遺跡に円形の竪穴式住居を築き、生活を開始したのは、弥生時代の中期前半に

おいてであった。検出された2棟の住居跡では、多数のサヌカイトの石核や剝片に混じって

石鏃、石錐などの未製品が多く出土した。剝片の中には、礫面をのこす、所謂、ファースト

・フレークも認められる。これらのことから、消費・損耗の著しい石鏃・石錐などについて

は、原材料を持ち込んで製作されたと考えられる。土器の出土は、各住居跡とも数点にすぎ

ず、住居の廃絶以前に運び出されたと考えられる。

SD01は、集落を南北に区画するかのように掘られた、大型の溝で、溝底に多数のピット

を伴う希少例である。また、溝内から出土した弥生時代中期前半の土器群は、何らかの祭祀

を意図して投棄ないし、据え置かれたものである。大型溝と住居の関係は、今後、類例の増

加を待って、検討を加えたい。

集落の経営年代であるが、住居跡などの遺構に、複合関係は認められておらず、建て替え

も行われていないことから、比較的、短かい期間であったと推測される。

当時の人々の生活基盤であるが、まず第一に、水稲耕作が考えられる。土器底部の籾圧痕

からも容易に推察される。しかし、集落は、谷間に面した低丘陵の斜面に位置しているため

広域な水田の確保は難しい。やはり、水稲耕作に伴せて畑作も行われていたと考えるのが妥

当であろう。農業生産の他には、石鏃の需用からみて、狩猟も活発であったと思われる。

弥生時代の中期に、短期間で形成・廃絶された集落は、後世になると、SB01、SB02の

ような柱立柱建物が築かれるようになる。SB01とSB02の関係は、その規模や棟の方位な

どから、SB02を母屋とすれば、SB01はそれに伴う倉庫であると理解されよう。時期につ

いては、出土遺物からは断定できない。
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第1 章　片山1号墳の概況

1　 調査の概要

片山古墳群（1号～7号）のうちの1基について調査を実施した。本古墳は、丘陵端部の

稜線上に築造されたもので、標高は33.8mを測る。調査地は、用地未買収部分が半分以上を

占めていたため、本古墳については墳丘の調査までは至らず、主体部だけにとどめられた。

なお、墳丘を含む一帯はミカン畑として使用されてきたところである。

確認調査の段階で天井石の位置が把握できていたため、調査はこの天井石を中心に十文字

にトレンチを設定し、主体部の確認作業から開始した。その結果、石室本体及び掘方が確認

され、全体の表土除去を行なった。すでに、天井石及び側壁上部は原位置を保っておらず、

これらの除去作業には重機を動入し、石室内の整理がついた段階で遺物の検出作業を実施し

た。

遺物は、須恵器、装身具類、鉄製品等が玄室、羨道部内より出土し、特に、玉類について

は、排土する際にふるいを使用し、小玉ももれなく採集に務めた。また、並行して行った測

量については、石室全面に50㎝×50㎝の方眼を設定し、正確を期した。

2　 石室構造 （第3図・第4図）

内部主体は、主軸をN50°Eにもつ横穴式石室で、墳丘頂上部の地山面に、南西側に開口

できるように穿たれた土壙内に構築されている。石室の規模は、全長6.0m、玄室長2.6m

で、幅については無袖であるため、玄室、羨道部とも1.9mである。なお、高さあるいは上部

構造については、天井部及び側壁上段部分が完全に石室内に落ち込んでいるため、不明であ

る。玄室入口相当部には、割石、河川礫を不規則に詰石として使用しており、粘土で固めて

構築している。玄室、羨道部内には、10～40㎝程度の河川礫を敷石として使用している。下

層には小礫等は見られず、直下が地山となっている。石室の石積み及び石材使用方法につい

ては、奥壁の基底石（1段目）は大きなもので、板状の割石を1 枚で補っており、2段目か

らは小さめの割石を小口積みで構築している。両側壁についても、基底石（1段目）は奥壁

同様板状の大きなものを立てて使用しており、2段目からは小さめの割石による小口積みと

なっている。
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第1図　片山1号墳周辺の遺跡分布図
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第2 図　片山1 号墳位置図

167



第3 図　片山1 号墳石室平面図
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第4 図　片山1 号墳石室展開図
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3　出 土 遺 物（第5 図～第19図）

本古墳は、天井石が落ち込んでいたにもかかわらず、遺物（特に土器類）については、保

存状態の良いものが多い。副葬品は盗掘を受けていないものと思われ、追葬段階における原

位置を保っていた。骨類は、玄室、羨道部から同様に出土しているが、土壌化の進んでいる

ものが多く、出土時にはっきり確認できたものは、すべて海綿状あるいは薄い貝殻状で検出

されたため、人体のどの部分であるかその個体数等は確認できなかった。副葬品について

は、土器類（須恵器）、装身貝類（耳環、勾玉、空玉、切子玉、算盤玉、管玉、丸玉、小玉、

その他）、鉄製品（馬具、鉄鎌、直刀、鉄斧、鉇、石突、刀子、鉄鏃、釘、鋲等）が出土して

いる。装身具類は骨類と伴って、玄室内、羨道部内ともに比較的床面中央部からの出土が多

いが、土器類、鉄製品については、玄室内、羨道部内ともに奥壁、側壁等の四隅から集中し

て出土している。なお、出土遺物については、土器類を第1 表、装身具類、鉄製品はそれぞ

れ第2 ・3 表、第4 表に集めた。

（1） 須恵器（第5図～第8図）

須恵器の出土類は50点余りで、完形なものがほとんどであり、器形から、坏（蓋、身）が

多く、高坏、壺（広口壺、直口壺）、平瓶、提瓶に分類できる。

ア　坏

蓋と身に分けられるが、蓋は、天井部における宝珠状つまみの有無により2 つに大別でき

る。つまみを有するものは、1、20の2点で、1はつまみ上部がやや凸形のもので、20はやや

凹形を呈している。かえりについても、1は短く外反しており、20は内傾し直線的になっ

ており、やや相違点が見られる。本古墳内からセットで出土したものは、1だけであり、他

のものについては、特に蓋は数点が重なって同位置から出土しており、その組合せは不明で

ある。2～19はかえりを有さないもので、天井部がヘラ削りで平坦なものが多い。身は、21

～32がほぼ同形のもので、たちあがり、受け部を有するものである。33、34は、前述のもの

より時期的に新しいものと思われるが、高台は見られない。

イ　高坏

完形なものが2 点出土している。37、、38ともに透しが上下二段、三方に穿たれたものであ

る。35は上部が欠損しているが、前述のものとほぼ同形の脚部で、36は脚部の形状から、や

や時期的に古いものと思われる。
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ウ　壺

広口壺と直口壺がそれぞれ1 点出土している。39は広口壺で、底部はヘラ削りで、体部上

方で上下を接合している。40　は直口壺で、小型のものである。42は頸部から上方が欠損して

おり、明確な器形は不明であるが、壺として扱った。

エ　平瓶

41は唯一出土した平瓶であるが、頸部から上方が欠損している。最大頸部は体部のやや上

方に位置するもので、底部には平坦部をもつ。

オ　提瓶

本古墳からは3 点出土している。大きさについてはほぼ同じであるが、耳の形状に変化が

見られる。43は環状のものが貼り付けられており、44、45はカギ状を呈するものである。こ

れら3 点については、体部前面あるいは前背面にカキ目調整が施されている。

（2） 装身具類（第9図～第12図）

ア　環類

耳環が16点出土しており、1～12は銅金張、13～16は鉄銀張のものである。1～11は完形

なもので、大きさについては、環径0.5～0.8cm、外径2.4～3.3cm程度で、ほぼ均一である。 

13～15は銅金張のものに比べると小さく、環径0.2～0.4cm、外径2.1～2.2㎝程度である。

イ　玉類

17、18は勾玉で、ともに材質はメノウである。大きさにはかなりの相違が見られる。上部

の孔はともに一方から穿たれている。19は銀製の空玉で、完全なものは1 点出土したにとど

まる。2個の反球形の銀板を中央部で接合しており、上下端には針穴程度の孔が穿たれてい

る。23、24は水晶製の切子玉で、ともに6 面にカットされている。大きさには相違が見られ

るが同様のもので、孔は一方から穿たれている。25は算盤玉で、材質は切子玉と同様に水晶

である。26～41は碧玉製の管玉で、直径7～8㎜程度のものが多い。孔は35を除いてすべて

一方から穿たれたものである。丸玉は、実測可能なものは206点にのぼる。42～172は土製で、

黒色を呈するものである。また、173～248はガラス質で、ほとんどのものが青色を呈してい

る。これらは上下端を平坦に磨き、側面は丸味をもたせているが、粗雑な作りとなっている。 

249～354はすべてガラス質の小玉で、色調は様々である。丸玉と比較して偏平率が大きい。
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ウ　その他

20は明確な名称は不明であるが、帯金具の一部と思われる。銅製のものらしく青緑色を呈

している。

（3） 石器（第9図）

石製の紡錘車が2点出土している。　21、22はともに片面は平坦で、凸部は丸味をもつが、 

22は2 段にくびれており、平坦面には羅線状の刻み痕が見られる。

（4） 鉄製品（第13図～第19図）

ア　馬具

本古墳から出土した馬具は、すべて轡の部分である。1は2連式の銜と環状形の鏡板が連

結した状態で出土したものである。2、3は1と同形の環状形の鏡板である。4～18につい

ては、銜、鏡板、引手の部分片あるいはその連結部分である。

イ　鉄鎌

19は、ほぼ完形で出土した全長25. 9㎝の鎌で、比較的大きいものである。

ウ　直刀

20～23は直刀の一部で、20では茎部と刀身の一部が残存している。茎部には2ヶ所に目釘

孔が見られる。21、22は刀身部である。23　は茎部と刀身部との境に、円形の鍔が付くもので

あり、鍔の周辺に銀象嵌を施した可能性がある。

エ　鉄斧

24・25はともに同形の鉄斧で、刃先はほぼ平坦である。袋部はともに楕円形を呈し、継目

は見られない。

オ　鉇

26が1点だけである。刃部断面は三角形を呈する。茎部端がわずかに欠損している。

力　石突

30、31はともに先端部だけが残存する石突で、円錘状のものである。
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キ　刀子

49～55は刀子片として掲載した。49～51は刃部がほぼ完全に残存している。50では茎部に

木質を残している。

ク　鉄鏃

平根鏃と尖根鏃の2つに大別できる。平根鏃では、35～41のように刃先が平坦なものと、 

45、46のように角度をもったものが見られる。茎部については、47、48のように腸抉式箆被

平根鏃も出土している。尖根鏃では、56～61のような棘箆被尖根鏃に属するものも見られる。 

76～79は片刃式尖根鏃の刃部と思われる。

　　　　ケ　釘・鋲

105、106は鋲と思われるが、2点出土したにとどまる。断面は円形を呈し、長さはそれぞ

れ2.5cm、3.4cmである。107～122は釘の一部で、木質が付着しているものがほとんどである。

その他本古墳内出土の鉄製品では、種類、器形等の不明なものが多数出土しているが、実

測可能なものについては実測図を掲載した。
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第2章　考察

本古墳は、天井石及び側壁上部が内部へ転落していたが、盗掘は受けていなかったものと

思われる。本文で前述したとおり、墳丘については不明であるが、内部主体は横穴式石室で

あった。副装品の出土状況からみると、羨道部まで追葬が行なわれているが、埋葬者が次々

と先の被葬者を整理しては追葬を行なった様相を呈している。遺体数については、骨類の土

壌化か激しいため不明である。副葬遺物である須恵器については、坏（蓋、身）では、蓋部

はかえりを有し、天井部に宝珠状つまみを有するものと、かえりがなく天井部が平垣なもの

とに分けられる。また、身部はたちあがり、受け部の短いものが多い。高坏は、坏部にたち

あがり、受け部は見られず、脚部の器高は高く、二段三方に透しが穿たれている。提瓶は、

耳が環状のものとカギ状のものの2 種類が出土している。これらのことから、陶邑の編年に

対比すると、Ⅱ型式後半からⅢ型式の1、2段階に比定される。従って、実年代を考えるな

らば6世紀の終りから7世紀前半にかけての遺物と考えられる。以上のことから推定すると、

かなりの時間的幅をもって追葬が行なわれたものと思われる。
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第1 表 片山1 号墳出土遺物観察表

種 別 器 形 形 態・施 文 ・調 整・胎 土・色調 等 図番 番号

蓋、身 がセットで出土。 蓋は宝珠状つ まみを有する。天井 部は特に肥厚 し、 口縁 部

にか けては内湾後やや外反気 味に外 傾し、 端部は丸い。 かえりは短 く外反し てい る。

内外面 と も十分なナ デ調整。身は底 部に外 傾する高台が貼 り付けられてい る。 立ち
坏蓋、身 5 1

上が りは直線的で、 口縁 端部は丸 くお さめられている。 内外面 と も十分 なナ デ調整。

胎土 は石英 、長石 等 の微細粒をわ ずかに含 む。色調は淡灰褐色を呈し、焼成 はや や

不良。

口縁 部は天井部 より大 きく内湾し、 ほぼ垂 直に下がる。端 部は丸くおさめら れてい

坏 蓋 る。焼 成時に変形。外面 に緑褐色の釉薬 の付着が見ら れる。 内外面 と も回転ナ デ調 5 2

整。 胎土は石 英、長石 等の細粒を含 む。色 調は灰色を呈 し、 焼成は良好。

天井 部はほぼ平坦で、 天井部下に段 を有 する。 口縁部は大 きく内湾した後、やや 外

坏 蓋 傾気味 にのび、端部 は丸くおさめら れてい る。内外面 とも回転ナデ調整。胎土 は石 5 3

英、長石等の細粒を含む。色調は灰色を呈し、焼成は良好。

天井 部はヘラ削り。 口縁 部は大 きく内湾 した後、わずか に内傾して下が り、端 部は

坏 蓋 丸 くお さめられてい る。 内外面と も回転 ナデ調整。胎土 は石英 、長石 等の粗粒 をわ 5 4

ずか に含 む。色調は暗灰 色を呈し、焼成 は良 好。

天井 部はヘラ削りで、 内外面 と も調 整時 の凹凸を残す。 口縁 部はわずか に外反気 味

坏 蓋 に下 がり、端部は丸 くおさめられ てい る。 荒い回転ナデ調 整。胎土は石英、長石 等 5 5

の粗粒 をわずかに含 む。色調は白灰色 を呈し、焼成は不良。

天井 部はヘラ削り。 口縁 部は内側 に屈曲しほぼ垂直に下 がり、端部は丸 くお さめら

坏 蓋 れてい る。天井部 は一 部に肥厚し た部分 が見られる。内外面 と も回転ナ デ調整 。胎 5 6

土 は石英 、長石等の粗 粒をわずか に含 む。 色調は暗灰色 を呈し、焼成 は良好。

天井 部はヘラ削 り。 口縁部で大 きく内湾 し、やや外傾 して端部に至る。内外面 と も

坏 蓋 回転ナデ調整。胎土 は石英 、長石等 の粗粒 をわずか に含 む。色調は灰色 を呈 し、焼 5 7
須 恵器

成は良 好。

天井 部はほぼ平坦で、 ヘラ削り。 口縁 部は大 きく内湾 し、 ほぼ垂直に下 がる。 端部

坏 蓋 は丸 くおさめら れてい る。内外面 とも回転ナデ調整。 胎土は石英 、長石 等の粗 粒を 5 8

わずかに含む。色調 は暗 灰色を呈 し、焼 成は良好。

天井 部は平坦でヘラ削 り。口縁 部は大きく内湾した後、や や外傾して下 がり、 端部

坏 蓋 は丸 くおさめら れてい る。天井部内面 には渦巻状の成形痕 を残す。内外面 とも回転 5 9

ナデ調整。胎土は石英 、長石 等の細粒 を含 む。色調 は淡灰 色を呈し、焼 成は良 好。

天井 部はヘラ削 り。 口縁部は大 きく内湾 してやや外傾気 味に下方へ下が り、 端部は

坏 蓋 丸 くおさめられてい る。内外面 とも回転ナデ調整。胎土 は石 英、長石等 の粗粒 をわ 5 10

ずかに含む。色調 は灰 色を呈し、焼 成は良 好。

天井 部はヘラ削 り。 天井部から 口縁 部にかけては大 きく内湾し、口縁端 部はほぼ垂

直に下 方へ下が る。端 部はやや鋭角 を成す。内外面 とも回転ナデ調整。外面 には一
坏 蓋 5 11

坏 蓋 12

部に黒 色の釉薬が付着 している。 胎土は石英 、長石等 の細粒をわずか に含 む。 色調

は灰 色を呈し、焼成 は良 好。

天井 部は丸味を帯び る。口縁部は内湾 して下が り、端 部は丸くおさめら れてい る。

内外面 と も回転ナ デ調整。胎土は石英、 長石 等の微細粒 を含む。色調 は灰 色を呈し、 5

焼 成は良 好。

天井 部はヘラ削 り。 口縁部は天井部 より大き く内湾し た後 、ほぼ垂直 に下が る。端

坏 蓋 部は丸くおさめら れている。天井 部内側 は段を有す る。 内外面と も回転 ナデ調 整。 5 13

坏 蓋 5 14

胎土 は石 英、長石等 の細粒を含む。色調 は暗灰色を呈 し、 焼成は良好。

天井 部は平坦でヘラ削 り。口縁部 は大きく内湾し、端部 は丸くおさめら れてい る。

内外面 と も荒い回転 ナデ調整。胎土 は石英 、長石等の粗粒 をわずかに含む。色 調は

暗灰 色を呈し、焼成 は良 好。
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天井 部はヘラ削り。 口縁 部は大 きく内側 に屈曲し、やや外傾 して下方へ下が る。 端

坏 蓋 部 は丸 くおさめら れてい る。内外面 とも回転ナデ調整。 胎土 は石英 、長石 等の粗粒 5 15

をわずかに含む。色調 は灰 色を呈し、焼 成は良好。

天井 部はほぼ 平坦。 口縁 部は天井部 より内湾した後、大 きく屈 曲しほぼ垂直 に下 が

坏 蓋 る。端 部は丸くお さめら れている。内外面 とも荒い 回転ナデ調 整。胎土は石英 、長 5 16

石等 の細粒を含む。色調 は灰色を呈し、焼 成は良好。

坏

天井 部はヘラ削り。 口縁 部は大 きく内側 に屈曲し、ほぼ垂直 に下 がる。端部 は丸く

蓋 お さめられている。 内外面 と も成形時 の凹凸を残し てい るが、 と もに回転ナデ 調整。 5 17

胎土 は石 英、長石等 の粗粒 をわずか に含 む。色調は暗灰色 を呈し、焼成は良好 。

天井 部はほぼ平坦 で、 口縁部にかけ て段 を成す。 口縁 部は大 きく内湾した後、 ほぼ

坏 蓋 垂 直に下がる。端 部はわずかに外反 し丸 くおさめら れてい る。 内外面と も荒い 回転 5 18

ナ デ調整。胎土は石英、 長石 等の細粒 を含む。色調 は暗灰色 を呈し、焼成 は良 好。

天井 部はやや丸味 を帯 び、口録部 との境 で大き く内側 に屈曲する。 口縁部 は内 湾し

坏 蓋 て下 がり、端部 は丸 くおさめら れてい る。内外面 とも荒い回転ナデ調整。焼 成時に 5 19

わずかに変形。 胎土は石英 、長石等 の細粒を含む。 色調は灰 色を呈し、焼 成は良 好。

天井 部にっ まみを有する。つ まみは中央 部が凹形 を呈し、偏平 な ものであ る。 口縁

部にかけてやや内 湾気 味に外傾 する。 口縁部では段 を有し、端部はほぼ水平 に張り
坏 蓋 6 20

出す。かえりは大 きく内傾し直線的 である。内外面 とも回転ナデ調整。 胎土 は石 英、

長石 等の粗粒 をわずかに含む。色調 は暗灰色を呈 し、 焼成は良 好。

底部はヘラ削りではぼ平 坦。たちあが りは外反気味 に内傾する。受け部は短 く、外上

坏 身 方へわずかに張 り出す。内外面 とも回転ナデ調整。焼 成時のた わみが わずかに見ら 6 21

れる。胎土は石英、 長石 等の粗粒 をわずかに含む。 色調は灰色を呈し、焼 成は良好。

底部はヘラ削り。たちあがりは比較的長く外反気味に内傾する。受け部は短くほぼ

水平に張り出 し、 端部は鋭角 を成す。受け部 と立 ちあがりの境には 凹線状 の窪みを
坏 身 6 22

須恵器 有する。内外面 と も回転ナデ調 整。 胎土は石英、長石 等の粗粒を わずか に含 む。色

調は灰色を呈 し、 焼成は良好。

底部はヘラ削 り。浅 底で、 たちあがりはやや外反気 味に内傾し比較 的高 く、端部は

坏 身 丸 くお さめ られている。受け 部は短 くやや上方へ張 り出す。内外面 とも回転ナデ調 6 23

整。胎土は石英 、長石等の粗粒 をわずかに含む。 色調は暗灰色を呈 し、焼 成は良好。

底部はヘラ削 り。外面の一部 は釉薬の付着 により黒 色を呈する。 たちあ がりは内傾

し、墻部 は鋭 角を成す。受け 部は短 く わずか に外上 方へ張り出し、端 部は鋭い。内
坏 身 6 24

外面 とも回転ナデ調整。胎土 は石英 、長石等の粗 粒をわずかに含む。 色調は灰色を

呈し、焼成 は良 好。

底部 はヘラ削 り。たちあが りはやや外反気味 に内傾する。受け部 は短 く外上方へ張

坏 身 り出 す。内外面 と も回転ナ デ調整。胎土は石英、 長石 等の細粒 を含 む。 色調は暗灰 6 25

色を呈 し、焼 成は良好。

坏

底部はヘラ削り。たちあがりは短くやや外反気味に内傾し、端部は丸くおさめられ

身 てい る。受け 部は短くほぼ水平 に張り出す。内外面 と も回転ナデ調 整。 胎土は石英、 6 26

長石等の粗粒 をわずかに含 む。 色調は暗灰色 を呈し、焼成は良好。

たちあが りはやや外反気味 に内傾し短い。受け 部は短 くわずか に外 方へ張り出し、

坏 身 端部 は丸 くおさめられてい る。口縁部に比べ底 部は肥厚してい る。 内外面 と も回転 6 27

ナデ調 整。 胎土は石英、長石 等の細粒を含 む。 色調は灰色を呈 し、 焼成は良好。

坏

底部 はヘ ラ削 り。たちあが りは内傾し、大 きく外反 し て端部 に至 る。端部は鋭角を

身 成 す。受 け部は短 くほぼ水平 に張り出す。 内外面 と も回転ナ デ調 整。焼成時に大 き 6 28

く変形。 胎土は石英、長石 等の細粒を含む。色 調は灰色を呈 し、焼 成は良 好。

底部 はヘラ削り。たちあ がりは外反気味 に内傾し、端部は丸 くお さめられてい る。

受け 部は短 くやや上方へ張 り出す。外面 には一 部に暗縁色の釉薬 の付着が見ら れる。
坏 身 6 29

内外面 とも回転ナデ調整。 胎土は石 英、長石 等の細粒を含む。色 調は白灰色を呈し、

焼 成は良好 。
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坏

底部はヘラ削 り。 たちあがりは内傾 し、大きく外反し て端部 に至 る。受け部は内湾

身 気 味に外上方へ張 り出す。内外面 とも回転ナデ調整。 胎土 は石英 、長石 等の粗粒を 6 30

わ ずかに含む。 色調は灰色を呈し、焼 成は良好。

底部はヘラ削 り。 たちあがりはやや外反 し垂直にのび る。端 部は丸くおさめら れて

坏 身 いる。受け部 は短 く上 方へ張 り出 す。 内外面と も回転 ナデ調 整。 胎土は石 英、長石 6 31

等の粗粒を わずかに含む。色調は白灰 色を呈し、焼成 は不良。

底部 は 平 坦 ヘ ラ 削 り。 底 部から 口縁 部にかけて大 きく内湾 する。たちあが りはほ

ぼ垂直で、端 部は鋭角を成す。受け 部はやや上方 に張 り出 し、端部は丸 くお さめら
坏 身 6 32

れている。内外面 と も回転ナ デ調整。 胎土は石 英、長石等 の粗粒をわずか に含 む。

色調は白灰色 を呈し、焼成 は良好。

底部 は平坦 でヘ ラ削り。た ちあが りはやや外傾気味 に直線 的で、口縁端部 は平 坦で

坏 ある。比較 的に器厚が厚い。 内外面 と も荒い回転ナ デ調整。 胎土は石英、長石 等の 6 33

粗粒 を含む。 色調は灰色を呈 し、焼 成は良好。

底部 はヘ ラ削 り。たちあが りはわずかに内湾気味 に内傾し、端部は丸 くお さめられ

坏 身 てい る。内外面 と も回転ナ デ調整。 胎土は石英、長石 等の細粒を含む。色調 は灰色 6 34

を呈 し、焼 成は良好。

裾部 は大 きく外反した後、 ほぼ 水平 にのびる。端 部は内外に肥厚し、端面 は平 坦で

高坏脚部 あ る。 裾部下 方には二条の 凹線が施されてい る。 内外面と も回転ナデ調整。 胎土は 6 35

石英、長石 等の粗粒を わずかに含 む。色調は暗灰 色を呈し、焼成は良好。

脚 部は大 きく外反した後 裾部で内側へ屈曲し、再 び外反気 味に下方への びる。端部

はわずかに丸味を帯び る。 屈曲部外面に は一条 の凸帯が削り出 されてい る。外面に
6 36高坏脚部

須 恵器

は一 部に暗緑色の釉薬の付 着が見られ る。内外面 と も回転ナデ調整。 胎土は石 英、

長石 等の細粒を含む。色調 は灰色を呈し 、焼 成は良 好。

坏 部については、底部 はほぼ平坦で、 口縁部 はやや外傾気味 に立 ち上 がり、端部は

丸 くおさめられてい る。 脚部は大 きく外反 し、 端部で内外 に肥厚 する。 端面はわず

かに凹形 を呈す る。脚 部中央 には二条の 凹線 が施され、そ れを境 に透 しが上下二段、

高 坏 三 方に穿たれている。透 しは不十分で、ヘ ラ状工 具に より縦方向 に切 り･込んだ程度 7 37

の ものである。内外面 と も全体に わた って釉 薬の付着が見ら れ、黒灰 色を呈する。

内外面と も回転ナデ調 整。胎土は石英、長石 等の粗粒を わずかに含 む。色調は灰色

を呈し、焼成 は良好。

坏部外面 には削 り出 しによる二条の凸帯 状の陵部が見ら れる。 口縁部はほぼ垂直 に

立ち上がり、端 部はわずかに丸 くお さめられている。脚部 は裾部で大き く外反し ほ

高 坏 ぼ 水平にのび た後、端 部で上下に肥厚 する。 端面は 凹形 を呈する。脚部は二条の沈 7 38

線を境に、長方形 の透しが三方に二段 穿たれてい る。内外面 とも十分な回転ナデ調

整。胎土は石英、長石 等の粗粒を わずかに含む。色調 は暗灰 色を呈し、焼成 は良好。

底部はほぼ平 坦でヘ ラ削り。頸部 から口縁部にかけ てはやや 外反 気味に外傾 し、端

部は大 きく外反 した後丸 くお さめ られている。頸部下 の体 部上 方で上下部が接合 さ
広 口 壺 7 39

れている。内外面 と も回転ナデ調 整。胎土は石英、長石 等の粗粒をわ ずか に含 む。

色調は灰色 を呈し、 焼成は良好。,

底部はヘラ削 り。体部に対 して口径 が大きい。 口縁 部はほぼ垂直に立ち上 がり、 端

直 口 壺 部は丸 くお さめられてい る。内外面 と も回転ナデ調 整。 胎土は石英、長石 等の粗 粒 7 40

を わずか に含 む。色調は淡灰色 を呈し、焼成は良好 。

底部はほぼ平 坦。最大径部 は体 部のやや上方 に位 置する。外面はナデ調 整。 胎土は
平 瓶 7 41

石英、長石 等の粗粒を わずかに含 む。色調は青灰 色を呈し、焼成は良好。

底部は丸 みを帯び、中央 部は器厚が薄い。外面 には黒色~ 暗緑色の釉薬 が多量に付

壺 着 してい る。内外面 とも回転ナデ調整。胎土 は石英 、長石 等の粗粒を含 む。色調は 7 42

灰色 を呈し、焼成は良好。

体 部には一対 の環状の耳 が貼り付けら れてい る。 体部前面は丸味を帯 び、カキ目調
提 瓶 8 43

整 を施 す。 体部背面は ほぼ平 坦で、ヘラナデ調 整。口縁部は短 く外反 し、 端部は丸
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提 瓶 8 44
須恵器

提 瓶 8 45

形 態・施 文 ・調 整・胎 土・色 調等

くお さめ られている。体 部と頸部の境 には接合痕が見 られる。胎土は石英、長石 等

の粗粒 を含 む。色調は灰 色を呈し、焼 成は良 好。

体部に は一対 のカギ状の耳 が貼り付け られている。体部 は前背面 と もカ キ目調 整を

施す。 口縁 部は上部が欠 損している ため詳 細は不明。胎土 は石英 、長石 等の粗粒 を

わずか に含 む。色調は灰色 を呈し、焼成 は良好 。

体部に は一対 のカギ状の耳 が貼り付け られている。体部前面 は丸味を帯び、カ キ目

調整を施 す。 体部背面 は平 坦でヘラナ デ調 整。 口縁部はほぼ 直線的に外傾 し、端 部

は丸 くお さめられてい る。 胎土は石 英、長石 等の粗粒を わずかに含 む。色調は灰 色

を呈し、焼 成は良好。

第2 表 片 山1 号 墳 出 土 環 類 計 測 表

(単位:cm ・g)

番号 種 類 外 径 環 径 接合部・ すき ま 重 さ 材 質

1
耳 環

2.8 ×3.0 0.7 ～　0.6 11.191 銅金 張

2 2.8 ×3.3 0.7 ～　0.5 0.18 12.183

3 2.78×3.26 0.7 ～　0.55 0.294 11.431

4 2.8 ×3.05 0.66 ～　0.6 0.11 12.918

5 2.79×3.15 0.8 ～　0.65 0.08 17.975

6 2.6 ×3.03 0.7 ～　0.58 0.15 9.104

7 2.5 ×2.8 0.7 ～　0.54 0.10 14.391

8 2.48×2.8 0.75 ～　0.5 0.22 15.211

9 2.45×2.65 0.65 ～　0.55 0.055 9.980

10 2.4 ×2.6 0.7 ～　0.47 0.13 9.534

11 2.53×2.78 0.55 ～　0.4 0.085 5.319

12 0.5 ～　0.45 3.374

13 2.13×2.23 0.3 ～　0.22 2.010 鉄銀張

14 2.15×2.18 0.4 ～　0.3 0.042 3.005

15 2.1 ×2.2 0.35 ～　0.25 0.16 2.767

16 0.3 ～　0.26 1.193

第3 表 片 山1 号 墳 出 土 玉 類 計 測 表

(単位:mm ・g)

番号 高種 類 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質

17 勾 玉 35.2 9.9 1.4    2.9 8.969 山 吹 色 メ ノ ウ

18 16.3 6.5 2.8    1.1 1.727 う す 茶

19 空 玉 13.5 13.7 0.8 1.193 暗 灰 色 銀

23 切 子 玉 24.7 15.5 3.8    1.3 6.558 白 透 明 水 晶

24 12.3 10.6 2.9    0.9 1.674

25 算 盤 玉 12.0 12.6 1.5    2.5 2.206

26 管 玉 15.9 7.5 1.6 1.029 黒 土

27 18.8 7.0 1.8 1.013

28 20.4 7.2 2.0    1.3 1.210

29 14.6 4.1 2.2 0.403 暗 緑 色 碧 玉

30 21.2 6.8 2.1    1.1 1.729

31 23.5 7.5 1.4    2.6 2.367

32 25.1 7.7 2.6    1.3 2.686

33 22.5 8.0 1.7    2.8 2.600
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(単位:mm ・g)

孔番号 種 類 高 さ 直 径 径 重 量 色 調 材 質

管 玉 22.6 7.1 2.4　　　 1.1 2.007 暗 緑 色 碧 石
34

7.3 3.2　　　 2.935 20.8 1.624

う ぐい す色
36 18.9 7.3 2.5　　　 1.7 1.646

7.8 2.5　　　 1.3 2.320 暗 緑 色
37 20.3

20.5 1.2　　　 2.9 2.635 緑8.438

1.3　　　 3.0 2.132
39 22.3 7.5

8.0 1.3　　　 3.5 3.05240 26.0

青5.6 0.941 ガ ラ ス

41 18.8 2.1

42 丸 玉 6.9 1.0 0.284 黒 土5.4

43 7.2 8.0 1.7 0.383

0.29144 5.7 6.9 1.0

0.343
45 6.5 6.9 1.1

0.325
46 6.3 7.2 1.3

7.8 8.0 1.7 0.43747

48 6.8 7.9 1.4 0.364

6.6 7.5 1.4 0.383
49

7.3 1.6 0.298
50 6.0

7.8 1.3 0.378
51 6.0

7.3 1.4 0.272
52 5.5

6.9 8.2 1.3 0.38853

1.36.2 7.1 0.311
54

7.3 1.7 0.296
55 6.1

7.6 1.8 0.339
56 6.1

6.0 7.7 1.6 0.333
57

58 5.2 8.0 1.5 0.255

0.41459 6.9 7.9 1.2

1.4 0.302
60 5.7 7.3

0.312
61 6.3 7.3 1.5

7.2 1.4 0.28962 6.1

7.0 1.4 0.31563 6.1

6.4 8.2 1.3 0.380
64

7.4 1.7 0.349
65 7.1

1.1 0.306
66 5.5 7.2

8.5 2.0 0.566
67 8.5

8.1 1.3 0.42768 7.0

7.8 1.2 0.291
69 5.1

6.5 8.4 1.8 0.507
70

7.9 1.3 0.38071 6.3

8.2 1.7 0.435
72 6.7

8.3 2.0 0.421
73 6.6

7.7 1.674 6.3 0.375

6.9 1.6 0.243
75 5.1

5.4 7.6 1.3 0.291
76

7.9 1.3 0.416
77 6.7

1.3 0.340
78 6.1 7.7

6.5 7.8 2.0 0.291
79

1.2 0.369
80 6.5 7.4

81 7.2 8.2 1.2 0.473

1.4 0.349
82 6.2 7.6
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(単位:mm ・g)

番号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質

83 丸 玉 6.5 7.7 1.3 0.398 黒 土

84 7.9 8.2 1.5 0.515

85 5.3 8.1 1.9 0.312

86 7.3 8.3 1.1 0.450

87 6.0 7.3 1.3 0.340

88 6.0 7.1 1.3 0.278

89 4.8 6.8 1.5 0.216

90 6.6 7.3 1.3 0.339

91 5.4 6.4 1.9 0.235

92 5.7 7.0 1.2 0.268

93 5.6 7.4 1.6 0､324

94 4.3 6.9 1.4 0.208

95 5.6 6.5 2.0 0.215

96 7.1 7.8 1.6 0.396

97 5.9 7.5 1.4 0.336

98 4.7 6.9 1.6 0.217

99 6.3 7.4 1.2 0.338

100 5.6 7.7 1.7 0.307

101 6.6 7.6 1.4 0.366

102 5.7 7.1 1.2 0.311

103 5.8 6.9 1.1 0.291

104 6.6 7.4 1.5 0.335

105 7.5 8.3 1.4 0.464

106 5.9 7.7 1.5 0.310

107 4.6 7.7 1.0 0.282

108 6.3 7.8 1.1 0.320

109 6.4 8.7 1.4 0.442

110 6.7 8.0 1.2 0.390

111 5.1 7.2 1.3 0.268

112 5.0 7.0 1.0 0.264

113 5.0 6.8 1.1 0.226

114 6.6 8.6 1.4 0.462

115 6.8 8.1 1.4 0.391

116 6.3 8.4 1.1 0.392

117 6.7 7.8 1.4 0.377

118 5.7 7.7 1.8 0.320

119 5.5 7.5 1.2 0.306

120 6.7 7.9 i.2 0.372

121 5.7 7.7 1.4 0.329

122 5.5 7.1 1.2 0.265

123 6.5 7.6 1.4 0.352

124 6.8 7.7 1.2 0.357

125 6.0 7.6 1.3 0.312

126 5.5 8.0 1.2 0.316

127 6.4 7.3 1.4 0.351

128 6.5 7.4 1.6 0.345

129 6.7 7.4 1.3 0.382

130 7.2 7.8 1.6 0.350

131 5.4 7.4 1.2 0.280
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(単位:mm・g)

孔 径 重 量 色 調 材 質番 号 種 類 高 さ 直 径

0.284 黒 土
132 丸 玉 6.2 7.2 1.0

6.2 1.1 0.194133 5.1

134 6.1 8.3 1.5 0.431

8.4 1.3 0.507135 7.1

0.9 0.204136 - 7.1

6.1 7.1 1.3 0.281
137

138 6.9 7.2 1.4 0.389

139 6.1 7.7 1.3 0.347

140 5.4 6.9 1.5 0.239

141 4.8 8.4 1.2 0.309

5.9 7.3 1.0 0.306142

5.6 7.0 1.0 0.282
143

144 4.9 7.6 1.3 0.297

0.319145 6.2 7.1 1.0

1.3 0.271
146 5.3 7.4

147 6.1 7.6 1.4 0.317

6.3 1.6 0.359148 7.7

6.1 7.4 1.8 0.299
149

5.5 6.9 1.1 0.231
150

5.7 8.0 1.5 0.340151

152 5.8 7.5 1.3 0.326

153 5.4 6.9 1.2 0.264

0.278154 5.9 6.9 1.2

1.4 0.341155 7.4 7.6

6.5 8.0 1.5 0.359
156

7.9 1.1 0.332
157 6.4

5.1 5.9 1.6 0.146
158

159 7.0 8.8 1.1 0.437

7.8 1.0 0.230160 5.5

0.390161 7.1 8.2 1.3

7.3 1.0 0.295
162 5.5

163 5.4 7.6 1.5 0.300

5.3 7.2 1.0 0.297
164

6.6 7.8 1.3 0.350
165

6.6 7.6 1.4 0.349
166

167 5.9 7.1 1.9 0.257

6.9 7.7 1.6 0.303168

5.7 7.4 1.0 0.309
169

5.7 8.0 1.4 0.374170

171 6.2 7.3 1.7 0.331

6､3 7.7 1.2 0.369
172

5.9 8.8 1.6 0.600 青 ガ ラ ス

173

4.7 8.3 2.0 0.402
174

7.7 0.573
175 6.7 1.3

7.8 0.644176 6.8 1.2

5.5 8.0 1.4 0.506
177

5.7 7.8 1.7 0.512
178

5.2 2.3179 8.4 0.521

1.6 0.503180 5.7 7.9
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(単位:mm・g)

番 号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質

181
丸 玉

5.8 7.3 1.0 0.406 青 ガ ラ ス

182 4.0 7ご2 2.4 0.283

183 4.0 8.1 1.3 0.434

184 4.5 8.4 2.9 0.650

185 5.5 7.2 2.2 0.537 薄 い 青

186 5.9 8.7 1.5 0.420 青

187 5.8 7.9 1.6 0.365

188 5.3 8.0 1.4 0.458

189 4.9 7.4 1.6 01376

190 4.5 7.3 1.4 0.312

191 6.8 7.5 1.3 0.555

192 6.6 7.8 1.6 0.563

193 5.2 8.3 1.8 0.478

194 5.6 8.3 1.5 0.560

195 5.0 8.5 1.7 0.468

196 7.3 8.9 1.4 0.776

197 6.3 7.8 1.5 0.564

198 5.6 7.1 1.4 0.380

199 5.3 7.8 1.2 0.475

200 5.8 7.1 1.3 0.420

201 6.2 8.0 2.1 0.520

202 6.6 7.6 1.7 0.544

203 6.7 8.4 1.7 0.634

204 4.9 5.8 1.6 0.203

205 5.0 8.3 1.9 0.442

206 5.0 8.4 2.4 0.450

207 7.0 7.9 1.3 0.646

208 6.1 8.6 1.7 0.643

209 6.2 7.6 2.0 0.470

210 6.2 7.4 1.7 0.399

211 5.6 7.5 1.4 0.442

212 6.8 8.0 1.5 0.526

213 6.7 8.9 1.4 0.727

214 5.8 7.3 1.5 0.398

215 4.7 7.1 1.5 0.326

216 6.9 7.0 1.4 0.480

217 4.9 7.2 1.7 0.379

218 5.0 7.3 2.4 0.335

219 4.4 7.3 1.7 0.294

220 5.2 7.1 1.2 0.383

221 4.3 7.5 1.9 0.301

222 5.3 7.7 1.7 0.437

223 4.5 7.4 2.6 0.327

224 4.8 7.2 1.6 0.356

225 4.8 6.9 1.6 0.317

226 4.7 8.0 1.8 0.401

227 5.5 8.1 1.8 0.464

228 5.6 5.0 2.3 0.170 薄 い 青

229 5.1 7.6 1.4 0.356
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(単位:mm ・g)

重番 号 種 高 さ 直 径 孔 径 量 色 調 材 質
類

ス

230 玉 薄 い 青
ガ ラ

丸 6.0 7.5 1.8 0.453

5.4 8.2 1.3 0.484231

4.9 8.5 2.0 0.497232

233 7.7 7.5 2.1 0.644

8.2 0.501
234 5.1 1.5

6.0 8.1 1.7 0.571235

236 6.4 7.3 1.8 0.442

4.6 7.2 1.5 0.346
237

6.8 1.1 0.340
238 5.3

8.2 1.2 0.580239 6.9

1.3 0.612240 7.6 7.1

0.389
241 6.0 7.0 1.5

2.1 0.295242 4.2 7.0

6.9 0.755243 8.9 1.5

6.2 0.184 水 色
244 4.6 2.4

6.9 1.3 0.401 青
245 5.6

6.3 8.0 1.7 0.506246

247 5.1 6.8 2.2 0.314

8.3 8.4 2.3 0.722 黒
248

3.5 0.097 水 色 透 明249
小 玉 4.6 1.0

5.7 1.3 0.133 黄
250 3.4

0.9 黄 緑
251 2.4 3.9 0.039

1.2 0.041 水 色 透 明2.6 3.6252

0.0412.3 4.1 1.3253

254 1.6 2.8 0.6 0.017

1.1 0.054 黄2.5 4.1255

3.2 0.6 0.028 青 緑 透 明
256 2.1

3.1 0.9 0.017257 1.9

258 1.9 3.1 0.7 0.021

水 色3.3 3.9 1.4 0.062
259

4.8 1.2 0.088 水 色 透 明
260 3.0

0.8 0.039 黄. 緑
261 2.7 3.4

1.3 0.068 水 色 透 明
262 3.0 4.4

水 色
263 2.8 4.5 1.0 0.069

2.9 4.8 1.3 0.077 水 色 透 明
264

2.9 0.4 0.015 青 緑 透 明
265 1.7

3.2 4.1 1.2 0.064 黄
266

1.2 0.7 0.025 青267 3.1

4.1 1.2 0.055 水 色 透 明
268 2.7

3.5 1.1 0.045 青 緑 透 明
269 2.9

青 透
270 2.2 1.4 0.067 明5.1

3.8 1.7 0.033 黄 緑
271 2.2

2.9 4.8 1.4 0.090 青
272

0.105273 3.4 4.7 1.0

3.2 水 色274 2.3 1.0 0.033

3.5 1.0 0.039 水 色 透 明
275 2.4

0.8276 1.9 3.0 0.022

0.9 0.023
277 1.7 3.5

2.7 3.9 1.2 0.049278
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(単位:mm ・g)

番 号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質

279
小 玉

3.0 4.2 0.9 0.063 黄 緑 ガ ラ ス

280 2.2 3.3 0.8 0.035 青 緑

281 2.4 4.8 1.5 0.063 青 緑 透 明

282 2.9 3.8 0.8 0.053 水 色

283 2.2 3.9 1.3 0.040

284 2.7 4.4 1.0 0.060 青 透 明

285 3.3 4.2 0.9 0.073 黄 緑

286 1.8 3.9 1.4 0.031 水 色 透 明

287 2.6 3.9 0.7 0.048

288 3.5 4.4 1.0 0.076

289 3.7 4.4 1.0 0.086

290 2.9 4.2 1.0 0.066

291 2.4 4.7 1.4 0.053

292 3.2 5.0 1.0 0.098

293 2.6 4.8 1.8 0.060 黄 緑

294 2.9 4.7 1.3 0.073

295 3.3 5.0 1.2 0.087 水 色

296 3.0 5.3 1.6 0.097 水 色 透 明

297 3.1 4.5 1.5 0.075

298 3.5 4.0 0.9 0.075 青

299 2.3 4.2 1.2 0.044 水 色 透 明

300 3.2 4.1 1.2 0.066 黄 緑 〃

301 2.6 '4.3 1.1 0.056 水 色 透 明

302 3.8 5.2 1.2 0.017 黄

303 2.8 4.2 1.0 0.060

304 2.6 4.6 1.2 0.068 水 色 透 明

305 3.3 4.6 1.3 0.096 黄

306 2.0 3.6 0.8 0.036

307 3.4 6.0 2.3 0.131

308 2.9 4.0 0.9 0.065 黄 緑

309 3.0 3.9 1.1 0.054 薄 い 青

310 3.5 4.8 1.1 0.099 青

311 3.8 4.4 0.9 0.093 黄 緑

312 2.7 3.6 1.1 0.039 水 色

313 1.7 2.6 0.5 0.016 青 緑 透 明

314 2.0 3.2 0.6 0.025

315 2.2 2.7 0.7 0.022

316 3.8 4.6 0.6 0.097 水 色 透 明

317 2.5 4.2 1.1 0.056

318 2.9 4.5 1.2 0.074 水 色

319 2.9 4.6 1.0 0.084

320 2.4 4.4 0.8 0.067 青

321 3.0 4.1 1.0 0.072 黄 緑

322 2.7 4.7 1.4 0.070

323 3.0 4.5 1.1 0.073

324 3.7 5.3 1.3 0.134 黄

325 3.7 4.7 1.1 0.099

326 4.0 4.5 1.9 0.092 水 色

327 2.3 4.5 0.9 0.061 黄 緑
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(単位:mm・g)

直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質番号 種 類 高 さ
ガ

328 小 玉 3.2 4.4 0.9 0.007 水 色 透 明
ラ ス

3.4 4.5 1.2 0.082 黄
329

330 2.2 4.3 1.5 0.046 水 色 透 明

4.0331 2.4 1.0 0.045 青

332 2.3 3.8 1.0 0.048 黄 緑

3.6 0.6 0.024 水 色 透 明333 1.7

3.1 青 緑 透 明
334 1.8 0.6 0.022

335 1.8 3.2 0.6 0.022

3.1 0.7 0.022
336 1.8

1.0 0.017337 1.5 3.1

338 2.0 2.9 0.8 0.020

1.2 3.3 0.9 0.015
339

1.7 2.9 0.8 0.018340

1.4 3.1 0.6 0.015341

3.1 0.7 0.024342 119

2.1 2.8 0.5 0.021343

1.5 2.8 0.6 0.016344

345 1.6 2.7 0.5 0.017

0.5346 1.6 2.6 0.015

1.7 0.064347 2.6 4.7

水 色 透 明
348 3.5 4.5 1.1 0.080

349 2.7 4.6 1.4 0.070

3.3 0.040350 2.8 0.7

1.3 0.064351 2.7 4.8

3.5 0.8 0.051
352 3.1

4.1 1.2 黄2.4 0.044 緑 〃

353

354 2.7 3.3 0.5 0.038 水 色 透 明

第4 表 片 山1 号 墳 出 土 鉄 製 品 計 測 表

(単位:cm)

全 長( 残 長) (刃) 幅( 柄) 備 考番号 種 類

3.10 4.75 完 形
19 鎌 25.90 　　　 　　

茎部残 存
20 直 刀 19.65

(刃) 厚 さ( 柄)

0.25　　　 　　0.45

1.15　　　 　　0.65

　　　 　　 刃 部
21 30.15

3.15　　　 　　1.75

2.25　　　 　　3.20 1.10 1.10

2.6522 6.10

16.30 3.10 つば6.101.90

0.95

0.60　　　 　　0.70 鍔残存
23

2.85 完 形4.3524 鉄 斧 13.90

袋部一部欠損
25 11.00

茎部一部欠損
26 鈍 11.30

3.85

1.25　　　 　　1.10

2.28

0.30　　　 　　0.60

形 態不明2.25 0.50
27 6.30

28 8.00 2.45 0.85

8.25 3.30 1.00
29

2.00 一 部欠損
30 石 突 3.85

2.4531 3.80

形 態不 明
32 5.10 2.55 0.50

4.60 1.80 0.50
33

餃 具 2.30 一部欠損
34

0.45　　　 　　0.35 刃先・茎 部欠 損
35 7.70

2.10

3.00　　　 　　1.25平 根 鏃
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(単位:cm)

番 号 種 類 全 長( 残長) (刃) 厚 さ( 柄) 備 考

36 平 根 鏃 7.75 0.35 刃先 ・茎 部欠損

37 11.40

(刃) 幅( 柄)

2.45　　　 　　 1.55

3.55　　　 　　 0.45 0.40 0.45 茎部木質残 存

38 11.45 4.20 0.45 0.45　　　 　　 0.35

39 9.55 3.00 　　　 　　 0.55 0.45 0.40

40 13.00 3.45 0.45 0.55　　　 　　 0.45

41 8.45 2.80 　　　 　　 1.25 0.25 0.40 茎部欠損

42 箆 被 平 根 鏃 10.90 2.20 0.65 0.35　　　 　　 0.50 茎部木質残 存

43 16.70 1.75 　　　 　　 0.25 0.35 0.30

44 7.45 1.70 0.70 茎部欠損

45 15.15 3.40 0.40 茎部木質残 存

46 8.40 3.20 茎部欠損

47 腸 抉式箆 被平根鏃 9.10 2.55 1.00

48 8.20 1.80 0.65

0.30　　　 　　 0.35

0.30　　　 　　 0.40

0.30　　　 　　 0.35

0.25　　　 　　 0.40

0.30　　　 　　 0.45 茎部欠損

49 刀 子 14.75 1.80 1.15 0.35 0.25

50 11.15 1.70 1.05 0.35 0.30 刃部・茎部木質残存

51 12.45 1.50 1.00 0.25

52 6.55 1.45 0.40 刃部一部残 存

53 4.85 1.30 0.25 刃部木質残 存

54 3.75 1.65 0.40 刃部一部残 存

55 5.65 1.65 0.25

56 棘 箆 被 尖 根 鏃 16.55 0.90 0.45 0.35 0.40 茎部木質残 存

57 17.15 1.25 0.50 0.35 0.50

58 11.25 1.05 0.60 0.25 0.40 茎部欠損

59 11.75 1.05 0.75 0.15 0.40 茎部木質残 存

60 9.35 0.80 0.80 0.30 0.40 茎部欠損

61 9.00 1.25 0.40 0.25 0.30 茎部木質残 存

62 箆 被 尖 根 鏃 9.25 0.90 0.65 0.15 0.25 茎部欠損

63 7.05 1.20 1.00 0.50 0.55 〃

64 5.45 0.90 0.65 0.25 0.45 〃

65 6.15 1.00 0.60 0.20 0.40 〃

66 7.10 1.20 0.55 0.25 0.40

67 4.75 0.95 0.55 0.25 0.30 〃

68 尖 根 鏃 4.90. 1.00 0.45 刃部残存

69 箆 被 尖 根 鏃 6.30 0.95 0.70 0.20 0.35 茎部欠損

70 尖 根 鏃 3.95 1.10 1.00 0.20 0.40 刃部残存

71 3.85 0.75 0.20 〃

72 2.85 0.75 0.30

73 3.35 0.75 0.90 0.15 0.35

74 2.50 1.25 0.15

75 箆 被 尖 根 鏃 5.25 0.60 0.4 0.20 0.30 刃部欠損

76 8.90 0.75 0.55 0.25 0.30 刃部一部欠損

77 尖 根 鏃 6.00 1.05 0.50 刃 部残存

78 箆 被 尖 根 鏃 8.65 1.10 0.65 0.35 0.60 刃 部一部欠損

79 尖 根 鏃 4.35 0.95 0.20 刃 部残存

80 7.20 0.75 0.45 0.30 0.15 形 態不明

81 尖 根 鏃 3.70 0.80 0.35 刃 部残存

82 平 根 鏃 5.25 0.95 0.45 0.25 0.30 茎 部欠損

83 4.65 2.15 0.35

84 3.00 0.75 0.40 形 態不明
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(単位:cm)

番号 種 類 全 長( 残長) (刃) 幅( 柄) (刃) 厚 さ( 柄) 備 考

形 態不 明85 3.00 1.75 0.90

86 鉄 鏃 片 18.15 0.65 0.40 0.40 0.45 刃 部欠 損

87 10.80 0.65 0.45 0.35 0.45

88 9.40 0.60 0.35 0.45 0.35

89 10.65 0.95 0.50 0.35 0.30

90 9.90 0.45 0.35 0.25 0.35

91 8.80 0.55 0.40 0.30 0.30

92 9.00 0.50 0.50 0.30 0.35

93 7.25 0.75 0.65 0.35 0.40

94 6.35 0.50 0.35 0.30 0.30

95 6.55 0.60 0.40 0.30 0.15

96 7.65 0.70 0.45 0.65 0.45

97 7.80 0.60 0.45 0.40 0.45

0.4098 6.35 0.70 0.35 0.30

99 7.15 0.95 0.55 0.45 0.50

100 7.20 0.90 0.50 0.50 0.40

101 6.00 0.90 0.50 0.45 0.40

102 6.60 1.05 0.45 0.35 0.20

0.45103 4.75 0.55 0.35 0.35

104 2.75 1.10 0.35 0.40 0.25

105 鋲 2.55 0.55 0.50 断面 円形

106 3.40 0.80 0.50

107 釘 5.30 1.00 0.60 木質残存

108 4.75 0.95 0.50

109 6.20 0.90 0.55

4.80 0.80 0.60110

111 4.45 0.75 0.55

112 7.95 1.20 0.45

3.65 0.60 0.60113

114 3.25 0.65 0.55

115 3.05 1.20 0.40

116 3.00 0.95 0.40

117 3.75 0.90 0.45

118 3.20 1.45 0.40

1.05 0.40119 3.60

2.45 1.25 0.45120

121 2.85 1.35 0.50

3.20 0.90 0.40122
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第1章　片山4号墳の概況

1　 古墳の立地と調査前の状況

片山古墳群は、今治平野の西方に樹枝状に広がる日高丘陵の東北端に点在する。

本墳は、片山1号墳の所在する丘陵から東方に向けて下降する支丘陵の稜線上にあり、標

高約32mに立地する。片山4号墳の絶対的位置は、北緯132°58′ 48″、東経34°3′5″であり、

行政的な位置は、今治市大字片山548番地で字名は林上である。墳頂に立てば今治平野とそ

の周辺を一望でき、景観は良い。まず、北を望めば近見山丘陵、さらには燧灘、来島海峡、

大島を遠望でき、瀬戸内海における海上交通の主要ルートが展開する。東方には、蒼社川な

どによって形成された今治平野が開け、唐子台丘陵も望める。南側、西側は、周辺丘陵で視

界を遮ぎられ遠望できない。

墳丘は、それが古墳であると容易に推定される程の高まりをみせている。西側半分は農道

建設時に切断されており、頂部、裾部でも、墓地、竹林として近年まで利用されていた。

内部主体については、西側の切断斜面において石組みが露呈しており、横穴式石室の存在

が容易に推定された。墳丘の各所では石室構築材と思われる石材が散見できる。しかし、天

井構架部材と思われるような大きな石は認められず、既に持ち去られた可能性が強い。

本墳は、墳丘、内部主体とも上半については損壊しているとは言え、比較的良好な遺存状

態であると言えよう。

2　 墳丘構造（第3図）

墳形については，草木を伐採し実測を開始すると、古墳ではないかと疑問視させる程度、

墳丘傾斜面にコーナーの角ばる直線的な面が二面認められた。しかし、表土除去の後、石室

検出の段階に至って、石室主軸方位と直線上の面との関係が、通常の方墳の一辺中間に直交

して石室主軸をとるというあり方と異なることから、本墳が方墳であるとは考えられない。

結局、こうした墳形の曖味さは、後世の土地利用による掘削によって当初の墳形が相当改変

されたためであり、本来は整然とした円墳であったと推定するのが妥当であろう。

墳丘の規模については、周溝、列石といった墳丘を区画する施設は確認されておらず、断

定はできない。しかし、現状の墳丘において盛り上がりをみせる部分を計測するならば、約

17～19m を測る。墳丘の損壊を考慮しても、直径20m前後の墳丘と考えたい。

墳丘構造及び石室構造は、E-35°-N の方向に入れたトレンチの土層状態から観察され

る。
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第1図　片山4号墳周辺の遺跡分布図
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第2図　片山4号墳位置図
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墳丘は、まず、地山層のあり方から推定して、尾根稜線上の瘤状起部を利用して占地し、

地山掘り出しによって墳丘整形が行われている。さらに、瘤状起部の上位を削平した後、地

山を掘り窪めて平面形が長方形の墓壙とした状況が看取できる。既述のように、墳丘頂部は

遺存せず、詳細は不明であるが、茶褐色土層と黒灰色土層の互層が墓壙の掘方以上でも確認

されており、墳丘上半は盛土による築成である。

石室の構築は、長辺約7.0m、短辺約4.2m、深さ約2.0mの墓壙に、まず、比較的大きな

平石が立て置かれており、この段階で築造時の墳丘表土層と考えられる暗茶褐色土層が充塡

され、叩き締められている。ここで床面プランと開口方位が決定されている。尚、石室床面

は、標高29．5　m地点であり、既に述べた墳丘盛りあがり開始地点の標高とほぼ合致する。石

室基底部構築以後は、墓壙掘削時の排土と考えられる茶褐色土層の間に、約30cmおきに黒灰

色土層を交互に配している。Ⅲ層～Ⅴ層とも堅固であり、石室の崩壊防止に有効な築成工法

がとられていることも観察された。

ここであえて墳丘の高さを求めてみる。墳丘裾端部を標高約30.0mとし、最も遺存の良い

東側壁最上部に天井石及び盛土を想定した場合、3.0mと推定される。

以上のように、本墳は、標高30.0m地点に造営された、直径20.0　m、高さ3.0mを測る円

墳であると考えている。

3　 石室構造（第4図）

石室は、墳丘の推定中心より北寄りに、玄室のほぼ中央部を据えて企画されている。石室

は、羨道部が玄室床面よりも高くなる横穴式石室で、石室の主軸は、N-35°-Wを指向し、

南側に開口する。石室は各所において後世の攪乱を受けており、天井部、各壁上部及び羨道

部の遺存状態は悪い。当初、前庭部も存在したであろうが、現況では墳丘自体が大きく削手

されており、知るすべもない。

石室平面形については、玄室入口の東側壁で袖石を意図したかと思われる石が認められる

とはいえ、羨道部遺存の石組みが玄室両側壁の延長上に続くことなどから、無袖型と考えら

れる。

石室の規模については、玄室長が、東側壁部で4.30m、西側壁部で4.36m、幅は、奥壁部

で1 .57m、玄室中間部で1.50m、玄室入口部で1.33m をそれぞれ測る。高さは、玄定入口部

で0.70mを計測し得るのみで、その他は不明である。しかし、東側壁の最も遺存状態の良好

な箇所で1.40m を測り、これを最上部と考えれば、玄室高約1.50m が推定される。玄室の床

面は玄室入口から奥壁に向って僅かに傾斜しているとはいえほぼ水平である。羨道の石組み

はほとんど遺存しないが、地山の掘り窪められた所まで石組みがなされていたとしても2.20

mと玄室に比べて短かい。石室の閉塞は、遺物の出土状況から推定して、玄定入口部で行わ
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第3図　片山4号墳墳丘実測図
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第4図　片山4号墳石室実測図
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れたものと思われる。

石組みは、奥壁、両側壁と

もに横長の平石を立てて基底

とし、以上は川原石と割石を

横口ないし小口積みで持送り

ながら構築されている。東側

壁で7 段まで確認されており、

持送りは3段目から始まり、

基底石から石室主軸側に32cm

せり出している。玄室入口部

の石組みでは、基底となる平

石は立てておらず、川原石、

割石の横口ないし小口積みが

施されているが、東側壁寄り

では乱石積みとなる。尚、石

材はほとんどが花崗岩である。

玄室床面においては、全面

にわたって敷石が施されてお

り、石材は、握りこぶし大の

川原石である。敷設の状況は、

比較的大きな石を壁の直下及

び玄室の中間に配し、小石を

充塡している。特に、奥壁付

近における大きな石の配置は、

棺床区を意図したものであろ

う。玄室床面には敷石の他、

側壁及び天井部の欠落した石

材とは、明らかに区別される、

床面直上にすわる石材がある。

これらの石は、配置こそ不揃

いであるが、棺台に利用され

た石材と推定される。

第5図　片山4号墳石室敷石平面図
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4　 遺物の出土状況 （第6図）

石室の床面及び副葬遺物等の遺存状況については、石室の上半が既に大きく損なわれてい

るにもかかわらず良好であった。石室内には、頑固な暗褐色土層と黒灰色土層の互層が埋積

している。これは、墳丘の盛土が陥没したものであり、かえってこのことが、床面の保存に

は条件に恵まれていたと考えられる。

本古墳石室内出土の遺物は、人骨、須恵器、鉄器類（農工具、武器、馬具、その他）、装

身具類（耳環、玉類）があり、その量も豊富である。出土須恵器においても時期的な幅がか

なり認められ、数次にわたって追葬が行われたことは一目瞭然である。しかし、被葬者につ

いては、人骨の風化が著しく、それが人骨であると判断できる程度の遺存状態で、その部位

すらも不明であり、頭位、性別、人数についても不明とせざるを得ない。人骨の集中的に検

出される付近においては、木棺の痕跡にも充分に注意し、特に念入りな精査をしたが、確認

し得なかった。少数ながら大小の鉄釘が出土しており、被葬者が木棺に安置されたことは容

易に推定される。只、すべての被葬者が木棺に安置されたか否かは、鉄釘の出土量からも疑

問視されよう。

出土総数87個体以上を数える須恵器についてみるならば約65％にあたる57個体が奥壁部床

面に山積みされた状態に集められている。時期差のあるものが混在しており、この状況は、

数次にわたる追葬の過程で行われた、所謂、カタヅケによるものである。玄室の入口部に近

い西側壁沿いでは、床面の15～20cm上位から、東側壁部で12個体、西側壁部で10個体がグル

ープとなって検出されている。さらに、その下方からは、床面直上に安値されたグループも

確認されている。上下の土器においては、明確な時期差が認められる。このことは、本古墳

の玄室入口部付近においては、床面直上に一群の土器が副葬された後、土砂が堆積し、その

上に新しい一群の土器が副葬されるといった埋葬の過程を物語るものである。

玄室入口部では、石積みの間に倒れかかる様に高坏が検出されている。また、羨道部にお

いては、坏が地山直上に据え置かれた状態で検出されている。これらの須恵器は、石室の閉

塞時ないし、それ以後に行われた祭祀に用いられた土器であろう。

鉄器の場合も、須恵器の場合とほぼ同様で、その大半は、奥壁部の須恵器とともに混在す

る形で集められている。奥壁部付近では、鋤、鎌、斧、鏧、刀子といった農工具類がまとま

って出土する他、東側壁寄りの隅では、尖根式鉄鏃が集中して検出された。

馬具は3組の轡が出土しているが、2組については断片となって散見される。これは、カ

タヅケが行われる以前の被葬者に副葬された品々と考えられる。西側壁直下の奧壁寄りにお

いては、壁面に沿い、切先を玄室入口部の方向に向けて、直刀一振が検出されている。

玄室入口部の東側壁よりの隅では、轡、斧、鋤片がまとまって検出されている。

装身具類は、耳環が床面から遊離し、散在した状態で出土している。同巧同大のもので組
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第6図　片山4号墳石室内遺物出土状況図
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をなすと考えられるものでもかなり離れた地点から出土している。玉類については、奥壁部

の周辺においてそのすべてが検出されており、玄室の入口部付近では全く検出されていない。

5　 出土遺物の観察

（1）須恵器（第7図～第14図）

本古墳から検出された須恵器の総数は、推定も含めて87個体以上を数え豊富である。その

ほとんどが完形を保っており遺存は良好である。しかし、既に断片となって欠損が著しいも

のもあるが、これらについては、石室外への散逸が考えられる。

実測図の土器番号は、便宜上遺物出土状況図、須恵器観察表の番号と統一を計っている。

ア　蓋 坏

総計51個体出土している。その内訳は、坏蓋25点、坏身26点である。

坏蓋については、大部分がその器表に稜をもたず、椀状に丸味を帯び、口縁端部も丸くお

さめられている。しかし、中には、1、2、3、5のように弱い稜ないし凹線によって天井

部と口縁部が区別されているものや、3、8、20、22のように端部が内傾して段をなすもの

も認められている。口径が10cm前後で、天井部が深く丸いものには、短頸壺とセットをなす

ものもあるかも知れない。47とセットをなす46には、乳頭状のつまみが貼付され、内面には

短いかえりが認められる。坏身は、たちあがりをもつものが、23～44、49、51と大部分を占

めるが、45、47のようちたちあがりのないものもある。たちあがりは、外反気味に比較的長

く内傾するものと、短く内傾するものの2 者に大別される。底部は、深く丸いものもいくつ

かあるが、ほとんどが、浅く平らである。坏蓋と坏身が合致して出土した例には、48、49と

50、51の組み合せがある。

イ　高 坏

すべて無蓋のものである。52は、脚基部が比較的太く、短脚の1段透孔のものである。カ

キ目調整ののこる脚はすでに長大化の兆しをみせている。53は、脚部が器高の3分の1を占

める長脚1段透孔高坏である。坏部は口径8.9cmと小さい。坏部中位に稜が巡り、その直下

には烈点文が配されている。56は、長脚2段透孔高坏である。坏部は偏平で、中位と下位に

断面三角形状の鋭い稜が巡り、その間には粗雑な波状文が巡る。脚は基部が細く、中位の2

条の凹線を境に、上下に長方形状の透孔が穿たれている。出土高坏のなかで最大を測る器高

16.6cmである。54、55、57～59は、脚部の長短に差異があるとはいえ、ほぼ同様のラッパ状

を呈す。54、55、57においては、坏部の中位に凹線が1 条巡り、54の脚では中位に2条、55、
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57では1条の凹線が巡る。54、57、59は焼成軟である。60、61は破片であるが、これらを加

えると出土総数は10個体以上となる。

ウ 短 頸 壺

総計7個体を検出している。その内、62、63と64、65はセットで出土している。口頸部の

たちあがる部分において、緩やかに湾曲するものと、比較的鋭く屈曲してたちあがるものと

がある。また、口縁端部においては、端面の平坦なものと丸いものが認められる。形態は、 

70を除いてほぼ同様であり、大きな違いは見られない。しいて言えば、69が体部最大径をと

る箇所では1 条の凹線が巡り、他のものとは若干異なる。63は、焼成以前に歪んだ製品であ

る。70は、口頸部が外反しながら上外方にのび、端面は丸くおさめられている。体部は肩の

上位に最大径をとり、底部は尖り気味である。調整は、体部にカキ目調整が施され、底部に

は回転ヘラ削りが施される。

エ 平 瓶

71は、丸味を帯び均整のとれた体部上部の片隅に、内湾しながら開き気味に上外方にのび

る口頸部が貼付されている。72は、上位で肩が張る偏平な体部を呈し、口頸部も細く、たち

あがり気味となる。胎土・焼成は72が優るとはいえ、底部の回転ヘラ削り調整など71の方が

全体的に丁寧な造りとなっている。

オ 椀

台付のものと無台のものの2 者が、各1 個体出土している。73は、台付椀である。口縁は

内傾気味にたちあがり、端部は尖り気味に丸くおさめられている。体部上位と台の中位にそ

れぞれ1 条の凹線が巡る。74は、無台の椀で、焼成前に大きく歪んでいる。体部のほぼ中位

に2 条の凹線が巡る。

カ 提 瓶

3個体出土している。75は、体部片面が平坦で、口縁部が短く上外方にのび、肩部に貼り

付けられた把手は環状を呈す。76は、体部の両面が丸味を帯び、鉤状の把手が貼付される。

口縁は欠失している。77は、器高12．1cmの小型製品で、尖り気味の体部両面にはカキ目調整

が施されている。口縁は短く上外方に開き、肩には鉤状の把手が付される。全体的に厚手で

粗雑な造りとなっている。

キ ＊

78は、口頸部が比較的太い頸基部から僅かに外反しながら上外方にのび、屈曲して端部に
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至る。屈曲点の外面に凸線が巡り、口縁端面に平坦である。体部は球状を呈し、上位に孔か

穿たれる。体部の中位に凹線状のものが2条認められるが、明確ではない。底部は、体部下

半の回転ヘラ削りにより若干平坦である。79は、78に比べて口頸部が発達している。口頸部

は細くくびれた基部から上外方にのびた後、屈曲して端部に至る。屈曲点外面で凸線が巡り、

端面は凹状を呈す。頸部上半及び口縁部には波状文が施される。体部は、最大径をやや上位

にとる偏平球状を呈し、肩の張る箇所に孔が穿たれる。穿孔の直上には2条の凹線が巡り、

その下方には列点文が配されている。体部下半はカキ目調整である。

ク 鉢

1点だけ出土している。体部は内湾気味に上外方にのびた後、大きく内湾・内傾して口縁

端部に至る。端面は、若干の凹状を呈すとはいえ、ほぼ平坦である。底部は、尖り気味に回

転ヘラ削りが施される。他は回転ナデ調整による。全体的に丁寧な造りとなっている。

ケ 壺

84、85は広口壺で、86、87は、台付有蓋直口壺とその蓋である。84は口縁部で外反してた

ちあがり、口縁端部付近で湾曲して外傾する。端部は丸くおさめられている。肩部は、下外

方に張り出し気味に下り、丸い底へと至る。体部最大径は器高のほぼ中位をとる。口縁部及

び体部上半にはカキ目調整が施されており、その下半は回転ヘラ削りとなる。85は、84とほ

ぼ同様であるが、口縁部の形態と肩の張り具合が異っている。口縁部は、84よりも大きく外

反しながら開き気味にたちあがり、端部へと至る。端面は、若干凹状を呈すとは言えほぼ平

らな面をなしている。端部のすぐ下位に、稜が下外方に向ってつままれている。口縁部の中

位には、2条の凹線が巡っている。肩部は、84と比較して鋭く張り出している。86と87はセ 

ットである。86は、比較的平らで浅い天井部中央に、中心の窪んだ偏平なつまみを付してい

る。天井部と口縁部は稜によって画され、内湾気味に下方にくだる。端部は内傾する段をな

す。天井部では、2条の凹線をはさんで列点文が施されている。87は、有蓋直口壺に2段透

孔の台を貼付している。外傾した口頸部は水平方向に短く突出した受部をなしている。たち

あがり部は内傾気味に上方にのび端部に至る。口頸部の中位に1条の凹線が巡り、上半には

波状文が施されている。口頸部で屈曲して緩やかに内湾して下る体部は、その最大径を中位

よりもやや上方にとる。体部最大径を測るところに2条の凹線が巡り、さらにその上方にも

2条の凹線が巡る。それらの凹線を狭んで列点文が施されている。体部下半は、回転ヘラ削

りである。脚部は外反しながら下方にくだり、内湾気味に張り出し端部に至る。端面は僅か

に段をなす。脚部の中位に2条の凹線が巡り、その上下に長方形状の2段透孔が3方から穿

たれている。透孔の下段とその下位の凹線を挟んで脚裾部では、波状文が施されている。86、 

87とも胎土中に0.3～0.8mm大の白砂粒を含み他の須恵器と比較し、際立って粗雑である。
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第7図　片山4号墳出土須恵器実測図1
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第8図　片山4号墳出土須恵器実測図2
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第9図　片山4号墳出土須恵器実測図3
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第10図　片山4号墳出土須恵器実測図4
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第11図　片山4号墳出土須恵器実測図5
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第12図　片山4号墳出土須恵器実測図6
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第13図　片山4号墳出土須恵器実測図7
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第14図　片山4号墳出土須恵器実測図8
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第15図　片山4号墳出土須恵器実測図9
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第1表　片山4号墳出土須恵器観察表

(単位：cm)

番号 器　　 種 法　　　　 量 形　 態　 的、 手　 法　 的　 特　 徴 備　　　　　　 考

焼成・良

口縁部は内湾 して下方に下 がり、 さらに湾曲 して端 部 胎土・ 密
1

に至る。器高 中位に凹線 が巡 る。 色調・ 内、 暗灰色

口径　　　　13 ．5

坏　　 蓋 稜径　　　　12 ．9

器 高　　 高　3 ．9
外、 暗灰緑色

焼成・良 好、堅緻

口縁部はほぼ垂直に下がり、端部は内傾する面をもつ。胎土・やや 密
2

口径　　　　14 ．2

坏　　 蓋 稜径　　　　13 ．7
天井 部は丸 く、 器高中位 に弱い 稜が巡る。 色調・内、灰 青色

器高　　　　5 ．1
外、 暗灰 青色

焼成・良
口径　　　　　13．8

3
口縁部は直下 に下 がり、端面 は段 をなす。天井部 は丸 胎土・やや 密

く、 器高中位 に口縁部と、天井 部を画する凹線が巡 る。色調・内、淡灰 緑色
坏　　 蓋 稜径　　　　13 ．6

器高　　　　4 ．9
外、暗灰 色

焼成・やや軟
口径　　　　　12．3 丸い天井か ら、緩や かに内湾、下 降した後、屈曲 して

4 坏　　 蓋
器高　　　　4

胎土・濃密
．8 端 部に至る。端 部は丸い。天井 部に凹凸が認め られる。

色調・内外、淡灰 色

口径　　　　11 ．7

5
天井 部は平坦であ る。器高中位の 凹線 から下方 に下 が

り、 端部は丸い。
坏　　 蓋 稜径　　　　10 ．8

器高　　　　3 ．5

焼成・良

胎土・密

色調・内外、灰 色

焼成・良
口径　　　　　9 ．8

6 坏　　 蓋 口縁 部は丸 くお さめられてい る。 天井 部は丸く高い。 胎土・密
器高　　　　3 ．9

色調・内外、 暗灰 青色

焼成・やや軟

口径　　　　　15．2 口縁部は、平 らな天井 部か ら内湾、屈 曲して下外方 に 胎土・密
7 坏　　 蓋

器高　　　　4 ．3 下 がり、端面 は丸 くおさめ られてい る。 色調・内、 白灰 色

外、暗灰 色

焼成・良好
口径　　　　　14．6 天井 部は平坦であ り、 口縁部付近 でほぼ 垂直に下が る。

8 坏 蓋 胎土・やや密
器高　　　　4 ．0 端面 は、内傾す る段 をなす。

色調・内外、 暗灰 青色

焼成・良
口径　　　　　13．3

9 坏　　 蓋 天井 部は丸 く、緩や かに下方 に内湾 して端部に至 る。 胎土・密
器高　　　　4 ．6

色調・内外、淡灰 色

焼成・良好

口径　　　　　14．0 平らな天井部から大きく内湾して、端部付近ではほぼ 胎土・密
10 坏　　 蓋

器高　　　　3 ．7 垂 直に下が る。 色調・内、灰緑 色

外、黒灰 色

焼成・良好
口径　　　　　11．6 丸い天井部か ら緩や かに内湾、下 降した後、端部は 直

11 坏 蓋 胎土・密
器高　　　　4 ．0 下 に屈曲して下 がり、端面は丸い。

色調・内外、淡灰 色

焼成・良好

口径　　　　　12．5 平らな天井部から内湾気味に下がり、口縁端部付近で 胎土・やや密
12 坏　　 蓋

器高　　　　4 ．5 外反 気味にのび る。 端部は尖 り気 味である。 色調・内、灰紫 色

外、淡灰 色

焼成・良好

口径　　　　　10．7 口縁部は内湾 内傾して下 がり、端 部は丸い。天井 部は 胎土・やや密
13 坏　　 蓋

器高　　　　3 ．8 比較的丸い。 色調・内、暗灰 青緑色

外、暗灰 青緑色
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（単位：cm）

番号 器 種 法 量 形 態 的、手 法 的 特 徴 備 考

14 坏 蓋
口径　　　　　12．7 口縁端部は、下外方にまっすぐのび、天井部も低く平

器高　　　　3 ．5 坦 に近 い。

15 坏 蓋
口径　　　　　11．1 比較的偏平な天井部から、内湾気味に下がる口縁端部

器高　　　　3 ．3 は、 丸くおさめ られている。

口径　　　　　10．6
坏 蓋 口縁部は、内湾 して下方に下が り、端 部は丸い。16

器高　　　　3 ．6

焼成 ・良

胎土 ・密

色調 ・内外、暗灰 青色

焼成 ・良好

胎土 ・密

色調・内外、淡灰 色

焼 成・良好

胎土・やや密

色調・内 外、

暗灰 青緑色

焼成・良好
口径　　　　　14．3 口縁部は、内湾 して下方に下 がり、 端部は丸い。天井

胎土・密17 坏　　 蓋
器高　　　　4 ．3 部は内湾気味 に丸い。

色調・内外、灰 青色

焼成・軟
口径　　　　　13．3 口縁部は下外 方に下がり、端 部は丸い。天井部 は段 を

坏 蓋 胎土・やや粗18
器高　　　　4 ．6 なしてい る。

色調・内外、白灰褐色

焼成・良
口径　　　　　10．3 口縁部 は直下 に下がり、端 部は尖り気味であ る。 天井

19 坏 蓋 胎土・濃 密
器高　　　　3 ．9 部は丸い。

色調・内 外、 灰色

焼成・良好

口径　　　　　10．6 天井部 は尖 り気味であ る。 口縁部は、緩や かに下外方
坏 蓋 胎土・やや 密20

器高　　　　3 ．8 へ下 がっ た後 、端部 におい て内傾する段 をなす。
色調・ 内外、灰色

焼成 ・良　　 胎土・密

口径　　　　　12．7 直立気 味に下がった 口縁 の端 部は丸い。天井 部は段を
色調 ・内、淡灰色

21 坏 蓋
器高　　　　4 ．7 なす。

坏 蓋

外、灰色

天井 部から下外方 にのび た後 、大 きく内湾 して南下に 焼成 ・良 好

下 がる口縁部は、端 部付近 で外反気味 となる。端面は、 胎土 ・密22
口径　　　　　13．2

器高　　　　3 ．9
内傾 する段をなす。 色調・内外、灰青 色

23 坏 身

焼成・やや軟

胎土・やや密

色調・内、 白灰 色

外、暗灰 色

口径　　　　　13．2

受 部径　　　15 ．4 たちあがりは内傾 し、 受け部は短 く鋭い。 底部は比較

たちあがり高 1 ．0 的平 坦であ る。

器高　　　　4 ．2

口径　　　　　12．4
焼成・良好

24 坏 身
受 部径　　　15 ．6 たちあがり部 はほぼ 直立し、端 部は薄くつ ままれてい

たちあがり高 1 ．1 る。受け部 は比較 的長く、上外 方へのびる。
胎土・密

色調・内外、 暗灰色
器高　　　　4 ．4

口径12 ．　　12 ．7
焼成・良好

25 坏 身
受部径　　　15 ．2 たちあが りは、 内湾、内傾 し、受 け部は外方 にの びる。

たちあが り高 0 ．9 底部は丸い。
胎土・密

色調・内 外、暗灰色

器高　　　　4 ．4

口径　　　　　11．0 焼成・良 好

受部径　　　13 ．0 たちあが りは、外反、内傾 し、受け部は短 く上 外方に 胎土・やや 粗

26 坏 身
色調・内 、灰黒青色たちあ がり高 0．9 のび る。 底部は丸いが浅い。

器高　　　　4 ．0

口径　　　　　11．0

外 、灰黒色

焼成 ・良 好

受部径　　　13 ．0 た ちあ がりは、内傾 した後 、屈曲して上方 にのび、端 胎土 ・や や粗

27 坏　　 身
色調 ・内、暗灰紫色

外、暗灰色

た ちあ がり高 0 ．9 部 は鋭い。 受け部は外 方へ短 くのび る。

器高　　　　3 ．5

28 坏 身 口径　　　　　12．1
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受部径　　　14 ．5 たちあが りは、 内傾気味に上方 にのび、端部は比較的 焼 成・良

28 坏　　 身 胎土 ・密たちあがり高 0．9 鋭い。受け部 は上 外方に薄くのび ている。

器高　　　　3 ．7

口径　　　　　12．3
たちあがりは、外反 して上方にのび た後、 内湾 気味に

29 坏 身
受 部径　　　14 ．3

たちあがり高 0．9

色調・内外、暗灰褐色

焼成 ・良

胎土・ 密

色調・内 、灰青色
内傾し、端部は丸 くお さめられてい る。受 け部は上外

方 にのびる。底部 は丸 く深い。
器高　　　　4 ．9 ・外、 暗灰色

口径　　　　　12．3
たちあがりは、外反 して上 方にのびた後、内湾、 内傾 焼成・良

受 部径　　　14 ．6
30 坏 身 し、端 部に至る。受け 部は上外方にのび る。底 部は窪 胎土・密

たちあがり高 0．8
んでお り平 坦である。 色調・内外、 暗灰 青色

31 坏 身

焼成・良

胎土・密

色調・内外、淡灰 色

32 坏　　 身

焼成・良好、堅緻

胎土・やや粗

色調・内外、暗灰 青色

焼 成・良 好

33 坏　　 身 胎土 ・やや 密

色調 ・内外、灰色

器高　　　　3 ．1

口径　　　　　12．1

受部径　　　14 ．5 たちあが りは、内傾し て上外 方にのび、受け部 は上外

たちあが り高 0．4 方にのび、 端部は丸い。

器高　　　　4 ．3

口径　　　　　12．4

受部径　　　14 ．7 たちあが りは、 外反気味に内傾 し、受 け部は外方へ と

たちあがり高 0．4 のびる。

器高　　　　4 ．3

口径　　　　　12．0

受 部径　　　14 ．5 たちあがりは、 内傾 して上外方 にのび、受 け部は外方

たちあがり高 1．0 へとのびる。底部 は丸く深い。

器高　　　　5 ．2

口径　　　　　12．6 焼成・良 好、 堅緻
たちあがりは、内傾 して上 外方へのびた後、屈 曲して

胎土・やや 密
34 坏 身

受部径　　　15 ．0

た ちあ がり高 0．9 色調・内、灰 青色
上 方へ短 くのびる。受け 部は上 方へのび る。 底部は平

らとなる。
・外、灰 色

35 坏 身

焼成・良

胎土・密

色調・内外、灰 青色

器高　　　　4 ．7

口径　　　　　12．0

受部径　　　15 ．0 外反、内傾 するたちあが りは、端 部を丸くおさめ てい

たちあが り高 1．2 る。受け部 は上 外方にのび る。

器高　　　　4 ．7

口径　　　　　12．4 焼成・良好、堅緻

受部径　　　14 ．8 内傾して、ほぼ まっすぐにのび るたちあがりは、端部 胎土・やや密
36 坏　　 身

たちあが り高 1．2 が丸い とはい え、 薄く鋭い。底 部は丸く深い。 色調・内、灰青色

・外、灰色器高　　　　4 ．9

口径　　　　　11．2
焼成 ・軟

37 坏 身
受 部径　　　13 ．4 外反、内傾するたちあがりは短い。受け部は、外方に

たちあがり高 0．5 のび底 部は尖り気味 に丸く浅い。
胎土・ 密

色調・ 内外、白灰色
器高　　　　3 ．9

口径　　　　　10．2 焼成・良 好

受部径　　　12 ．5 たちあ がりは、太く短 く内傾し、端部の丸い受 け部は 胎土・ 密
38 坏　　 身

色調・内、 暗灰青色たちあが り高 0．6 上外方 にのびる。底部 は浅 い。

器高　　　　3 ．2 ・外、灰色

39 坏 身

焼成・良好

胎土・やや密

色調・内外、暗灰 青色

口径　　　　　9 ．1

受部径　　　11 ．1 短 く内傾す るたちあが りは、端 部が比較的鋭い。受 け

たちあがり高 0．5 部も薄く鋭 く、 外方にのび てい る。

器高　　　　3 ．2

口径　　　　　10．7
40 坏 身

受 部径　　　12 ．4 内湾 気味に短 くたちあがり、受け部 は上 外方に まっす 焼 成・良

　228　



（単位 ：cm）

番 号 器 種 法 量 形 態 的、手 法 的 特 徴 備 考

40 坏　　 身
たちあが り高 0 ．2 ぐのび る。 底部は平 らであ る。

器高　　　　3 ．5

胎土・やや 密

色調・ 内外、淡灰色

焼成・良 好、堅緻
口径　　　　　9 ．8

胎土 ・やや 密

色調 ・内、淡灰色
41 坏 身

外、淡灰色

受部径　　　11 ．6 た ちあがりは、短 く内傾 、内湾してのび、受 け部は上

た ちあ がり高 0 ．4 外 方にのびる。底部 は丸い。

器高　　　　3 ．8
緑色 自然 釉

焼 成・良好、堅緻

坏　　 身
胎土・やや密

たちあがりは、短 く内傾し、底部 は丸い。42
色調・内外、淡灰 色

外、緑 色自然釉

焼成・良好
たちあがりは 内傾し、内湾気味 にの びるが、比較的短

43 坏　　 身

胎土・やや粗

色調・内外、淡灰 色
い 。端部は丸い。 受け部は短 く上外 方にのびる。底 部

は僅かに突出 し平 らであ る。

口径　　　　　　9．8

受 部径　　　10 ．7

たちあが り高 0 ．2

器高　　　　3 ．4

口径　　　　　　9．8

受 部径　　　11 ．5

たちあがり高 0 ．4

器高　　　　4 ．1 外、緑 色自然釉

焼成・軟
口径　　　　　9 ．2 たちあが りは、短 く内傾 し、端 部は鋭い。受け部 は上

44 坏　　 身

胎土・やや 密

色調・内、 暗灰色
受部径　　　11．0 外方にのび、 丸くおさめ られている。底部は浅 く平 ら

器高　　　　2 ．9 である。
外、 白灰色

坏

口径　　　　　11．6

身 器高　　　　4．2

焼成・不良

口緑は上外 方にのび、端 部は古い。底部は平坦 である。胎土・やや 粗45

色調・内外 、暗灰青色

焼成・良好

乳頭状のつ まみが付さ れる。 天井部は平坦 である。 口 胎土・密

46
縁部 において、内面に短 い反 りが認め られる。 色調・ 内、 暗灰青色

外、暗灰色

口径　　　　　10．2

器高　　　　2 ．7

坏　　 蓋 つ まみ径　　1 ．2

つ まみ高　　0 ．6

か えり　　　　0．4

坏　　 身

焼成 ・良 好

口縁 は上 外方にのび、端 部は丸い。底 部は平 坦である。 胎土 ・密

47

口径　　　　　9 ．2

器高　　　　3 ．4
色 調・内外、暗灰青 色

焼 成・軟
口径　　　　　15．0 丸い 天井 部か ら緩や かに内湾して下 がり、端 部は内傾

胎土 ・密
48 坏　　 蓋

器高　　　　5 ．0 す る面 をなす。
色調・内外、暗 白灰 色

49 坏 身

焼 成・やや軟

胎土・密

色調・内外，暗 白灰 色

受 部径 口径　12 ．6

受 部径　　　15 ．3 たちあがりは、外反気 味に内傾し、受 け部は上外方へ

た ちあがり高 1 ．0 のびる。底部 は比較 的深い。

器 高　　　　4 ．9

50 坏　　 蓋
口径　　　　　13．6 口縁部は、ほぼ垂直に下がって内傾し、端部に至る。

器高　　　　4 ．5 天井 部は平 らであ る。

焼成・良好、堅 緻

胎土・密

色調・内外、灰 青色

口径　　　　　12．3
たちあが りは内傾 してのび、端 部は鋭い。受け 部は、 焼成・良好、堅 緻

断面に角形の鋭 いものが上外方 にのびる。底部 は平 ら 胎土・密51 不　　身
受 部径　　　1 ．1

たちあがり高 14．6
で3 分の4 が回転ヘラ削 りか らなる。 色調・内外、灰 青色

焼成・良好

胎土・密

52 坏　　 身
色調・内、灰 色

外、灰 色

器高　　　　4 ．6

口径　　　　　13．5 坏部は、上外 方にのびた後、若干 内湾してたちあ がる。

器高　　　　9 ．4 端部は丸い。2 ヶ所の段を有 す。 内面一部不整 方向 ナ

基部径　　　4 ．1 デ、他は 回転ナデ調整。脚部 は太めの頸部から、下 外

脚部高　　　5 ．2 方に下が り、下 位で外反し、内湾気 味にふくら んだ後 、

脚底径　　　9 ．0 端部に至 る。端 部は、上外方 につ き出し、端面 は丸味
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番 号 器 種 法 量 備 考形 態 的、 手 法 的 特 徴

をおび るが平 たい。三方 に長方形1 段のスカ シ孔 を有

53 高

す。マギアゲ、ミズビキ。坏部下半回転ヘラ削り。脚

部ハ リツケ、 カキ目後回 転ナデ。

坏部は、上外方にのびた後、屈曲してたちあがり、端

部に至 る。 坏部中位に稜 がめ ぐり、端部は丸い。 稜直

下に刺突による文様帯がめぐる。脚部はゆるやかに外

反し、ラッパ状を呈す。端面は平坦で外傾する。三方

口径　　　　　　8．9

器高　　　　12 ．4

坏 基部径　　　3 ．1

脚部高　　　8 ．6

焼成・良好、堅 緻

胎土・密

色調・内外、暗 灰青色
に長方形の透しを有す。マキアゲ、ミズビキ、脚部ハ

脚底径　　　8 ．1
リツケ。

坏部は、基 部から内湾しな がら上外方にのび、端 部は

54 高

口径　　　　　12．9 丸い。体部 中位 に凹線1 条 がめぐる。脚部は、基 部か 焼成・軟

坏 器高　　　　9 ．9 らゆるやか に外反 しなが ら屈 曲して開き、端部 は上下 胎土・やや粗

基部径　　　3 ．0 と もに鋭い。 中位 に2 条の凹 線を有す。マキアゲ、 ミ 色調・内外、 白灰褐色

ズビキ脚部ハリツケ。回転ナデ調整。

坏部は、外 にの びた後、屈曲 して上 外方にたちあ がり、
口径　　　　　10．0

器高　　　　7 ．2

55 基部径　　　2 ．7

焼成・良好、堅 緻

胎土・濃密

色調・内、淡灰 色

端 部は丸 くお さめられてい る。屈 曲部外面に沈線 を有

す。 脚部は、外下 方に外反し ながら下がり、下方で屈

曲し端部に至 る。 端部は断面三 角形 を呈し鋭い。脚 中
脚部高　　　4 ．2 緑色 自然釉

位に沈線がめぐる。マキアゲ、ミズビキ。坏部下半回
脚底径　　　7 ．3 外、淡灰 色

転ヘ ラ削り。脚 部ハリツケ。

坏部は、 まっす ぐ外方にのび た後、 若干屈曲して上外

方にのび、さ らに内湾気味に たちあ かつて端部に至 る。

屈 曲する2 ヶ所 において稜がめ ぐる。 稜の間には、波 焼 成・良好・堅 緻

状 の文様がめぐ る。 脚部は下外方 に外反 し、端部の近 胎土・密
56 高

色調・内、黒灰 色

外、暗灰 色

口径　　　　　12．8

器高　　　　16 ．6

坏 基 部径　　　3 ．6

脚 部高　　　13 ．0

脚底径　　　11 ．5

くで屈曲する。端 部は、下外方 につ き出し、端面は内

傾 する。脚部中位 に2 条の凹線がめ ぐり、それをは さ

んで上 下の2 段 に長方形の透しが 配されている。外面

は、 カキ目調整後 ナデ。

口径　　　　　12．8 焼成 ・軟
坏部 は、上外方に内湾 気味に外傾 し、端 部は丸い。中

胎土 ・や や粗

57 高 色調 ・内、白灰色

器高　　　　9 ．8

坏 基部径　　　2 ．9

脚部高　　　5 ．6 外、白灰色

位 に凹線を有す。脚 部は、僅かに外反 しながら下外方

に下 がり、ラッパ状 に開く。端部は断面三 角形を呈し、

鋭い 。
反 転実測脚底径　　　10 ．7

口径　　　　　11．7 坏部 は、 外傾して上外 方にのびた後、 中位 で内湾しな

器高　　　　7 ．9 か らたちあがり、端 部は丸い。脚部は、基 部は細く、 焼成・良好

58 高 坏 基部径　　　2 ．6 短 く下 外方に下が り、屈 曲して端部 に至 る。端 部は鋭 胎土・やや寝

脚部 高　　　3 ．6 い。マキアゲ、ミズビキ後、脚部ハリツケ。回転ナデ 色調・内外、暗 白灰 色

脚底径　　　9 ．0 デ調整。

口径　　　　　12．8 坏部は、上 外方に緩や かに内湾外傾し、上位 で短 くた
焼成 ・軟

器高　　　　9 ．7 ちあが る。 端部は丸い。 脚部は、細い基 部から外反し
胎土 ・やや 粗

59 高 坏 基部径　　　2 ．5 なが ら下 がり、ラッパ状 を呈す。中位に 凹線 がめぐる。
色調 ・内、白灰色

脚部高　　　6 ．0 端部は若干凹状を呈す。マキアゲ、ミズビキ。脚部八
外、白灰色

脚底径　　　9 ．3 リツケ。 他はナデ調整。

高坏坏 部である。外方 にの びた後、緩やか に内湾 し、 焼成・良 好、堅緻

口径　　　　　13．6 たちあ がる。 口縁端部 は丸くおさめら れる。坏 中位と 胎土・ 濃密
60 高 坏

残 存高　　　4 ．0 その下方 において、断面三 角形の鋭い稜が認め られる。色調・内、 黒灰色

外、 暗灰色

高
61

坏 残 存高　　　5 ．4 緩やか に下 外方に下が り、端 部は面をなす。長 方形の 焼成・良好、 堅緻

（脚） 脚底径　　　17 ．9 透しが穿 たれ、その下位 に沈線が1 条めぐ る。 胎土・濃 密
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（単位：cm）

番号 器 種 法 量 形 態 的、 手 法 的 特 徴 備 考

色調・内、暗灰 色

外、灰 青色

焼成・良好

口径　　　　　10．2 天井部か ら緩や かに外方 に下 がった後、さ らに屈 曲し 貽土・密
62 蓋

器高　　　　3 ．9 て下方に下 がる。端部に は内傾 する面を もつ。 色調・内、 暗灰 青色

外、灰 青色

口径　　　　　7 ．1
偏平球状の体 部に直立し て口縁 部がのびる。端面 は僅 焼成・良好

器高　　　　8 ．6
部は平坦 である。全体的に歪 んでい 胎土・密63 短頸壺

頸部高　　　1 ．1
かに段 をな す。底

る。 色調・内外 、灰青色
体部最大径　14 ．2

64 蓋
口径　　　　　10．6 天井部か ら緩やかに内湾 して下 り、中位でさ らに下 外

器高　　　　4 ．3 方に屈曲し下がる。端部は比較的鋭い。

焼成・良好

胎土・密

色調・内外 、灰青色

口径　　　　　7 ．9
焼成・良好

65 短頸壺
器高　　　　8 ．1 直立気味に短くたちあがる口縁端部は、比較的鋭い。

頸部高　　　1 ．3 体部最大径 が上位を とり、肩 が張ってい る。
胎土濃密

色調・内外 、灰青色
体部最大径　14 ．1

口径　　　　　8 ．6
焼成・良好

器高　　　　9 ．5 直立し た口縁は、緩やか に下 外方に下が り、体 部上位

66 短頸壺 胎土・濃 密
頸部高　　　1 ．3 で内湾 して下 方へ下が り、 比較的平坦な底 部をなす。

色調・内外 、灰色
体部最大径　15 ．2

口径　　　　　9 ．2
体部は上位 で最大径 を測 り、 底部に近い ところ でさら 焼成・良好

67
器高　　　　8 ．9

短 頸 壺 に屈曲する。直立した短い口縁は、端部を丸くおさめ 胎土・ 濃密
頸部高　　　1 ．1

てい る。 色調 ・内外、灰色
体部最大径　15 ．1

焼成 ・良

68 短 頸 壺

口径　　　　　7 ．8

器高　　　　9 ．3

頸部高　　　1 ．2

胎土 ・密

色調 ・内外、淡灰緑色

垂直 に短 くのびた 口縁 から、緩やか に下外 方に下がる

体部 は、 最大径を上位 にとり、底部 は比較 的平 坦 とな

ってい る。 体部下半 は回転ヘラ削り。
体部最大径　14 ．2

口径　　7．4　　7．5
体 部の 中位が鋭 く張 り出し、口縁は ほぼ 直立 にたちあ 焼成 ・良 好

器高　　　　9 ．4
69 短 頸 壺 が る。端 部は丸い。最大 径をとる箇所 に、1 条の凹線 貽土 ・濃密

頸部高　　　1 ．0
が巡 る。 底部は、 回転ヘ ラ削り調整 による。 色 調・内外、灰色

焼 成・良好

体部最大 径　13 ．2

口径　　　　　　9．9 体 部最 大径を上部 にとり、肩が張 る。 底部は尖り気味

器高　　　　11 ．3 であ る。 口縁は、肩 から緩やかに外反 しながら端部 に
短頸壺 胎土・密70

色調・内外、灰 色
頸 部高　　　2 ．2 至 る。 体部上半 はカ キ目調整。下半 は回転ヘラ削 りに

体 部最大径　15 ．0 よる。

口径　　　　　6 ．5
焼 成・やや軟

71

器 高　　　　13 ．0 体 部中位に最大径 をとる偏平な体部 の上 部に、内湾 し

平　　 瓶 頸 部径　　　4 ．6 ながら開 き、端面 は丸い。底部 は全面 回転ヘラ削 りと
胎土・密

色調・内外、
頸 部高　　　4 ．1 なる。

淡灰 青緑 色
体 部最大径　13 ．4

口径　　　　　5 ．2

器高　　　　9 ．2 体部最大径が最上位 を占め る。 口縁 は、体部上部の 片 焼成・長好、堅 緻

平　　 瓶 頸 部径　　　3 ．3 隅に付さ れ、 内湾気 味に上外方 へと開く。体部 は偏平 胎土・濃密72

頸部高　　　4 ．1 で、底部に は回転ヘ ラ削りが施 される。他は回転 ナデ。 色調・内外、淡灰 色

体 部最大径　12 ．6

口径　　　　　9 ．3 口縁部は、内傾気 味にたちあ がり、 端面は、尖 り気 味 焼成・良
73 脚 付 椀

器高　　　　12 ．5 に終 わる。体 部最大径は、下位 をとり、脚は外反気 味 胎土・密
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（単位 ：cm）

番号 器 種 法 量 形態的、手法的特徴 備 考

脚部高　　　3 ．4 に外方にのび た後 、下外方 に下 がり、端 部は内傾し て 色調・内、暗灰 青色

脚基部径　　3 ．8 尖る。体部上位 と脚中位に凹線が認 められる。 外、黒灰色

坏部最大径　10 ．7

底部は比較的平坦 で、 ほぼ直上に体 部がたちあがる椀

74 椀

焼成 ・良

胎土 ・密

色調 ・内外、灰青緑色

長径　　　　13 ．2

短径　　　　9 ．0

口径　　　　　13．0

器 高　　　　7 ．1 灰 青緑色

である。口縁端部は丸い。体部中位に2条の凹線が巡

り、 底部3 分の2 は回転ヘラ削りに よる。 他は回転ナ

デ 調整。 焼成前に はす でに大 きく歪んでい たと思われ｀

る。

口径　　　　　7 ．9 口頸 部はラッパ状に外反、 外傾し、端部 に至 る。端 面

器高　　　　17 ．1 は平坦。体 部は正面円形 を呈し、肩部に環状の把 手が

口縁高　　 　2．2 2 個つけ られている。体 部正 面はふくらむが、裏面 は
75 提 瓶

焼成・良好、堅 緻

胎土・密

色調・内外、暗 灰青色
頸部径　　　4 ．2 平坦である。マキアゲ、ミズビキ。口頸部、把手ハリ

体部径　　　15 ．3 ツケ。体 部正面 粘土板充填後 カキ目調整。裏面 回転ヘ

体部厚　　　8 ．8 ラ削り、ナデ 調整。

残存器高　　16 ．5口頸部は欠損のため不明。体部は正面円形を呈し、鉤

頸部径　　　4 ．6 状 の把手2 個 を有 す。表面は丸 くはり出し、裏面は比
76 提 瓶

体部径　　　15 ．3 較 的平 坦であ る。 体部表面カ キ目。裏面 回転ヘラ削 り。

焼 成・良好

胎土・やや密

色 調・内外、暗灰緑 色
体部厚　　　11 ．6 把 手ハリツケ。

口径　　　　　　6．0
口頸部は短く外上方に外傾し、端部は丸くおさめられ

器高　　　　12 ．1

口縁 高　　　　1．9
77 提 瓶

てい る。体部は正面円形 を呈し、鉤状 と推定 される把 焼成 ・良

手が2 個 付される。正面 は尖り気味に ふくらむが、裏 胎土 ・やや 粗

面は肩 部が張る。 口頸 部、 把手ハリツケ。体 部表 裏両 色調・ 内外、暗灰青色

面カキ目及び粘土板充塡。

頸 部径　　　3 ．6

体部径　　　11 ．5

体 部厚　　　6 ．9

口頸部は、比較的太い口頸基部から僅かに外反しなが

口径　　　　　12．7 ら上外方 にのび、上部で屈 曲し、 内湾しなが ら再 び上
焼成・良好、堅 緻

頸基部径　  　 6．2 外方にのび る。 屈曲点外面 に凸 線をめぐらす。端面 は
胎土・密

78 ＊ 口頸高　　  　6．2 ほぼ平坦であ る。 体部は球状 をなし、 体部最大径 を中
色調・内、灰 色

体 部径　　　10 ．1 位にと り、底 部で若干平坦 とな る。上 位 に直 径1 ．5cm
外、暗灰 色

器高　　　　13 ．5 の円孔を有す。マキアゲ、ミズヒキ成形。体部半回転

ヘ ラ削り。

口頸部は、細 くくび れた基部から上外 方にまっすぐの

び、上 部で屈 曲し、 さらに上外方への びる。 屈曲点外
口径　　　　14．8

面で 凸線がめぐる。端面 は凹状を呈す。 頸部上 半外面 焼成 ・良 好、堅緻
頸基部径　　   5．0

に波状文 を配す。体部 は、 肩部は僅か に内湾 し下外方 胎土 ・密＊79 口頸高　　  　8．8
に下 がり、浅 い2 条の沈線 から肩を張 り出 し最 大径を 色調・ 内、灰 色

体部径　　　10 ．7
測る。沈線直下に直径1.7cmの円孔と剌突による文様 外、 黒灰色

器高　　　　15 ．8
帯を有し、底部は平坦である。マキアゲ、ミズビキ成

形。体部下半 カキ目調整。 その他回転ナデ調整。

外反 気味に上外 方にのび、 さらに外傾した後、端 部で 焼成・良好、 堅緻

80 口縁
口径　　　　　23．0 内湾 してたちあ がる。たちあ がり開始付近に稜が巡 り、 胎土・やや密

残 存高　　　10 ．0 中位 と下位で それぞれ2 条の沈 線が巡 る。沈線を はさ 色調・内、黒灰 青色

んで、波状文、斜 線文が施さ れる。 外、黒灰褐色

焼 成・良好

口径　　　　 ／17．0 胎土・密
81 口　　 縁 外反 しながら上外方 にのび、端部は丸 く肥厚する。

残存高　　　3 ．8 色 調・内、灰色

82 口　　縁

外、暗灰色

口径　　　　　10．0 外反 しながら上外方 にの び、 端部は丸い。内外 面と も 焼成 ・良 好、堅緻

残 存高　　　2 ．7 ナデ調整。 胎土 ・密
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（単位：cm）

番 号 器 種 法 量 形 態 的、手 法 的 特 徴 備 考

色調・内外、黒灰 色82

83 鉢

尖 り気味の底部 から体部は上外方 にの びた後、大 きく

口径　　　　　19．8 内湾して口縁部をなす。端面は、僅かに凹面を呈す。 焼成・良

器高　　　　11 ．7 体 部外面は下半 を回転ヘラ削 り、上 半を回転ナデ調整 胎土・やや密

体部 最大径　22 ．2 される。内面 は、 底部で不整方向 ナデの後、回転 ナデ 色調・内外、淡灰 色

調整とな る。

口縁部は外反 してたちあが り、端 部近 くで湾曲し て外

焼成・良好

口径　　　　　15．8

器高　　　　21 ．1
傾する。端 部は丸い。肩部 は下 外方に若干張り出 して

いる。底部 は丸底を呈し、上外 方に伸びて肩部 に至る。
胎土・密

84 広口壺
体部最大径は上位をとる。マキアゲ、ミズビキ。底部 色調・内外、 暗灰色

外面回転ヘ ラ削 り。内面叩 き後 ナデ。肩部口縁部 カキ

体 部最大径　21 ．1

頸 部径　　　10 ．5

口頸高　　　5．0

口径　　　　　17．5

目。

口縁部は、 緩や かに外反 しなからたちあがっ た後 、凹

線が2 条め ぐるあたりか ら上 外方に外反し、端 部に至

85

器高　　　　21 ．6

広 口 壺 体 部最大径　18 ．7

焼成・良 好、緻密

胎土 ・密

色調 ・内外、暗灰青 色

る。端部近 くの外面に稜 がめ ぐる。端面は外傾 する。

体部は、 頸部から下外方 にのび、上位に最大径 を測り、

肩が張 る。底部は丸底 を呈し、内湾しなが らの びて肩
頸部径　　　9 ．7

口頸高　　　7．3
部に至 る。

口径　　　　　12．4

稜径　　　　12 ．0

86 蓋 器高　　　　4 ．6

焼成 ・良

胎土 ・粗

色調 ・内外、灰黒 青色
つ まみ径　　4 ．5

器高中位 は、 稜と凹線 で天井 部 と口縁部 は区別 される。

天井に偏平 なつ まみが貼 付され、中央 は窪んでいる。

天井部 では、2 条の沈 線にはさ まれて、列 点文が施さ

れる。口縁部は、ほぼ垂直に下がり、端部は段をなす。
つ まみ高　　0 ．8

口頸部は外傾した後、内湾気味にたちあがり、水平方

向 に短 くつき出し た受 け部をへて端 部に至る。たちあ

が り部は、内傾気味 にたちあが り、端 部は丸い。 口頸

台付有蓋
87

直口壺

口径　　　　　10．5 部中位 に1 条の凹 線が巡り、その上 半に波状文が施 さ

受部径　　　13 ．0 れる。口頸部で屈曲して緩やかに内湾して下がった後、

口頸部径　　8．3 脚部 に至る。体部 中位より僅か上方 で最大径を測 る。

口頸部高　　6 ．0 体 部最 大径を測 るところに、2 条の 凹線が巡り、 さら 焼成・良

体部最大径　18 ．3 にその上方に も2 条 の凹線が巡 る。 それらの凹線 をは 胎土・粗

脚基 部径　　6 ．7 さんで、列点文が施される。脚部は外反しながら下方 色調・内外、灰 黒青色

脚底径　　　16 ．3 に下 がり、内湾気 味に張り出 し、端 部に至り、端面 は

脚高　　　　8 ．0 僅 かに段をなす。 脚部中位に2 条 の凹線が巡 り、 その

器高　　　　28 ．1 上下 に長方形の2 段透孔が三方 から穿たれ る。透孔 の

下段 とその下位の 凹線をはさ んで、 脚の裾部で は、 波

状 文が施さ れる。 体部下半部 は、 回転ヘラ削 りであり、

他 は回転ナデ調整 である。

（注）須恵器細部の名称や計測点あるいは、技法に関する用語などについては、中村浩『陶邑』Ⅰ（大阪府文化財調査

報告書）　第28号　大阪府教育委員会　1976　を参考にしている。

コ　その他

実測図示し得なかったもののなかに表面が斜格子叩き、裏面が同心円文の破片が数点認め

られる。胎土は密、焼成はやや軟である。甕の体部片と推定されるが詳細は不明である。土

師器の細片が敷石の間から若干出土しているが、接合されるものはない。土師器が副葬され

た可能性も否定できない。
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（2） 鉄器類（第17図～第24図）

ア　農 工 具

（ア）鉄 鋤

3 点出土している。平面形U 字形、断面形Y 字形を呈す、鍛治製品である。1は、全長

16.0cm、幅18.2cm、先端部幅4.7cm、厚さ0.6cm、重量183.5gを計測する。2は、全長13.5

cm、幅16.0cm、先端部幅4.5cm、厚さ0.5cm、重量167.8gを計測する。3は、断片であるが、 

1、2とほぼ同様である。1と2を比較して、1の方が大型でスマートである。いずれにも、

着柄部に木質痕の銹着は認められない。

（イ）鏧

2点出土している。遺存の良好な4は、刃部と身が両方に張り出した肩で区別され、茎部

は端になるにつれて細くなる。断面は、刀部が楔形、身と茎は、方形ないし、長方形を呈す。

各部の計測値 は、全長17 .5cm、刃部幅1.4cm、身幅1.0cm、茎幅0.8cm、重量21.4gである。

茎部では、柄と考えられる木質の銹着が認められる。

（ウ）鉄 斧

出土4点はすべて着柄部が袋状を呈す鍛造製である。形態別にみると、6～8は有肩式で

9 は無肩式である。7、9が重量 も重くやや大型で6 、9はそれよりも小型となる。着柄部

では、柄と考えられる木質の銹着が認められるものもある。8、9では、突き合せが認められる。

第2表　片山4号墳出土鉄斧計測値一覧表

（ 単位 ：cm ・g）

刃 部 袋 部
番号 器 高 重 量 備 考

幅 厚 さ 長 径 短 径

6 8．1 3．6 1 ．0 3．5 2．6 96 ．4

7 9．6 4．4 1 ．2 3．6 2．8 134 ．9

8 7．8 3．3 1 ．3 3．5 2．4 96 ．2

9 11 ．8 3．0 1 ．0 3．7 3．0 196 ．2

柄材遺 存

袋 部突合 せ

袋 部突合 せ・柄材 銹着

（エ）鎌

2 点出土している。11では先端部を欠失するが、両者とも先端部が鉤状に湾曲する。所謂

曲刀のもので身の一端を刃部に対してほぼ直角に折り返しており、断面は楔形を呈す。10で

全長14.5cm、身幅2.6cm、厚さ0.3cm、重量37.9gを測り、11で現存長15.2cm、身幅2.8cm、

厚さ0.5cm、重量45.0gを測る。着柄部において木質の銹着は認められない。

（オ）刀 子

17点を実測図示したが、完存するものはない。中には、武器として使用されたものもある

かもしれないがここでは工具として扱っておく。各々、大きさにばらつきはあるが、いずれ
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も刀身断面は楔形をし、茎部断面は長方形を呈す。茎部に本質や骨角質の柄が遺存するもの

もある。

第3表　片山4号墳出土刀子計測値一覧表

（単位 ：cm）

刃 部 茎 部
備 考番号 現 存 長

長 さ 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ

11 ．4 6．0 2．2 0．8 5．4 1．2 0 ．612

8．513 12 ．3 1 ．1 0．5 3．8 1．15 1 ．05

木質 銹着・刀 身欠損

木質柄遺 存

14 11．4 4．7 1 ．7 0．6 6．7 1．05 1 ．2

15 7．3 2．7 1 ．4 0．5 4．6 1．0 0 ．45

16 9．5 5．2 1 ．3 0．5 4．3 1．7 0 ．4

〃

木質 銹着 ・輪金具遺存

木質柄遺 存

0．45 〃17 9．4　 4．1 2．4 0．6 5．3 1．5

18 9．0 4．5 1 ．6 0．6 4．5 1．7 0．55

4 0 2

〃

木質 銹着
19 ．7 2．4 1 ．4 ．35 ．2 1．0 0．5

20 7．8 3．6 1 ．4 0．55 4．2 2．1 0．6

21 5．7 1．4 1 ．4 0．7 4．3 1．4 0．5

〃

木質 銹着・刀身欠損

茎・切 先欠損
22 7 ．0 7．0 1．5 0．35

23 4 ．8 4．8 1．1 0．4

24 6 ．8 6．8 1．3 0．5

3．8 0．3

〃

〃

〃25 3．8 1．2

26 3．7 3．7 1．0 0．4

27 2．8 2．8 0．9 0．4

28 2．7 2．7 1．0 0．45

切 先のみ遺存

〃

〃

イ　武 器

（ア）直 刀

136は、木鞘が遺存するため、刀身については折損した断面等から観察し得るのみである。

刀身部は、反をもたない直刀で、断面が楔形を呈する鍛造品で、鎬はもたない。全長76.3cm、

刃部長66.4cm、刃部幅2.4cm～3.4cm、刃部厚0.6cm～0.9cm、茎部長9.9cm、茎部幅2.8cm、茎

部厚2.5cmをそれぞれ測る。鞘部は、特に遺存状態が良く、原況に近い状態で保存されてい

た。

鞘は、鞘口から20cm切先寄りで、藤の蔓が8.5cmにわたって隙間なく葛纒きされる。さら

に、鞘口寄りでは、二本の蔓を束ねて左にねじりを加えつつ、鞘口まで巻き付けられている。

柄部は、峰に幅0.5cm、深さ0.2cmの溝状の凹部が認められる。目釘孔は、柄の木質が遺存

するか、確認できない。鞘口から4cmの箇所にえぐりが認められ、その近くで137の目釘ら

しい鉄片が検出されていることなどから、あるいは、この箇所で固定されていたのかも知れ

ない。

意匠の凝らされた鞘口付近からは、環状金具（第26図-12）とガラス製小玉10個（第28図

-274～283）が出土している。これらに、刀装具の可能性も考えられるが、断定はできない。

他に、刀装具と考えられる遺物はない。

235



以上のように、遺存の良好な

本直刀においては、少なからず

の装飾が施されているとは言え、

やはり、実践的な拵えをしたも

のであると言えよう。

（イ）鉄 鏃

鉄鏃は、銹化、折損が著しく、

実際の出土数量は把握しかねる。

ここでは、極力実測図化し67点

を掲載した。その内訳は、平根

式23点、尖根式26点であり、他

は、所属形式を判断しかねる。

遺存の比較的良好な鉄鏃につい

ては、その計測値等を第4表、

第5表にまとめている。

（ウ）平根式鉄鏃

いずれも鍛造製によるつくり

である。鏃身部の形状、大きさ

はバラエティに富み、鏧頭式以

外では、同巧同大のものは見あ

たらない。茎部の遺存するもの

にはすべて矢柄竹材が銹着遺好

している。

（エ）尖根式鉄鏃

平根式鉄鏃と同様に鍛造製品

である。長短2者があり、長い

ものは、79の全長16.5cm、重量

12.2gであり、短いものは、87

の全長10.3cm、重量6.7gであ

る。長い方が数量的には圧倒的

に多い。鏃身部の形状は銹化が

著しく、容易に判断できないが、

凸レンズ形を呈すものと半月形

を呈するものとがある。茎部の 第16図　片山4号墳出土直刀実測図
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箆被に接する部分では、細い糸が幾重にも緊縛された痕跡を残すものや、茎部外表に矢柄竹

材の遺存するものもかなり検出されている。

第4 表　片山4 号墳出土平根根式鉄鏃計測値一覧表

（単位：cm・g）

全 長 鏃 身 部 箆 被 部 茎 部
番号 考

（現長）長 さ 最大 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ 長 さ 幅
重 さ 備

厚 さ

55 9．5 5．3 3．4 0．6 2．4 1．3 0．8 1 ．8 0．7

56 8．1 4．1 2．6 0．3 2．8 1．0 0．6 1 ．2 0．6

57 6．3 3．9 2．8 0．4 1．9 0．7 0．6 0 ．5 0 ．5

0．6 27 ．6 茎欠 損、 矢柄材遺存

0．4 11 ．7 茎欠 損、矢 柄材銹着

0．4 10 ．7

58 7．9 7．9 3 ．5 0．4 21 ．2 鏃身 部遺 存

59 6．2 6．2 2．2 0．2

60 12 ．4 6．5 1．9 0．5 2．5 0．9 0．4 3 ．4 0 ．7

9．5

0．5 19 ．4 矢柄材 銹着

61 4．3 1 ．6 1．9 0．3 2．1 0．9 0．3 0 ．6 0 ．6 0．2 3．8 鏃身基 部遺 存

62 5．2 5．2 2．5 0．3

63 5．8 2．1 0．52．5 2．3 1．1 0．6 1．0 0．7

9．5

0．5 10 ．2 矢柄材 銹着

64 6．3 3．7 0．6

65 5．3 3．1 0．4

44 ．3 鏃身部遺存

15 ．1

66 2．7 2．9 0．5 8．8 鏃身先端遺 存

67 5．5 2．7 0．6

68 9．3 2．9 0．5 2．5 0．6

69 9．1 2．7 0．4 2．8 0．7

15 ．5

0．4 18 ．4 矢柄材遺存

0．3 15 ．0 巻糸、矢柄材 銹着

70 7 ．1

6．3

5．3

2．7

5．5

9．3

9．1

7．1 3．2 0．3

71 11．0 11．0 2．8 0．4 4．3 1．2

18 ．9 先端、茎欠損

0．8 24 ．0 巻糸、矢柄材遺存

72 3 ．7 3．7 2．7 0．5 14 ．0 茎欠損

73 2 ．9 2．9 2．9 0．4

74 8 ．3 4 ．7 3．0 0．2 3．1 1．0 0．3 0．4 0．7

6 ．3 先端 遺存

0．4 14 ．8 先端 、茎欠損

75 8．3 5．1 2．8 0．5 4．3 1．2 0．4 17 ．3 先端、カエリ、茎欠損

76 5．5 3．5 3．1 0．4 2．1 0．9 0．4

77 4．0 2．8 3．1 0．5 1．2 1．2 0．4

9．4 茎欠損、カエリ湾局

11．7 先端、カエリ、茎欠損

第5表　片山4号墳出土尖根式鉄鏃計測値一覧表

（単 位 ：cm ・g）

全 長 鏃 身 部 箆 箆 被 部 茎 部
番号 考

（現 長）長 さ 最大 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ 長 さ 幅
重 さ 備

厚 さ

79 16 ．4 1．0 0．42 ．7 9．7 0．5 0．4 4 ．0 0．6

80 15 ．0 1．1 0 ．3 10 ．6 0．5 0．4 2．2 0．5

81 15 ．8 0．9 0 ．4 12 ．2 0．6 0．5 2．0 0．6

0．4 12 ．2 矢柄 材、 巻糸痕有 り

0．4 13 ．9 巻糸、矢 柄材銹着

0．4 13 ．9 矢柄材遺 存

82 13 ．3 1．1 0 ．3 10 ．1 0．6 0．5

83 14 ．4 1．1 0 ．2 8．2 0．7 0．3 3 ．1 0．9

84 13 ．7 1．1 0 ．2 9．6 0．6 0．4 1 ．1 0．5

11 ．4 茎部欠 損

0．8 14 ．8 矢柄材、 巻糸痕有り

0．4 12 ．9 巻糸、矢 柄材銹着

85 9．8 1．0 0 ．5 7 ．5 0．6 0．3 17 ．8 茎部欠損

86 9．3 0．9 0．2 7 ．5 0．6 0．4

87 10 ．4 0．9 0．2 7 ．1 0．5 0．4 1．6 0 ．6

6．8

0．4 6．7 矢柄材、 巻糸痕有り

88 2．2 1．1 0．3 0 ．9 0．6 0．4

89 2．1 1．2 0．3 0 ．6 0．6 0．4

90 4．9 0．9 0．3 2．7 0．6 0．4

91 3．6

2．2

1．6

3．2

3．1

3．0

2．3

1．8

1．7

1．3

1．5

2．2

2．7 1．0 0．3 0 ．9 0．6 0．5

1．9 鏃身基部遺 存

1 ．9

5．0 鏃身部遺存

3 ．5
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（単 位 ：cm ・g）

全 長 鏃 身 部 箆 被 部 茎 部
番号 重 さ 備 考

（現 長）長 さ 最大 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ

92 9．8 8．9 0．8 0 ．5 0．9 0．6

93 11 ．2 10 ．4 0．7 0 ．5 0．8 0．6

94 10 ．4 10 ．0 0．8 0 ．6 0．4 0．6

0 ．6 12 ．2 箆被部遺 存

0 ．4 11．0 先端、茎 部欠損

0 ．4 12 ．4 鏃身、茎 部欠損

95 10 ．4 7．4 0．6 0 ．4 3．0 0．8 0 ．5 8．1 巻糸、矢柄 材遺存

96 13 ．6 12 ．5 0．6 0 ．4 1．1 0．6 0 ．4 13 ．7 先端、茎 部欠損

97 8．5 7．7 0．7 0 ．5 0．8 0．5 0 ．3 5．1 巻糸、矢柄 材銹着

98 11 ．5 11 ．5 0．6 0 ．4

99 10 ．2 7．1 0．7 0 ．4 3．1 0．4 0 ．4

8．7 鏃身、茎 部欠損

7 ．4 巻糸、矢柄 材遺存

100 7．1 4．8 0．7 0 ．5 2．3 0．5 0．4 6．2 〃

101 6．6 3．6 0．6 0 ．4 3．0 0．4 0 ．3 6．5 〃

102 3．1 2．4 0．6 0 ．5 0．7 0．5 0 ．4

108 4．4 0．7 0．6 0 ．6 3．7 0．6 0 ．6

109 3．4 3．4 0．4 0 ．5

4．0 矢柄材 銹着

3．4 矢柄材遺 存

2．3 巻糸、矢柄 材遺存

ウ　馬　　　具（図20-29～図22-54）

(ア）轡

轡は4 組以上の副葬が考えられている。29、36は遺存状態を良く、その構成を知ることが

できる。29は素環の鏡板を介して、銜と引手がそれぞれ遊環連結されている。銜は2 連式で

あり、引手は屈曲する引手壺からなる。各部に連結する遊環は、棒鉄の端を円形状に湾曲さ

せ、その端部は湾曲開始部分と完全に合致している。

36は29より若干小ぶりであり、引手壺の片方は欠失している。連結技法については、引手

壺の遺存する方では、29と同様であるが、他の一方では、鏡板と引手壺の連結に、長径3.5 

cm、短径2.5cmの楕円形の環が介しており、左右の鏡板における連結技法は異なる。銜は29

と同様の2連式である。各部を連結する遊環は、棒鉄をわらび頭状に湾曲させ、端部は棒鉄

に完全に合致せず、隙間をもつ。

29、36ともに各部の断面は、隅丸方形ないし、隅丸長方形である。

37は楕円形の鏡板に長方形の立聞がつく。立聞から、直径0.5cmの棒鉄が平な環状で遊環

連結されており、鏡板の断面は隅丸の長方形を呈している。

38～43は、37と一括で出土しており、連結して出土していないとは言え、一組の馬具を構

成すると考えられる。

40は銜の一部で、38、39が屈曲する引手壺からなる引手部である。40が2連式で銜を構成

するとした場合、銜部約15cm、引手長約18cmとなり、29、36より大型である。各部を連結す

る遊環は棒鉄の端を楕円形状に湾曲させ、端部は棒鉄に2 周から3 周半巻きつけられている。

44～48は接合不可能であるが、比較的まとまって出土しており、一組の轡を構成すると考

えられる。詳細は不明であるが、連結技法は29と同様であると推定される。各遊環は9 字状

を呈し、各部断面は円形ないし隅丸方形である。
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第6表　片山4号墳出土轡計測値一覧表

（単位：cm）

立 聞 鏃 引 手
番 号 鏡板径 棒 鉄径 備 考

長 辺 短 辺 長 さ 環 径 長 さ 環 径

29 8．0 14 ．0 2．5 14 ．0 2 ．3 0．9×0 ．7

36 7．5 14 ．0 2．7 19．0 2．2 0．9×0．8

37他 9．8×7 ．8 4．5 1．4 16 ．0 2．5 18 ．7 3 ．0 1．1

44他 7．4 14 ．5 2．5 2 ．6 0．7×0．9

（イ）その他の装具

41は直径0.6cmの棒鉄を隅丸の長方形状に曲げて造られている。鎖と連結されると思われ

る側で3.5cm、最大巾3.9cm、全長5.4cmを測る。43は直径0.7cmの棒鉄を瓢形に曲げ、さらに�

先端部を2つ折りにしている。全長5.6cm、巾2.3cmを測る。先端部は鉸具に連結させたのか損

耗が著しい。43は現況では、41とは連結できず、また、湾曲部に同巧同大のものを連結す

ることも不可能である。30～35、49～54は断片であり。その詳細は不明とせざるをえない。 

30～35は、いずれも3cm 前後の鉄板に半球形の頭部を呈す鋲が1 ～3 個打たれている。

鋲は、頭部径4mm 、頭部高2.5mm、身径2.5mm前後である。裏面に皮革痕跡をとどめるもの

もある。

エ　その他の鉄器

（ア）釘

銹化か著しく折損しており、出土数も僅少である。頭部は大、小とりまぜて僅か3本検出

し得たのみで、正確な本数については不明である。釘は頭部を屈曲させた鍛造製の角釘であ

る。117は頭部に近い断面で9.5mm×6.1mmの長方形状を呈す。118、119はやっと釘の頭部で

あるとわかる程度の遺存であるが、断面3.5mm　×4.0mmとほぼ正方形に近く、117よりも細身

である。外表では、本棺と考えられる木質の銹着も認められる。

（イ）石突状鉄製品

ここではその形状から石突状鉄製品と呼称して説明しておく。総計8点が出土している。

いずれも円錘形を呈す。鍛造製品で、128、129、130、133、135においては突合せが認め

られる。

大きさは、最も遺存の良好な128で全長5.2cm、環外最大径1.3cm、重量7.85gを測る。

他のものについてもほぼ同様の計測値である。すべての突合せ部内には挿入された竹材

が遺存している。用途等については不明であるが、あるいは鉄鏃などと同様の機能をもつもの

かも知れない。
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第7表　片山4号墳出土石突状鉄製品計測値一覧表

（単位：cm・g）

着 柄 部
番号 器 高 重 量

外 径 内 径

128 4．6 1．1 0．7 7．85

備 考

付合せ確認　 柄 竹材遺存

129 4．65 0．9 0．6 6．89

130 4．1 0．95 0．55 6．30

131 4．0 0．95 0．6 5．47

132 （4 ．0） 0．9 0．5 5．30

133 4．1 0 ．9 0．55 5．55

134 （4 ．0） 1 ．05 0．6 5．46

135 （3 ．5） 0．85 0．4 4．45

柄竹材遺存

柄部欠損　　 柄 竹材遺存

付合せ確認　　　

先端部欠損　　　

付合せ確認　　　

127は、5.0mm×7.0mmの断面長方形状の棒鉄を環状に湾曲させたもので、一部欠失する。

環外径7.0cm、重量18.3gである。用途等については不明である。

（3） 装身具類（第25図～第28図）

ア　耳 環

出土総数は12個であり、いずれも、石室内床面に遊離、散在していた。玄室入口部に近い

所から3、7が出土し、他は奥壁部に近い所から出土している。12は直刀鞘口部に付着して

おり、刀装具の可能性が濃厚であるが、しばらく装身具のなかに入れておく。

技巧については、銹化、剝脱もあって、原況を知り得ないものもあるが、重量や遺存器表

の肉眼観察から2 つの方法が確認されている。

第1、環身断面が円形、または楕円形の鉄棒を環状に曲げ、切断部の突合せ部に若干の隙

間をもたせ、金銅装を施したもの、1、2、3、4、5、11の計6 個がある。

第2、第1と同様の形状で、中空の銅環に金張りを施したもの、6 、7 の2個がある。

この他、鉄心のみの遺存で、表張り不詳のもの、8 、9 、10、12があるが、これらはお

そらく金ないし銀張りと考えられる。

環の大きさ、太さには、環身径0.50cm～0.41cmの太いものと、0.18cm～0.35cmの細いもの

に大別される。耳環を同巧同大で、2 個1対の組合せを考えると、厳密には1と2、8と9

の組み合せとなる。したがって、現存耳環の対の組み合せは、12を刀装具として除外した場

合、単純計算で9組以上となり、一歩ゆずって12と類似する11に刀装具の用途を考えたとす

れば、8組以上となる。
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第17図　片山4号墳出土鉄器実測図1
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第18図　 片 山4号 墳 出 土 鉄 器 実 測 図2
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第19図　片山4号墳出土鉄器実測図3

243



22 23

29

24 25

26 27

30
28

31 32

35

33 34

第20図　片山4号墳出土鉄器実測図4
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第21図　片山4号墳出土鉄器実測図5
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第22図　片山4号墳出土鉄器実測図6
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第23図　片山4号墳出土鉄器実測図7
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第24図　片山4号墳出土鉄器実測図8
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第25図 片山4号墳出土環実測図

第8 表 片山4 号墳出土環計測値一覧表

（単位：cm・g）

環 外 径 環 内 径 環 身 径 突 合部
番 号 重 量 技 巧 備 考

長 径 短 径 長 径 短 径 長 径 短 径 隙間巾

1 3.11 2.68 1.63 1.35 0.76 0.72 0.25 22.97 鉄地金銅張 り

2 3.19 2.77 1.69 1.37 0.74 0.73 0.16 22.05

3 3.07 2.61 1.66 1.47 0.77 0.69 0.37 15.04

4 2.45 2.20 1.39 1.18 0.59 0.50 0.10 7.79

1.57 3.705 2.56 2.36 1.77 0.41 0.38 0.10

6 3.01 2.88 1.48 1.47 0.80 0.77 0.22 4.66 銅地金張 り中空

1.13 1.07 0.68 0.59 3.37 突合せ 部片方欠損7 2.54 2.25

8 2.05 1.93 1.38 1.32 0.35 0.34 0.10 1.98 鉄地表張 り不 詳

9 2.06 1.90 1.44 1.34 0.30 0.28 0.10 1.92

10 2.03 1.97 1.58 1.51 0.25 0.23 密着 1.19

11 2.18 1.86 0.33 0.29 0.38

12 1.87 1.70 1.56 1.43 0.18 0.16 0.17 0.68

鉄地金銅張 り 環形変形

鉄地表張 り不 詳 直刀鞘 口部に付着
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イ 玉 類

勾玉4個、切子玉3個、棗玉2個、算盤玉2個、管玉29個、丸玉118個、小玉125個、計283

個を実測図示した。ほとんどの玉類は、石室床面から遊離して出土し、玄室中間から奥壁寄

りで検出されている。以下、玉の種類別に説明するが、詳細は第9 表に譲る。

（ア）勾 玉

出土4個を材質別にみると、瑪瑙製2、ガラス製1、翡翠製1となる。上部の孔について

は3が両方から穿孔され、他は片方からの穿孔である。大きさは、1～3が全長3cm前後で

4のみ1.1cmと小さい。

（イ）切 子 玉

計3個が出土している。大きさは不揃いであるが、すべて載頭六角錘を2個分合せた形を

呈し、水晶製である。孔は片方穿孔による。

（ウ）棗 玉

計4個が出土しているが実測図化できるのは2個であった。いずれも、載頭円錘を2個合

せた形を呈し、水晶製である。切子玉の稜を取り去ったものであるが、胴部中位の稜は比較

的明瞭に残る。孔はすべて片方穿孔である。他の図示し得なかったもの2個の材質は琥珀で

ある。

（エ）算 盤 玉

2 個出土している。形状は棗玉とほぼ同様であるが、胴径が器高と同じ、もしくは、それ

をしのぐ偏平なものを算盤玉とした。すべて水晶製であり、片方穿孔による。

（オ）管 玉

計29個出土している。材質別にみると38～40がガラス製であり、他はすべて碧玉製である。

大きさは、最大の12で最高2.74cm、胴径0.95cmを測り、最小の40で器高0.60cm、胴径0.35 

cmとかなりの差がある。穿孔方法は、ほとんど片方穿孔であるが、17、19、26、28、36につ

いては両方穿孔である。

（カ）丸 玉

114個を実測図示した。材質別にみると、土製56個、ガラス製57個、瑪瑙製3個、琥珀製

1 個、珪岩製1 個である。土製丸玉は、ほとんど表面黒色を呈し、大きさは、胴径1.23cm～

0.82cm、器高0.94cm～0.69cmと大きい。ガラス製の丸玉では、色調が紺系統のものが全体の

約70％を占めている。

（キ）小 玉

丸玉との区別は、胴径が0.5cm以下を小玉とし、125個を実測図示した。材質は大部分がガ

ラス製である。最小のもので胴径0.26cm、器高0.16cmと小さい。色調は多彩であるが、緑青

系統が約45％で、残りは、ほとんど群青系統と黄系統が占める。
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第26図　片山4号墳出土玉類実測図1
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第27図　片山4号墳出土玉類実測図2
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第28図 片山4号墳出土玉類実測図3

253



第9表　片山4号墳出土玉類計測値一覧表

（単 位 ：cm ・g ）

番号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考

巾　2.93 金 茶 色
1 勾 玉 3.16 0.60     0.31 6.24 瑪 瑙

厚　0.81 斑点部暗赤褐色

巾　1.72 暗
2 3.05 0.27     0.15 6.26 金 茶 色

厚　0.95

巾　1.76
3 3.05 0.20     0.19 4.89 深 黄 緑 色 ガラス 両方穿孔

厚　0.76

巾　0．77 乳 白 色
4 1.17 0.21     0.12 0.68 翡 翠

厚　0.44 斑点部淡黄緑 色

5 切 子 玉 1.58 1.26 0.38     0.18 2.88 白 色 透 明
水 晶

6 1.38 1.44 0.35     0.17 3.24

7 1.58 0.98 0.36     0.15 1.83

8 棗 玉 1.70 1.17 0.34     0.13 3.30

9 1.15 1.10 0.41     0.12 1.71

10 算盤玉 0.85 1.03 0.30     0.16 1.15 白 色 半 透 明

11 0.72 0.72 0.29     0.15 0.44 白 色 透 明

12 管 玉 2.74 0.95 0.26     0.11 4.68 暗 緑 色 碧玉

13 2.29 0.73 0.19     0.10 2.35

14 2.30 0.75 0.31     0.10 2.33

15 1.71 0.68 0.24     0.10 1.44

16 1.69 0.58 0.22 0.96

17 1.64 0.55 0.16     0.16 0.68 乳 緑 色 両 方穿孔

18 2.03 0.59 0.23 1.29 暗 緑 色

19 1.54 0.48 0.19     0.14 0.63 両 方穿孔

20 2.11 0.60 0.28     0.13 1.05 淡灰青色

21 1.70 0.59 0.28     0.06 1.00 暗 緑 色

22 2.38 0.69 0.27 0．08 2.10

23 2.32 0.74 0.24     0.07 2.33

24 2.24 0.59 0.21     0.08 1.41

25 1.99 0.58 0.22     0.13 1.21

26 1.46 0.57 0.19     0.20 0.70 淡灰青色 両 方穿孔

27 2.44 0.84 0.26     0.07 3.25 晴 緑 色

28 2.02 0.66 0.21     0.12 1.60 暗 黄 緑 色 両 方穿孔

29 2.20 0.64 0.31     0.13 1.35 淡 灰 青 色

30 2.13 0.65 0.21     0.07 1.65 暗 緑 色

31 2.66 0.75 0.33     0.09 2.87

32 2.32 0.82 00.23     0.09 2.93

33 1.55 0.51 0.19     0.07 0.72

34 1.89 0.67 0.25     0.05 1.51 暗黄緑色

35 1.83 0.55 0.21     0.10 0.95 暗 緑 色

36 1.58 0.56 0.18     0.15 0.93 両 方穿孔

37 2.01 0.74 0.23     0.04 1.94

38 1.01 0.63 0.23     0.22 0.52 水 色 ガ ラ ス

39 0.65 0.39 0 ．10     0.10 0.16 群 青 色

40 0.60 0.35 0.10     0.08 0.12

41 丸 玉 0.88 1.06 0.20 1.09 黒 色 土

42 0.92 1.08 0.18 1.07
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（単 位 ：cm ・g ）

番号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考

43 丸 玉 0.94 1.04 0.16 1.11 黒 色 土

44 0.81 1.07 0.05 0.92

45 0.82 1.02 0.30 0.80

46 0.81 0.92 0.20 0.71

47 0.85 1.05 0.14 0.94

48 0.70 0.89 0.19 0.44

49 0.90 1.11 0.15 0.85

50 0.90 0.98 0.17 0.53

51 0.90 1.00 0.20 0.58

52 0.83 0.99 0.16 0.48

53 0.80 1.04 0.16 0.90

54 0.97 1.05 0.17 0.99

55 0.77 1.06 0.17 0.79

56 0.94 1.23 0.16 0.99

57 0.86 0.96 0.14 0.83

58 0.87 1.01 0.19 0.87

59 0.69 0.82 0.15 0.50

60 1.05 1.05 0.24 0.87

61 0.88 1.01 0.13 0.64

62 0.91 1.00 0.12 0.94

63 0.89 1.01 0.20 0.93

64 0.92 0.99 0.16 0.92

1.09 0.19 0.1865 0.92

66 0.96 1.06 0.16 1.01

67 0.80 0.96 0.17 0.83

68 0.84 1.09 0.19 1 ．00

69 0.92 1.10 0.26 1.16

70 0.90 1.02 0.24 0.87

71 0.84 1.03 0.19 0.94

72 1.02 1.02 0.18 0.96

73 0.89 1.00 0.16 0.87

74 0.94 1.03 0.16 0.91

75 0.91 1.02 0.16 0.91

76 1.02 1.07 0.12 0.97

0.9577 0.92 1.00 0.19

78 0.88 1.05 0.17 0.92

79 0.78 1.05 0.14 0.91

80 0.81 1.08 0.20 0.97

81 0.93 1.00 0.21 0.88

82 0.87 1.05 0.23 0.94

83 0.91 1.03 0.22 0.91

84 0.91 1.01 0.22 0.91

85 0.88 0.96 0.19 0.91

0.87 1.10 0.20 0.9886

87 0.95 0.99 0.20 0.94

88 1.02 1.03 0.15 1.08

0.1989 0.85 1.07 0.95

90 0.93 1.01 0.18 0.93

91 0.86 1.01 0.19 0.83

255



（単 位 ：cm ・g ）

番号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考

92
丸 玉

0.92 0.96 0.21 0.86 黒 色 土

93 0.96 1.08 0.14 1.16

94 0.87 1.09 0.17 0.99

95 0.92 1.06 0.19 0.81

96 0.89 1.02 0.18 0.88

97 0.67 0.90 0.31 0.63 濃 紺 ガ ラス

98 0.50 0.77 0.17 0.42

99 0.73 1.10 0.31 1.19

100 0.70 0.79 0.13 0.63

101 0.67 0.93 0.16 0.76

102 0.77 0.96 0.12 0.93

103 0.55 0.88 0.17 0.60

104 0.48 0.81 0.13 0.45

105 0.60 0.70 0.12 0.41

106 0.52 0.76 0.09 0.44

107 0.65 0.92 0.19 0.69

108 0.44 0.76 0.25 0.32 水 色

109 0.47 0.90 0.23 0.50 濃 紺

110 0.79 0.88 0.21 0.59

111 0.75 0.75 0.11 0.39

112 0.88 0.94 0.17 0.70 茶 色 珪 岩

113 0.56 0.85 0.15 0.55 紺 ガラス

114 0.62 0.86 0.12 0.53

115 0.52 0.69 0.19 0.33

116 0.74 1.03 0.20 0.12

117 0.70 0.94 0.20 0.79

118 0.61 0.89 0.19 0.70

119 0.49 0.88 0.22 0.54

120 0.74 0.94 0.33 0.76 濃 紺

121 0.76 0.85 0.17 0.68

122 0.64 0.83 0.20 0.54

123 0.54 0.91 0.21 0.60

124 0.64 0.74 0.14 0.50

125 0.61 0.61 0.21 0.32

126 0.65 0.70 0.17 0.42

127 0.44 0.78 0.13 0.37

128 0.51 0.65 0.11 0.33 オ レ ン ジ 色 メノウ

129 0.51 0.70 0.13 0.36

130 0.36 0.68 0.17 0.22 緑 色 色 ガ ラス

131 0.40 0.78 0.33 0.12 こ は く 色 こ はく

132 0.65 0.96 0.19 0.80 濃 紺 ガ ラス

133 0.63 0.86 0.14 0.67

134 0.70 0.90 0.18 0.73

135 0.61 0.81 0.16 0.57

136 0.49 0.82 0.13 0.43

137 0.74 0.73 0.19 0.44

138 0.73 0.85 0.13 0.65 オ レ ン ジ 色 メ ノウ

139 0.66 0.88 0.13 0.70 紺 ガラ ス

140 0.46 0.58 0.09 0.20 緑 青 色（透明）
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（単位 ：cm ・g ）

番 号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考

141
丸 玉 深0.40 0.58 0.16 0.18 黄 緑 色 ガ ラ ス

142 0.34 0.57 0.09     0.06 0.12 緑 青（透明）

143 0.47 0.52 0.14 0.16

0.18 0.12144 0.37 0.53

145 0.41 0.55 0.17 0.16

146 0.28 0.51 0.16 0.09

147 0.40 0.52 0.13 0.13

148 0.52 0.17 0.10 深 黄 緑0.29

140 0.31 0.54 0.21 0.11 群 青

緑150 0.43 0.54 0.14 0.17 青（透明）

151 0.25 0.61 0.19 0.11

152 0.32 0.52 0.17 0.09 黄

153 0.35 0.52 0.21 0.11 深 黄 緑

154 0.39 0.60 0.19 0.16 群 青

緑0.51 0.53 0.14 0.19 青（不透明）155

0.30 0.53 0.14 0.11 〃 （透 明）156

157 0.27 0.54 0.17 0.10 深 黄 緑

158 0.34 0.58 0.18 0.14 群 青

159
小 玉

0.31 0.46 0.13 0.08

緑 青 （透 明）160 0.24 0.47 0.11 0.07

0.27 0.44 0.12 0.06161

162 0.25 0.46 0.14 0.06

163 0.27 0.39 0.09 0.05

164 0.27 0.47 0.07 0.06

165 0.25 0.35 0.11 0.04 群 青 （透 明）

166 0.31 0.03 緑0.30 0.09 青 （透 明）

0.09167 0.33 0.49 0.12 水 色

168 0.28 0.49 0.15 0.08 緑 青 （透 明）

169 0.22 0.45 0.16 0.05

0.43 0.07170 0.29 0.11

171 0.25 0.39 0.11 0.05

172 0.15 0.08 群 青0.27 0.48

173 0.24 0.41 0.11 0.04 緑 青 （透 明）

0.33 0.40 0.10 深 黄 緑174 0.07

0.13 0.05 緑 青 （透明）175 0.25 0.42

176 0.32 0.43 0.10 0.07

177 0.23 0.45 0.12 0.05

群 青178 0.32 0.47 0.09 0.10

179 0.33 0.44 0.11 0.08

180 0.29 0.41 0.10 0.06 緑 青（透明）

181 0.35 0.40 0.14 0.07

0.25 0.47 0.06182 0.14 黄

183 0.31 0.48 0.12 0.10 深 黄 緑

184 0.33 0.47 0.16 0.09 群 青

185 0.32 0.47 0.11 0.10

0.31 0.48 0.14 0.08 緑 青 （透 明）186

187 0.35 0.48 0.12 0.09

188 0.26 0.49 0.16 0.06

189 0.24 0.46 0.13 0.07
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（単 位 ：cm ・g ）

番 号 種 類 高 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考

190
小 玉

0.21 0.42 0.13 0.03 緑 青（透明）
ガ ラ ス

191 0.27 0.40 0.10 0.05

192 0.25 0.43 0.11 0.06

193 0.23 0.42 0.08 0.04

194 0.18 0.39 0.11 0.03

195 0.20 0.40 0.08 0.04

196 0.23 0.36 0.09 0.04 群 青

197 0.21 0.34 0.11 0.03

198 0.18 0.33 0.10 0.03

199 0.18 0.31 0.08 0.02 深 黄 緑

200 0.49 0.48 0.09 0.17 紺

201 0.44 0.44 0.15 0.10 緑 青 （透 明）

202 0.31 0.50 0.14 0.09 水 色

203 0.36 0.39 0.09 0.08 緑 青 （透 明）

204 0.28 0.46 0.13 0.07 群 青

205 0.24 0.43 0.11 0.06

206 0.25 0.50 0.13 0.09 深 黄 緑

207 0.29 0.42 0.12 0.06 黒

208 0.24 0.43 0.14 0.06 緑 青 （透 明）

209 0.29 0.41 0.11 0.06

210 0.23 0.45 0.15 0.05

211 0.24 0.49 0.14 0.07

212 0.30 0.39 0.11 0.06

213 0.24 0.45 0.18 0.05

214 0.26 0.45 0.16 0.060

215 0.21 0.44 0.13 0.05

216 0.24 0.43 0.12 0.06

217 0.26 0.43 0.14 0.06

218 0.29 0.45 0.12 0.06

219 0.21 0.41 0.12 0.04 深 黄 緑

220 0.20 0.43 0.16 0.04 緑 青（透明）

221 0.23 0.42 0.12 0.05

222 0.24 0.33 0.10 0.03 青 緑

223 0.19 0.35 0.11 0.03 赤 茶
珪 岩

224 0.20 0.31 0.09 0.02

225 0.16 0.27 0.08 0.01 群 青（透明）
ガ ラ ス

226 0.16 0.260 0.07 0.01

227 0.24 0.04 0.10 0.04 紺

228 0.23 0.33 0.11 0.03 群 青

229 0.200 0.30 0.08 0.03 深 黄 緑

230 0.27 0.48 0.13 0.08 水 色

231 0.20 0.45 0.15 0.05 緑 青 （透 明）

232 0.25 0.44 0.12 0.06

233 0.22 0.39 0.14 0.04 紺

234 0.22 0.36 0.12 0.04 群 青

235 0.25 0.30 0.09 0.03

236 0.19 0.37 0.09 0.04

237 0.19 0.31 0.09 0.03

238 0.22 0.31 0.12 0.03
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（単位 ：cm ・g ）

孔 径 重 量 色 調 材 質 備 考
番号 種 類 高 さ 直 径

239
小 玉

0.23 0.35 0.10 0.03 群 青
ガ ラ ス

0.35 0.09 0.04240 0.24

0.08 深 黄 緑
241 0.28 0.47 0.16

242 0.33 0.36 0.10 0.05

0.23 0.36 0.09 0.04243

0.24 0.37 0.10 0.04244

0.02245 0.16 0.35 0.11

0.11 淡 黄 水 色
246 0.24 0.33 0.03

深 黄 緑
247 0.17 0.33 0.09 0.03

248 0.21 0.34 0.10 0.03

0.10249 0.18 0.30 0.02

250 0.16 0.34 0.12 0.02

0.33 0.11 0.03251 0.19

0.10252 0.20 0.32 0.03

0.18 0.33 0.13 0.03253

254 0.35 0.10 0.030.23

0.19 0.34 0.11 0.03255

0.26 0.43 0.06 0.06 緑 青 （透 明）
256

257 0.23 0.43 0.12 0.05

0.06 黒258 0.27 0.41 0.15

0.43 0.12 0.06 緑 青 （透 明）
259 0.26

0.16 0.06260 0.29 0.44

淡 黄 水 色
261 0.33 0.44 0.09 0.07

緑 青（透明）
262 0.24 0.43 0.12 0.05

263 0.29 0.45 0.16 0.07

264 0.33 0.37 0.12 0.06 淡 黄 水 色

0.15 0.04 緑 青（透明）
265 0.23 0.39

266 0.22 0.39 0.10 0.04 淡 黄 水 色

0.07 深 黄 緑267 0.29 0.45 0.13

0.38 0.05268 0.25 0.14

0.19 0.42 0.13 0.04 黄
269

0.13 0.05270 0.22 0.42

0.46 0.10 0.06 緑 青 （透 明）
271 0.24

0.29 0.12 0.07272 0.40

0.03 群 青0.24 0.32 0.11273

0.33 0.09 0.03 黄 緑
直 刀 に 付 着

274 0.22

0.18 0.36 0.12 0.03275

276 0.25 0.32 0.08 0.03

0.17 0.36 0.10 0.03
277

0.11278 0.18 0.36 0.03

0.18 0.35 0.09 0.02279

0.30 0.06 0.02 紺280 0.17

0.17 0.10 0.02 黄 緑
281 0.33

0.19 0.34 0.11 0.02282

283 0.19 0.36 0.10 0.03

259



第2 章 考 察

古墳の所在する日高丘陵では、多数の古墳が存在していると知られていたにもかかわらず

本格的な発掘調査が実施された例は少ない。

片山4号墳の存在する位置は、片山古墳群中にあって、中心的位置をはずれるとは言え、

眺望は広く立地条件は悪くない。

墳丘は、後世の土地利用によって改変されてはいるが、片山古墳群の中では良好な遺存状

況の部類に属する。墳形は直径20m前後の円墳と考えられるが、周溝・埴輪・葺石などの外

表施設はない。墳丘の築成は、まず、丘陵の瘤状起部をカッティングによって整形し、石室

を構築した後に盛土されている。

石室は、地山を掘り込まれた墓壙内に構築され、主軸をN-35°-Wにとり、南に開口する。

石室は、未発達の短い羨道が玄室よりも一段高くなる無袖の横穴式石室である。石室の規模

は、玄室の長さ東側で4.30m 、西側で4.36m、幅は奥壁で1.57m、入口で1.33mを計測して

（注）

いる。類似する横穴式石室を有する治平谷1、2、3、11号墳と比較すると、本古墳の方が

ひと回り大きいものである。

出土遺物は、多数の須恵器をはじめ、武器・馬具・農工具などの鉄製品の他に、耳環・玉

類が出土している。出土の状況については、石室の上半が陥没していたために、かえってそ

の保存が良く、追葬最終次に近い姿をとどめている。遺物は、数次にわたる追葬の過程で、

二次的な移動を受けているため、被葬者との関係については容易に判断できない。被葬者の

数については、人骨や棺の遺存が悪く詳細は不明であるが、耳環の組合せから言えば、8～

9 体以上となる。

古墳の築造年代については、横穴式石室の構造や伴出遺物の編年観から6世紀前半代と考

えられる。また、古墳の廃絶時期については、擬宝珠つまみ付須恵器坏蓋や鉄鉢形須恵器鉢

の特徴から考えると、少なくとも7世紀前半までは追葬は行われたものと推定される。

注 八木武弘「治平谷11号墳」今治市埋蔵文化財調査報告書第4集今治市教育委員会1979
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第29図 片山4号墳墳丘出土遺物実測図
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第1章 片山7号墳の概況

片山7号墳の絶対位置は、北緯34°3′3″・東径132°58′47″の交差する所で、行政的位置は、

愛媛県今治市片山566 -2番地である。本古墳の垂直的位置は、標高37mであり、中部瀬戸内

海の燧灘からの直線距離は、約3kmである。

本古墳は、市民ノ森のある最頂部より北西にのびる片山丘陵の稜線中腹に位置しており、

平野部との比高差は約30m である。

付近一帯には多くの古墳があり、今回の道路建設に伴う調査でも、3基の古墳が調査対象

となり、国道に接続する市道においても数基の古墳を調査する予定となっている。

本古墳上に、四国電力が鉄塔を設置しており、当初は、北側の墓地に古墳が有ると考えら

れていた所で、本古墳は破壊されていると推定していたものであるが、今回の調査で、石室

は大半がほぼ完全な形で残存しているのが判明したものである。

第1図 片山7号墳周辺の遺跡分布図

263



第2図 片山7号墳位置図

264



Ⅰ黄褐色土（鉄塔工事の際の盛り土・花崗岩風化土）

Ⅱ茶褐色土（工事の際に盛り上げられた耕作土）

Ⅲ黒褐色土（旧耕作土）

Ⅳ黄褐色土（地山）

第3図 片山7号墳墳丘実測図

265～266





第4図 片山7号墳石室展開図

267～268





第5図 片山7号墳石室平面図

269



第6図 片山7号墳墓壙平面図

270



1 墳丘構造

（第3図）鉄塔

を設置する以前

は、上部より穴があい

ていたと言われること

から、石室が比較的良

好な形で残存していた

ものと考えられるが、

鉄塔建設により封土も

ほとんど削平され、墳

丘は平らになっている。

石室北側において、や

や盛り上がった所があ

るが、この部分は、鉄

塔工事の際に地山を掘

り上げた土を盛ったも

ので、この下には、鉄

塔部のもとの耕作土、

さらには墳丘全体を被

っていた黒褐色の旧耕

作土がみられる。

また、墳丘の西側は

市道によって削られ、

墳丘の北側と南側は荒

地となっていることか

ら、旧地形は明瞭には

しがたいが｀地山まで

墳丘盛土を除去した結

果、一辺12m程度の方

墳とも考えられる。

2 石室構造

（第4図～第7図）

石室も墳丘と同様に、 第7図 片山7号墳石室敷石平面図
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上部構造は不明だが、

北側の墓地内に偏平な

石が置かれていたこと

から、あるいは、この石

が天井石に使用されて

いたものとも考えられ

る。また、石室も、羨

道部南側と奥壁部が鉄

塔工事により破壊され

ているが、石室の残存

する部分から規模を推

定すると、石室全長6 

m、玄室長4.8m、玄室

幅は玄門部1.6m 、奥壁

部2mを計測し、主軸

方向は、N50°Eである。

平面プランは、長方形

で、玄室部を一段低く

構築し、羨道部には列

石状に石を置いた構造

となっている。壁面に

使用している石は、楕

円球状の石が多く、大

きさも長さ30～50cm、

幅15～30cm、高さ15～

30cmの石である。積み

方は、最下段の石は横

積みで、玄室内側に40

～70cmの面を向けてい

るものの、二段目以上

の石は小口積みとなり、

かなり乱雑な積み方と

なっている。両側壁と 第8図 片山7号墳石室内遺物出土状況図

272

上部を破壊されており、



もに、石積みは前後2列となっており、用材の小型を補っているものと考えられる。

玄室構造は、玄室全面に敷石が施されており、使用している石は、直径10cm内外の偏平な

石が多い。調査した時点では、奥壁部において、鉄塔工事のため敷石が除去されており、ま

た、北側において幅20cm、長さ1mにわたって敷石を施していない所がある。敷石の施し方

も奥壁部で密であるが、玄門部では粗く、敷石南側においては、敷石を施していない所があ

る。玄室の南東部で、側壁に沿って長さ2.5m、幅70cmの範囲には、15～20cmと、他の所より

大きめの石を敷いている。敷石と地山の間には、黒灰色粘質土が2～5cmの厚さで敷かれて

いる。羨道部は玄室部より高くなっており、敷石は施されていない。

敷石及び壁石の石を除去したところ、石室の構築時における掘り込みを確認した。規模は

玄室部の掘り込みは長軸6m、短軸3.7mで、墳丘基盤石より1.1m掘り込まれている。平面

形は、隅丸の方形で、玄門部がやや狭くなっている。床面には、南北両壁の根石を置くため

の溝が、幅40cm、床面からの深さ10cmで掘られている。なお、北側の長辺は、一度50cmほど

掘り下げた後、幅20cmの平坦面を形成し、さらに掘り下げられている。羨道部は、玄室部よ

り50cmほど浅く、玄門部で幅2.5m、長さ2mで、平面形は長楕円の半円を呈している。

3 遺物 の出 土状況 （第8図）

本古墳からは、須恵器・土師器・鉄器・装飾品が出土している。出土場所は、須恵器・土

師器は、玄門部の両側及び玄室中央部分、鉄器は、玄門南隅、両側壁沿い、装飾品は、奥壁

部に分けられる。

須恵器は、ほとんどが坏類だが、玄門南側の一群中には、長頸壺・平瓶・高坏が含まれて

おり、一列に並べられた状況を呈している。玄門北側の一群は、坏類だけで4枚を重ね合わ

せ、玄門仕切石上に並べたものが玄室側に落ち込んだ状況を呈している。玄室中央部のもの

については、坏類に長頸壺・平瓶・高坏を含むものの、群として捕えるまとまりは有しない。

鉄器では、玄門南側の須恵器群の下より馬具、玄室奥半分から農耕用の鋤先・鎌、北側壁

中央部より斧・鏃、南側壁から鏃が出土している。鏃は、敷石に接して出土しているものと

敷石上に落下した側壁用材の上から出土するものがあり、形態も様々である。

装飾品では、耳環類・玉類ともに玄室奥半分に集中して出土している。

4 出土遺 物 （第9 図 ～第24 図 ）

（1） 須 恵 器（第9 図～第12図）

本古墳からは、坏・高坏・埦・直口壺・平瓶・提瓶・長頸壺が出土している。反面、高坏
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第9図 片山7号墳出土須恵器実測図
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19 20

21 22

2423

25 26
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3029

31 32

33
35

34

第10図 片山7号墳出土須恵器実測図2
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36 37 38

39 40

41 42

44

43

45

46

47

第11図 片山7号墳出土須恵器実測図3
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48 50

49

52
51

54
53

第12図 片山7号墳出土須恵器実測図4
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は無蓋のものだけであり、＊も出土していない。また、時期的なばらつきもみられる。

ア 坏

坏蓋は18個体出土している。形態的には3種に分けられる。1類は、口縁端部に凹線状の

窪みをもつもの（1～4、）2類は、天井部から口縁部にかけて緩やかに湾曲し、端部が丸い

もの（5～17）、3類は、平らな天井部の端を下方に折り曲げて、つまみをもつもの（18）である。

2類は、さらに、口径が14cm内外のもの、12cm、10cmの3つに細分でき、14cm、10cm程度の

ものが緩やかな曲線を描くのに対し、12cm程度のものは口縁部で直立気味となっている。

坏身は17個体出土している。形態的には4種に分けられる。1類は、受部が水平に開き、口

縁部立ち上がりが直線的なもの（19～23）、2 類は、口縁部立ち上がりが外反しながら内傾

しているもの（24～28）、3 類は、口縁部立ち上がりが小さくなり、受部・底部との断面が「Y」

字状を成し、高さも低くなるもの（29～34）、4類は、受部をもたないもの（35）である。

イ 埦

7 個体出土しており、形態的に3種に分けられる。1類は、小型で口径も10cm以下のもの

（36～38）、2類は、1類に比して緩やかな弧を描く器形で、口縁部がやや内傾し、外面に凹

線・沈線を施すもの（39・40）、3類は、口径が15cmを越すもので、底部から口縁部にかけて

弧を描き、端部がわずかに外反するもの（41・42）である。

ウ 高 坏

3個体と破片が出土している。3個体はすべて無蓋で、2個体は短脚、1個体は長脚2段

透しである。形態的には同一様式のものはない。特に、脚端部は、丸みをもつもの、細くな

り内面に折り曲げられ、端面が窪むもの、端面に凹線状の窪みをもち、上下に肥厚している

もの、下面が窪んでいるものがある。

エ 直 口 壺

1個体出土しているが、一般的な直口壺とは形態的に異なり、底部の穴を粘土板でふさぐ

提瓶・平瓶と同じ工法で造られている。

オ 平 瓶

3個体出土している。49・51の2個体に比して、50は、口縁部・胴部ともに丸みが強い。

上胴部において、穴をふさいだ粘土板の所に、さらに穴をあけて口縁部をつけている。
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カ 提 瓶

1 個体出土しているが、口縁部を欠損している。器壁も他の器形に比して薄く、口縁部は

平らな面に片寄ってつけられている。調整痕の中心は、器形の中心よりやや上部にある。

キ 長 頸 壺

2個体出土している。53は高台付で、胴部は明瞭な稜によって上胴部・下胴部に分かれ、

口縁部は緩やかに外反しながら外傾し、口縁端部はさらに外反している。54は脚付で胴部は

丸く、口縁部は内湾気味に外傾し、直線的である。

第1 表 片山7 号墳出土須恵器観察表
（単位・cm）

番 号 器 種 法 量 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

推定口径 15.0 色調は、光沢のある灰黒色、外面に自然釉による白色斑点。砂粒を含む。口縁端
9 －1 坏 蓋

器高

口径

3.9 部内面に凹線状の窪 み。 天井部ヘラナデ。

14.2 色調は、紫色をおび た青灰色、外面 に自然 釉による白色斑点。 口縁端部内面に 凹
9 －2 坏 蓋

器高

推 定口径

3.7 線状 の窪み。

14.2 色調 は、青灰色。砂粒 を含む。口縁端 部内面 に凹線状の窪 み。 口縁外面にヘラ に
9 －3 坏 蓋

残 器高 3.3 よる刻 み目状の痕。

推 定口径 14.0
9 －4 坏 蓋 色調は、青灰色、外面一部赤紫色。口縁端面に沈線。

残 器高

推 定口径

29.0

13.9 色調 は、 灰色、外面は 自然釉による光沢。砂 粒を含む。焼成やや不良。 端部は丸
9 －5 坏 蓋

残 器高 3.9 い。

推定 口径 13.8
9 －6 坏 蓋 色調 は灰 黒色。砂礫を含 む。 天井部内面横方向 の八丁目。端部は丸 い。

器高 3.5

口径 13.0 色調は、 内面で赤紫色、外面 で灰黒色 とな り、 自然釉による白色斑点 及び光沢。
9 －7 坏 蓋

残 器高

口径

2.8 端部は丸い。

12.2～13.2
坏 蓋 色調は、内面 で灰色から灰黒 色、 外面で黒色一 部灰 色。 やや歪む。端 部は丸い。9 －8

器高 4.2

口径 12.4
9 －9 坏 蓋 色調は明灰 色。 砂粒を多 く含む。 外面に凹線2 本有 り。 端部は丸い。

器高

口径

4.0

12.3 色調は、内面 で灰色、外面で灰黒 色、 外面の一部 に白色自然釉。口縁 部は内面が
9 －10 坏 蓋

器高 4.5 や やふ くらみ、 端部は尖り気味。

口径 13.0
9 －11 坏 蓋 色調は灰色、一 部に釉の付着。砂粒 を多く含む。 口縁 部は内面がやや ふくらむ。

器高 3.8

口径 11.8
9 －12 坏 蓋 色調は明灰色、外面に緑色自然釉。口縁部は外反し、端部は尖り気味。

器高 3.8

口径 11～12
9 －13 坏 蓋

器高 4.2

色調は青灰色。 砂粒を含む。 口縁部 は尖り気味。口縁の一ヶ 所を引っ張っ た状 態

で歪む。

口径 10.5～11
9 －14 坏 蓋 色調は灰色。礫 を含 む。 口縁部は緩や かに内湾し、端部 は丸い。

器高 3.3

口径 10.0
9 －15 坏 蓋 色調は青灰色。礫 を含 む。粘土紐痕 を残 す。 口縁部はやや 外反 し、端部は丸い。

器高

口径

3.2

10.0 色調は青灰色。粘土紐痕を残す。外面に釉の剝離痕。口縁部は外反し、端部は丸
9 －16 坏 蓋

器高 3.8 い。

口径 10.5～12.5 色 調は、やや紫 をおび た灰色、天井部に粘土 粒付着。天井部 から口縁部にかけて
9 －17 坏 蓋

器高 4.5 緩や かに内湾。端部 は丸い。
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（ 単位 ：cm ）

番 号 器 種 法 量 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

口径 19.0

器高 3.8
9 －18 杯 蓋

つ まみ径 3.7

色調は灰色。砂礫 を多量に含む。 天井部は緩や かに傾斜し、 口縁部は小さ く内側

に折れ曲り、端 部は丸くなって いる。天井部 には偏平な擬宝珠状 のつまみを有 し

ている。
つ まみ高 0.8

推 定口径 13.0

15.2

高杯脚

10 －19 あるいは 受 部径
＊口縁

色調は灰色。外面に自然釉の剝 離痕有り。水平にのびる受部に、直線的に内傾す

る口縁部を有 し、端 部は尖っ ている。
残 高 2.9

推 定高径 11.8

10 －20 坏 身 推 定受 部径 14.2
色調は、内面で 青灰 色、外面で 底部に釉に よる黒 色光沢。断面三 角形 の受部に内

傾する口縁部 を有し、端部は尖 っている。
残 器高

口径 11.7

10 －21 坏 身 受 部径 13.9
色調は灰白色で、一 部濃茶色。礫 を含む。やや軟 質。底部ヘラ ケズリ。 上面を 水

平 にする受部 に、や や外反気味 に内傾する 口縁 部を有してい る。
器高 3.8

推 定口径 12.0

10 －22 坏 身 推 定受 部径 14.6
色調は青灰色。砂粒 を含む。底 部から受部にかけ て緩や かに湾 曲し、 口縁部は外

反 気味に内傾 してい る。
残 器高 3.6

推 定口径 12.0

10 －23 坏 身 推 定受 部径 14.0
色調は、内面で灰黒色、外面は底部で釉による剝離、受部で釉による黒色光沢。

口縁部は内面 がふくれて内傾 している。
残 器高 3.0

口径 11.5

10 －24 坏 身 受 部径 13.5
色調は青灰色。粘土 紐の痕を残 し、器壁に気泡有 り。 砂粒を含む。受 部は丸 みを

お び、口縁部 は細く、外反して いる。
器高 4.0

口径

10 －25 坏 身 受 部径

器高

11.3 色調は、内面で 明灰 色、外面底 部で緑色自然釉。 底部から受部 にかけて内湾し、

13.3 やや 下がった内側 に口縁部を有 している。 口縁 部は外反しなが ら内 傾し、端部は

4.0 尖 っている。

口径 10.8

10 －26 坏 身 受 部径 12.5
色調は灰白色。粘土 紐痕を残す。受 部は断面三 角形 で小さく、 口縁 部も断面三角

形となり、端部は丸い。
器高 3.5

口径 10.7

10 －27 坏 身 受 部径 13.4
色調は、内面でやや 紫をおびた灰 色、外面で灰 白色。 砂礫を多 く含む。 底部から

受 部は直線的 に外傾 し、受部端 は丸い。口縁部 は直線的に内傾してい る。
器高 3.8

口径 11.8

10 －28 坏 身 受 部径 13.9
色調 は青灰色。 底部から受部はやや 外反し、受部端 は丸い。受部で折 り曲げた口

縁 部を有してい る。
器高 3.8

口径 10.8

10 －29 坏 身 受 部径 12.4
色調は、内面で濃灰色、外面で灰色。外面の一部に釉の剝離。受部は底部から外

反 し・ 口縁部は 細く内傾してい る。一 部で受部 より低 くな ってい る。
器高 3.6

口径 10.0

10 －30 坏 身 受 部径 12.3
色調 は、内面で灰 色、 外面で青灰 色。 粘土紐痕 を有 す。 受部端か ら口縁部にかけ

て大きく湾曲し、口縁部は細い。
器高 3.4

推 定口径 10.8

10 －31 坏 身 推 定受 部径 13.1
色 調は灰色白。受部 でや や外反 し、折 り曲げて 口縁 部を作ってお り、 口縁部は尖

っている。
残 器高 3.8

10.1口径

10 －32 坏 身 受 部径 11.7
色調は、内面で淡 青灰色、外面 は青灰色。砂粒 を含 む。 底部はヘ ラギリ。 受部を

外反し折り曲げ て口縁部を作っ ている。
器高 4.2

8.8口径

10－33 坏 身 受 部径 10.5
色調は青灰色。 外面 で緑色自然釉 で受部に光沢有 り。 口縁部は断面三 角形 で、受

部とほぼ同一高 となってい る。 器形に歪み有 り。
器高 2.9
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（ 単位 ：cm ）

番 号 器 種 法 量 形態的・手法的特徴

口径 8.5

10－34 坏 身 受 部径 10.3
色調は青灰 色。 礫を含む。 底部に粘土粒が付 着。 受部で折 り曲げ て口縁部を作っ

てお り、 口縁部と受部の高 さはほぼ同一。
器高 2.7

推 定口径 14.8

10－35 坏 身 推定受部径 11.0
色調 は灰 白色。砂粒を多 く含 む。 底部に有線 的に外傾す る口縁部を有してい る。

底部 に高台を もつ もの と考えられる。
残 器高 3.9

11－36 腕

11 －37 腕

9.0 色調 は青灰 色。粗砂粒 を多 く含む。底部 から内湾しなが ら立 ち上がる器壁 は口縁

4.2 部が僅 かに外反す る。端 部は丸い。

9.2 色調 は灰 色。粗砂粒 を多 く含む。底部か ら内湾しながら立 ち上 がる器壁 は、 口縁

3.7 部が僅 かに外反す る。端 部は丸い。

9.3～10.0 色調は青灰色。内面全体及び外面の一部に釉の剝離痕。底部から湾曲しながら立
11 －38 腕

口径

器高

口径

器高

口径

器高 4.5 ち上がる器壁は、口縁部で細くなっている。

口径 11.5

12.0最大径
11 －39 腕

色調 は、内面で青灰 色、 外面で灰色。内 外ともに一部に釉 による光沢 。 底部はヘ

ラケズリ。外面に2本の凹線を有し、口縁部はやや内傾している。
5.4器高

口径 9.6

11 －40 腕 最大径 10.7
色調 は、 内面で灰黒 色一 部赤色、外面で 赤紫 色一部灰色。 外面に3 本の沈 線を有

し、口縁部は内傾し、端部は丸い。
器高

口径
11 －41 腕

器高

口径
11 －42 腕

5.2

18.0 色 調は灰褐色。砂礫 を含 む。内面に丹 付着。 底部に粘土 紐痕 有り。外面 に2 本の

7.0 凹 線を有し、 口縁 部はやや 外反す る。

17.0 色調は赤色。外面において円形の剝離。内面で斜方向、外面で横方向のヘラナデ

6.5 痕 有り。口縁部 は内側 にややふ くらみ、端 部は尖 り気味。

8.8～10.5

色 調は青灰色。内外面 と もに自然釉 による黒色斑点有 り、 坏部は緩や かに湾曲す

器高

口径

基 部径 3.1

11 －43 高 坏 脚径 8.2 る底部と、直立 する口縁部からな り、端 部はやや尖 り気 味となる。 脚部は漏斗状

9．6 に広がり、端 部は丸く、器壁は厚い。

4.4

器高

脚高

口径 10.0

基 部径 2.5 色調は灰白色。 坏部は底部から 口縁 部にかけて緩や かに湾曲し、端 部は丸い。脚

11 －44 高 坏 脚径 8.0 部は漏斗状を 呈し、 内面には ねじり痕 を有してい る。 坏部外面には一 部に沈線状

7.2 の 窪みを有し ている。

4.2

器高

脚高

口径 13.6

基 部径 3.8

11 －45 高 坏 脚径 12.2

14.2

色調は、坏部内面 でやや 茶をおび た灰 色、外面は灰 色、 脚部は内面 で灰 色、外面

で 青灰色。砂粒 を含 む。 坏部外面 には凹線1 本 を有 し、 脚部には2 本有している・

口縁部はやや尖 り気味。脚端部 は肥厚し、端面は 凹線状 に窪む。た んざく2 段す

かして方向。
9.4

器高

脚高

脚端 径 9.0 色調は濃灰色、 外面 で一 部光沢。砂 粒を含む。外傾 した脚部は一垣積 をつくり、

11 －46
残 器高 2.3 さらに外反し、端面 には凹線状の 窪みを有してい る。

14.0 色調は、内面 で濃緑 色自然釉、外面 で灰色。積 から口縁にかけて内湾 し、端部は推 定脚径
11 －47 高 坏

1.3 外反する。外面 には、箆状工具 による刻み目を施 してい る。残 器高

口径 5.9

12－48 平 瓶 胴 張径 14.6

色調は灰色。下 胴部は櫛状工具 による回転ナデ、胴 張部は箆状工具 によるナデ。

上胴部はヘラケズリ。底部を粘土板によってふさぐ。窯印有り。
器高 11.6

6.0口径

12 －49 平 瓶 胴 張径 13.0
色調は青灰色。上 部に自然釉付着、 底部に粘土板 付着。 口縁部 と胴 部のつなぎ目

において、粘土板 によるふさ ぎ、胴 部に凹線状の窪 み。
11.9器高

口径
12－50 平 瓶

胴 張径

5.3 色調は灰色。 他の平 瓶に比して全体 に丸みをおびてい る。 口縁部外面 に沈線1 本。

12.3 内面にはキレツ有り。上胴部の口縁つけ根に砂付着。
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（単位：cm）

番 号 器 種 法 量 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

器高 11.1

口径 6.2

12－51 平 瓶 胴張径 13.9
色調は灰色。胴 部はやや 丸みをおび る。 口縁部は緩や かに内湾 しながら外傾す る。

端 部は丸い。胴 部外面 に指頭痕多い。
器高 13.0

頸部径 3.9

12－52 提 瓶 胴張径 13.3
色調は青灰色。表裏 ともに櫛状工具 による調整。湾曲 した方に粘土板に よるふさ

ぎ。 窯印有り。
器厚 8.5

口径 10.7

胴張径 15.8
12－53 長蓋壺

脚端 径 10.0

色調は光沢のあ る青灰 色。上胴部及 び口縁内面に緑色 自然 釉付着。やや内湾す る

直線的な下胴部 と上胴 部は、明瞭な 稜を有してい る。 口縁 部はラッパ状に広 がり、

端 部は細くな る。底 部には端面に凹 線状 の窪みを有す る高 台を付してい る。
器高 22.1

口径 8.0

胴張径 16.2
脚 付

12 －54 脚端 径 14.5
長頸壺

器高 27.9

色 調は灰色。頸部及 び上 胴部に緑色 自然釉。やや偏平な球形 の胴部に、直線的 に

外傾 する口縁部 を有 している。 口縁 部と胴部にそれぞ れ1 本、2 本の凹線を有 し、

胴 部では一 ヶ所粘土粒 により きれてい る。 脚部は漏斗状 に広 き、明瞭な稜及び 凹

線 を境に内湾し、 凹線状 の窪 みを もつ端 部にいたる。
脚高 5．8

（2） 土 師 器（第13図）

埦や皿などが出土している。埦形土器は2個体あり、1は、須恵器の坏蓋を逆さにした形

態、2は、須恵器の埦とよく似ており、端面を外方にむけ、窪みをもっている。4は、皿形

土器で、色は淡灰褐色であるが、丹塗りにより有褐色となっている。3は、鉢形土器で、他

のものが須恵器に類似のものがあるのに対し、鉢形土器だけは土師器本来の形態を示してい

る。

1 2 3

4 5

第13図 片山7号墳出土土師器実測図
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第2表 片山7号墳出土土師器観察表

（ 単位 ：cm）

番 号 器 種 法 量 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

口径
13 －1 坏

器高

口径
13 －2 坏

器高

口径

10.7 色調は赤褐色。砂粒を多く含む。底部から口縁にかけて孤を描く。口縁端部はや

3.2 や 尖り気味。

7.4 色調は、内面で茶褐色。外面で褐 色。外面に黒斑。砂粒を含む。口縁部は直立し、

4.1 端 部でやや外反 し、端面には 凹線状 の窪みを有する。

13.0 色調は淡褐色。細砂粒を多く含む。外面に櫛状工具による調整痕。丸底から内湾
13－3 鉢

器高 7.5 しながら外傾 する器壁 は、 口縁部で外反 し、端部は丸い。

口径 12.0
13－4 坏 色調は赤褐色。丹塗り。緩やかに孤を描く底部に、直線的な口縁部を有している。

器高 3.6

13－5 把 手 色調は淡褐色。砂粒を含む。

（3） 鉄 器（第14図～第20図）

ア 鉄 鏃

本古墳から出土した鉄鏃は、細根式のものと平根式のものに大別できる。1～11は、平根

式で茎をもつものであり、2のみ片刃となっている。鏃身については、小さなもの（1・5）、

やや細長いもの（3～4・6～8）、幅ひろのもの（9～11）がある。12～21は平根式のもの

で、鏃身の平らで大きなものになる。22～26までは、尖根状となるもので、鏃身も12～21の

ものに比べて広いものになり、茎もない。27～32は、腸抉式のものだが、腸抉には2 種類あ

り、反ったものと反ってないものとがある。33～38は、尖根式で、鏃身が二等辺三角形とな

るものである。39～41は、特殊な形態の鏃で、39は先端の丸い平根式で、中央が抜き取られ

ている。40は三角形のもので、先端に向かって3 本に分かれている。41は逆三角形状のもの

で、中央を抜いたものである。42～45は、鏃身の先端であるが、いずれもやや大きめの偏平

なものである。46は鏃身と考えられるが、茎・箆はなく、鉄板を木で挾むようになったもの

である。47～55は、茎・箆の破片であるが、47～52は細根式の鏃身の小さなもの、その他は

平根式のものの破片と考えられる。

第3表 片山7号墳出土鉄鏃計測表

表中（）は残（単位：cm・g）

鏃 身 長 箆 部
番 号 全 長 重さ 備 考

長 さ 幅 厚さ 長 さ 幅 厚 さ

0.314 －1 （8.8 ） 1.1 0.6 0.15 6.8 0.5

被 茎

厚 さ 長 さ 幅

0.3 （0.9 ） 0.4 6.805 片刃 細根

14 －2 （5.9 ） 2.6 0.85 0.3 （3.3 ） 0.5 0.4 1.6 片刃 細根

14 －3 （4.7 ） 2.5 0.9 0.25 （2.2 ） 0.6 0.4 3.65 片刃 細根

14 －4 （3.6 ） 2.7 0.9 0.3 （0.9 ） 0.7 0.4 3.645 両刃 平根

14 －5 （17.2） 2.5 0.8 0.2 11.9 0.7 0.5 2.8 0.3 0.3 18.41 両刃 細根

14 －6 （5.5 ） 2.7 0.8 0.3 （2.8 ） 0.5 0.4 3.76 両刃 平根

14 －7 （5.5） 2.7 0.9 0.3 （2.8 ） 0.5 0.4 3.11 両刃 平根
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（単 位 ：cm ・g ）

身 長 箆 被 茎 部
番

鏃
号 全 長 備 考

厚さ 長 厚 さ 長 さ幅 さ 幅 幅 厚 さ 重 さ

14－8

長 さ

（8.5） （2 ） 0.95 0.3 （6.5 ） 0.65 0.4 3.0 両 刃 細根

14－9 （10.5 ） 1.9 1.1 0.25 7.2 0.7 0.35 （1.4 ） 0.4 0.2 10.165 両 刃 平根

14－10 （2.5 ） 2.2 1.15 0.25 （0.3 ） 0.7 1.66 両刃 平根

14－11 （2 ．8） 2.1 1.1 0.2 （0.7 ） 0.65 1.86 両刃 平根

14－12 （9.3 ） 5.2 2.6 0.3 2.3 0.85 0.3 （1.8 ） 0.4 0.3 14.835 両刃 平根

14－13 （9 ．8） 5.3 2.8 0.4 2.5 0.9 0.5 （2 ） 0.4 0.3 17.622 両刃 平根

14－14 （9.1 ） 5.4 2.7 0.35 3.1 0.8 0.4 （0.6 ） 19.055 両刃 平根

14－15 （5.6 ） 3.9 2.4 0.2 （1.7 ） 1.1 0.4 12.915 両刃 平 根

14－16 （7.3 ） 4 2 0.5 2.8 0.8 0.4 （0.5 ） 0.7 13.195 両刃 細根

14－17 （8.8 ） 4.5 2 0.5 2.5 0.8 0.4 （1.8 ） 0.5 0.3 14.602 両刃 平根

14－18 （6.8 ） 4 2.4 0.3 1.9 0.7 0.4 （0.9 ） 0.4φ 19.67 両刃 平根

14－19 （6.4 ） （4 ） 2.7 0.35 （2.4 ） 0.75 0.4 12.26 両刃 平根

14－20 （4 ） （2.5 ） 2.2 0.2 （1.5） 0.7 0.2 2.35 両刃 平根

14 －21 （6.9 ） （0.9） 2.5 0.7 0.4 3.5 0.3φ 2.2 両刃 平根

15 －22 （9.5 ） 6.3 2.4 0.4 2.3 0.9 0.4 （0.9 ） 0.6 0.4 17.845 両刃 細根

15 －23 （9.8） 7.5 2.7 0.5 0.3 24.252 両刃 細根

15 －24 （9.2 ） 8.5 3.35 0.4 0.4 23.267 両刃 細根

15 －25 （9.2） （8.3 ） 2.8 0.5

（2.3） 0.4

（0.7 ） 0.5

（0.9 ） 0.5 0.45 26.355 両刃 細根

15 －26 （11.1） （7.2 ） 2.5 0.3 （3.9 ） 0.3φ 16.795 両刃 細根

15 －27 （9.9） 4 3.1 0.4 2.5 0.9 0.4 （4 ） 0.6 13.267 両刃 腸抉

15 －28 （5.4） 4.5 2.9 0.3 （1 ） 0.6 0.4 8.772 両刃 腸抉

15 －29 （3.8） （3.8 ）（2.2 ）0.2 2.1 両刃 腸抉

15－30 （4 ）（2.5 ） 2.7 0.2 （2 ．5   ） 0.8 0.3 4.37 両刃 腸抉

（0.7 ） 0.9 1.820 両刃 腸抉15－31 （3.1 ） （3.1 ）（2.8 ）0.2

15－32 （2.8 ） （1.9 ）（2.3） （1.1 ） 0.8 0.3 3.18 両刃 腸抉

15－33 （10.6 ） 6.9 4 0.4 （3.7 ） 0.45 0.3 18.185 両刃の み頭

15－34 12.9 7.9 4 0.4 27.01 両刃の み頭

15－35 （12 ） 6.5 （3.3） 0.3

0.4φ

（5.5 ） 0.5φ

15－36 10.9 5.3 3.3 5.6 0.5φ

24.245 両刃の み頭

27.245 両刃の み頭

15－37 （8.3 ） （5.9 ）（2.7 ）0.2 （2.4 ） 0.4 0.3 13.042 両刃の み頭

15－38 （4.9 ） （4.9 ） 2.7 0.3 10.227 両刃の み頭

16－39 （9.3 ） 4.1 （2.6 ）0.3 2.4 0.7 13.485 両刃透 し

0.3 2.4 1

0.4 （2.8 ） 0.4φ

0.4 （1.5 ） 0.7 16.842 両刃透 し16－40 （6.7 ） （2.8 ） 4.9

16－41 （11.2 ） （6 ．2   ） （4 ） 0.35 0.3φ 24.102 両刃透 し

16－42 （5 ） （5 ） 2.7 0.3 10.027 両刃

16－43 （5.3 ） （5 ．3    ）（2.4 ） 0.4

16－44 （4.9 ） （4 ．9   ） 2.2 0.3

16－45 （2.5 ） （2 ．5   ）（2.1 ） 0.2

11.355 両刃

4.190 両刃

2.787 両刃

16－46 （5.5 ） （5.5 ） 2.9 0.3 13.64 無茎

（7.9 ） 0.8 0.5 （0.9 ） 0.45 0.3 13.615

（9.9） 0.7 0.3 （1.3 ） 0.35 0.3 15.345

（4.5 ） 0.55 0.3 （2 ） 0.45 0.3 8.1

（4.6 ） 0.8 0.4 （2.7 ） 0.4 0.3 10.975

（7.4 ） 0.65 0.35 （0.5 ） 0.5 0.4 11.84

（3.9 ） 0.45 0.3 （3.3 0.2φ 4.585

（2.7 ） 0.9 0.4 （1.1 ） 0.4 0.3 4.298

（2.6） 0.95 0.6 （0.7 ） 0.45 0.4 2.587

16－47 （8.8 ）

16－48 （11.2 ）

16－49 （6.5 ）

16－50 （7.3 ）

16 －51 （7.9 ）

16 －52 （7.2 ）

16 －53 （3.8 ）

16 －54 （3.3 ）

16 －55 （4 ） （1.9 ） 0.9 0.4 （2.1 ） 0.3 0.3 4.045
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第15図 片山7号墳出土鉄器実測図2 （鉄鏃）
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第16図 片山7号墳出土鉄器実測図3 （鉄鏃）及び砥石
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イ 刀 子

ほぼ完全なもの2本と刃先の破片2、その他5がある。1は、刃部を内側に湾曲しており、

刃部は柄の部分まで一直線である。2は、刀身が極めて細いもので、柄部には断面楕円形の

木質が残っている。9本中、1と同様に刃部が柄部と一直線なものと、柄部が一直線のもの、

刃部の幅の広いものに分けられる。

第4表 片山7号墳出土刀子計測表

（単位 ：cm）

刃 部 茎 部
番 号 現存長 考

長 さ 幅 厚 さ 長 さ 幅 厚 さ

17－1 16.1 10.1 1.4 0.4 6 1 0.7

17－2 9.6 5.7 0.6 0.2 3.9 0.6 0.3

備

完形

完形 茎部木質残 存

17－3 9.3 6.2 0.9 0.3 3.1 0.8 0.3

17－4 6.3 6.3 1.4 0.3 － －

17－5 4.5 4.5 1 0.3

17－6 6.9 3.9 1.2 0.3 3. 0.9 0.5 茎部木質残 存

17－7 5.5 4 1 0.4 1.5 0.7

17－8 6.8 3.3 1.45 0.4 3.5 0.9 0.5

17 －9 4.7 1.5 0.9 0.3 3.2 0．7 0.4

ウ 斧

2本の斧が出土しており、それぞれの計測値は表に示している。

第5表 片山7号墳出土鉄斧計測表

（単位 ：cm・g ）

刃 部 袋 部
番 号 器 高 重 さ 備 考

幅 厚 長 径 短 径

17 －12 12.9 4.9 1.7 4.1 2.7 336 ．12

17 －13 8.7 3.9 1.4 2.8 1.4 138.22

エ 鎌

1 は完全なもので、石室南中央で出土し、全長は20.4cm、幅は、折り曲げた所で3.5cm、

中央で2.4cmとなり、刃厚は0.4cmである。2・3は、ともに基部のみの出土で、2は、残長

10.4cm、折り曲げ部での幅3.1cm、厚み0.35cmである。3は、残長11.1cm、折り曲げ部での

幅2.5cm、中央部で2.4cm、刃厚0.55cmである。4・5は、先端部の破片で、4は、残長7.3 

cm、刃幅2.3cm、刃厚0.3cm、5は、残長5cm 、刃幅2.5cm、刃厚0.4cmである。打ちもののた

めに、錆によって剝離が著しい。

オ 鋤

6 は2片に分かれていたものであるが、同一個体と考えられるものである。推定できる大
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第17図 片山7号墳出土鉄器実測図4（刀子・斧）
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第18図 片山7号墳出土鉄器実測図5 （鎌・鋤）及び紡錘車
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きさは、長さ17cm、幅17.5cmで、中に入る木の幅は13cmと考えられる。本を差し込むための

部分は、ほとんどがなくなっており、先端部も欠損している。

カ 刀

11は手槍状のものである。残長15cm、把部での幅1.4cm、刃厚0.3cmで、全体的に浅い板状

であるが、刃部は鋭く造られ、端はやや尖る角度になり、さらに削られている。10は、刀の

把部目釘穴の破片で、片面に木質を残している。長さ6.7cm、幅1.8cmで、目釘穴は直径0.4cm

である。

キ 馬 具

馬具は鉄製で、素環鏡板付轡2個と辻金具・鉸金具・兵庫鎖が出土している。

（ア）轡

1 ・2は、一対になる立間付の素環鏡板付轡である。幅6cm、高さ4.3cmの楕円形に、幅

3.6cm、高さ1.7cmの立間がついている。銜は、鉄棒2本でできた2連式と推定できる。引手

は銜に連結していたもので、長さ12.5cmである。3・4も一対の素環鏡板で、5がその銜と

考えられる。鏡板は幅6.9cm、高さ6.5cmのものと、直径6.4cmのものとがある。5は2連式

の銜で、全長16cmで、中央の啣金の直径は2.1cmである。

6～9は引き手と考えられるもので、大きさから、6・7は3～5のものの引手と考えら

れる。

（イ）雲 球

10は素環の雲珠と考えられるが、全体は不明である。11は、直径4.9cmの半球の四方に、

幅1.5cm、長さ1cmの突起をつけたもので、半球の頂点には鋲留の跡がある。

（ウ）鉸 具

2点の鉸具が出土している。大きさでは、12が長さ5.2cm、13が6.2cmと、12がやや大型で

ある。12は前方後円墳の平面形に似た形、13は白熱電球のような平面形をしている。

（エ）鎖

14・15は鎖であり、15には鎖部の下に他の鉄器を連結している。14は6連、15は7連に他

のものがついている。

（オ）辻 金 具

本古墳からは、馬具に使用する鋲留金具に、正方形に4本の鋲をもつものと、長方形で2

本の鋲をもつもの、長めのもので端部の丸くなった所近くに2本の鋲をもつものとともに、

6 枚の花弁をもつ飾り金具が出土している。この花弁形の金具は、1・2の轡の上から出土

したもので、表面に緑青が見られることから、金張りであった可能性を有している。

正方形のものは、一辺3cm弱で6枚出土しており、鋲は対角線上にうたれている。長方形
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のものは、長さ2.7cm 、幅1cmの ものと、長さ2.4cm 、幅1.5cm のものがある。長めのものは

2本あり、ともに、幅1.3cm、残長6.5cmと4.6cm、奥の門は2.3cmあいている。

（カ）そ の 他

16・17は緩やかにねじれる鉄棒であるが、両端を欠損している。その用途は不明である。

（4） 紡 錘 車 （第18図-7 ）

玄門部北隅から砥石と伴に出土したもので、滑石製で、直径3.6cm、高さ1.8㎝、中央に直

径0.7cmの円孔を有し、鉄芯が入っている。鉄芯は、長さ18.9cmで、直径0.5cmの円柱状を呈

し、先端部のみ偏平となっている。鉄芯は紡錘車の平らな面の方からのびている。紡錘車と

鉄芯の重さは61.15g である。

（5） 砥 石（第16図-56）

玄門部北隅の坏類の下から出土したもので、長さ11.5cm 、高さ3.4cm 、幅4cmを計測する

石英粗面岩製の砥石で、一面のみ使用痕を有している。

（6） 装 身 具（第21図～第24図）

ア 玉

本古墳からは、管玉・切子玉・棗玉・丸玉が出土しており、用材も水晶・碧玉等の石と、

土・木・ガラスの4 種類がみられる。それぞれの計測値は別表に示している。

第6表　片山7号墳出土玉計測表

（単位：cm ・g　）

番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考

1 切子玉 1.62 1.01 0.35　　 0.10 2.47 白 色 透 明 水　 晶

2 1.34 1.09 0.40　　 0.15 2.23

3 1.09 0.97 0.33　　 0.13 1.41

4 棗　 玉 2.28 1.50 0.23　　 0.17 2.66 黒 木 重量 は処 理後

5 1.34 1.11 0.17 1.12

6 1.17 0.87 0.29　　 0.19 1.09 暗　 緑　 色 碧　 玉

7 管　 玉 2.05 0.89 0.49　　 0.27 3.66 白 色 透 明 水　 晶

8 2.37 0.84 0.46　　 0.31 3.18

9 2.49 0.87 0.55　　 0.25 3.31

10 　 2.32 0.82 0.57　　 0.30 2.93

11 1.99 0.79 0.42　　 0.38 2.52

12 2.59 0.84 0.35　　 0.20 3.22 暗　 緑　 色 碧　 石

13 2.49 0.83 0.40　　 0.13 2.94
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（単位 ：cm・ g )

番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考

14 2.43 碧 石管 玉 0.79 3.010.31　　 0.10 暗 緑 色

15 〃　 2.28 0.82 0.32　　 0.15 3.05 〃 〃

16 〃 2.22 0.78 0.28　　 0.13 2.46 〃 〃

17 　〃 2.06 0.81 2.280.41　　 0.20 〃 〃

18 〃 2.03 0.80 0.27　　 0.16 3.04 〃 〃

19 〃 2.41 0.79 0.28　　 0.14 2.26 淡 灰 青 色 〃

20 　〃 1.47 0.54 0.18　　 0.13 0.71 〃 〃

土21 丸 玉 1.08 1.23 0.24 4.68 白  色

22 〃 1.05 1.20 0.25 1.64 黒　 色 〃

23 〃 0.95 1.18 0.19 1.52 〃 〃

24 〃 0.86 1.00 0.23 1.09 〃 〃

25 〃 0.90 0.98 0.19 0.93 〃 〃

26 〃 0.98 0.89 0.16 0.84 〃 〃

27 〃 0.75 0.87 0.14 0.65 〃 〃

28 〃 0.69 0.85 0.14 0.57 〃 〃

29 〃 0.76 0.93 0.21 0.73 〃 〃

0.65 0.19 0.46 〃30 〃 0.80 〃

31 〃 0.70 0.82 0.20 0.50 〃 〃

32 0.68 0.17 〃〃 0.76 0.35 〃

33 〃 0.66 0.79 0.19 0.43 〃 〃

34 〃 0.61 0.75 0.19 0.38 〃 〃

0.5435 〃 0.84 0.78 0.22 〃 〃

36 〃 0.76 0.81 0.21 0.50 〃 〃

37 0.55 0.83 0.25 0.45 〃 〃〃

0.56 0.20 0.3938 〃 0.80 〃 〃

39 〃 0.52 0.78 0.21 0.35 〃 〃

40 0.64 0.20 0.39 〃〃 0.81 〃

0.3741 〃 0.56 0.76 0.17 〃 〃

42 〃 0.44 0.84 0.28 0.35 〃 〃

43 〃 0.46 0.82 0.21 0.35 〃 〃

44 〃 0.56 0.82 0.19 0.37 〃 〃

45 〃 0.50 0.71 0.21 0.29 〃 〃

46 〃 0.57 0.74 0.17 0.33 〃 〃

0.2747 〃 0.45 0.75 0.21 〃 〃

48 〃 0.40 0.73 0.21 0.25 〃 〃

49 0.71 0.19 0.31〃 0.51 〃 〃

50 〃 0.43 0.72 0.20 0.24 〃 〃

51 0.49 0.74 0.23 0.29〃 〃 〃

52 〃 0.50 0.72 0.19 0.31 〃 〃

53 〃 0.47 0.76 0.16 0.28 〃 〃

54 0.20 0.23 〃 〃〃 0.58 0.64

0.72 0.22 0.28〃 0.49 〃55 〃

56 〃 0.45 0.71 0.17 0.30 〃 〃

57 0.70 0.15 0.22〃 0.43 〃 〃

58 〃 0.49 0.76 0.23 0.26 〃 〃

0.71 0.3259 〃 0.56 0.24 〃 〃

60 〃 0.40 0.65 0.22 0.23 〃 〃

61 0.24 0.20〃 0.46 0.64 〃 〃

0.17 0.2662 〃 0.42 0.73 〃 〃
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（単位：cm ・ g ）

番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考

63 丸 玉 0.75 0.81 0.16 0.58 黒　 色 土

64 〃 0.73 0.83 0.17 0.53 〃 〃

65 〃 0.47 0.84 0.18 0.38 〃 〃

66 〃 0.54 0.80 0.19 0.40 〃 〃

67 〃 0.59 0.76 0.17 0.37 〃 〃

68 〃 0.55 0.80 0.20 0.36 〃 〃

69 〃 0.69 0.72 0.15 0.36 〃 〃

70 〃 0.62 0.79 0.18 0.42 〃 〃

71 〃 0.48 0.81 0.17 0.35 〃 〃

72 〃 0.43 0.78 0.13 0.32 〃 〃

73 〃 0.69 0.71 0.18 0.33 〃 〃

74 〃 0.47 0.78 0.16 0.35 〃 〃

75 〃 0.52 0.77 0.17 0.31 〃 〃

76 〃 0.54 0.66 0.20 0.27 〃 〃

77 〃 0.54 0.75 0.18 0.27 〃 〃

78 〃 0.49 0.75 0.16 0.24 〃 〃

79 〃 0.77 0.80 0.18 0.50 〃 〃

80 〃 0.56 0.79 0.21 0.40 〃 〃

81 〃 0.60 0.81 0.24 0.42 〃 〃

82 〃 0.59 0.81 0.22 0.37 〃 〃

83 〃 0.56 0.78 0.20 0.78 〃 〃

84 〃 0.55 0.81 0.19 0.38 〃 〃

85 〃 0.52 0.79 0.22 0.33 〃 〃

86 〃 0.64 0.79 0.15 0.42 〃 〃

87 〃 0.47 0.74 0.18 0.27 〃 〃

88 〃 0.63 0.70 0.18 0.35 〃 〃

89 〃 0.46 0.76 0.17 0.28 〃 〃

90 0.51〃 0.81 0.24 0.32 〃 〃

91 〃 0.56 0.65 0.14 0.31 〃 〃

92 〃 0.47 0.68 0.19 0.27 〃 〃

93 〃 0.40 0.76 0.18 0.27 〃 〃

94 〃 0.56 0.68 0.18 0.30 〃 〃

95 〃 0.46 0.72 0.18 0.25 〃 〃

96 〃 0.49 0.68 0.17 0.26 〃 〃

97 〃 0.39 0.68 0.16 0.22 〃 〃

98 〃 0.44 0.68 0.13 0.22 〃 〃

99 〃 0.51 0.66 0.13 0.23 〃 〃

100 〃 0.47 0.81 0.18 0.25 〃 〃

101 〃 0.46 0.70 0.20 0.23 〃 〃

102 〃 0.42 0.68 0.21 0.19 〃 〃

103 〃 0.49 0.59 0.21 0.19 〃 〃

104 〃 0.46 0.68 0.16 0.18 〃 〃

105 〃 0.33 0.57 0.14 0.13 〃 〃

106 〃 0.47 0.56 0.18 0.18 〃 〃

107 〃 0.43 0.64 0.16 0.21 〃 〃

108 〃 0.40 0.160.74 0.24 　 　　　〃 〃

109 〃 0.37 0.59 0.15 0.17 〃 〃

110 〃 0.34 0.52 0.14 0.13 〃 〃

111 〃 0.38 0.53 0.16 0.14 〃 〃
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（単位：cm・ g ）

番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考

112 丸 玉 0.44 0.69 0.19 0.18 黒　 色 土

113 〃 0.18 0.25 〃 〃0.46 0.66

114 〃 0.44 0.69 0.19 0.24 〃 〃

115 〃 0.47 0.72 0.17 0.27 〃 〃

116 0.17 0.25 〃 〃〃 0.52 0.67

117 〃 0.47 0.69 0.22 0.27 〃 〃

118 〃 0.18 〃 〃0.51 0.71 0.28

0.18 0.24119 〃 0.47 0.69 〃 〃

120 〃 0.47 0.77 0.19 0.30 〃 〃

121 0.72 0.19 0.26〃 0.52 〃 〃

122 0.18 0.20〃 0.45 0.62 〃 〃

123 〃 0.50 0.65 0.18 0.21 〃 〃

124 〃 0.42 0.62 0.15 0.17 〃 〃

125 0.44 0.53 0.13 0.15〃 〃 〃

126 〃 0.29 0.70 0.16 0.18 〃 〃

127 〃 0.72 0.21 0.22 〃 〃0.40

0.19 0.21 〃 〃128 〃 0.40 0.71

0.22 0.25 〃129 〃 0.47 0.74 〃

130 0.27 〃〃 0.56 0.72 0.24 〃

131 0.22 0.22 〃 〃〃 0.47 0.71

〃 0.47 0.63 0.20 0.22 〃132 〃

133 〃 0.48 0.72 0.18 0.23 〃 〃

134 0.63 0.19 0.23 〃 〃〃 0.47

135 0.20 0.22 〃 〃〃 0.39 0.68

0.18136 〃 0.43 0.69 0.18 〃 〃

137 〃 0.44 0.66 0.20 0.19 〃 〃

138 0.21 0.20〃 0.44 0.63 〃 〃

139 〃 0.49 0.69 0.20 0.21 〃 〃

140 0.19 0.18 〃〃 0.45 0.64 〃

0.19141 〃 0.50 0.64 0.19 〃 〃

142 〃 0.41 0.66 0.15 0.18 〃 〃

143 〃 0.38 0.61 0.16 0.15 〃 〃

0.15 0.17 〃 〃144 〃 0.40 0.60

0.15 〃145 〃 0.37 0.61 0.17 〃

146 0.49 0.17〃 0.62 0.20 〃 〃

147 0.17 0.15 〃〃 0.46 0.53 〃

148 0.60 0.18 0.15 〃〃 0.43 〃

149 〃 0.40 0.59 0.15 0.16 〃 〃

150 0.17 0.14 〃〃 0.38 0.59 〃

0.18 0.17 〃151 〃 0.43 0.59 〃

152 〃 0.16 0.150.39 0.51 〃 〃

153 0.15 0.17 〃 〃〃 0.46 0.60

0.18 0.14154 0.57 〃〃 0.38 〃

155 〃 0.36 0.57 0.18 0.11 〃 〃

156 〃 0.21 0.13 〃0.34 0.51 〃

157 〃 0.38 0.59 0.13 0.12 〃 〃

158 〃 0.32 0.61 0.15 0.13 〃 〃

159 〃 0.09 〃0.31 0.55 0.16 〃

160 〃 0.71 0.81 0.18 0.78 濃　 紺 ガ ラス
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（単位：cm・ g ）

番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考

161 丸 玉 0.68 0.73 0.18 0.63 紺 ガラス

162 〃 0.50 0.91 0.18 0.68 群　　　 青 〃

163 〃 0.61 0.80 0.18 0.61 〃 〃

164 〃 0.57 0.89 0.21 0.70 濃　　 紺 〃

165 〃 0.66 0.84 0.24 0.70 〃 〃

166 〃 0.61 0.78 0.21 0.41 群　　　 青 〃

167 〃 0.66 0.86 0.19 0.62 濃　　　 紺 〃

168 〃 0.63 0.80 0.27 0.54 群　　　 青 〃

169 〃 0.50 0.75 0.16 0.40 〃 〃

170 〃 0.56 0.81 0.21 0.66 紺 〃

171 〃 0.49 0.78 0.22 0.52 〃 〃

172 〃 0.50 0.80 0.25 0.47 群　　　 青 〃

173 〃 0.50 0.82 0.18 0.51 紺 〃

174 〃 0.52 0.71 0.21 0.37 群　　　 青 〃

175 〃 0.45 0.80 0.15 0.34 〃 〃

176 〃 0.49 0.76 0.18 0.39 紺 〃

177 〃 0.44 0.62 0.17 0.21 濃　　　 紺 〃

178 〃 0.44 0.59 0.19 0.20 群　　　 青 〃

179 〃 0.34 0.59 0.16 0.19 〃 〃

180 〃 0.48 0.59 0.15 0.24 〃 〃

181 〃 0.38 0.63 0.13 0.26 〃 〃

182 〃 0.31 0.66 0.22 0.20 〃 〃

183 〃 0.42 0.56 0.18 0.20 〃 〃

184 〃 0.42 0.55 0.11 0.22 〃 〃

185 〃 0.41 0.55 0.18 0.20 〃 〃

186 〃 0.40 0.54 0.18 0.18 〃 〃

187 〃 0.24 0.60 0.20 0.14 紺 〃

188 〃 0.38 0.60 0.20 0.20 〃 〃

189 〃 0.49 0.57 0.14 0.22 〃 〃

190 〃 0.44 0.59 0.14 0.23 群　　　 青 〃

191 小 玉 0.31 0.40 0.12 0.09 〃 〃

192 〃 0.24 0.40 0.17 0.06 〃 〃

193 〃 0.20 0.33 0.12 0.03 〃 〃

194 〃 0.28 0.38 0.17 0.06 黄　　　 色 〃

195 〃 0.31 0.41 0.17 0.07 〃 〃

196 〃 0.19 0.42 0.16 0.05 〃 〃

197 〃 0.26 0.42 0.19 0.06 〃 〃

198 〃 0.20 0.42 0.15 0.05 〃 〃

199 〃 0.22 0.39 0.14 0.06 〃 〃

200 〃 0.23 0.37 0.13 0.05 〃 〃

201 〃 0.23 0.42 0.13 0.06 〃 〃

202 〃 0.24 0.40 0.14 0.06 青 緑 透 明 〃

203 〃 0.26 0.40 0.18 0.07 緑 青 透 明 〃

204 〃 0.25 0.40 0.14 0.06 〃 〃

205 〃 0.26 0.42 0.14 0.05 〃 〃

206 〃 0.32 0.39 0.14 0.05 淡 黄 水 色 〃

207　 〃 0.25 0.40 0.15 0.05 〃 〃

208 〃 0.26 0.39 0.10 0.05 水　　　 色 〃

209 〃 0.26 0.42 0.12 0.06 淡 黄 水 色 〃
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（単位：cm ・ g ）

色　　　 調 材　 質 備　　　　　 考
番号 種　 類 高　 さ 直　 径 孔　　　 径 重　 量

0.11 0.05 淡 ガラス
210 小 玉 0.36 黄 水 色0.33

0.04 水　　　 色 〃211 〃 0.27 0.31 0.12

212 0.18 0.34 0.12 0.04 〃 〃
〃

213 0.31 0.12 0.04 淡 黄 水 色 〃〃 0.31

0.05214 0.28 0.10 〃 〃
〃 0.39

0.25 0.33 0.12 0.04 〃 〃
215 〃

〃216 0.21 0.12 0.04 〃〃 0.37

0.03217 0.11 水　　　 色 〃
〃 0.28 0.29

0.14 0.04 水 色 〃
218 0.21 淡 黄〃 0.40

0.31 0.09 0.03 〃 〃
219 〃 0.29

0.03 〃 〃220 〃 0.25 0.26 0.10

0.030.22 0.17 淡 黄水色透明 〃221 〃 0.37

〃222 〃 0.24 0.12 0.03 〃0.33

0.20 0.12 0.02 〃 〃223 〃 0.33

0.040.25 0.31 0.12 〃 〃224 〃

0.09 0.06
225 〃 0.30 水　　　 色 〃0.34

0.31 淡 黄 水 色226 0.34 0.13 0.05 〃〃

0.24 0.14 0.05 〃 〃227 〃 0.39

〃228 〃 0.22 0.11 0.05 〃0.34

0.04 〃 〃
229 〃 0.24 0.34 0.12

0.35 0.11 0.04 〃 〃230 〃 0.26

0.29 0.09 0.04 〃 〃231 〃 0.28

〃
232 0.18 0.34 0.12 0.03 〃〃

〃 0.26 0.12 0.03 〃 〃233 0.30

0.30 0.14 0.06 〃 〃234 〃 0.40

0.040.23 0.35 0.12 〃 〃235 〃

0.030.22 0.32 0.12 〃 〃236 〃

0.11 〃237 0.20 0.03 〃〃 0.33

0.12 0.07 深 黄 縁 色 〃238 〃 0.27 0.41

0.17 0.05 〃 〃239 〃 0.20 0.39

0.37 0.13 0.06 〃 〃240 〃 0.37

0.20 0.13 0.03 〃 〃241 〃 0.38

0.11 0.02 〃 〃242 〃 0.19 0.33

0.12 0.04 〃 〃243 〃 0.25 0.35

0.04 〃244 〃 0.26 0.32 0.12 〃

0.27 0.01 0.04 〃 〃245 〃 0.34

0.20 0.11 0.04 〃 〃246 〃 0.34

0.10 0.04 〃 〃247 〃 0.31 0.33

0.14 0.06 〃 〃248 〃 0.27 0.38

0.12 0.02 〃249 〃 0.17 〃0.38

0.16 0.04 〃 〃250 〃 0.18 0.38

0.02 〃251 〃 0.16 0.14 〃0.38

0.23 0.14 0.04 〃 〃252 〃 0.34

〃
253 〃 0.19 0.12 0.03 〃0.34

〃254 〃 0.13 0.09 0.02 〃0.27

0.10 0.02 〃 〃255 〃 0.17 0.28

0.13 0.03 〃 〃256 〃 0.16 0.37

0.03
257 〃 0.20 0.32 0.14 〃 〃

0.03 〃258 〃 0.21 0.14 〃0.37
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（単位：㎝・ g）

番号 種　 類 高　 さ 直　径 孔　　　 径 重　 量 色　　　 調 材　 質 備　　　　　 調
259 小 玉 0.20 0.38 0.13 0.03 深 黄 緑 色 ガラス

260 〃 0.19 0.35 0.16 0.03 〃 〃

261 〃 0.19 0.38 0.10 0.04 〃 〃
262 〃 0.23 0.39 0.15 0.04 〃 〃

263 〃 0.20 0.39 0.10 0.04 〃 〃

264 〃 0.18 0.40 0.11 0.04 〃 〃

265 〃 0.28 0.38 0.14 0.05 〃 〃
266 〃 0.22 0.38 0.14 0.04 〃 〃

267 〃 0.24 0.38 0.13 0.03 〃 〃

268 〃 0.25 0.36 0.11 0.04 〃 〃

269 〃 0.18 0.35 0.08 0.03 〃 〃

270 〃 0.22 0.41 0.15 0.04 〃 〃

271 〃 0.22 0.34 0.11 0.03 〃 〃

272 〃 0.22 0.37 0.11 0.03 〃 〃

273 〃 0.21 0.41 0.14 0.04 〃 〃

274 〃 0.25 0.39 0.14 0.04 〃 〃

275 〃 0.22 0.36 0.14 0.04 〃 〃

276 〃 0.21 0.39 0.17 0.03 〃 〃

277 〃 0.20 0.35 0.13 0.04 〃 〃

278 〃 0.15 0.32 0.11 0.02 〃 〃

279 〃 0.16 0.33 0.14 0.03 〃 〃

280 〃 0.20 0.35 0.11 0.04 〃 〃

281 〃 0.18 0.36 0.10 0.03 〃 〃

282 〃 0.18 0.39 0.17 0.03 〃 〃

283 〃 0.26 0.35 0.12 0.04 〃 〃

284 〃 0.20 0.34 0.14 0.03 〃 〃

285 〃 0.22 0.38 0.17 0.03 〃 〃

286 〃 0.19 0.39 0.15 0.03 〃 〃

イ　環

本古墳からは15個の環が出土しており、それぞれの計測値は別表に示している。ほとんど

のものが金張りであるが、緑青等の錆が表面を被っている。

第7表　片山7号墳出土環計測表

（単位 ：㎝・ g ）

環　 外　 径 環　 内　 径 環　 身　 径 突合部
番　 号 重　 さ 技　　　 巧 備　　　 考

長　 径 短　 径 長　 径 短　 径 長　 径 短　 径 隙間幅

21－　1 3.26 2.96 1.46 1.39 1.06 0.59 0.14 6.06 中空　 銀

21－　2 3.16 2.84 1.47 1.34 0.75 0.72 0.2 23.03 鉄芯　 銅張 り

21－　3 2.9 2.66 1.48 1.37 0.69 0.67 0.12 19.63 〃　　金銅張 り

21－　4 3.01 2.61 1.66 1.44 0.69 0.64 0.22 12.56 〃　　銅張り

21－　5 2.89 2.53 1.79 1.51 0.51 0.47 0.27 10.26 〃　　金銅張 り

21－　6 2.61 2.39 1.65 1.43 0.47 0.46 5.35 〃　　銀 張り

21－　7 2.27 2.02 1.56 1.47 0.27 0.26 0.21 2.98 〃　　銅 張り

21－　8 2.08 1.83 1.09 0.91 0.51 0.49 0.18 6.44 〃　　　　〃
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（単位： ㎝ ・g ）

環　 外　 径 環　 内　 径
備　　　 考番　 号 重　 さ 技　　　 巧

長　 径 短　 径 長　 径 短

環　 身　 径 突合部

径 長　 径 短　 径 隙間幅

21－　9 2.05 1.89 1.09 1.03 0.55 0.46 0.22 5.44 鉄芯　 金銅張 り

1.95 1.77 1.09 0.51 0.40 0.13 4.64 〃　　　　〃21－10 1.03

4.5621－11 1.74 1.21 1.08 0.46 0.34 0.2 〃 〃1.99
　

21－12 1.78 1.65 1.13 0.99 0.34 0.34 0.07 2.27 　〃 　〃

1.71 1.53 1.18 0.28 0.26 0.03 1.42 〃  〃21－13 1.05

1.96 0.28 0.27 0.72 1.8821－14 2.55 2.11 〃 1.51
　　　　　金張り　　　　　　　

　　　　
1.8621－15 2.49 2.01 1.66 1.55 0.27 0.25 〃 〃

5
2 3 4

1

6
7 9 10

8

14 15
11 12 13

第21図 片山7号墳出土環実測図
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1 2 3 4 5
6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

第22図 片山7号墳出土玉実測図1
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8680 8276 77 78 79 81 83 84 85

92 96 97
87 88 89 90 91 93 94 95

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

138 139 140 141131 132 133 134 135 136 137

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

第23図 片山7号墳出土玉実測図2
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155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265

266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

第24図 片山7号墳出土玉実測図3
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第2章　考 察

本古墳は、196号今治道路予定地内で最も高い所に位置しており、また、稜線上である点

でも古墳群の中心的位置を占める古墳と考えられる。しかし、出土遺物の点では、前に調査

を行った1・4号墳に比して数量も少なく、やや貧弱なものである。

鉄器では、鎌・鋤などの農耕具が多く、鏃や馬具もあるものの、直刀や剣が見られず、武

具としてではなく狩猟用とも考えられるものである。

装身具でも、数は多いものの、1・4号墳で見られた勾玉は見られない。

須恵器では、坏において4 期の形態が見られる。最も古いものが、坏蓋の1 が陶邑編年の

Ⅱ型式-3段階であり、続いて、2～6がⅡ型式-4段階、7～10がⅡ型式-5段階、11～

17がⅡ型式-6段階、18がⅣ型式-1段階で最も新しいものになる。坏身では、1～4がⅡ

型式-4段階、5～ 10がⅡ型式-5段階、11～16がⅡ型式-6段階、17がⅣ型式-1段階と

なり、坏蓋と時期的に合うものである。他の器種でも、高坏がⅡ型式の後半からⅢ型式の前

半のもの、平瓶・提瓶もⅡ型式-4・5段階のものであり、長頸壺の6がⅣ式の1段階と考え

られるものである。形態からみる時期差では、Ⅱ型式 - 3・4・5・6、Ⅳ型式 - 1段

階の5時期がみられるが、Ⅱ型式-3段階は1個体であり、本古墳の埋葬を考える上では除

外したい。

以上の遺物の時期的なものと、石室の状態より考えて、本古墳は、6世紀の後半に構築さ

れて、7世紀末くらいまで利用されたものと考えられる。

石室の造りにおいても、1・4号墳に比して、石は小型であるが平面プランはほぼ同一、

またはやや大型のものである。本古墳の横の墓地に置かれていた石が天井石に使用したもの

であり、1 号墳における天井石が石室内に落ち込んでいた大型石であれば、その古墳の造り

方において、片山古墳群の形式を考える上で重要な要素となるものと考えられる。
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写真46　片山4号墳出土鉄器5
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写真47　片山4号墳出土鉄器6
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写真48　片山4号墳出土鉄器7
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写真50　片山4号墳出土装身具1
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写真51　片山4号墳出土装身具2
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写真1　 片山7号墳発掘調査前風景（片山4号墳より）

写真2　 片山7号墳石室完掘状況（敷石）



写真3　 片山7号墳遺物出土状況（石室前半）

写真4　 片山7号墳遺物出土状況（石室後半）



写真5

片山7号墳石室完掘状況

（敷石除去後）

写真6

片山7号墳石室完掘状況

（用材除去後）



写真7 片山7号墳敷石状況（奥壁より）

写真8 片山7号墳敷石状況（奥壁棺床部）



写真9 片山7号墳遺物出土状況（玄室南西隅）

写真10 片山7号墳遺物出土状況（玄室南西隅・馬具）



写真11 片山7号墳遺物出土状況（北西隅）

写真12 片山7号墳遺物出土状況（環 ・玉類）



写真13　片山7号墳遺物出土状況（鎌）

写真14　片山7号墳発掘調査後風景
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写真15　片山7号墳出土須恵器1
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写真16　片山7号墳出土須恵器2
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写真17　片山7号墳出土須恵器3
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写真18　片山7号墳出土須恵器4
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写真20　 片山7号墳出土鉄器1 （鉄鏃）
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写真21　片山7号墳出土鉄器2 （鉄鏃）・砥石
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写真22　片山7号墳出土鉄器3 （刀子・斧）
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写真23　片 山7号墳出土鉄器4 （鎌 ・鋤・）紡 錘車
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写真24　 片山7号墳出土鉄器5 （馬具）
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写真25 片山7号墳出土鉄器（馬具）
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写真26 片山7号墳出土装身具（環 ・玉）
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