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第1章 遺跡の立地と環境

第1節 地理的環境 (図2,3)

本遺跡は松山平野の北東部に位置する。松山平野を含む高縄半島は瀬戸内海西部に位置し、南端を中

央構造線に接して北に突出している。半島の主体をなす高縄山系は西南日本内帯の領家変成帯に属し、

主として中生代に貫入した石英斑岩脈を伴う花崗閃緑岩よりなっている。その高縄半島の南西方向にひ

らける松山平野は、高縄山系に源をもつ重信川と石手川によって形成された沖積平野で、平野の西北辺

は伊予灘に面している。

持田町3丁目遺跡を含む平野北東部は石手川の氾濫に起因する半径約4kmの扇状地とその裾に広がる沖

積低地から形成されている。遺跡の周辺は扇状地の扇央付近に位置し、分離独立丘陵である湯築城跡と

松山城が築かれた城山とを結ぶ微高地の南東斜面に位置している。

石手川の右岸では洪積層（下部礫層）を基盤にその上面を覆って主として縄文海進後に形成された沖積層

（上部砂礫層と砂・シルトなどの細粒堆積物からなる上部泥層）が堆積して、現在の景観が形づくられてい

る。遺跡の周辺では、河川活動によって細粒堆積物が運搬・堆積された結果、現在の石手川にほぼ平行

して、北東－南西方向に幾筋かの自然堤防状の微高地が見られる。本遺跡はこうした微高地のひとつの

南東斜面に立地していると考えられる。(真鍋)

第2節　歴史的環境（図4,表1）

松山平野の遺跡は地形的な要因と分布の遍在性から、6つの遺跡群に分類されている。持田町3丁目遺

跡を含む城山北東地域は道後城肢北遺跡群と称され、平野内でも有数の遺跡密集地として知られている。

旧石器時代

松山平野では現在のところ調査例はなく、断片的に資料が確認されているに過ぎない。以前より知ら

れていた祝谷丸山遺跡（16）出土の石器は細石核とされていたが、近年、楔形石器であるとの見解が示され

ている。

縄文時代

丸山扇状地の扇端部に位置する土居窪遺跡（18）・土居の段遺跡（36）からは後期から晩期にかけての縁帯

文土器や注口土器が出土している。後期の遺跡では文京遺跡第11次調査（5）で3基の屋外炉が検出されて

いる。

晩期になると南海放送遺跡（12）や道後今市遺跡（4）・文京遺跡など一連の調査で、刻目突帯文土器が出土し

ている。この地域では縄文晩期の遺物は普遍的に認められるものである。

弥生時代 

1 



堀江湾

興居島

伊予灘

重信川

花崗閃緑岩 角閃石安山岩
（中生代　領家帯貫入岩類） （第3紀石鎚層群）

主として砂 輝石安山岩
（第4紀　海浜堆簡物) （第3　紀石鎚層群）

砕屑物
　凝灰角礫岩

（第4紀　崖錐・地すべり・土石流堆積物) （第3 紀　岩子山層群）

砂岩 
(第3紀　黒崎層）

礫岩・砂岩・頁岩
（白亜紀　和泉層群）

閃緑岩
（中生代　領家帯貫入岩類)

主として砂礫
（第4紀　古期扇状地堆積物）

黒雲母ホルンフェルス

（古生代 高縄変成岩類）

泥質～砂質ホルンフェルス

（古生代　高縄変成岩類）

石英斑岩
（中生代　領家帯貫入岩類）

砕屑物
（ 第4 紀 海浜 堆積 物）

主として砂礫
（第4 紀 中位段丘堆積物）

礫・砂・泥
（第4紀・埋立地）

流紋岩質熔結岩
（第3紀　石鎚層群）

礫・砂・シルト・粘土
（ 第4 紀 段 丘堆 積物 ）

持田町3丁目遺跡 

松山市
石手川

主として砂礫
（ 第4 紀 崖錐 堆積 物）

主として礫
（第4紀段丘堆研物）

塩基性ホルンフェルス
(古生代高縄変成岩類）

礫岩・砂岩・泥岩
（白亜紀和泉層群）

花崗岩
（中生代領家帯貫入岩類）

主として砂礫
（ 第4紀 高位段丘堆研物）

1:100,000 

礫砂泥
（第4紀 沖積低地堆積物）

主として礫
（ 第4 紀 段 丘 堆積 物）

礫・砂・泥
（ 第4 紀 段 丘 堆積 物 ）

礫岩
（ 第3 紀 太 山 寺 層 ）

「土地分類基本調査」（愛媛県農林水産部農地計画課1976）より転載・一部改変

図2 周辺の表層地質 
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堀江湾 

興居島

伊予灘
持田町3丁目遺跡

松山市
石手川

重信川

1:100,000 

竜 門 山1 統 竜 北 統
三 川 内 統 褐色低地

土壌

竜 門 山2 統 芝 井 統

小 野 統 多湿黒ボク

土壌

新 山 統 グライ土壌 井 尻 野 統 粗粒褐色
低地土壌

忽 那 統
黄褐系褐色

森林土壌 水 上 統
粗粒グライ

土壌
西 山 統

細粒グライ
清 武 統 灰色低地

土壌

恋 の 木1 統 八 幡 統 川 副 統
土壌

世 田 山 統

未熟土壌

国 領 統 幡 野 統 四倉統 中 島 統

久 世 田 統 綱付山1統

西 部 統

高 城 統

小 山 田 統 黄色土壌

宝 田 統

北 多 久 統

新 野 統 鴨 島 統
細粒灰色
低地土壌

未 区 分 地

追子野木統
粗粒七色

低地土壌 綱付山2統
褐色森林

土壌

黄色土壌

平 山 統 緒 方 統 岩石地・砂礫地帯等

その他

豊 中 統 綱付山3統

「土地分類基本調査」（愛媛県農林水産部農地計画課　1976)より転載・一部改変

図3 周辺の土壌分布 
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初期稲作文化は縄文時代晩期に松山平野北辺部の沖積低地に立地している大渕遺跡や船ヶ谷遺跡に受

容され、次第に石手川扇状地域に展開されたと考えられる。前期のものは御幸寺車麓遺跡（38）から綾杉文

　が描かれた壺が出土しているほか、愛媛県の弥生前期の標識土器として著名な持田式土器が出土した持

田遺跡（2）などが古くから知られている。また、近年の調査では文京遺跡第4次調査で前期前半の円形竪穴

住居跡が確認されて注目された。

前期末以降は祝谷六丁場遺跡（13）で石戈、祝谷六丁目遺跡（25）からイモ貝製貝輪などが出土する一方、

松山平野出土の平形銅剣22本のすべてが当地域に出土しているほか、分銅形土製品も県内出土数の39点

中24点が集中するなど、道後城北遺跡群は平野内で突出した位置を占めるようになる。また、後期から

古墳時代初頭にかけては若草町遺跡（8）から舶載の重圏日光鏡が、文京遺跡第1次調査でも舶載鏡片が出土

していることなど、松山平野で主導的な地位にあったことが推測されている。

一方、石手川左岸地域においては樽味遺跡（46）で弥生時代前期の溝と土坑が確認されている。弥生時代

中期の遺跡は現在のところ例が少ないが、後期になると樽味立添遺跡（47）・樽味高木遺跡（48）・樽味四反

地遺跡（49）・束本遺跡（52）・桑原高井遺跡（57）などから集落跡が検出され、安定して集落が営まれていたこ

とが窺える。さらに樽味四反地遺跡第3次調査では分銅形土製品、樽味立添遺跡から貨泉が、また、

　樽味高木遺跡3次調査では船を線刻した後期の土器片が出土している。

古墳時代

丘陵部に祝谷古墳群・御幸寺山古墳群・常信寺山古噴群・桜谷古墳群・山田池古墳群など多数の後期


古墳が造営されるが、調査例は少なくその詳細は不明である。一方この時期の集落は前期の若草町遺跡


（9）、松山北高等学校遺跡（6）、前期から中期の松山大学構内遺跡（7）などで確認されている。

古代

内代廃寺（40）・湯ノ町廃寺（41）で白鳳期の瓦が出土している。

中世

守護職として伊予全土を支配した河野氏によって14世紀に湯築城（3）が築かれ、以後約250年間にわたっ

て伊予の政治・経済の中心であった。（伊藤 ・真鍋）
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浅海重夫『土壌地理学その基本概念と応用』古今書院　1990

久馬一剛 永塚鎮男 『土壌学と考古学』博友社　1987

平井幸弘　「平野」『風景のなかの自然地理』古今書院　1993

愛媛県農林水産部農地整備課　『土地分類基本調査　松山北部』　1976

愛媛県農林水産部農地整備課　『土地分類基本調査　三津浜』　1975 

4 



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

表1 周辺の遺跡一覧
番号 遺 跡 名 時 代 性 格 備 考 

1 持 田 町3 丁 目 遺 跡 弥 生 ・古墳

2 持 田 町 遺 跡 弥 生

3 湯 築 城 跡 中世

4 道 後 今 市 遺 跡（1 ～10 次 ）縄 文 ～中 世

文 京 遺 跡 （1 ～11 次 ）縄 文 ～中世

6 松 山 北 高 遺 跡（1 ～4 次 ）縄 文 ～中 世

7 松 山 大 学 構 内 遺 跡（1 ～3 次 ）縄 文 ～中 世

8 若 草 遺 跡1 次 弥 生 ～近 世

9 若 草 遺 跡2 次 弥 生 ～近 世

若 草 遺 跡3 次 弥生 ～

磨 製石 剣 ・副葬小 壺 

副葬小壺 

貿 易磁 器

手 づ く ね土 器

分銅形 土製 品 ・土偶

土玉 ・銅 鏃 

ガラ ス玉 

円形周 溝墓 ・重 圏 日光鏡 

周溝状 大溝 

円形周 溝墓

11 松 山 城 北 郭 遺 跡 江 戸

墓 ・集落

墓

城 郭

集 落・墓 ・流路

集 落・墓 ・祭 祀

集 落・流 路

集 落

集 落・墓

集 落・祭 祀 ？

集 落・墓

城 郭 

分銅形 土 製品 ・平形 銅剣 埋納 ・石戈
12 道後 城北RNB （ 南海 放送）遺 跡 縄文 ～

13 祝 谷 六 丁 場 遺 跡 弥生 ～

14 祝 谷 大 地 ヶ 田 遺 跡 弥生 ～古墳

道 後 鷺 谷 遺 跡 弥生 ～古墳

流路 

集 落・祭 祀

集 落

集 落 人面形 土 製品 ・分銅 形土 製品

16 丸 山 遺 跡 弥生 ～

17 長 谷 遺 跡 弥生 ～近 世 円筒 埴輪

18 土 居 窪 遺 跡 縄文 ～古墳

和19 平 通 り 遺 跡 弥生 ～

松 山 城 ニ ノ 丸 遺 跡（1 ～3 次 ）江戸 

21 道 後 姫 塚 遺 跡 古墳 ～ 中世 集 落 

22 道 後 冠 山 遺 跡 縄文 ～弥 生 

23 か き つ ば た 遺 跡 弥生 ～古 墳 壺棺 

24 三味線山古墳 古墳

祝 谷 六 丁 目 遺 跡 弥生 ～ 集 落 ・墓

神26 東 雲 社 遺 跡 弥生 ～

谷27 桜 遺 跡 弥生 ～ 古墳

ィモ貝製貝輪 
線刻 土 器 

箱式 石棺 ・ 竪穴式 石室 

28 祝 谷 ア イ リ 遺 跡 弥生 集落 分 銅形土 製 品 

29 祝 谷 山 田 池 遺 跡 弥生 

祝 谷 本 村 遺 跡 弥 生 集落

平 形銅 剣10口 

平形銅剣8口 

31 道 後 一 万 銅 剣 出 土 地 弥 生

32 道 後 樋 又 銅 剣 出 土 址 弥 生

33 道 後 湯 月 銅 剣 出 土 地 弥 生 平形銅剣3口 

34 道 後 北 代 遺 跡 縄 文 ～弥生

道 後 緑 台 遺 跡 弥 生 

36 土 居 ノ 段 遺 跡 縄 文 ～

崎37 岩 町 遺 跡 弥 生

38 御 幸 寺 東 麓 遺 跡 弥 生 壺 棺 ・分銅 形土 製品

39 伊 佐 爾 波 神 社 遺 跡 弥生 ～古墳

内 代 廃 寺 白鳳

41 湯 ノ 町 廃 寺 白鳳

銅 鏡

軒瓦

軒瓦 

42 東 雲 神 社 古 墳 古墳 

43 御 幸 寺 山 古 墳 古墳

44 桜 谷 本 尊 古 墳 古墳

桜谷1号墳 古 墳 ’

46 樽 味 遺 跡 弥生 ～古 墳 土坑・溝 

47 樽 味 立 添 遺 跡 弥生 ～古 墳 集落・河川 貨泉

48 樽 味 高 木 遺 跡 弥生 ～古 墳 集 落 

49 樽味四反地遺跡 集 落 分銅 形土 製品

桑 原 西 稲

弥生 ～古 墳

葉 遺 跡 古墳 溝 ・土 坑

51 桑 原 田 中 遺 跡 弥生 ～古 墳 土 坑 土 器溜 ま り

52 束 本 遺 跡 弥 生～古 墳 集 落 

53 経 石 山 古 墳 古墳 前 方後 円墳 

54 桑 原 本 郷 遺 跡 古墳 集 落 方形 竪 穴式 住居

釜ノ口I遺跡 弥 生時代

56 桑 原 稲 葉 遺 跡 弥 生～ 古墳

57 桑 原 高 井 遺 跡 弥 生 ～古墳 集落

58 天 山1 号 墳 古 墳 鏡 ・玉 類 ・馬具 
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愛媛県編さん委員会　『愛媛県史　原始古化Ⅰ』　1982


愛媛県編さん委員会 『愛媛県史 資料編 考古』　1982


松山市教育委員会『松山市資料集　第2巻　考古編Ⅱ』　1987

（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター「若草町遺跡3次調査」『松山市埋蔵文化財査年報Ⅵ』　1994

（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター「松山大学構内遺跡3次調査」『松山市埋蔵文化財調査年報Ⅵ』　1994

梅木　謙一　他　『松山市道後城北遺跡群　松山大学構内遺跡　-第2次調布-』松山市教育委員会松山市埋蔵文化財セン

ター　1991

梅　木謙一　「道後城北遺跡群の変遷　-立地とその画期-」

下条　信行　「松山平野と道後城北の弥生文化　-西瀬戸内の対外交流-」『松山市道後城北遺跡群　松山大学構内遺跡　-第

2次調査-』松山市教育委員会松山市埋蔵文化財センター　1991

宮本　一夫　『文京遺跡第10次調査　-文京遺跡における弥生時代遺跡の調査-』愛媛大学哩蔵文化財調査室　1991

梅木　謙一　宮内　慎一　『道後城北遺跡群　文京4次・道後今市6次・8次・道後樋又2次・祝谷本村』（財）松山市生涯

学習振興財団埋蔵文化財センター　1992

梅木　謙一　橋本　雄一　「道後城北遺跡群Ⅱ　道後今市9次・道後鷺谷・祝谷大地ヶ田」松山市教育委員会（財）松山市生

涯学習振興財団埋蔵文化財センター　1994

栗田　茂敏　『文京遺跡　-第2・3・5次調査-』愛媛大学（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　1992

宮崎　泰好　『祝谷六丁場遺跡　-調査報告Ⅰ-』松山市教育委員会（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　1991

平井 幸弘 「道後城北地区の地理的環境」『松山道後城北の弥生遺跡をめぐって』（シンポジウム資料）古代学協会四国

支部　1988

谷若　倫郎　「道後城北遺跡の展開」『松山道後城北の弥生遺跡をめぐって』（シンポジウム資料）古代学協会四国支部
	

（財）愛媛県埋蔵文財調査センター　「若草町遺跡2次調査　現地説明会資料」　1993

宮本　一夫　他　「鷹子・樽昧遺跡の調査」愛媛大学埋蔵文化財調査室　1989

田崎　博之　『樽味遺跡Ⅱ　-樽味遺跡2次調査報告-』愛媛大学埋蔵文化財調査室　1993

安宅　理　他　『桑原住宅埋蔵文化財調査報告書　桑原稲葉遺跡』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター　1990

梅木　謙一　他　 『桑原地区の遺跡』（財）松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　1992

松山市教育委員会　『桑原本郷遺跡』『松山市埋蔵文化財調査年報I』　1997

松山市教育委員会　「釜ノ口Ⅵ遺跡」『松山市埋蔵文化財調査年報」　1997 
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第2章 調査の概要

第1節 調査に至る経緯と経過

愛媛県は、松山市持田町3丁目に愛媛県総合社会福祉会館の新設工事を計画した。建設予定地は松山

平野内でも有数の遺跡密集地である道後城北遺跡群にあり、また、予定地の近隣からは北四国における

弥生時代前期の標識土器である持田式土器が出土している。そこで、愛媛県教育委員会（以下県教委とい

う）との間で工事予定地内の埋蔵文化則の調査について協議を行った。その結果、事前に試掘調査を実施

することとなった。

試掘調査は県教委が平成5年7月21日に実施した。その結果、建設予定地の東側部分は撹乱が著しく、

また西側部分は包含層が希薄であること、それ以外の箇所（約1,500㎡)で弥生時代の包含層が安定して存在

していることなどが確認された。

その結果を受けて、愛媛県と県教委との間で協議を行い、埋蔵文化財を確認した地点において発掘調

査を行い、遺跡の記録保存を図ることとなり、財団法人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）が愛媛県の委託を受けて、発掘調査を実施することとなった。

調査期回は当初、平成5年8月2月から8月31口までの約1ヶ月間が予定されていたが、例年にない長雨

と台風によって、調査工程に著しく支障をきたし、また、文化層も2層検出されたことなどから、愛媛

県、県教委、埋文センターの三者が協議を重ねた結果、調査期間を最終的に10月17日まで延長すること

となった。

調査の結果、調査地が古墳時代の集落と弥生時代前期の墓域であったことが明らかとなった。

報告書作成のための整理作業は平成6年4月1日から開始し、7年3月31日に完了した。（真鍋）

第2節 基本層序（図5）

調査区の基本層序は第I層浅黄橙色土、第2層暗赤灰色土、第3層にぶい赤褐色土層、第4層褐灰色土、

第5層黒褐色土、第6層明黄褐色土、第7層褐灰色あるいはにぶい黄橙色土、第8層明黄褐色土である。現

地表面は標高約365～35.8mである。

第1層は造成の真砂土客土で現地表面から厚いところで1m近くに達する。第1層下面で部分的に青灰

色の粘性土が観察される。第I層の下面は調査区の北東隅から南西隅に向かって緩やかに傾斜している。

第2層及び第3層は近代の造成によるものである。調査区を含む持田町一帯は古くから市街地化が進ん

だため、頻繁な建造物の改廃によって比較的深層まで撹乱されていて、ほとんどの撹乱坑は2層下面あ

るいは3層下面から据り込まれている。

第4層は中近世の包含層である。調査区東半分では、比較的良好に包含層が観察されるが、調査区西

半分ではほとんどが近代の撹乱や整地によって部分的に残存しているに過ぎない。

第5層は古墳時代の包含層である。土壌化が顕著で比較的長期間にわたって居住地として利用され、

徐々に緩やかな堆積と土壌化とが進行して形成されたものと考えられる。調査区のほぼ全域に分布して 
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南壁	 西壁

1　7.5YR8／6

（浅黄橙） 

2　2.5YR3／1

（暗赤灰） 

3　5YR4／3

（にぶい赤褐） 

4　5YR4／1

（褐灰）

（中近世包含層） 

5　7.5YR3／1

（黒褐） 

6　10YR6／6

（明黄褐） 

7　7.5YR4／1

（褐灰）

10YR6 ／4

（にぶい黄橙） 

8　10YR6／8

（明黄褐）

古墳時代 包含層

弥生時代 包含層

東壁

土
層

壁
東

西
壁
土
層

南壁土層

図5 基本層序 
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いるが東側では薄く、南および西南部では安定していて、厚い部分では層厚40cmに達する。

第6層は第5層と第7層の漸移層である。第6層下面で弥生時代前期の遺構を検出した。墓域であった

ため明瞭な土壌化による包含層の形成は見られない。弥生時代前期の遺構は第5層下面あたりから掘り

込まれていると考えられる。調査区東部では部分的に残存しているに過ぎない。

第7層および第8層は細砂及びシルト質の細粒堆積物によって形成されている。黄褐色と暗褐色の縞状

の互層堆積が明瞭で、河川の作用によって細粒物が運搬された時期と水位の低下により植生があった時

期が交互に繰り返されるような環境であったことが考えられる。この層は道後城北遺跡群においては普

遍的に分布する土層で、縄文時代晩期から弥生時代にかけての生活面と考えられている層で、他の遺跡

で黄褐色シルトと報告されている上部泥層に相当する層と考えられる。

第8層以下では調査区西南部で石手川の氾濫に起因すると考えられる暗褐色を呈する砂礫層が確認さ

れている。

弥生時代から古墳時代にかけての基底面と考えられる第7層上面はおおよそ北東から南及び南東に向

かって傾斜しているが、調査区中央付近に浅い谷状の窪みがあり、前章で述べた自然堤防状の微高地は

主軸を北東－南西にとる2筋あることが確認できる（図6）。第7層上面の標高は調査区北東隅で約35．00m、

南西隅で3435mである。（真鍋）

図6 第7層上面の微地形

第3節 調査の方法と遺跡の概要（図7）

まず、調査区南辺に東西方向にトレンチを設定し、堆積土層と包含層の遺存状況を確認した。その結

果、第4層の中近世の包含層はほとんどが撹乱や削平を受けて、部分的にしか遺存していないことが判

明したため、表土より平均約180cmを機械力で掘削した。その下部については機械力と人力を併用して

掘り下げを行い、遺構の検出に努めた。

第5層の古墳時代の包含層は遺構検出に努めながら慎重に掘り下げを行ったが、遺構を明瞭に確認す 
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ることができず、最終的には第7層の上面まで掘り下げて、遺構を検出した。したがって、結果的に古

墳時代の竪穴住居跡と弥生時代の土坑墓群は、ほぼ同一面で検出した。前節で述べたように 第6層は

第5層から第7層に移行する漸移層であるため、層界は明確ではない。おそらく、古墳時代の遺構は第5

層の上層部より、また、弥生時代の遺構は第5層の下層部から第6層の上層より掘り込まれていたものと

推測できる。

遺構はその大部分が明治時代以降のものと考えられる建築廃材の廃棄坑などの撹乱を受けていて、遺

存良好とは言い難い。また、古墳時代と弥生時代の遺構の切り合いも多く、住居跡の覆土から土坑墓の

副葬品である管玉が出土するなど、土坑墓を破壊して住居跡が構築されたと考えられる箇所が各所に見

られた。

その後、第4系の国家座標にのせて一辺5ｍのグリッドを設定した。遺物の取り上げは基本的に3次元

座標値を計測して取り上げたが、包含層の遺物については一部グリッドごとに取り上げを行ったものも

ある。

遺構名は土坑及び土坑墓をSK 、竪穴住居跡をSIと略称し、遺構番号は検出時に確認した順番に01.02...

と付しか。したがって、各遺構を掘り下げて調査した結果、遺構と認定できなかったものについては欠

番となっている（表2）。なお、調査時には便宜上、検出順に土坑と土坑墓の双方にSK の略称を与えたため、

混乱を招く恐れはあるが、本報告書においても調査時の遺骨名をそのまま使用することとする。

その後、遺構の調査を行い、順次、測量・写真撮影を繰り返した後、航空写真を撮影して最後に一般

公開を行い、調査を完了した。

今回の調査では縄文時代晩期の土坑2基、弥生時代前期の土坑墓24基、土器棺9基、弥生時代後期の土

器棺2基、古墳時代の竪穴住居跡17棟、土坑2基、時期の不明な土坑14基、溝2条、ピット160 を検出し、

それらの時期に帰属する遺物のほかに、第7層の上面で縄文時代晩期中葉、第4層中から中近世の遺物が

出土した。（真鍋）

表2 遺構一覧
遺 構 名 種 別 時 期 遺 構 名 種 別 時 期 遺 構 名 種

SK01 土

SK02 土

坑 時 期 不 明 土器棺5 壺

坑 墓 弥生時代前期 土 器棺6 壺

SK03

土 坑 墓 弥生時代前期 SK29
土 坑 墓 弥生時代前期 SK30
土 坑 墓 弥生時代前期 SK31 土坑

SK04 土 坑 古 墳 時 代 SK32 土

縄文時代晩期 土器棺7 壺
坑 墓 弥生時代前期 土器棺8 壺

別 時 期 

棺 墓 弥生時代後期 

棺 墓 弥生時代前期 

棺 墓 弥生時代前期 

棺 墓 弥生時代後期 

SK05 土 番 欠 番 

SK06 土

坑 時 期 不 明 欠

坑 時 期 不 明 SK34 土 坑 墓 弥生時代前期 土器棺10 壺

欠 番 SK35 土

SK08 土 坑 墓 弥生時代前期 SK36 土
SK09 土坑墓 弥生時代前期 SK37 土

坑 墓 弥生時代前期 土器棺11 壺

坑 墓 弥生時代前期 土器棺12 壺

坑 墓 弥生時代前期 土器棺13 壺

棺 墓 弥生時代前期

棺 墓 弥生時代前期 

棺 墓 弥生時代前期 

棺 墓 弥生時代前期

SK10 土 坑 墓 弥生時代前期 SK38 土
SK11 土 土

坑 墓 弥生時代前期 SI01

坑 墓 弥生時代前期 SI02

欠 番 土

欠 番 

坑 墓 弥生時代前期 SK39 

SK40

SK41 土

坑 墓 弥生時代前期 SI03
坑 時 期 不 明 SI04 

SK14 土 坑 縄文時代晩期 SK42 土

欠 番 土

欠 番
SK43
欠 番 

SK17 土 土 坑

SK18 土

坑 墓 弥生時代前期 SK45
坑 墓 弥生時代前期 欠 番 

坑 時 期 不 明 SI05
坑 時 期 不 明 SI06

SI07
墓 弥生時代前期 SI08 

SI09

欠 番 

5K20 土
SK21 土

土

土

土

坑 時 期 不 明 SI10
坑 時 期 不 明 SI11

坑 時 期 不 明 SI12 

SK22 土 坑 時 期 不 明 SI13

SK23 土

SK47

坑 時 期 不 明 SK48

坑 墓 弥生時代前期 SK49

坑 時 期 不 明 SK50

坑 墓 弥生時代前期 SK51

土

土 坑 時 期 不 明 SI14

SK24 土 坑 墓 弥生時代前期 SK52 土 坑 古 墳 時 代 SI15

SK25 土

SK26 土

坑 墓 弥生時代前期 土器棺1 壺 棺 墓 弥生時代前期 SI16
坑 墓 弥生時代前期 土 器棺2 壺 棺 墓 弥生時代前期 SI17

竪 穴住居跡 古墳時代中期

竪 穴住居跡 古墳時代中期

竪穴 住居跡 古墳時代後期

竪穴 住居跡 古墳時代後期 

竪穴 住居跡 古墳時代後期

竪穴 住居跡 古墳時代後期

竪穴 住居跡 古墳時代中期 

竪穴住 居跡 古墳時代後期 

竪穴住 居跡 古墳時代後期

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

竪穴住居 跡 古墳時代後期 

SK27 土

欠 番

坑 時 期 不 明 土 器棺 3 壺 棺 墓 弥生時代前期

土 器棺4 壺 棺 墓 弥生時代前期 
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第3章 縄文時代

第1節 遺構 

SK14

SK14は、調査区の西側、B-3グリッドに位置していて、SK23の南西にあ

る。平面形は不整形な卵形を呈し、長径45㎝、短径33cm、最深部は、検出面

から9.5cmを測る。長軸方向はN-74 °-Eである。断面形は皿状を呈し、坑

底は平坦である。

縄文時代の深鉢の底部（図15-58）が出土している。遺物は土坑の中心にま

とまっていて、底面より4cmから9cm ほど浮いた状態で出土しているが、　
図9　SK14平断面 本遺構に伴うものと考えられる。

出土遺物の時期から、本遺構は縄文時代晩期のものであると考えられるが、遺構の性格は不明である。

SK31

SK31は、調査区の南側中央、 E-6グリッドに位置している。東側

が大きく撹乱を受けていて、全体の平面形は不明である。断面形は

皿状を呈し、最深部は、検出面から20.5㎝を測る。西側は緩やかに

掘り込まれていて、坑底は平坦である。遺構西端に人頭大の礫があ

り、土坑の中心に向かってやや倒れ込んでいる。本遺構に伴うもの

と思われる。

覆土は2層に分層することができる。

第1腦 暗茶褐色土層（炭化物を含む。）

第2層　暗褐色砂質土層（炭化物を含む。）

遺物は、2層上面から縄文晩期の土器片が多量に出土している（図

13-3・2、図14-36、図21-197）。

このことから、本遺構は縄文時代晩期のものであると考えられる

が、遺構の性格等は不明である。（伊藤）
図10　SK31平断面

第2節 遺物

持田遺跡出土の縄文土器は総計691点（接合資料は1点とする）総重量6,703gである。後期から晩期のもの

が出土しているがそのほとんどは晩期中葉に属するものである。小破片が多く復元実測できたものは少

ないが、その内、部位のわかるものを中心に図化した（口縁部破片については全点図化した）。なお、後期

と刻目突帯文土器が各1点、また、底部が2点出土しているがこれについては個別に説明を行い、晩期中

葉の土器群については報告にあたり以下の分類を行い説明をおこなっていきたい。 
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1 後期の土器（図13-1）

深鉢の口縁部破片で器壁は口縁端部で幅広になる。口唇にば板状工具によると思われる「ハ」字状の

刺突が施される。調整は内外面とも丁寧なナデである。松山平野では今現在、類例がないようであるが

胎土・調整・口縁部の形態・器壁の厚さ・刻目の手法が晩期中葉のものとは明らかに異なり後期に属す

る可能性が高い。 

2 晩期中葉の土器

土器の分類

深鉢（図11）

A1類　肩部で屈曲し口縁が外反するもの。

A2類　器形的にはB類に近いが、口縁端部が強く外反するもの。調整も粗雑でありA1類と識別できる。 

B 類 肩部で屈曲しないで砲弾型を呈するもの。いわゆる粗製深鉢である。

浅鉢（図12 ）

浅鉢には肩部で屈曲し口縁が外反するA類、肩部で屈曲しないB類、口縁は浅鉢状を呈し胴部は深鉢

状を呈するC 類が存在する。A類についてはさらに細分を行った。

A1 類 肩部で屈曲し外反する頚部に垂直に近く短い口縁を継ぎ足すもの。

A2 類 肩部で屈曲し口縁は短く強く外反するもの。

A3類　胴部は強く張出し口縁部口が外反するもの。いわゆる黒川式の浅鉢である。 

1 32 
A1 BA2

図11 浅鉢の分類 

54 6 
A1 A2 A3 

7 8 
9

CA4 B 

図12 深鉢の分類 
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A4類 肩部で屈曲し口縁は長く緩やかに外反し口縁の内面に粘土ひもを貼り付け突出・肥厚部を形成

するものが多い。

B 類 肩部で屈曲しない椀・皿形を呈するもの。

C類 口縁は屈曲部で外反する浅鉢状を呈し胴部は条痕調整を施し深鉢状を呈するもの。いわゆる船

ヶ谷式の浅鉢である。

また、器種不明のものをD 類として一括した。

深鉢A1類（図13,14-2～54 ）

2～21 は口唇に刻目を施すもので、2～10 はD 状、11～13 は小D状、14～20 はツメ状、21は横長Ｏ状の

刻目を施すものである。調整は2～4、6～9、12～16、19～21がナデ、10・11・17・18が条痕調整、20

はケズリである。17は内面を強くナデているため先端が細くなっている。22～27は口唇に刻目を施さな

いものであるが、25は刻目を施している可能性もある。22は条痕調整、23・24はナデ、25はケズリであ

る。28～32は内面に刺突を施すもので、28・29は半載竹管状工具による。30～32は棒状工具によるもの

である。28・31は口唇にもD 状の刻目を施している。

33～43 は沈線・平行沈線による文様を施すものである。小破片でモチーフの分からないものが多いが、 

37・42はX状、36は鋸歯状になるものと思われ、43は肩部に弧状に施文している。33・35 は口唇にD 状

の、34は磨耗しているためよくわからないが横長Ｏ状の刻目を施している可能性が高い。調整は口縁部

はすべてナデで、38の胴部はナデ、43の胴部はケズリである。

44～46 は半載竹管状工具により文様を施すもので、44・46 は口縁部の縦方向に2列垂下させ、45 は口

縁と胴部の境に逆C状の刺突を施している。

49は口縁に突起を付けているものである。突起口唇にはD状の刻目が、突起内側にはヘラ状工具によ

ると思われる刺突が、また突起と口縁の境には曖昧な沈線が施されている。48は口縁内側から粘土を細

く継ぎ足し口縁を形成しており口縁端部下は突帯状に隆起している。口唇は小D状の刻目を施している。

47も内側から粘土を継ぎ足し口縁を形成している可能性があるが磨耗しており刻目の有無は不明である。

調整はいずれも粗いナデである。なお、47は深鉢B類の可能性もある。

50～54 は口縁・胴部破片である。51・52 は口縁と胴部の境にやや幅広の強いナデを施し段を形成し、

53・54は口縁と胴部の境に沈線を施し口縁と胴部を区画している。調整は50が条痕調整で、51～53の口

縁はナデ、胴部はケズリ、54の口縁は肩部沈線の原体と同一工具で条痕状の調整を施し、胴部はケズリ

である。

深鉢A2類（図14 -55～57 ）

器形が小破片でわからないが口縁端部は粘土を継ぎ足し折り返し状をなし、雑なナデを施しているた

めデコボコである。調整も板状工具による粗雑なナデを施しており深鉢A1類の器壁と比べると全体的に

厚めである。56・57は口縁端部の外反が強い。

深鉢B類（図15 -60～69 ） 
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図13 縄文土器（1） 
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図14 縄文土器（2）

61～63 は口唇に刻目を施すもので、61は細いツメ状の、62はツメ状のもの、63は形状が不明である。

調整は61がケズリ、62・63がナデである。60・64・65は口唇に刻目を施さないもので、60は波状口縁を

呈している。調整はすべてナデである。66・67は口縁端部が折り返し状をなし突出しているものである。

68は外面に粘土ヒモ輪積痕が観察できる。66～68 の調整はいずれもナデで口径も他のものに比べて小さ

いようであり小形のものと思われる。67は内面に赤色顔料が薄く付着している。69は器壁も薄く小型の

ものでミニチュアの可能性もある。調整はナデである。

深鉢底部（図15-58,59）

58は胴部から底部にかけてのもので底部は上底である。調整はケズリである。59は芯部に粘土を補強

し上底を強化しているため底が厚い。調整はナデとケズリを併用しているようであり、約1cm幅の輪積

痕が観察できる。 
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図15 縄文土器（3）
浅鉢A1類（図16 -70～72）

70・72は頸部に短い口縁を継ぎ足しており外面に沈線を施している。70は内側の口縁と頚部の境にも

細い沈線を施し口縁と頚部を区画している。72は外面に沈線を施しているが内側はナデにより口縁と頚

部が曖昧化している。71は口縁頸部の外面に沈線を、内面にエグリを施し口縁部を形成している可能性

　が高い。 

18 



72 73 
70 71 

74 

7675 
77 

79 80 81 
78 

82 
83 84 85 

図16 縄文土器（4）

浅鉢A2類（図16 -73,74）

73は口縁部が短く強く外反し、外面は磨耗が激しい。74は口縁部の外反が弱く口縁端部に繊維束状工

具によると思われる原体で逆D状の刻目を施し、胴部には平行沈線によるX状の文様が施されていると

思われる。

浅鉢A3類（図16 -75～85）

本遺跡出土の浅鉢A3類は口縁部外面の沈線を喪失しており黒川式の中でも新しい様相を呈している。 

　77・79・81・82は口縁内面に鋭いエグリを施し、78・83はやや幅広の沈線を施している。なお、81・

82は小破片で判別が困難であるが、破損部分が外側に屈折しているので本類と判断した。78は有文土器

で口縁と胴部の境に沈線を施し胴部には垂下する二本の沈線に平行沈線が弧状に広がるモチーフになる

ものと思われる。黒川式の浅鉢に文様を施すものは管見では類例を知らない。黒川式的な浅鉢と瀬戸内

西部に特徴的な平行沈線による文様のキマイラ的な土器とみなすべきであろうか。83は鱗状突起が付き

他のものに比べ器壁が厚い。なお、浅鉢A3類には口縁破片だけでは浅鉢C類と区別できないものがあり、

75・76・81・83は浅鉢C類の可能性もある。80は内面素縁で磨耗が激しい。84・85は胴部破片で器形が

よくわからないが84は長行遺跡出土例に見られるような黒川式終末の時期の浅鉢の胴部と思われる。

85は胴部屈曲部上側にエグリを施し段を形成するものである。

浅鉢A4類（図17，18，19-89～167）

86～130は内面の断面が扁平なもので、114～119は鱗状の突起が、121～123はリボン状の突起がついて

いる。120の突起は破損しており形態が不明である。なお、120・121は突起と口縁の内側の境に沈線を施

し区画している。124は突起が欠損しており口縁部にやや雑な平行沈線による施文を行っている。125～ 
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図17 縄文土器（5） 
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125 126124 

128 129127 

130 
図18 縄文土器（6）

127は突起をはりつけ波状口縁を形成しているものと考えられ、125・126は突起と口縁内側の境に沈線を、 

127は内外面に沈線を施している。128～130は突起をつけ突起の内側に刺突を施している。128は半載竹

管状工具によるC状、129は板状工具によると思われるツメ状の刺突が施され外面の突起と口縁の間の沈

線部分にD状の刻目が施されている。130は内面が磨耗しており突起内側の刺突の形状が不明で、口縁端

部にもD状の刻目を施している。また、129・130はモチーフがわからないが沈線・平行沈線による施文

を行っている。

131～141は内面の断面が三角形に近いもので、131は突出部下側を強く抉り段差を形成している。141

の突起は欠損・磨耗しているが逆台形状であると思われる。142～145は内面の断面がカマボコ形のもの

で、142は突起を貼り付け波状口縁を形成している可能性が高い。145は突起内側に半載竹管状工具によ

る刺突を施し、口縁と突起の内側の境には沈線を施している。

146～148 は内面の断面が扁平で表面に沈線を施すものである。149は内面に幅広の凹線を施すもの、 

150は内面が上あがり三角形であるが曖昧なものである。151～153は内面が素縁のもので、152・153は破

損しているが逆台形状の突起がつくものと思われ、152は突起から口縁にかけて、153は口縁部に平行沈

線による施文を行っている。153 は突起口唇に雑な刻目を施しており調整もナデである。

154～167は胴部破片で、158以外は肩部を強くナデ、あるいは磨き出して段を形成し口縁と胴部を区画

している。また、内面も158・161・167はナデにより口縁と胴部の屈曲部が曖昧化しているがその他は

強いナデ・ミガキにより屈曲させている。モチーフはわからないが159の口縁には沈線による施文が行わ

れている。155は斜格子状のモチーフが縦方向の沈線に区画されており、154は平行沈線間とその外側に

も列点状に短い沈線が施されている。157・164～166は磨耗しているが、調整は158の胴部のケズリを除 
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図19 縄文土器（7） 
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いてミガキである。

浅鉢B類（図20,21-168～213 ）

168～178は内面断面が扁平なもので、179・180は内側にエグリを、181は沈線を施している。182・183

は内面が上あがり断面三角形で、184～194は内面が断面三角形のもので、191は鱗状突起がついている。 

195・196は内面断面がカマボコ形で両者とも突起は破損しているが195はリボン状、196は逆台形状にな

るものと思われる。

198・199は内面に沈線を施すもの、200～212は内面素縁のものである。211～213は有文浅鉢で、211は

横走する沈線間にX状文様を配列しており、212・213も同様なモチーフであると思われる。203は浅鉢A4

類の可能性もある。197は口縁が弱く外反し波状口縁の下側か残っているものと思われそれをもとに推定

復元した。

浅鉢C類（図21-214,215）

図20　縄文土器（8）
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214は口縁部の屈曲が弱くなっており、肩上部も短小化しているため内面の稜も弱くなり隆帯・二条沈

線化し、215も肩部が丸くなっており船ヶ谷式でも新しい様相を呈している。

197 198

200 201 202

199

203 204 205 206 207 208

209 210 211 212 213 214

215 216 217 218 219

図21 縄文土器（9）

Ｄ類（図21-216～218）

216は肩部で屈接する浅鉢になる可能性が高い。口縁内側はエグリを施し弱く突出させている。調整は

板状工具によるヨコナデ。217は口縁部が弱く外反する浅鉢になる可能性が高い。218はヘラ状工具によ

る鋭い横走する2本の沈線を施している。

3 晩期後葉の土器-刻目突帯文土器（図21-217）

突帯の刻目はＤ状であるが粗雑に施し刻目と刻目の間隔が約5mm離れるなど粗雑化か見られる。また、

口唇の刻目はＤ状であるが面取りを失い先端が細くなっており刻目突帯文土器でも後半期に位置づける

ことができる。調整はナデである。（坂口）
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（1）本資料については中野良一氏の御教示を得た。

（2）宇野慎敏・山口信義　1983『長行遺跡』北九州市哩蔵文化財調査報告書第20集

図の出典

図11・12

1,9 阪本1984より転載

2 岡田,1981〃

3,7 鎌木,1958〃

4 渡辺,1990〃

5,8 井原,1980〃

6 家框,1994〃

第3節 考察 持田町3丁目遺跡出土晩期中葉資料の編年的位置について

本遺跡出土の縄文土器は少量の明らかに後期、晩期前・後葉に属すると判断できるもの以外は晩期中

葉に属するものであり包含層資料に近いものであるが土器群の様相から比較的短期間の内に廃棄された

ものである可能性が高い。持田町3丁目遺跡出土の晩期中葉の土器群は瀬戸内西部でも従来、未知の内

容を備えており本遺跡土器群の編年的位置づけを行うことによって瀬戸内西部の晩期中葉の一端を明ら

かにすることができると考えられる。西日本晩期中葉については従来、短期と考えられてきたが近畿地

方篠原式の細分（1994．家根）により晩期中葉が従来、考えられてきた以上に時期幅があることがわかってき

たわけであり瀬戸内西部についても並行する諸型式が存在する事は言うまでもなく検討を必要としてい

る。

本遺跡出土資料の編年的位置づけを行うには瀬戸内西部の編年を確立する必要があるがまだ資料的に

も十分と言える状況ではなく、近隣諸地域の並行する諸型式との対比により以下、本遺跡出土資料の検

討を行っていきたい。瀬戸内晩期中葉の土器型式としては船ヶ谷式（宮本．1989）が知られてるが船ヶ谷式

の型式内容、その編年的位置については必ずしも正確に理解されているわけではない。まず、本遺跡出

土資料が船ヶ谷式とは異なることを明確にするために船ヶ谷遺跡の検討から始めたい。その前に船ヶ谷

遺跡などからは持田町3丁目遺跡からは出土していない浅鉢、有文深鉢、底部が出土しており、それぞ

れ分類を補足しておく必要がある。

浅鉢（図22 ）

浅鉢A5類 口縁部が直線的に外反し肩部で屈曲するもの。

浅鉢A6類 口縁部は外反し胴部は緩く湾曲するものでエグリを施し段を形成するもの、あるいは多段

化するもの、また、小型のものも存在する。

底部（図23 ）

1.上底　底の中心が周縁よりも上昇しているもの。
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2.窪み底　上底が強く窪んでいるもの。上底に比べ底径が小さいものが多い。

3.平底　底が平らなもの。

4．高台状底 底に高台状に粘土を貼り付けて底部を形成するもの。

5.丸底　底の丸いもの。

6.尖底　底が尖っているもの。

底部には深鉢・浅鉢のものが存在し、調整・胎土・器壁の厚さにより識別できる。

A5

図22 浅鉢の分類

縮尺任意

図23 底部の分類

口縁部文様

Ａ類は沈線・平行沈線によりX状、鋸歯状などの文様を施すもので施文原体・方法により細分を行っ

た。

Ａ1類 ヘラ状工具などにより施文するもの。

Ａ2類 棒状工具により列点状に刺突を行い施文するもの。

Ａ3類 半載竹管状工具を連続的に刺突し施文するもの。

Ａ2・3類は少数であるが肩部に施文を行うことの多い原体でＡ1類の模倣を行っていると考えられるも

のである。

Ｂ類は口縁から肩部にかけて1列から複数列の垂下する刺突を施し施文を行うもので施文原体・方法に

より細分を行った。一般的にＢ類の施文原体は肩部施文原体と同一のものを使用している。

Ｂ1類　半載竹管状工具による刺突で施文を行うもの。

Ｂ2類　棒状工具による刺突で施文を行うもの。

Ｂ3類　板状工具による刺突で施文を行うもの。

肩部・口縁内面文様（図24 ）

Ｃ1類　半載竹管状工具による刺突で文様先端が角のもの。

Ｃ2類 半載竹管状工具による刺突で文様先端が丸いもの。
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Ｃ3類　半載竹管状工具の先端部で刺突するもの。

Ｃ4類　半載竹管状工具によりＣ状の刺突を施すもの。

　 Ｃ5類　Ｃ4類の逆形である。

　 Ｃ6類　半載竹管状工具によりツメ形文を施すもの。

Ｃ7類　半載竹管状工具によりＤ状の施文を行うもの。Ｃ6に比べてやや横幅がある。

　 Ｄ1類　棒状工具による1列の刺突。

Ｄ2類　棒状工具による2列の刺突。

Ｄ3 類 棒状工具による3列の刺突。

Ｅ1類　やや幅のある板状工具の刺突で板目が残っているもの。

Ｅ2類　板状工具による刺突で小口のもの。

Ｆ1類　1条の沈線を施すもの。

Ｆ2類　2条の沈線を施すもの。

瀬戸内晩期中葉の有文深鉢の文様には現在、以上のものを観察する事ができ土器型式により施文原

体・方法が異なっているのでそれらの究明が土器型式の判定、型式と型式の関係を考える上で重要にな

ってくる。

Ｄ4

図24　肩部・口縁内面文様の分類

瀬戸内西部晩期中葉の編年

表26 からもわかるとおり船ヶ谷遺跡（阪本1984）からは持田町3丁目遺跡から大量に出土している浅鉢

Ａ4・Ｂ 類の比率が極めて低く、逆に、持田町3丁目遺跡では1点も出土していないか、あるいは少量しか

出土していない浅鉢Ｃ・Ａ6類の比率が高いことがわかる。船ケ谷遺跡から大量に出土している浅鉢Ｃ

類については黒色磨研と口縁部の突起が発達しており、口縁部の突起の発達は九州地方から近畿地方ま

で晩期中葉に認められるので船ヶ谷式の編年的位置については晩期中葉に収まると考えて良い。一方、

黒色磨研の盛行は西日本後期末葉から晩期中葉まで認められるが持田町3丁目遺跡の浅鉢では既に黒色磨研が

衰退していることと、浅鉢Ｃ類にみられる新しい傾向から船ヶ谷→持田町3丁目という変遷が考え

られる。船ヶ谷式の編年的位置を検討する上で重要なのが浅鉢Ａ5・Ａ6・Ｃ類の口縁部の形態である。浅
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鉢A5・A6・C類の口縁部の形態は口唇面が幅広で面取りを行い内面に粘土ひもを貼り付けその下側を幅

広に強くエグリ出すことに特徴がある。この特徴を理解するためには船ヶ谷式に先行する黒土BI式（鎌

木.1958）の浅鉢について理解しておく必要がある。黒土BI式の浅鉢A1類は屈曲する頸部に粘土ひもを貼

り付け口縁部を形成することに特徴がある。黒土BI式終末の浅鉢A1類では口縁部の短小化と共にその外

面の沈線施文を消失する傾向があり口縁部の短小化を内面を磨き出す事によって補っている。このよ

うに黒土BI式終末の浅鉢A1類では頸部に口縁部を継ぎ足すという意識が薄れ頸部の内面に粘土ひもを貼

り付けることによって黒土BI式の浅鉢A1類の口縁部を消失して痕跡化したのが船ヶ谷式の浅鉢A5・

A6・C 類の口縁部形態であり内面を強くエグリ出しているのはその痕跡化を補おうとしているためであ

る。また、持田町3丁目遺跡の浅鉢A4類の口縁内面のエグリと口縁端部面取りの喪失、並びに内面に粘

土ひもを貼り付け扁平なのは浅鉢A5・A6・C類の口縁内面がさらに痕跡化しかためと考えられる。従

って、船ヶ谷式の編年的位置については黒土BI式に後続する時期が考えられる。ただし、浅鉢A5・

A6・C類の出現にみられるように現在、確認できる黒土BI式資料と船ヶ谷式にはヒアタスが存在するの

で黒土BI式の細分も含めて今後、検討する必要がある。

この点について黒川式の浅鉢A3類の出現との比較検討を通してさらに理解を深めたい。黒川式に先行

する型式については古閑（熊本県教育委員会1980）・入佐（河口1983）・浦久保式（高橋.1980）と呼ばれているが

共通している点が多い。このような黒川式に先行する型式の終末期の浅鉢には黒土BI式の浅鉢A1類同様

に口縁部が短小化すると共に頸部に対し口縁部を垂直に継ぎ足すのではなく横に継ぎ足すものも現れ口

縁部の痕跡化か進行するただし、これらの終末が黒土BI式のそれと異なるのは口縁部が痕跡化しな

がらも口縁部外面に沈線施文を行っていることである。これらの先行する終末期の浅鉢の特徴を受け継

いだのが黒川式の古い段階の浅鉢であり黒川式の古い段階の浅鉢では一般的に口縁部外面には沈線、内

面にはエグリを施しているのはこのためである。逆にいえば船ヶ谷式の浅鉢A5・A6・C類が口縁部外

面に沈線を施文しないのは黒土BI式の浅鉢A1類の口縁部外面の沈線施文を消失する傾向が一般化したた

めと考えられる。古閑・入佐・浦久保式－黒土BI式という並行関係については浅鉢A1類の共通性からも

疑うことができない。従って、黒川式、船ヶ谷式については古閑・入佐・浦久保式一黒土BI式という共

通性の高いホライズンが崩壊した後に新たに展開した地域性の強い土器群と考えられる。以上のことか

ら船ヶ谷式については黒川式の古い段階との並行関係を考えている。

また、船ヶ谷式の浅鉢で重要なのは浅鉢C類で胴部が残っているものについてはすべて胴部に条痕調

整が施されていることと、浅鉢A5・A6類で口縁部から胴部まで残っているものでは胴部に条痕・ケズ

リを施すものと口唇に刻目を施すものが存在することであり（表20～23）黒土BI式の浅鉢で胴部にケズ

リ・条痕調整を施すものと口唇に刻目を施すものは現在、確認する事ができないので船ヶ谷式で深鉢の

口唇刻目、調整技法が浅鉢に転移したと考えられる。

深鉢A1類には無文土器と有文土器が存在する。深鉢A1 類の無文土器の口縁部の調整はナデが53.2％、

ケズリが38.3％、条痕調整が8.5％あり（表4）、持田町3丁目遺跡の深鉢A1類（表29）がナデ83.3％、条痕調整

11.2％、ケズリが5.6％とナデが過半数を占めているのとは大きな違いであり、後に述べるように瀬戸内で

は晩期中葉の終末に深鉢A1類ではナデーケズリという調整が一般的であり船ヶ谷遺跡の深鉢A1類で口

縁部にケズリ、条痕調整を施すものについては明らかに持田町3丁目遺跡の資料に先行するものと判断
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口唇刻目集計

表3 船ヶ谷遺跡深鉢A1無文土器口縁部～胴部
調整 集計

ケズリ－ケズリナデ－ケズリ 条痕－条痕　ケスリ－条痕 条痕 －ケズリ 計 D 小D ツ メ 沈 線 なし 計

5 7 2 3 3 20 9 1 5 1 4 20

25.0％　　 35.0％　 10.0％　　15.0％　　　15.0％　　100％ 45.0％ 5.0％ 25.0％ 5.0％ 20.0％ 100％

表4　船ヶ谷遺跡深鉢A1無文土器口縁部 表5 船ヶ谷遺跡深鉢A1 有文土器口縁部
調整集計 口唇刻目集計 調整集計

ナデ ケズリ 条痕 計 D 小D ツ メ 横Ｏ なし 計 ナデ ケズリ 条痕 計

50 36 8 94 43 2 23 18 8 94 37 2 2 41

53.2％ 38.3％ 8.5％ 100 ％ 45.7％ 2.1％ 24．5％  19.1％ 8.5％ 100％ 90．2％ 4．9％ 4．9％ 100％

（口縁）文様集計 口唇刻目集計

A1 A3 B1 B2 A1+B2 計 D 小D ツ メ 横 長Ｏ 計

32 1 5 2 1 41 18 5 11 7 41

78.0％　　　2.4％　　　  12.2％　　　　4.9％　　　  2.4％　　　　100 ％ 43.9% 12.2% 26.8％ 17.1％ 100 ％

表6　 船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁破片 表7 船ヶ谷遺跡深鉢A1 有文土器口縁破片
口縁）文様集計 調整集計

A1 A2 B1 B2 計 ナデ ケズリ 条痕

（口縁）文様集計 調整集計

計 A1 ナデ－ケ ズリ

91 1 6 1 99 90 7 2 99 44 44

90.9％　 7.1％　2.0％  100 ％91.9％　1.0％　  6.1％　 1.0％ 100 ％

表8　船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁部～胴部 表9 船ヶ谷遺跡深鉢A1 有文土器口縁破片
（口縁）文様集計 調整集計 口 唇刻目 集計 （肩）文様 調整 集計

ナデ －ケズリA1 D C7 ナデ

1 1 1 2 2

表10　 船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片

（口縁－肩）文様集計 調整集計

A1－C6 A1－C7 A1－D1 A1－F2 B1－C1 B1－C3 B3 －E2 計 ナデ－ズリ ナデ－ナデ ナデ－条痕 計

71 1 1 2 2 1 1 9 1 1 9

11.1％ 11.1％ 11.1％ 22.2％ 22.2％ 11.1％ 11.1％ 100％ 77.8％ 11.1％　　　11.1％　　　　100％

表11 船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器胴破片 表12　船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁部～胴部
（肩 ）文様 集計 調整 集計 （肩 ）文様 集計 調整集計 口 唇刻目 集計

C6 計 ケズリ C6 C7 計C1 E2 ナデ－ケズリ D

1 1 1 3 3 1 1 2 2 2

33.3％ 33.3％ 33.3％ 100％ 50.0％ 50.0％ 100％

表13 船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片
（肩）文様 集計 調整集計

C1 C3 C4 C6 C7 D1 D2 E2 計 ナデ －ケズリ ケズリ－ケズリ 計

2 5 4 7 2 6 1 6 33 32 1 33

6.1％ 15.2％ 12.1％ 21.2％ 6.1％ 18.2％　3.0％ 18.2％ 100％ 97.0％ 3.0％ 100％

表14 深鉢A1有文土器口縁部～胴部
（内面）文様集計 調整集 計

E2 ※内面施文は口唇から ケズリ－条痕 条痕 －ケズリ 計

2 1 1 2
内面にかけて行われ

てい る。

50.0％ 50.0％ 100％

表15 船ヶ谷遺跡深鉢A1 有文土器口縁部
（内面）文様集計 調整集計 口唇刻目集計

C1 C2 C3 C7 D1 計 ナデ ケズリ 条痕 計 なし 内面 ～口唇 計

11 2 4 6 4 27 11 7 9 27 17 10 27

40.7％ 7.4％ 14.8％ 22.2％ 14.8％ 100％ 40.7％ 25.9％ 33.3％ 100 ％ 63．0％ 37．0 ％ 100％
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する事ができる。 また、深鉢A1類の無文土器では口唇 に刻 目を施す ものが過半数以上を占めており（表4）

船ヶ谷式の深鉢A1類の無文土器では口唇に刻目を施していた可能性が髙い。

深鉢A1類の有文土器には口縁部外面・内面、肩部に施文するものが存在するが口縁部外面には文様A1

類を施し調整はナデ－ケズリを施すのが圧倒的であり（表5 ～7)、肩部文様については全体的にばらつき

があるが調整はナデ－ケズリが多いという点で共通している（表13 ）。有文深鉢の文様ではA1類、調整で

はナデ－ケズリが多数を占めているという点では持田町3丁目・長田遺跡資料でも同様であり持田町3丁

目・長田遺跡資料（岡田.1981）が時期的に限定された資料であることと両遺跡の資料的共通性、並びに、後

に述べるとおり瀬戸内で有文深鉢が展開するのは晩期中葉終末でありその文様こそ地域性が存在するも

ののナデ－ケズリという調整と浅鉢A4類の共通性を考慮に入れると船ヶ谷遺跡では有文深鉢が混在して

いると考えられ船ヶ谷式では有文深鉢が組成化しない可能性を指摘しておきたい。ただし、問題になる

のは有文深鉢でも口縁部内面に施文を行うものであ り口縁部内面文様についてはC類が過半数を占めて

表16 船ヶ谷遺跡有文土器口縁部
（口縁－内面）文様集計 口唇刻目集計

A1 －C2 A1－D1 A1 －D2 A1 －E2 D2 －D1 計 D 横長Ｏ ツ メ 口端～内面 なし 計

1 5 1 2 1 10 2 1 1 1 5 10

10．0％ 50．0％ 10．0％ 20．0％ 10．0％ 100％ 20.0％ 10.0％ 10.0％ 10.0％ 50.0％ 100％

表17　船ヶ谷遺跡深鉢A1有文土器口縁部～胴部
調整集計

ナデ

10

（口縁－肩－内面）文様集計

B2 －D2 －D1

1

（調整集計

ナデ－ケズリ

1

口唇刻目集計

なし

1

表19 船ヶ谷遺跡深鉢B表18 船ヶ谷遺跡深鉢A1 有文土器
口縁部

調整
（口縁－肩－内面）文様集計集計　口唇刻目集計

A1 －C7 －D1 ナデ D

2 2 2

調整集計

ナデ ケズリ 条痕 計

10 11 5 26

38.5％ 42.3％ 19.2％ 100％

口唇刻目集計

D 小D ツメ 横Ｏ 不明 なし 計

6 1 4 2 2 11 26

23.1％ 3.8％ 15.4％ 7.7％ 7.7％ 47.3％ 100％

表21 船ヶ谷遺跡浅鉢A5口縁部表20 船ヶ谷遺跡浅鉢A5口縁部～胴部
調整 集計

ミガキ－条痕ミガキ－ケズリ 計

8 2 10

80．0％ 20．0％ 100％

口唇刻目集計

D ツメ なし 計

2 2 6 10

20．0％ 20．0％ 60．0％ 100％

調整集 計

ミガキ

11

表22 船ヶ谷遺跡浅鉢A6口縁部
調整集計 口唇刻目集計

35

Dミガキ 横長Ｏ なし 計

2 1 32 35

5．7％ 2．9％ 91．4％100％

表23 船ヶ谷遺跡浅鉢A6 口縁部～胴部

調整集計

ミガキ－ケズリミガキ－条痕ミガキ－ミガキ 計

1 7 9 17

5．9％ 41．2％ 52．9％ 100％

口唇刻目集計

なし

17

口唇 刻目 集計

なし

11

表24 船ヶ谷遺跡深鉢底部集計

上底 くぼみ底 高台状底 丸底 尖底 計

27 11 7 9 8 62

43.5％ 17.7％ 11.3％ 14.5％ 12.9％ 100％

表25 船ヶ谷遺跡浅鉢底部集計

上底 くぼみ底 丸底 尖底 計

3 3 3 1 10

30．3％ 30．3％ 30．3％　　　10．0％　　　100％

表26 船ヶ谷遺跡器種構成比率
深 鉢A1 200 42．7％

26 5．6％深 鉢B

浅 鉢A3 3 0．6％

7 1．5％

21 4．5％

浅 鉢A4

浅 鉢A5

浅 鉢A6 52 11．1％

9 1．9％

124 11．8％

浅 鉢B

浅 鉢C

突帯文土 器深鉢 26 5．6％

計 468 100％
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おり口唇刻目については内面から口唇にかけて刺突を兼ね備えているものが37.0％、口唇に刻目のないも

のが63.0％存在するのは内面施文が口唇刻目から転移しかものであることを示唆しており（表15）、また、そ

の調整にはケズリ25.9％と条痕33.3％とケズリと条痕を合わせると59.3％と過半数を占めており後に述べ

る叶浦（B）・北遺跡の内面を肥厚させその部分に刺突を施す深鉢の所見とを考慮に入れると内面施文の有

文深鉢が晩期中葉終末期に先立つ段階に出現している可能性が高い。

以上の浅鉢・深鉢の分析から船ヶ谷式→持田町3丁目遺跡資料という変遷が得られるが持田町3丁目遺

跡資料では深鉢調整の変化、並びに浅鉢A5・A6・C類が激減しており船ヶ谷式と持田町3丁目遺跡資料

には型式学的不連続が明瞭であることから数型式の空白が推測される。

この空白を埋めるのが叶浦（B）・北遺跡溝状遺構の土器群（井原．1980）と考えられる。両資料共に浅鉢

A3・A4・B類が出土している点は持田町3丁目遺跡と共通しているが叶浦（B）遺跡の深鉢A1類の無文土器

では口縁部に条痕調整を施すものが過半数存在し（表33）、有文深鉢は少量であり混在している可能性があ

る（表35）。叶浦北資料も資料数は少ないが同様な所見が得られる（表42）。後述する通り地理的に近接する

中寺洲尾遺跡（大瀧1989）には持田町3丁目遺跡と並行する土器群が存在しその有文深鉢の口縁－胴部の調

整はナデ－ケズリが83.3％と圧倒的であることと（表78 ～82）、叶浦（B）・北遺跡には深鉢A1類で内面を肥厚

させその下部に沈線を施し段を形成しその部分に棒状工具などで刺突を施すものが存在するけれども（表

37～44）このような土器群は晩期中葉終末期には現在、確認することができず内面を刺突し施文するもの

は持田町3丁目・船ヶ谷遺跡の有文深鉢にもみられるので型式学的に内面肥厚部刺突→内面刺突という

形式学的変化が考えられることからも叶浦（B）・北遺跡資料は持田町3丁目遺跡資料に一時期先行する可

能性が高い。ただし、叶浦（B）・北遺跡資料は有文深鉢の所見からすると地理的にも今治平野のものと親

近性があり松山平野のものとは異なると考えている。従って、松山平野では叶浦（B）・北遺跡資料に並行

表27 長田遺跡14号土坑状遺構深鉢A1口縁部 表28 長田遺跡14号土坑状
口縁・肩部文様集計

3 1 10 14

21.4％ 7.1 ％ 71.4％  100％

口唇刻目集計

DA1 C2 なし 計 横長O 不明 なし 計

6 4 1 3 14

57．％1 28．6％ 7．1％ 21．4％ 100％

遺構器種構成比率

深鉢A1 15 68.2％

深鉢A2 1 4.5％

深鉢B 1 4.5％

浅鉢A4 3 13.6％

浅鉢B 2 9.1％

計 22 100％

表29 持田町3丁目遺跡深鉢A1無文土器口縁部
調整集計

ナデ ケズリ 条痕 計

22 2 4 28

78.6％ 7.1％ 14.3％ 100％

口 唇刻 目集 計

D 小D ツメ 横長Ｏ なし 計

9 4 7 1 7 28

32.1％ 14.3％ 25.0％ 3.6％ 25.0％ 100％

表32 持田町3丁目遺跡器種
構成比率

深鉢A1 37 20．4％

1．7％ 27．6％深鉢A2 3

深鉢B 10 5．5％

浅鉢A1 3 1．7％

70．8％

浅鉢A2 2 1．1％

浅鉢A3 9 5．0％

浅鉢A4 67 37．0％

浅鉢B 45 24．9％

浅鉢C 2 1．1％

不 明 3 1．7％ 1．7％

計 181 100％ 100％

表30　持田町3丁目遺跡深鉢A1有文土器口縁部
（口縁)文様集計

3

口唇刻目集計

DA1 不明 計

2 1 3

66．7％ 33．3％ 100％

調整集計

ナデ

3

表31　持田町3丁目遺跡深鉢A1有文土器口縁部
（内面）文様集計

C1 D1 計

2 3 5

40．％0 60．0％ 100％

調整集計

ナデ

5

口唇刻目集計

D なし 計

2 3 5

40．0％ 60．0％ 100％
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表33　叶浦（B）遺跡深鉢A1無文土器口縁部
調 整集 計

条痕 ケズリ ナデ 計

57 7 11 75

76．0％ 9．3％ 14．7％ 100％

口 唇刻 目集 計

D ツ メ

26 21

34．7％ 28．0％

表40　叶浦（B）遺跡
　　　器種構成比率

深鉢A1 84 38．4％

20 9．1％

4 1．8％

7 3．2％

13 5．9％

57 26．0％

3 1．4％

27 12．3％

深鉢B

浅鉢A1

浅鉢A2

浅鉢A3

浅鉢A4

浅鉢A6

浅鉢B

浅鉢C 4 1．8％

計 219 100％

表34叶　浦（B）遺跡深鉢A1無文土器口縁破片

調整集計

3 5 8

37．5％ 62．5％ 100％

（口縁）文様集計

A1条痕 ナデ 計 B1 B1 計

3 3 2 8

37．5％ 37．5％ 25．0％ 100％

表35　叶浦（B）遺跡深鉢A1有文土器口縁部
（口縁）文様集計

A1 B1 計

1 1 2

50．0％ 50．0％ 100％

調整集計

ナデ

2

口唇刻目集計

D 状 ツ メ状 計

1 1 2

50．0％ 50．0％ 100％

表36　叶浦（B）遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片
（肩）文様集計

C1 D1 D2 計

1 2 3 6

16．7％ 33．3％ 50．0％ 100％

調整 集計

ナデ－ケズリ ナデ－ナデ 計

5 1 6

83．3％ 16．7％ 100％

表37 叶浦（B）遺跡深鉢A1 有文
土器口縁部 調整集計

ナデ 条痕 計

6 3 9

66．7％ 33．3％ 100％

（内面肥厚部）文様集計

C6 C7 D1 D2 D3 計

1 2 1 4 1 9

11．1％ 22．2％ 11．1％ 44．4％ 11．1％ 100％

口唇刻目集計

D ツ メ 横長Ｏ なし 計

1 1 1 6 9

11．1％ 11．1％ 11．1％ 66．7％ 100％

表38 叶浦（B）遺跡深鉢B
調整集 計

ナデ 条痕 ケズリ 計

12 4 4 20

60．％0 20．0％ 20．0％ 100％

口唇刻目集計

D ツ メ 横長Ｏ なし 計

4 2 1 13 20

20．0％ 10．0％ 5．0％ 100％

表39 叶浦（B）遺跡深鉢底部集計

上底 窪み底 高台状底 計

10 1 4 15

66．7％　6．7％　26．7％ 100％

表41 叶浦北遺跡深鉢A1口縁部～胴部表42 叶浦北遺跡深鉢A1口縁部
口 唇刻 目 調整集計 調整 集計 口 唇刻 目集 計

D 状

1

条痕－ケズリ

1

条痕 ナデ 計

9 1 10

90．0％ 10．0％ 100％

D ツ メ なし 計

3 3 4 10

30．0％ 30．0％ 40．0％ 100％

表43　叶浦北遺跡深鉢A1 口縁部～胴部

（肩）文様集計 調整集計

D1 D2 D3 計

4 1 1 6

66．7％ 16．7％ 16．7％ 100％

条痕 ナデ 計

4 2 6

66．7％ 33．3％ 100％

表45 叶浦北遺跡深鉢A1
口縁～胴破片

（肩）文様集計

C1

1

調整集計

ナデ－ケズリ

1

表46 叶浦北遺跡深鉢B表44 叶浦北遺跡深鉢A1
（内面肥厚部）文様集計調整集計 調整集計 口唇刻目集計

D2

4

※3点は口縁端部に
も1列の刺突を施し
ている。

条痕 ナデ 計

2 2 4

50．0％ 50．0％ 100％

ナデ ケズリ 計

2 3 5

40．0％ 60．0％ 100％

D状 ツ メ状 計

1 4 5

20．0％ 80．0％ 100％

表47 叶浦北遺跡深鉢底部集計
上底 平底 計

7 1 8

87．5％ 12．5％ 100％

表48 叶浦北遺跡器種構成比率

深鉢A1 21 50．0％

5 11．9％

2 4．8％

10 23．8％

深鉢B

浅鉢A3

浅鉢A4

浅鉢B 4 9．5％

計 42 100％
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※二枚貝によるD状刻目が2点
　存在したがDにいれた。 

横長Ｏ なし 計

4 24 75

5．3％ 32．0％ 100％

65．0％



ところで、本遺跡と共通する土器群には長田遺跡14号土坑状遺構出土資料があげられるが若干の相違

があるので述べておきたい。持田町3丁目遺跡の深鉢A1類の口縁部の調整は板目、あるいは調整痕の残

るナデが一般的であるが、長田遺跡の場合はすべて板目の残らない丁寧なナデであり、また、持田町3

丁目遺跡の浅鉢A4類の口縁部内面の大半が粘土ひもを貼り付け扁平なのと比較すると、長田遺跡14号土

坑状遺構出土のものはすべて内面に沈線を施しており粘土ひもの貼り付けを沈線で省略しているのでは

ないかと思われ、深鉢調整の所見と合わせると長田遺跡資料が新しい傾向のある可能性を指摘しておき

たい。また、有文深鉢の沈線・並行沈線の沈線幅は持田町3丁目遺跡資料では1mm 前後と緇いが、長田

遺跡の場合2mm前後あり、しかも深く沈線を引いている。従って、長田遺跡資料の場合、沈線・並行沈

線の施文原体もその分太いと考えられる。なお、船ヶ谷遺跡の有文深鉢の沈線・平行沈線については細

いもの太いもののバラエティーがあり必ずしも有効な情報を得る事ができなかった。胎土も持出町3丁

目遺跡のものは石英・長石・雲母などの粒子を含むものが一般的であるが長田遺跡のものは灰白色系で

粒子を徴量含むか、含まないものが一般的である。

他地域 との並行関係

瀬戸内西部晩期中葉の型式学的検討からは船ヶ谷→持田町3丁目資料という変遷が得られたが、次に、

近隣する諸地域の晩期中葉の諸型式と編年・型式学的に対比することによって持田町3丁目遺跡出土資

料の編年的位置を明らかにしていきたい。まず、本遺跡から出土している半載竹管状工具により施文を

行う谷尻式的な有文深鉢が頼戸内東部の谷尻式（平井.1988）との並行関係を示唆している。谷尻式深鉢の口

縁・肩部の施文方法が半載竹管状工具によるものであり、また、その文様構成が波頂から肩部にかけて

1

2

3

4

5

（実測図Ｓ=1/6，拓本Ｓ=1/3）

図25 持田町3丁目遺跡と関連する土器
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半載竹管状工具の刺突により垂下させるものであることはよく知られている。一方、瀬戸内西部の有文

深鉢の主な施文方法・文様構成が沈線・平行沈線によるものであることは持田町3丁目・長田・船ヶ谷

遺跡例によって明らかであろう。ところで、図25-1のように瀬戸内東部には半載竹管状工具により施文

を行い、それに瀬戸内西部的な平行沈線による文様を組み合わせた例が存在すること、また、同様に

図25-2のように船ヶ谷遺跡には谷尻式的な半載竹管状工具による施文・文様構成と平行沈線による文様

が組み合わされている例が存在することから（このような例は少なからず存在する。表10,64,68,80）、この

ような異系統文様の共存例はその並行関係を示している注7。また、表59・74からもわかるとおり谷尻遺

跡土坑No.130（高畑1976）・原遺跡（鎌木1958）注9の浅鉢はそのほとんどがA4・B類から構成され、持田町3

丁目遺跡資料と共通性が高く浅鉢A4・B類については瀬戸内では並行期に普遍的存在であったことが了

解できる。

次に九州との並行関係について検討したい。持田町3丁目遺跡から出土している浅鉢A3類が黒川式

の中でも最も新しい様相を呈していることは本文でも述べてきたが、この点は瀬戸内と九州の境界に位

置する北九州市貫・井手ヶ本2・3号土坑資料（前田.1990）により交差検証できる。貫・井手ヶ本2・3号土

坑資料はその出土状態からも一括性が高いが両土坑からは浅鉢A3・A4・B類が出土しており、浅鉢A3

類は口縁部の短小化、外面からの沈線の喪失、口縁と胴部が曖昧化し器形的にめりはりがなくなる点、

肩部の屈曲が弱くなる傾向に黒川式でも最も新しい様相を観察することができる。深鉢の調整は条痕調

表49　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 無 文 土 器 口 縁 部　 表50　 谷 尻 遺 跡 深鉢A1 有 文

調整集計　 口唇刻目集計　

ナデ 条痕 ケズリ 計 D 小D 横長O ツ メ 計

土 器 口 縁 破 片

（口縁)文様集計　　 調整集計

14 3 1 18 5 2 6 5 18 B1 ナデ

77.8％16.7％ 5.6％ 100％ 27.8％ 11.1％ 33.3％ 27.8％ 100％ 4 4

表52　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文表51　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文 土 器 口 縁 部　

（口縁）文様集計　 調整集計　 口唇刻目集計　 土 器 胴破 片

B1 ナデ 条痕 計 D ツメ 不明 計 （肩）文様集計　 調整集計

9 8 1 9 7 1 1 9 C2 ケズリ

88.7％ 11.1％ 100％ 77．.％ 11.1％ 11.1％ 100％ 1 1

表54　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1表53　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文 土 器 口 縁 部 ～ 胴 部　

（口縁－肩）文様集計　調整集計　　　　口唇刻目集計　　　　

B1 －C6 ナデ－ケズリ D ツ メ 不明 計

有文土器口縁破片

（肩）文様集計　 調整集計

3 9 1 1 1 3 C1 ナデ

33.3％ 33.3％ 33.3％ 100％ 1 1

表55　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文 土 器 口 縁 ～ 胴 破 片　 表57　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文 土 器 口 縁 部

調整集計　 （肩）文様集計　 調整集計　 口唇刻目集計（肩）文様集計　

C1 C6 C7 D2 計 ナデ－ケズリ ナデ－ナデ 計 C7 ナデ D

1 4 4 1 10 9 1 10 1 1 1

10.0％ 40.0％ 40.0％ 10.0％ 100％ 90.0％ 10．0％ 100％

表56　 谷 尻 遺 跡 深 鉢A1 有 文 土 器 口 縁 部 ～ 胴 部

（肩）文様集計　 調整集計　 口唇刻目集計　 表59　 谷 尻 遺 跡 器 種 構 成 比 率

C1 C6 計 ナデーケズリ 横長O D 計 浅 鉢A2 2 3.8％

1 1 2 2 1 1 2 15 28.3％

50．0％ 50.0％ 100％ 33 62.3％50．.％ 50.0％100％

表58　 谷 尻 遺 跡 深 鉢B

調整集計　 口唇刻目集計
2 3.8％

浅 鉢A4

深 鉢A1

深 鉢B

突帯文土器浅鉢 1 1.9％

ナデ D なし 計 計 53 100％

2 1 1 2

50.,0％ 50.0％ 100％
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整によるものが一般的でありこの点は瀬戸内とも異なる点である。貫・井手ヶ本2・3号土坑の深鉢の所

見からすると北九州市域では晩期中葉終末に有文深鉢が展開しなかった可能牲が高い。また、貫・井手

ヶ本3号土坑からは条痕調整の原体で口縁部に一定間隔でタテ方向に施文する深鉢が出土しており（図25-

5）瀬戸内西部の平行沈線による有文土器を模倣している可能性が高い。

また、九州では佐賀県高峰遺跡（内田.1994）・大分県前田Ⅰ（高橋.1989）・夏足原（宮内.1992）遺跡資料によっ

て黒川式終末の様相が明らかになりつつありいずれの資料も浅鉢A3類は口縁部の短小化、口縁端部から

表60　原遺跡深鉢A1無文土器口縁部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表61　原遺跡深鉢A1無文土器口縁～胴破片

調整集計口唇刻目集計 調整集計

ナデD ツ メ 横長Ｏ なし 計 条痕 計 ナデ－ケズリ 条痕－ ケズリ 計

11 5 1 1 18 14 4 18 4 2 6

61.1%　27.8%　　5.5%　　5.5% 100%　　　　77.8％　22.2％　100％　　　　　67.7％　　　　　33.3％　　　　100％

表62　原遺跡深鉢A1無文土器口縁部～胴部　　　　　　　　　表63　原遺跡深鉢A1有文土器口縁部

調整集計　　　　　　　　　　　　口唇刻目集計 　　　　　（口縁）文様　　　　　　　　　　　調整集計

ナデ－ケズリ D A1 B1 計 ナデ 条痕　　　計

3 3 2 7 9 7 2 9

22.2％ 77.8％ 100％　　　　77.8％ 22.2％ 100％

表64　原遺跡深鉢A1有文土器口縁破片　　　　　　　　　　　　　　表65　原遺跡深鉢A1有文土器口縁破片

（口縁－肩）文様集計 調整集計 （肩）文様集計 調整 集計

A1 －C6 B1 －C6 計 ナデ 条痕 計 C2 C3 C5 C6 計 ナデ 条痕 ナデ

1
3 1 4 2 2 4 1 1 2 5 4 1 5

75.0％ 25％.0 100％　　　50.0％50.0％ 100％　　20.0％ 20.0％20.0％ 40.0％ 100％　　80.0％ 20.0％ 100％

表66　原遺跡深鉢A1有文土器口縁破片　　　　　　　　　　　　表67　原遺跡深鉢A1有文土器口縁破片

（口縁）文様集計　　　　　　　　　　　調整集計　　　　　　（口縁－肩）文様集計　　　　　　調整集計

A1 B1 計 ナデ A1 －C6 条痕

 1 1 2 2 1 1

50.0％ 50.0％ 100％

表68　原遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片

（口縁－肩）文様集計 調整集計

A1－C6 A1 －F1 B1 －C6 計 ナデ－ケズリ 条痕－ケズリ 計

1 1 2 4 3 1 4

25.0％ 25.0％　　　　　50.0％ 　　　　　100％　　　　　　　　75.0％　　　　　25.0％　　　　　100％

表69　原遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表70　　原遺跡深鉢A1口縁破片

（肩）文様集計 調整集計 （肩）文様集計 調整集計

C1 C3 C6 E1 計 ナデ－ケズリ条痕－ケズリ 計 C5 ナデ

2 3 2 2 9 6 3 9 2 2

22.2％ 33.3％ 22.2％ 22.2％100％　　　　　66.7％　　　33.3％　　　100％

表71　原遺跡深鉢A1有文土器口縁破片　　　　　　　　　　　　　　　　　　表72　原遺跡深鉢A1有文土器胴破片

（肩）文様集計 調整集計 （肩）文様集計 調整集計

C1 C3 C5 C6 計 ナデ 条痕 計 C6 ケズリ

1 1 1 2 5 4 1 5 3 2

20.1％ 20.0％ 20.0％ 40.0％　100％　　　80.0％ 20.0％ 100％

表73 原 遺跡 深鉢B 調整 集 計 表74 原遺 跡 器 種 構 成 比 率

ナデ ケズリ ナデ－ケズリ 計 深 鉢A1 32 45.1％
※ナデ－ケズリは調整で

口縁と胴部を区画している。

1 2 1 4 深 鉢B 4

50.0％　　　25.0％　　　100％ 浅 鉢A425.0％ 23

浅 鉢A6 1
表73 原 遺 跡 深 鉢B 口 唇 刻 目 集 計 浅 鉢B 4

D 横長Ｏ なし 突帯文土器深鉢 7

1 1 2 計 4 計 71

5.6％

32.4％

1.4％

5.6％

9.9％

100％

25.0％ 25.0％ 50.0％ 100％
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の沈線の喪失、口縁部と胴部の境の曖昧化、肩部の屈曲が弱くなる傾向が認められ貫・井手ヶ本2・3号

土坑出土浅鉢A3類と同様な所見が得られるがそれらの土器群の中には浅鉢A4類が存在していることか

ら黒川式の終末との並行関係については確定的である。

一方、近畿地方では篠原式の細分（1994．家根）により晩期中葉の様相が明らかになりつつあるが篠原式新

段階の単純な様相を示していると考えられるN3E1 区石組上層からは半載竹管状工具により施文を行う谷

尻式系の深鉢と共に浅鉢A3・A4・B類が、合わせて口縁部に平行沈線による施文を行う瀬戸内西部的な

表75　中寺洲尾遺跡深鉢A1無文土器　　　　　　表76　中寺洲尾遺跡深鉢A1無文土器口縁部

口縁部～胴部　　　　　　　　　　　　調整集計　　　　　　　　　　　口唇刻目集計

口唇刻目集計調整集計 ナデ 条痕 計 D ツメ 横長O なし 計

ナデ－ケズリ ツメ 11 1 12 3 5 1 3 12

1 1 91.7％ 8.3％ 100％　　　25.0％ 41.7％ 8.3％ 25.0％ 100％

表77　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁部

（口縁）文様集計 調整集計 口唇刻目集計

A1 B1 計 ナデ ツメ 横長Ｏ 計

2 1 3 3 2 1 3

66.7％ 33.3％ 100％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66.7％ 33.3％ 100％

表78　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁破片　　　　　　　　　　　　　　　　　表79　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器

（口縁）文様集計　　　　　　　　　　　　　　調整集計　　　　　　　　　　　　口縁～胴破片

A1 A2 B1 B2 計 ナデ ケズリ 計 （口縁）文様集計　　　調整集計

10 1 4 1 16 15 1 16 A1 ナデ－ケズリ

62.5% 6.3% 　25.0% 6.3% 100%　　　　93%.8 6.2% 100％　　　　　　　3　　　　　　　　　　3

表80　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片

（口縁－肩）文様集計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整集計

A1 －C2 A1 －C3 A1 －C7 A1 －F1 A1 －F2 B1 －C3 計 ナデ－ナデ ナデ－ケズリ条痕－ケズリ 計

1 1 1 1 2 1 7 1 5 1 7

14.3% 14.3%　 14.3% 14.3% 28.6% 14.3%　 100％　　　　　　14.3%　　　　71.4%　　　　14.3% 100％

表81　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁破片

（肩）文様集計 調整集計

C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 E2 F2 計 ナデ 条痕 計

8 2 2 2 5 1 2 6 1 1 30 28 2 30

26.7% 6.7% 6.7% 6.7% 16.7% 3.3% 6.7%  20.0% 3.3% 3.2%  100% 93.3% 6.7%  100％

表82　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁～胴破片
（肩）文様集計 表85 中 寺洲 尾遺 跡器種 構 成比 率

C1 C2 C4 C5 C6 C7 D1 D2 E1 E2 F2 計 深鉢A1 28 29.5%

5 5 4 1 4 4 2 16 1 2 4 48 深鉢B 12 12.6%

10.4% 10.4% 8.3% 2.1% 8.3% 8.3v 4.2% 33.3% 2.1% 4.2% 8.3% 100％     　　浅鉢A2　　　　1 1.1%

調整集計

浅鉢A3 3 3.2%

浅鉢A4 29 30.5%

ナデ－ケズリ ナデ－ナデ 条痕－ケズリ ケズリ－ケズリ 計 浅鉢A6 22 23.2%

40 2 2 4 48 浅鉢C 13 13.7%

83.3% 4.2% 4.2% 　8.3% 100%　　　　　　　　計　 95 100％

表83　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁部

（内面）文様集計 調整集計 口唇刻目集計

C3 D1 D2 E1 F2 計 ナデ 条痕 計 D 横長O なし 計

1 3 5 1 1 11 8 3 11 2 2 7 11

9.1% 27.3% 45.5% 9.1% 9.1% 100％ 72.7% 27.3% 100％ 18.2% 18.%2 63.6% 100％

表84　中寺洲尾遺跡深鉢A1有文土器口縁部～胴部

（内面－肩）文様集計 調整集計 （口唇）刻目集計

D1－D1 条痕－ケズリ なし

1 1 1
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浅鉢が出土しており（図25の4・5）、このような出土状況からも篠原式新段階－谷尻式－持田町3丁目資料

という並行関係を想定できる。以上の近隣諸地域との編年・型式学的対比により本遺跡土器群の編年的

位置については晩期中葉終末という時期が与えられる。

持田町式の提唱

持田町3丁目遺跡出土資料は瀬戸内西部において従来、未知であった土器型式の内容を備えており、

従って、持出町3丁目遺跡出土資料を元に瀬戸内西部晩期中葉の終末として新たな型式を設定すること

が適当と考えられる。土器型式の名称としては学史的に基準遺跡の名称を採用することが慣習となって

いるので、持田町3丁目遺跡の「持田町」を採用し、瀬戸内西部の晩期中葉終末として持田町式という

名称を提唱したい。

器種構成

次に、持田町式を構成する土器群について考察を進めるため改めて本遺跡出土資料の検討を行いたい。

深鉢A1類　器種構成比率20.4％であり有文土器も存在するが37点中3点（8.1％）とその比率は低い。

深鉢A2類　器種構成比率は低く明確な位置づけができないが長田遺跡14号土杭状遺構出土例、本文図

13-2が類例と思われる。

深鉢B類　器種構成比率は55％と低いが瀬戸内東部の谷尻遺跡No.130土坑・原遺跡出土資料では6％、

7.8％と瀬戸内では低い傾向か一般的である（表59,74）。

浅鉢A1類　瀬戸内では黒土BI式と呼ばれており香川県永井遺跡1層（渡辺.1990）・萩の岡貝塚（高橋.1977）

から比較的単純な様相で大 量に出土している。本遺跡のものは永井遺跡のものと比較する

と口縁部の短小化が極度に進み黒土BI式でも新しい様相を呈し、71・72は黒土BI式を逸脱

する傾向があり、いずれにしても本遺跡出土の主体となる土器群に時期的に先行するもの

と判断できる。

浅鉢A2類　器種構成比率は1.1％と低く叶浦（B）・北遺跡で出土しているが叶浦遺跡資料は時期幅があり

位置づけが困難で、本遺跡では混在している可能性もある。

浅鉢A3類 器種構成比は5.0％と低い。

浅鉢A4・B類本遺跡の主体となる土器群である。有文土器は口縁部の統計では浅鉢A4 類で67点中4点

（6.0％）、浅鉢B類で45点中2点（4.4％）と少ないが持田町式を特徴づけるものであり文様・施文方法が深鉢の

それと共通しているので深鉢の文様が浅鉢に転移したと考えられる。瀬戸内の晩期中葉終末に有文深鉢

が展開することは知られていたが本遺跡資料により瀬戸内西部では浅鉢でも有文土器が展開することが

明らかになったと言えるだろう。

浅鉢C 類 既に述べたとおり船ヶ谷遺跡から大量に出土しているものと比較すると新しい様相を呈し

ており、少量であることを考慮にいれると浅鉢A2類同様混在している可能性がある。

器種構成に関連して深鉢と浅鉢の比率について述べておくと、瀬戸内の並行する時期に良好な資料に

恵まれているわけではないが持田町3丁目遺跡資料では約3：7、長田遺跡14号土坑状遺構資料では約8：2、

谷尻遺跡No.130土坑資料では約7：3、原遺跡資料では約6：4であり持田町3丁目遺跡資料では浅鉢の比率が
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高い傾向があるようである。

従って、持田町式の器種構成については浅鉢A1類を除いた深鉢A1・A2・B類、浅鉢A2・A3・A4・

B・C類から構成される土器群と考えられる。ただし、浅鉢A2・C類については今後より良好な資料に

より検討していく必要がある。以上のことから、持田町式は深鉢A1類では44 ～46のような谷尻式的な深

鉢、浅鉢ではA3類にみられる黒川式的な浅鉢などの異系統土器を少量内包する土器型式であるといえる

であろう。

なお、底部では必ずしも有効な情報を得る事ができなかったが長田遺跡14号土坑状遺構からは深鉢の

上底3点、くぼみ底1点、丸めの平底が1点出土しており深鉢では上底が一定量占めていたようである。

分布

持田町式の出土遺跡については既に述べてきたように持田町3丁目・船ヶ谷・長田遺跡を確認するこ

とができ松山平野を中心とする土器型式であるといえるが持田町式の分布を考える上で重要なのが今治

市中寺州尾遺跡1号溝状遺構出土資料であるので検討しておきたい。中寺州尾遺跡1号溝状遺溝資料は混

在資料であるが船ヶ谷式・刻目突帯文土器・弥生土器を引算したものが該期の資料である。深鉢口縁

部の統計（表77～80）では資料数が少ないため有効な情報が得られないが重要なのは肩部の施文である。表

81.82からもわかるとおり口縁破片では全体的にばらつきがあるが口縁～胴破片の肩部施文では文様D2類

が33％を占めている　他はばらつきがあり沈線・平行沈線による文様も少量で沈線・平行沈線が主文様

である持田町式の有文深鉢と文様C6類などが主文様である谷尻式の有文深鉢と識別できる点である。こ

の点は資料数は少ないが叶浦（B）遺跡の有文深鉢でも同様である（表36）。また、深鉢A1類の口縁部内面に

は肩部施文と同様に同一原体で文様D2類を施すものが5点あり（表83）谷尻式の深鉢には一般的に内面刺突は

みられないようであり、深鉢の内面刺突の系譜が瀬戸内西部にあると考えられ重要であろう。中寺洲

尾遺跡の有文深鉢の所見からすると瀬戸内で晩期中葉の終末に有文深鉢が展開する時期に今治平野では

叶浦（B）・北遺跡の深鉢A1類にみられるような内面刺突の原体、すなわち、棒・半載竹管状工具により口

縁・肩部の施文を獲得した可能性が高い。いずれにしても今治平野では谷尻式とも持田町式とも異なる

土器型式を抽出できる可能性が高い。従って、持田町式の分布については南予方面の調査列がないため

南予については将来的に検討する必要があるが、現在、桧山平野に限定できると考えられる。

以上、前後する諸型式については不明瞭な点が多いが持田町式の設定により瀬戸内西部晩期中葉の地

域・時間的動向がより一層正確に把握できると同時に九州から近畿までの晩期中葉終末の並行関係を確

立することが可能になり、後続する刺目突帯文土器の成立を考える上でも有力な手掛かりを提供するこ

とになるだろう。最後に瀬戸内西部晩期中葉の地域編年　と持田町式と他地域の並行関係を表86・87

にまとめて擱筆したい。（阪口）

表86 瀬戸内西部の晩期中葉編年案 表87 他地域との並行関係試案

中南 予 予 東 予 瀬戸内西部 瀬戸内東部 近 畿

＋ ＋船ヶ谷式

九 州

黒 川 式 の古い 段 階 ＋船ヶ谷式 篠原式古段階

＋ ＋ 篠原式中段階

＋

＋

持田町式

叶浦B・北　　　　黒川式の中頃の段階

（中寺洲尾） 黒 川 式 終 末

＋

持田町式 谷尻式 篠原式新段階
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注

（1）器種構成比率は口縁部を元に算出した。なお、表では口縁部は口縁端部の残っているもの、口縁－胴”破片”は口縁

端部5の残っていないものである。また、刻目ツメとは『00』状のことである。

（7）萩の岡貝塚資料を高橋幸意氏のご厚意により観察させていただきその所見によるところが大きい。

（3） このような浅鉢の口唇部の変遷については家根氏が既に指摘している。（家根.1994）

（4）榎木原遺跡資料を鹿児島県立埋蔵文化財センターのご厚意により観察させていただきその所見によっている。

（5）榎崎B遺跡資料を鹿児島県立埋蔵文化財センターのご厚意により観察させていただきその所見によっている。また、

黒川式の細分については古閖・入佐・浦久保式に後続する古い段階、終末の段階、そして、その中間型式が存在す

ることを指摘するだけにとどめておく。別稿を予定している。

（6）柴田昌児氏から中央構造線を境として地質が異なりその差異が土器の胎土に現れているとのご教示を得た。

（7）異系統文様の共存については佐藤.1983を参照した。

（8） 岡山県古代吉備文化財センターのご厚意により実査させていただいた。

（9） 江坂 理氏のご厚意により江坂コレクションを実査させていただいた。

（10）前田義人氏の御厚意により観察させていただいた。

（11）愛媛県歴史文化博物館のご厚意により実査させていただいた。

（12)文様D2類の中には半裁竹管状工具によるものと思われるものが存在するが、刺突の強弱・角度により文様先端の有

無が違ってくるので判断が難しく今回はD2類の中に含めた。ただし、上列と下列の刺突が並行しているものにつ

いては半裁竹管状工具で刺突している可能性が大きいことを指摘しておく。

（13 瀬戸内西部の地域性については柴田昌児・村上和馬氏のご教示によるところが大きい。

（14）船ヶ谷式と篠原式古段階の並行関係については中間地帯である瀬戸内東部の土器型式と交差検証できる資料が不足し

ているが先行する黒土BI式－滋賀里Ⅲa式という並行関係については浅鉢の共通性から疑えない。従って、両式がそ

れぞれ黒土BI式・滋賀里Ⅲa式に後続するものであるという点から並行関係を考えている。
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図22 阪本.1985より転載

図23－1,2,4,6　阪本.1985より転載

－3.5　家根．1994より転載

図25

1.二宮．1976より転載

2.阪本．1984〃

3.4．家根．1994〃

5.前田．1990〃
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表88 縄文土器観察表（1）
色 調 調 整

胎 土 備 考番号 器 種 部 位
外 面 内 面 外 面 内面

1

3

5

7

8

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

深鉢 口縁部 褐色 褐色 ナデ ナデ

2 深鉢A1 口縁部 略褐色 暗褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ 刻目D 状

深鉢A1 口縁部 褐色 黒褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ 刻目D 状

4 深鉢A1 口縁部 橙色 灰褐色 ナデ ナデ 刻目D 状

ナデ 刻目D 状深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒褐色 条痕

6 深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒褐色 ナデ ナデ 刻目D 状

深鉢A1 口縁部 黒褐色 黒褐色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母 刻目D 状

深鉢A1 口録部 明灰褐色 褐灰色 ナデ ナデ 刻目D 状

9 深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒色 ナデ ナデ 刻目D 状、補修孔アリ

深鉢A1 口縁部 灰褐色 条痕 ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・言母

石英・長石・雲母 刻目D 状

深鉢A1 目縁部 黒色 条痕 ナデ 刻目小D

深鉢A1 口縁部

橙色

褐色

橙色 橙色 ナデ ナデ 刻目小D

深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒褐色 ナデ ナデ 刻目小D

深鉢A1 口縁部 黒色 ナデ ナデ 刻目大ツメ犬

深鉢A1 口縁部 灰褐色 ナデ ナデ 刻目ツメ状

深鉢A1 口縁部 黒褐色 ナデ ナデ 刻目ツメ状

深鉢A1 口縁部 灰褐色 条痕 ナデ 刻目ツメ状

深鉢A1 口縁部 黒褐色 粂痕後ナデ ナデ 刻目ツメ状

深鉢A1 口縁部 褐灰色 ナデ ナデ 刻目ツメ状

深鉢A1 口縁部 暗褐色 ナデ ナデ 刻目ツメ犬

深鉢A1 口縁部 黒色 ナデ ナデ 刻目横長Ｏ

深鉢A1 口縁部 褐灰色 条痕 ナデ

深鉢A1 口縁部 褐灰色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

深鉢A1 口縁部

黒色

灰褐色

灰白色

暗褐色

黒褐色

灰白色

暗褐色

灰褐色

黄橙色

褐色

褐色 褐灰色 ナデ ナデ

深鉢A1 口縁部 黒褐色 ケズリ ナデ

深鉢A1 口縁部 黒褐色 ナデ ナデ

27

28

29

深鉢A1 口縁部 橙色 ナデ ナデ

深鉢A1 口縁部 灰黄褐色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母

雲母

石英・長石

石英・長石

石英・長石・雲母

深鉢A1 口縁部

暗褐色

橙色

橙色

褐灰色

黄橙色 黄扱色 板ナデ ナデ 石英・長石

30

31

32

深鉢A1 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ナデ 石英・長石・雲母

深鉢A1 口縁部 褐灰色 褐灰色 ナデ 石英・長石・雲母

深鉢A1 口縁部 灰黄褐色 黒色 ナデ 石英・長石

黒褐色 ナデ 石英・長石33 深鉢A1 口縁部

34 深鉢A1 口縁部 灰褐色

ナデ

ナデ

ナデ

ナデ

ナデ ナデ 石英・長石

口唇刮目D状、内面半截竹管刺突

半載竹管状工具刺突

内面棒状工具刺突

内面棒状工具刺突

内面棒状工具刺突

ナデ 石英・長石35 深鉢A1 口縁部

褐灰色

暗褐色

橙色 黒褐色

36

37

38

39

40

41

深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒褐色

深鉢A1 口縁部 灰褐色 黒褐色

深鉢A1 口縁部～胴部 黒色 黒褐色

深鉢A1 口縁部 灰褐色 褐灰色

ナデ

ナデ

ナデ

口縁部ナデ、胴部ナデ

ナデ

ナデ

ナデ

ナデ

ナデ

石英・長石

石英・長石

石英・長石

石英・長石

深鉢A1 口縁部 褐灰色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ 石英・長石

深鉢A1 口縁部 橙色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

極暗褐色 灰褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

石英・長石

長石・言母42 深鉢A1 口縁部

43 深鉢A1 口縁部 黄褐色 黒褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

深鉢A1 口縁部 褐色 黒褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

深鉢A1 口縁部 明灰褐色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

深鉢A1 口縁部 褐灰色 黒褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

47 深鉢A1 口縁部 浅黄橙色 褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石

48

49

50

口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ深鉢A1 口縁部 褐色 褐灰色 刻目、小D

突起口唇刻目D状、内面棒状工具による刺突深鉢A1 囗縁部 灰褐色 黒褐色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

深鉢A1 口縁部 褐色 褐灰色 条痕 ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母51 深鉢A1 口縁部～胴部 浅黄橙色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

52 深鉢A1 口縁部～胴部 灰褐色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

53 深鉢A1 口縁部～胴部 褐色 褐灰色 口縁部ナデ、胴部ケズリ ナデ

54

55

56

深鉢A1 口縁部～胴部 灰白色 褐灰色 口縁部条痕、胴部ケズリ ナデ

深鉢A2 口縁部 黒褐色 褐灰色 ナデ ナデ

深鉢A2 口縁部 黄褐色 褐灰色 ナデ ナデ

深鉢A2 口縁部 灰褐色 黒褐色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

深鉢 胴部～底部 黄橙色 灰褐色 ケズリ ナデ

59

60

深鉢 胴部～底部 黄橙色 黄橙色 ナデ、ケズリ ナデ

口縁部 黒褐色 暗褐色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母深鉢B

黄褐色 褐灰色 ケズリ ナデ深鉢B 口縁部

深鉢B 口縁部 ナデ

深鉢B 口縁部 ナデ

ナデ64 深鉢B 口縁部

灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ

黒褐色 黒褐色 ナデ

灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ

65

66

深鉢B 口縁部 黄褐色 黒色 ナデ ナデ

深鉢B 口縁部 黄褐色 黄橙色 ナデ ナデ

石英・長石・雲母・赤色粒子

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

41

20

21

22

23

24

25

26

44

45

46

57

58

61

62

63



表89 縄文土器観察表（2）
色 調 調 整

番号 器 種 部 位 胎 土 備 考
外 面 内 面 外 面 内面

67 深鉢B 口縁部 黄褐色 黒褐色 ナデ ナデ 石英・長石・雲母 内面に赤色顔料付着

68

70

深鉢B 口縁部 褐灰色 浅黄橙色 ナデ ナデ 石英・長石・雲母
69 深鉢B 口縁部 黄褐色 黄橙色 ナデ ナデ 石英・長石・雲母

浅鉢A1 口縁部 灰黄褐色 黒褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

71 浅鉢A1 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

72 浅鉢A1 口縁部 褐灰色 褐灰色 マモウ
73

74

75

76

浅鉢A2 口縁部 褐色 黒色 マモウ

浅鉢A2 口縁部 灰褐色 灰褐色 ナデ 口縁端部逆D状刻目

浅鉢A3 口縁部 黒褐色 灰褐色 ミガキ

浅鉢A3 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

77 浅鉢A3 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

78

80

81

浅鉢A3 口縁部 灰褐色 褐色 ミガキ

79 浅鉢A3 口録部 褐灰色 褐灰色 マモウ

浅鉢A3 口縁部 褐灰色 褐灰色 マモウ

浅鉢A3 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

82 浅鉢A3 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ
83

84

85

86

87

88

89

90

浅鉢A3 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A3 胴部 褐色 黒色 ミガキ

浅鉢A3 胴部 暗褐色 黒色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 黒褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐色 黒褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 黒褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰白色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

91 浅鉢A4 口縁部 褐灰色 灰褐色 ミガキ

92 浅鉢A4 口縁部 灰白色 灰褐色 ミガキ

93

94

浅鉢A4 口縁部 褐色 褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰白色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母
95 浅鉢A4 口縁部 灰白色 褐灰色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母 突起ハクリ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 ミガキ
97 浅鉢A4 口縁部 褐灰色 灰褐色 ミガキ

98

99
浅鉢A4 口縁部 灰白色 褐灰色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 灰褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐色 灰褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 黄橙色 灰褐色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 黄褐色 黒褐色 ミガキ

107 浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 黒色 黒色 ナデ

浅鉢A4 口縁部 明褐灰色 褐灰色 ミガキ

1112浅鉢A4 口縁部 褐色 褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 黒褐色 黒色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・言母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ナデ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰白色 明褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐色 褐色 マモウ

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 黄橙色 黒褐色 ミガキ 焼成前穿孔

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ 焼成前穿孔

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 黒褐色 ミガキ 焼成前穿孔

浅鉢A4 口縁部 褐色 褐灰色 ミガキ 突起ハクリ

浅鉢A4 口縁部 暗褐色 黒褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ ナシ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰白色 灰白色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 黒褐色 黒褐色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 マモウ

浅鉢A4 口縁部 褐色 黄橙色 ミガキ

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ

マモウ 石英・長石

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

42

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

113

114

115

116

117

118

119

130

131

132

96



表90 縄文土器観察表（3）

番号 器 種 部 位
色 調 調 整

胎 土 備考
外 面 内 面 外 面 内面

133 浅鉢A4 口縁部 黒色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母 外面ハクリ

134 浅鉢A4 口縁部 灰白色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

135 浅鉢A4 口縁部 黒色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

136浅鉢A4 口縁部

黒褐色

灰白色

黒色

褐灰色 褐灰色 ミガ`キ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 灰褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰白色 灰白色 マモウ マモウ 石英・長石・雲母

139 浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 マモウ

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 褐色 灰褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 マモウ マモウ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰白色 灰白色 ミガキ ミガキ 石英・長石

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 黒褐色 ミガ’キ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 黒褐色 黒褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰褐色 黒色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 マモウ

149 浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ マモウ 石英・長石・雲母・赤色粒子

浅鉢A4 口縁部 黒褐色 黒色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 黒褐色 黒色 ナデ ミガキ 石英・長石・雲母 突起刻目不定形

浅鉢A4 口縁部 灰黄褐色 暗褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部 黄褐色 褐灰色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

157

158

159

浅鉢A4 口録部～胴部 黄橙色 黄板色 マモウ マモウ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 黄褐色 黒褐色 口縁、胴部ケズリ ナデ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 黄褐色 黄橙色 ミガキ ミガ`キ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 黒褐色 黒褐色 ミガキ ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 黄橙色 灰黄褐色 マモウ マモウ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 黄褐色 黒褐色 胴部ケズリ　　　　　　ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢A4 口縁部～胴部 灰白色 灰白色 マモウ マモウ 石英・長石

浅鉢A4 口縁部～胴部 灰黄褐色 灰黄褐色 マモウ

浅鉢A4 口縁部～胴部 黄橙色 黄橙色 マモウ

浅鉢A4 口縁部～胴部 黒褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢B 口録部 黄橙色 黄橙色 マモウ

浅鉢B 口縁部 褐色 褐色 マモウ

浅鉢B 口縁部 灰褐色 灰黄褐色 マモウ

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

浅鉢B 口縁部 橙色 橙色 マモウ マモウ 石英・長石・雲母・赤色粒子

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 マモウ

浅鉢B 口縁部 褐色 灰黄褐色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 灰白色黄褐色 マモウ

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ

浅鉢B 口縁部 黒褐色 褐灰色 ミガキ

177浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 褐色 褐色 ナデ

浅鉢B 口縁部 灰白色 灰白色 マモウ

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 マモウ

1182

浅鉢B 口縁部 褐色 褐色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 黒色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 黒褐色 黒褐色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ナデ

浅鉢B 口縁部 褐灰色 灰黄褐色 ナデ

浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ

浅鉢B 口縁部 黄褐色 褐灰色 マモウ

浅黄橙色 褐灰色 マモウ

灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

灰黄褐色 灰黄褐色 マモウ

灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

192

193

灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

褐灰色 灰白色 ナデ

灰黄褐色 灰黄褐色 マモウ

褐色 褐色 ナデ

灰白色 灰白色 ナデ

ミガキ 外面にタール付着

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口禄部

浅鉢B 口縁部

浅鉢B 口縁部

灰黄褐色 褐灰色

褐色 灰褐色 ミガキ

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

不明 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ナデ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

不明 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

不明 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

43

137

138

140
141

142

143

144

145

146

147

148

150

151

152

153

154

155

156

160

164

168

172

176

180

161

162

163

165

166

167

169

170
172
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表91 縄文土器観察表（4）
色 調 調 整

番号 器 種 部 位 胎 土 備考
外 面 内 面 外 面 内面

199 浅鉢B 口縁部 灰褐色 黒色 ミガキ
200 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 黒褐色 ミガキ

201 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ
202 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ
203 浅鉢B 口縁部 橙色 褐灰色 ミガキ
204 浅鉢B 口縁部

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

205 浅鉢B 口縁部

灰黄褐色 灰黄褐色 ミガキ

灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ
206 浅鉢B 口縁部 褐灰色 灰黄褐色 ミガキ

ナデ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

207 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ
208 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

209 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ナデ？ 波状口縁の可能性アリ

210 浅鉢B 目縁部 黒褐色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

211 浅鉢B 口縁部 褐灰色 褐灰色 ミガキ
212 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ

ミガキ 石英・長石・雲母

ナデ？ 石英・長石・雲母

213 浅鉢B 口縁部 灰黄褐色 褐灰色 ミガキ
214 浅鉢C 口禄部 灰黄褐色 褐灰色 マモウ

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

215 浅鉢C 口縁部 褐色 黄褐色 ミガキ
216 不明 口縁部 褐色 褐色 ナデ

217 不明 口縁部 灰褐色 黒色 ミガキ

218 不明 口縁部

ミガキ 石英・長石・雲母

マモウ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

ミガキ 石英・長石・雲母

219 深鉢 口縁部

灰黄褐色 灰黄褐色 ナデ

褐色 灰褐色 ナデ ナデ 石英・長石・雲母
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第4章 弥生時代

前期に属すると考えられる土坑墓24基（木棺墓

を含む）と土器棺9基、後期終末の土器棺2基を検

出した。 また包含層と古噴時代の遺構の覆土中か

ら、土坑墓の副葬品であったと考えられる管玉が

出土している。

第1節 土坑墓（表92）

総数24基の土坑墓を検出しか（図26）。多くは主

軸方向を北東－南西にとり、調査区の北東部から

南西部にかけて列状に分布している。15基の土坑

墓から副葬小壺や管玉が出土したが、土坑墓内で

の分布が北東側に偏っていること、また、多くの

土坑墓の平面形は北東側か南西側より幅広に掘ら

れていることなどから、被葬者は頭を北東にして

葬られていたものと考えられる。

したがって、以下の各土坑墓の説明では被葬者

が仰臥伸展で埋葬されていたものと仮定して、被

葬者からみた位置、つまり墓坑の北東壁側を頭側、

南西壁側を足側、南東壁側を左側、北西壁側を右

側と呼称することとする（図27）。

また、木棺痕跡を確認した墓についても、広義

には土坑墓として差し支えないものと判断し、土

坑墓としてあつかうこととした。

SK01（図28図版1）

調査区南西部、D-3グリッドの南西角付近に位置する。南東壁中央部と土坑のほぼ中心を撹乱によって、

また北西壁の中央部をPit9によって切られている。本址の北西にはSK17、南東にはSK02、北東にはSK03

が位置している。

平面形は長方形を呈するが、頭側は平面形が乱れていて、北西－南東に主軸をもつ長方形プランの土

坑と重複している可能性がある。主軸方向はN-52°-Eを指す。検出面の標高は34.42mである。主軸長

236.5cm、最大幅116.0cm、検出面からの深さ約16cmを測る。墓坑の左右の壁はやや内湾気味に掘り込まれ

るが、足側の壁はなだらかである。坑底はほぼ平坦である。

墓坑内には13個の礫が配置されている。頭側に9個、足側に4個である。礫は大きいもので50cm弱、

表92　土坑墓一覧　　　　　　　　　　　　　　＊は残存値（単位：cm）

遺構名 形 状 主軸長 最大幅 主軸方位 出 土 遺 物

SK01 長 方 形

長 方 形

236.5 116.0 N-52°-E  小壺2(220，221)・管玉1(222)

194.0 100.3 N-51.5°-E 小壺2(223,224)・管玉2(225,226)

長 方 形
小壺2(227,228)・管玉3(229～

194.5 101.0 N-45°-E

長 方 形 183.0 77.0  N-57°-E

SK09 長 方 形 203.0　86.0 N-51°-E 小壺2(254，255)・管玉2(256，257)

長 方 形 ？　103 .0  78.0 N-50.5°-E 小壺1（紛失）

長 方 形 214.0 104.0 N-60.5゜-E
小壺1（258）・管玉2（259，260)・石

鏃1（261）

SK17 長 方 形 103.0  78.0 N-50.5°-E

SK18 隅丸長方形 100.0 74.0 N-50°-E 小壺1（262）

SK21 隅丸長方形

SK23 長 方 形  

169.0　 87.0 N-52.5゜-E
188.0 78.0 N-61.5°-E 小壺1（263・）勾玉1（264）

SK24 長 方 形 N-61.5°-E小壺1（265）・石鏃1（266）

SK25 長 方 形 N-78.5°-E

SK26 長 方 形 N-78°-E 石鏃1（267）
長 方 形 166.0 91.5 N-50°-E 小壺1（268）

SK32 長 方 形 198.0 87.0 N-56°-E
磨製石剣1（279）・管王10（268～

長 方 形

278）

114.0 62.0  N-43.5°-E 製石剣1（280）
SK35 長 方 形

SK36 隅丸長方形

長 方 形

長 方 形

SK39 長 方 形

長 方 形

SK45 長 方 形   

181.0 120.0 N-57゜-E 小壺1（281）・石鏃2（282，紛失）

141.0  83.0 N-39°-E 小壺1（283）

210.0  80.0 N-53°-E 磨製石鏃1（284）

234.0 125.0 N-51°-E 石鏃1（285）

224.0　98.0　N-45゜-E 小壺2（286，287)
220.0 96.5 E-9°-S

141.0  83.0  N-39°-E 石鏃1（288）

図27 土坑墓部位名称
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SK02

SK03

SK08

SK10

SK11

SK30

SK34

SK37

SK38

SK40

231)・勾玉1(232)・石鏃1(233)

小壺2(234，235)・管玉18(236～

253)

188.0　　78.0

83.5161.5    

247.0 123.0



小 さなもので20cm弱

を測り、花崗岩・緑泥

片岩・砂岩などの円礫

である。花崗岩は風化

が著しい。

頭側の櫟は中央内側に

長辺を主軸に直交し

て2個水平 に置 かれ、

その左にやや小さめの

礫が立てられ、それら

の左右に主軸に平行し

て2個立てられて、「コ」

字状に配置される。さ

らにその北東側にそれ

らよりやや大きな礫が

4個積まれるが、配列

に規則性は認められな

い。これらはSK01に

伴う礫である可能性も

あるが、前述の長方形

プランの土坑に伴う可

能性もあり判別できな

い。足側の礫は中央に

やや大きめの礫が主軸

に直交して水平に置か
図28　SK01平断面

れ、その左に1個、そ

の右に2個主軸に平行して置かれて、頭側に対応するように「コ」字状に配置されるが、左側は乱れて

いて作業中に移動した可能性がある。

覆土の堆積状況は、土層の観察前にセクションベルトが台風による浸水で崩壊したため記録していな

い。

本址からは完形の副葬小壺2点と管玉点が出土した。副葬小壺は頭側の左右、被葬者の左右の肩の上

付近に1個ずつ置かれ、221は口縁部が足側に向けて横倒しになった状態で、220はほぼ直立した状態で床

面直上から出土した。管玉は右の副葬小壺の倒れた口縁の直下、床面直上で出土した。

なお、土坑墓の中央部が撹乱を受けているので、埋葬時には他にも副葬品があった可能性が考えられ

る。

220（図29，図版47）今回出土した副葬小壺の中で最も小さいものである。口縁は屈曲し外反するが、ゆ
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220

227

図29　SK01出土遺物（1）

るやかである。口縁直下に1条のヘラ描き沈線が描かれる。頚部は口縁直下からほぼ直線的に「ハ」字

状に広がり、頚部のつけ根は明瞭な段をなす。段の上面は沈線状にわずかな凹面をなしている。胴部は

最大径がほぼ中位にあり、扁球形を呈する。底部から胴部は連続的に成形され、境界は不明瞭である。

肩部には上弦の4から5重の重弧文がヘラ描き沈線で描かれ、さらにその下に1条のヘラ描き沈線文が描

かれる。また、胴部の下端付近にも2条のヘラ描き沈線文が描かれる。

胴部は指頭押圧で成形された後、主に横方向のヘラミガキで仕上げられる。口縁部は指でつまみ出す

ように成形した後、横方向にナデられ、さらにヘラミガキが施される。頚部は横方向にナデられた後、

主に縦方向のヘラミガキが施される。口縁部では内面にもヘラミガキが施されるが、胴部から頚部にか

けて内面は指頭押圧のままである。また、底面にも丁寧にヘラミガキが施されている。

221（図29，図版47）円筒状の頚部から口縁部がラッパ状に大きく外反する。胴部は球形を呈し、なだら

かに底部に続く。最大径は胴部ほぼ中位にある。底面はやや凹底気味で、部分的に底部から体部へ向か
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つて撫でつけた際のものと思われる粘土のめくれが観察できる。底部はドーナツ状の粘土紐を巻き付け

て成形したものと考えられる。肩部上下端には内外面ともに粘土帯の接合痕が見られる。器表の剥落が

著しいが、外面は全面にヘラミガキが施されている。口縁部はつまみ出されるように成形された後、横

方向にナデられ、端部内面はわずかに凹面をなしている。さらに内外面にヘラミガキが施される。内面

は頚部から口縁部にかけてはヘラミガキが施されるが、底部から胴部にかけては指あるいはヘラ状工具

で縦方向にナデあげられ、胴部最大径直下の粘土帯接合部は横方向にナデられている。

鉤状の頚部には頚部中央から下に縦方向に細かくヘラ描き沈線が描かれた後、5条の平行横沈線が施さ

れている。肩部には5から6条のヘラ描き沈線によって木葉文が山形に描かれ、

その直下ほほ肩部の下端に3条の横沈線が施される。さらに胴部最大径部に3

重の下弦重弧文が施される。沈線の切り合い関係から頚部の縦沈線と木葉文

　が施されたあとに横沈線が施されたことがわかる。

222（図30，図版47） 淡青緑色を呈する碧玉製の管玉で、孔は両面から穿孔さ

れている。

本地の時期は副葬小壺の時期から判断して弥生時代前期であると考えられ

る。

222

図30　SK01出土遺物（2）

SK02（図31 ，図版2 ）

調査区の南西部、E-3グリッドの中央北よりに位置する。本址の北西にSK01が、南東に土器棺1が、北

東にSK09が位置している。

墓坑の平面形は長方形を呈するが、頭側が足側に比べて幅広に掘り込まれる。主軸方向はN-51．5°-Eを

指す。検出面の標高は34.4mである。主軸長194.0cm、最大幅100.25cm、最小幅76.0cm、検出面からの深さ

18.0cmを測る。やや不明瞭であるが、墓坑は中央が周囲に比べ8cm程度深く掘られていて2段掘りになっ

ているようにみえる。墓坑の左右の壁は1段目はゆるやかに、2段目は急傾斜で掘り込まれるが、頭足側

ではなだらかで、特に足側の壁は立ち上がりが不明瞭である。後述するが、覆土の観察から、墓坑の肩

部が壁の中程まで崩落しかために2段にみえるものであると考えられる。

墓坑内には大小13個の礫がある。頭側に6個、中央に1個、足側に6個である。大きなもので約44cm、

小さなもので5cm程度で、緑泥変岩・花崗岩の円礫である。花崗岩は風化が著しい。

この内、主軸上にある3個の礫は坑底から10～13cm 程度浮いた状態で出土している。頭側と足側のも

のは墓坑の中心に向いて傾斜している。これら3個の櫟については、出土状況から判断して、埋葬時に

は被葬者の上に置かれていたものが墓坑の埋積に伴って、墓坑内に落下したものと考えられる。したが 

って、墓標石である可能性も考えられるが、仮に木棺があった場合には棺蓋押さえのためのものと考えるこ

とも可能である。配石の内法は142.0×47.0cmである。

頭側の礫は主軸に直交して3個がほぼ水平に置かれ、その左右に主軸に平行して2個立てられて、「コ」

字状に配列される。直交する3個の内、中央の櫟はほぼ45゜時計回りに回転していて、墓坑の埋積過程で

墓坑内にずり落ちたものと考えられる。足側の礫は左右に2個主軸に平行して壁際に立てられている。

足側の壁際にも小櫟が3個あるが、他の礫と比べて著しく小さい上、足側の壁は立ち上がりが不明瞭な
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ので、本址に伴うものかどうかは不明である。頭側も足側も、ともに左右に配される礫は垂直からやや

墓坑内部へ向かって内傾している。

覆土は18層に分けられる。9・11・12・13・17・18層は墓坑が埋積する段階で早い時期に掘り方の肩

部が崩落して墓坑内に流入したものである。3・5・6・7・8層は周囲から流れ込んだものというよりは、

墓坑内の空間にあって、天井部が陥没した際、上にあった土砂が櫟とともに空間内に落下しか状況を示

している。

本址からは副葬小壺2 点と管玉2点が出土した。222は頭側の礫の上で出土した。223は被葬者の顔付近、

礫の直下でやや口縁部を左に傾けて床直上から出土した。口縁部は破損していた。223は明らかに棺外に

置かれてあり、棺外副葬かあるいは供献である。管玉は被葬者の頚部付近で坑底からやや浮いた状態で

出土した。

223（図32,図版47）如意形の口縁部をもつ。頚部はつけ根が不明瞭であるが、胴部最大径のやや上位に

1 淡茶褐色土層（粘性 ない。長石粒 を少量含 む。）

2 淡茶褐色土層

3 黒褐色土層（粘性 ない。小礫 を含む。）

4　淡黄褐色土層（粘性ない。小礫を含む。）

5 淡黒褐色土層（粘性 ない。小礫 ・砂粒 を含む。）

6 黄褐色土層（粘性 ない。小礫 ・砂粒 を含 む。）

7 暗茶褐色土層（粘性 ない。小礫 を含 む。）

8 茶褐色土層（粘性 ない。）

9 淡褐色土層（粘性 ない。）

10 暗黒褐色土層（粘性 ない。）

11 暗褐色土層（粘性 ない。）

12　暗茶褐色土層（粘性ない。小礫を含む。）

13 淡褐色土層（細砂。粘性 ない。）

14 褐色土層（粘性 ない。）

15 淡黒褐色土層（粘性 ない。）

16 淡茶褐色土層（粘性 ない。）

17 黄褐色土層（粘性 ない。）

18 淡黄褐色土層（粘性 ない。小礫 を含む。）

図31　SK02平断面
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ある傾斜変換線からほぼ直線的に内傾して口縁に至る。胴部の張りは弱く、最大径部から直線的に底部

に至る。胴部と底部は連続的に成形されていて、境界はほとんど意識されていない。

口縁部は指で折り曲げるようにつまみだされた後、横方向にナデられ、さらに内外面に横方向にヘラ

ミガキが施される。外面は全面にヘラミガキが施され、さらに底面にも施される。内面下半はヘラ状工

具で縱にナデあげられ、頚部つけ根の粘土帯接合部には指で押さえたあと横方向にナデられている。

  口縁と頚部の屈曲部からやや下がった位置にヘラ描き沈線が1条施され、その直下に3重の上弦重弧文　

が描かれる。さらに頚部中央と胴部最大径の上下に1条づつ横沈線が施され、合計3帯の施文帯が設けら

れてる。頚部中央の横沈線の上には2から3重の下弦重弧文が連続して描かれ、沈線をはさんでこれに対

223

224

図32　SK02出土遺物（1）
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称して3重の上弦重弧文が描かれる。その筈から垂直に沈線が最下段の横沈線を突き抜けて引かれ、そ

れを軸に縦方向に3重の重弧文が描かれる。最下段の文様帯は上下に上3重の上弦重弧文、下2重の下弦

重弧文が描かれている。施文順位はまず横沈線が描かれた後、重弧文が描かれるが、下2段の重弧文は

土器の正面から右方向へ半時計回りに縦横縦横と交互に施文されている。また、横方向の沈線文は他の

ものより太く深く施されている。

224（図32,図版47）肩部から短く外反する口縁部をもつ。頚部はほとんど意識されない。胴部最大径は

肩部にあり、下すぼまりのリンゴ形の胴部をもつ。胴部からゆるやかに屈曲し底部に至る。底面は凹底

である。

肩部と胴部中位に粘土帯の接合による外形線の屈折が見られる。外面は器表の剥落が著しいが、おそ

らくほぼ全面にヘラミガキが施されていたものと考えられる。頚部から口縁部は横ナデの後ヘラミガキ

が施されている。内面の体部下半はヘラ状工具による縦方向のナデ、粘土帯接合部は指押さえ、頚部か

ら口縁部は横方向にナデられている。

頚部に3条、胴部最大径の上下に1条づつヘラ描きの横沈線が施文される。さらにこれに直角に交わる

縦方向の沈線が施され、これと中央の横沈線の交点を軸に放射状に木葉文状の沈線文が施文されている。

モチーフは本葉文であると考えられるが、きわめて粗雑である。沈線はいずれも細くかつ浅い。

胴部最大径部に籾圧痕がある。籾痕の大きさは長さ6mm、幅

2mmを計る。

     225・226（図33，図版47）は淡青緑色を呈する碧玉製の管玉である。 

225はほぼ中央 から斜めに端部付近 まで欠損 している。破損面 は

再研 磨が行 われず、 破損面 の周囲 に細 かな剥離 が観察で きる。 

226はほぼ中央 で破損している。破損面 は複雑で不整形であるが、

端部 は再研磨されてい る。いずれ も良質な碧玉製で孔 は両面 か

ら穿孔 されている。

本址の時期は副葬小壺の時期から判断して弥生時代前期である。

調査時に墓坑内に木棺があった可能性を検討したが、床面において明確な板材の痕跡や木口板を立て

るための溝状の掘り方などは検出できなかった。しかしながら、棺外（上）副葬（供献）の小壺があること、

棺内副葬の小壺が床直上にあって、床面と小壺の間に土砂の堆積がみられないこと、土層の観察から主

軸上の礫と土砂が落下しか状況が読み取れること、また、棺内副葬の小壺の口縁部が礫や土砂の落下に

よって破損したような状況であること、などの事由から、積極的に木棺などの存在を認めることはでき

ないが、埋葬時には墓坑内に何らかの方法によって空間が設けられていて、被葬者の腐乱分解後天井部

が崩落して、空間が潰れたことが想定できる。礫の内法は50cm弱であることを考慮すれば、櫟の内側に

木棺板材が立てられていた可能性も考えられるが、墓坑内の礫は四隅を意識して配置されていて、側板

がなくとも礫で天井を支えられる。以上のことを総合すると、少なくとも底板はなく、天井板のみが設

置されていた可能性が濃厚である。

図33　SK02出土遺物（2）
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SK03（図34,図版3,4）



調査区南西部、D-3グリッド北西隅に位置する。本址の

南西にSK01、北東にSK08、南東にSK09が位置している。

墓坑の平面形は不整形な長方形を呈する。主軸方向は

N45°-Eを指す。検出面の標高は33.0mである。遺存状況が

良くないが、主軸長194.5cm、最大幅101.0m、検出面から

の深さ12.0cmを測る。墓坑の頭側および左側の壁はなだら

かに掘られている。足側および右側の壁は立ち上がりが

不明瞭で平面プランもはっきりしない。坑底はやや凹凸

があり、坑底で下層礫層の上面が露呈している。

足側壁の南西外で30cm大の礫が1個出土した。ほぼ主

軸線上に主軸に沿った方向で水平に置かれている。確認

した墓坑のプランの外側にあるので、本址に伴うもので

あるかは不明である。

覆土の状況は土層の観察前にセクションベルトが台風

による浸水で崩壊したため、記録していない。

本址からは副葬小壺が2点、管玉3点、勾玉1点、石鏃1

点が出土した。遺物はいずれも墓坑の頭側左に分布して

いる。228は被葬者の頭の左側付近でほぼ直立し、床から

5cm程度浮いた状態で出土した。口縁部が欠損している。

227は被葬者の左肩付近で口縁部を足側に向け横転した状

態で床直上から完形で出土している。管玉は被葬者の頸 図34　SK03平断面

部から左胸にかけて、勾玉は227の直下で床面から少し浮いた状態で出土した。石鏃は被葬者の胸部付近

で出土したが、記録前に台風で浸水し原位置から移動したため正確な出土位置は不明である。

227（図35，図版48）頚部のつけ根は不明瞭で、わずかに傾斜変換線として認識できる程度である。頚部

はゆるやかにすぼまり如意形の口縁にいたる。胴部は球形を呈するが張り出しは弱い。底部はほぼ垂直

に立ち上がり、屈曲して胴部へ続く。

頚部の下半部、肩からやや上位に断面かまぼこ形の突帯文が施される。削出しか貼付かは判然としな

いが、突帯の上下にはヘラ描き沈線状の溝がめぐる。突帯を含めて器壁をヘラミガキした際に部分的に

なで消されているので、沈線文として意識されたものではなく、施文工程上の必要性からかあるいは突

帯部を強調するために施されたものであると考えられる。口縁部は指で折り曲げられるように成形され

た後、横方向にナデられ、さらにヘラミガキが施される。外面は突帯上も含めて全面にヘラミガキが

施される。内面の頚部以下は指頭痕あるいは斜めから横方向への指ナデによる。底部は円盤貼付風に整

形されているが、椀底形の底部にドーナツ状の粘土紐を巻き付けて成形したものと考えられる。

228（図35，図版48）頚部中央から口縁部を欠損している。円盤成形状の底部からわずかに屈曲し、扁球

形の胴部に続く。胴部最大径は上位にあり、胴の張り出しは強いが全体に丸みを帯びている。頚部は肩

部から屈折してゆるやかにすぼまる。
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227

228

図35　SK03出土遺物（1）

頚部のつけ根にはヘラ描きの横沈線が施され、頚部と胴部が明確に区分される。さらにその直下に2

条、肩部に1条、胴部最大径部に1条の横沈線が施される。肩部の沈線を水平軸にして羽状文が施文され

る。羽状文は全周のほぼ1/4を単位に「＞＜＞＜」の様に向かい合わせに描かれている。

器表の剥落が著しいが、残存部ではヘラミガキが観察できるので、全面にヘラミガキが施されていた

ものと考えられる。内面は指押さえまたは斜め方向の指ナデによる。内面の底部から胴部の立ち上がり

部に輪状に粘土接合痕が看取できる。

229～231（図36，図版48）は碧玉製の管玉である。229・231は青緑色、230は暗青緑色を呈する。いずれも

孔は両面から穿孔されている。

232（図36，図版48）は淡緑白色を呈するヒスイ製の勾玉である。尾部は短く尖り、曲率も小さな稚拙な作

りのもので、表面には曲面がほとんどなく、直線的な研磨による多面体で構成されている。頭部に両面

穿孔の1孔がある。

233（図36，図版48）はサヌカイト製の石鏃である。先端部を折損している。周縁から大まかな剥離が施さ
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れているだけで、細かな調整剥離はほとんど見ら

れない。基部も特に整形されていない全体に粗雑

な作りのものである。

本址の時期は副葬小壺の年代観から判断して、

弥生時代前期である。

SK08（図37 ，図版5）

調査区の中央西部、C4グリッド南西隅付近に位

置する。頭右側と足部側を撹乱に切られている。

本址の南西にSK03、北東にSK11が位置している。

平面形は長方形を呈するものと考えられる。主

軸方向はN-57°-Eを指す。検出面の標高は34.2mで

ある。主軸の残存長は183.0cm、最大幅77.0cmを測

る。墓坑の壁は緩やかに掘り込まれ、主軸に直交

する断面は「U」字状を呈する。頭側の壁は2段に

掘り込まれている。坑底はほぼ平坦であるが、左

右にやや丸みを帯びている。

墓坑内には頭側に3個の礫が

ある。大きさは25～40cm弱で、

花崗岩、砂岩である。足側は撹

乱を受けているので、礫があっ

たかどうかは不明である。頭側

の楪は墓坑の木口の壁際やや右

よりに主軸に直交して立てられ

てその左右 に礫が配置される。

右側の礫は台風による浸水で調

査中に原位置から移動した。左

側の礫は元は主軸に平行に立て

られていたものが、墓坑の埋積

過程で櫟の下面が墓坑の内側に

向かって横滑りして横転した状

況であると考えられる。したが

って埋葬時には頭側の礫は「コ」

字状に配列されていたものと推

測できる。礫を復元した状態で

内法幅は50cm弱である。

229
230

231

232

233

図36　SK03出土遺物（2）

1 淡灰褐色砂質土層

2 灰褐色砂質土層

3 茶褐色土層

（やや粘性をもつ。）

4 暗灰褐色砂質土層

5 黄褐色砂質土層

6 暗茶褐色砂質土層

（黄色土ブロ ックを含む。）

7 黒褐色砂質土層

（黄色土ブロ ックを含む。）

8 灰褐色砂質土層

9 淡灰褐色砂質土層

10 灰黄褐色土層

11 暗黄褐色砂質土層

12 淡灰色砂質土層

13 暗黄褐色砂質土層

14 黒褐色砂質土層

図37　SK08平断面
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234

235

図38　SK08出土遺物（1）
覆土は14層に分けられる。第3 ・4・8層は礫と壁の間に人為的に込められた土層で、やや粘性を帯び

ている。第5層は幅4cmで直立する土層で、木棺の長側板痕跡とみることも可能である。その他は墓坑の

埋積に伴って流入した土砂である。

本址からは副葬小壺2 点、管玉18点が出土した。副葬小壺は2点とも被葬者の頭部右から右肩付近から

出土し、胴部を撹乱によって削り取られている。235は口縁部を右側に、234は左側に向けて斜めに傾い

て、床面からやや浮いた状態で出土した。管玉は本遺跡の土坑墓中最も出土点数が多い。なお、副葬小

壺および管玉の12点については出土状況については、台風による浸水で原位置を移動したため微細図を

描くことができなかった。写真図版（図版5）を参照されたい。

 234（図38，図版48）は胴部約1/2を欠損している。口縁部は円筒状の頚部から大きくラッパ状に外反する。   

 口縁端部は四角く仕上げられ、面をなしている。肩は撫で肩で、胴部は最大径の位置が下位にあり、下

膨れの偏球形を呈する。胴の張り出しは強い。底部は胴部から連続的に成形され、その区別は不明瞭で
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ある。底面はやや凹底気味である。

頚部の下半、つけ根からやや上位に4条のヘラ描きの横沈線が施文される。沈線は深く刻まれ、断面

は「V」字に近い。沈線間は外形線よりやや隆起しているので沈線間か強く意識されているようにも考

えられる。さらに 肩部に3条、胴部と底部の境界にも3条のヘラ描き横沈線が施文されている。

外面は全面にヘラミガキが施され、口縁部は指でつまみ出すようにして成形したのち、横方向にナデ

られ、さらに内外面ともにヘラミガキが施されている。外底面にもヘラミガキが施されている。内面は

胴部下半に横方向のヘラ条工具によるナデ、その他は横方向の指ナデによる。頚部の粘土接合痕が明瞭

に観察できる。

235は（図38,図版48）頚部中位から口縁部を欠損する。底部からわずかに屈曲し胴部に連続する。胴部

は最大径が上位にあり、やや肩の張った扁球形を呈するが丸味を帯びている。頚部は肩からわずかに屈

折してゆるやかにすぼまる。頚部のつけ根にヘラ描きの横沈線が1条、その上下に1条ずつ沈線が描かれ

ている。さらに 胴部最大径やや下に1条の横沈線が描かれる。底部は分厚く、器形に対し大きく作ら

れている。やや凹底気味で、ドーナツ状の粘土紐貼り付けで成形されている。

外面は器表の剥離が著しいが残存部にはわずかにヘラミガキが看取される。内面は頚部のつけ根付近

に粘土帯の接合痕が残り、胴部最大径付近は指押さえ、その他は縦から斜め方向の指ナデで成形されて

いる。

236～253（図39,図版48）は碧玉製の管玉である。いずれも孔は両面から穿孔されている。大きさは、長さ

1.75～0.69cm、直径0.57～0.36cmと不揃いである。色調は青緑色かもしくは淡青緑色を呈する。18点中14

点が完形品である。238は端部がわずかに欠損しているが端部の再生加工は行われず、破損したまま継続

236 237 238 239 242

243　　　　　244　　　　 245　　　　

図39　SK08出土遺物（2）
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して使用されたものと考えられる。251は約1/3が欠損しているが、欠損後、破損面の上端部に再研磨が

施されている。253は片面中央から斜めに欠損しているが、破損面はきれいに再研磨が施されている。

249は穿孔の接合部が残っていないため、全体の半分以上を欠失しているものと考えられる。破損面はほ

ぼきれいに再研磨が施されている。

本址の時期は副葬小壺の年代観から判断して、弥生時代前期である。

本址の墓坑内の施設については、頭側礫と壁の間に裏込め上があること、左側の礫が側板の腐朽後土

砂の流入に伴って足下が掬われたような状態で横転していること、礫の復元内法幅が50cmを測ること、

土層の観察で一部に側板痕跡様の堆積が認められること、以上のことから判断して、木口板の有無は不

明ながら側板と天井板が設置されていた可能性が高い。

SK09（図40，図版4）

調査区の南西部、D4グリッド中央西側よりに位置する。本址の北西にSK03が、南西にSK02が位置し

ている。墓坑の頭側右隅と左側中央付近を撹乱によって切られている。

墓坑の平面形は長方形を呈するが、掘り方は足側か頭側よりやや広く掘り込まれる。主軸方向はN －

51°-Eを指す。検出面の標高は34 .44mである。

主軸長203.0cm、最大幅86.0cm、検出面からの深

さ24cmを測る。頭足側の壁は急傾斜に掘り込

まれるが左右の壁はややなだらかである。

墓坑内には礫が5個ある。頭側と足側の壁際

に40cm弱の扁平な礫が主軸に直交して立てら

れ、さらに足側の礫の左に拳大の礫が置かれる。

頭側には左右に主軸に平行して壁際に25cm 程度の

礫が立てられ「コ」字状に配列される。礫

は花崗岩・砂岩である。礫の内法は162.0×

48cmである。

覆土の堆積状況は土層の観察前にセクション

ベルトが台風による浸水で崩壊したため記録し

ていない。

本址からは副葬小壺2点、管玉2点が出土し

た。254は被葬者の頭部右側付近にやや内側に

傾いて、床面からわずかに浮いた状態で、255

は右肩から胸部付近に内側に向かって横転して、

床面から少し浮いた状態で出土した。管玉は取

り上げ前に台風による浸水で原位置を移動した

ため出土位置を記録していないが、被葬者の頚

部から胸部付近で床面から浮いた状態で出土し
図40　SK09平断面
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ている。

254（図40、図版49）底部から連続的に胴部が作られ、底部と胴部の区別はほとんど意識されていない。

胴部は扁球形を呈し、胴部のほぼ中位に最大径がある。肩は撫で肩である。頚部は胴部からわずかに屈

曲し、内傾してすぼまりながら立ち上がるが筒状に近い。口縁は大きくラッパ状に外反し、端部は面を

なす。

口縁部は横方向にナデられた後、内外面にヘラミガキが施される。外面は全面にヘラミガキが施され

ている。内面は主に縦方向の指ナデで成形される。

頚部のほぼ中位に突帯が1条施されている。突帯は貼付か削出しか判然としないが、突帯の上下の外形

線がスムースで連続的なので、貼付の可能性が強い。突帯部分は他の器壁と同時にヘラミガキが施され

254

255

図41　SK09出土遺物（1
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た後、頸部に縦に刻目が施される。突帯のやや下に刻目を施した際の工具傷が見られる。突帯の上下に

は浅い沈線状の凹みが回る。下の凹みは明瞭であるが、上のものは随所でナガ消されているので、突帯

を強調するためか、突帯成型時に便宜的に施されたものである可能性がある。また、胴部下位に3条の

ヘラ描き沈線が描かれている。

255（図41.49）底部からゆるやかに屈曲して扁球形の胴部に続く。胴部最大径はほぼ中位にあり、胴部

は丸味を帯びているが張り出しは弱い。頚部は肩からわずかに屈曲してゆるやかにすぼまった後、円筒

状に立ち上がり、如意形の口縁に至る。口縁端部は面をなしている。底部は器高の割に分厚い。

口縁からやや下がった位置、頚部中央からわずかに上位に3条のヘラ描き横沈線が施文される。さらに

頚部のつけ根に2条、胴部下半、底部と胴部の境界よりやや上に3条の横沈線が施文される。胴部最大径

部を挟む横沈線の間に縦沈線が一定間隔に描かれ、さらにその間に山形ないしは「ハ」字に沈線が描か

れる。山形の頂部は必ずしも接合はしていない。施文は全体的に粗雑な印象を受ける。

外面はほぼ全面にヘラミガキが施される。口縁部はヘラミガキの後

に横ナデされている。口縁部の一部が大きく歪んで外方へ倒れ気味に

なっている。内面は頚部から口縁部にかけては横方向のナデの後、ヘ

ラミガキが施されるが、底部から胴部は縦から斜め方向の指ナデであ

る。

256・257（図42,図版49）は碧玉製の小型の管玉である。256は青緑色、

図42　SK09出土遺物（2） 257は淡青緑色を呈する。いずれも孔は両面から穿孔されている。

本址の時期は副葬小壺の年代観から判断して、

弥生時代前期である。

本址については床面あるいは、土層の断面観察

などからは木棺痕跡は一切検証することはできな

かった。しかしながら、木口部分に扁平な板状の

礫が立てられていること、側壁側の礫と木口の礫

とに間隔があって側板を挟みこむことができるこ

と、また、副葬小壺が床面から浮き上がり横転し

ていることから、小壺が姿勢を変えるだけの空間

が墓坑内にあったことがわかる。したがって木棺

があった可能性を全面的に否定することはできな

いが、少なくとも天井板と側板があった可能性は

濃厚である。

SK10（図43,図版14）

調査区の北東部、A-9グリッドの北西隅に位置

する。本遺跡の土坑墓中最も北東に位置している。

墓坑の左側は撹乱に、中央から足側半分けSI06に

256 257

1 暗 褐色砂質土層

2 暗茶色砂質土層

図43　SK10平断面
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切られている。本址の西にSK38が、南にSK40、南西にSK37が位置している。

墓坑の平面形は長方形を呈すると考えられる。主軸方向はN-50.5-Eを指す。検出面の標高は34.7mであ

る。残存部の主軸長103.0m、最大幅78.0cm、検出面からの深さ10cmを測る。墓坑の壁は残存高がないの

で明確ではないが急傾斜に掘り込まれているものと思われる。坑底は平坦である。

墓坑内には8個の礫がある。礫は32～14cm程度のもので、花崗岩である。右中央の礫は風化が著しく、

上半分か崩れてなくなっているものと思われる。墓坑のほぼ中央の床面に2個水平に置かれている。そ

の他は墓坑の壁に沿って立てられている。土層断面を観察すると、床面の礫は掘り方の底面上に置かれ

た後、下半分が床下になる程度まで埋めもどされて、床面が形成されている。木口の礫は墓坑の掘り方

をさらに掘りくぼめて礫を立てている。墓坑の内法幅は45.0cmである。

覆土は2層に分けられる。第1層は流入した土砂であり、第2層上面が墓の床面であると考えられる。

第2層は床下埋土である。

木址からは覆土中から土器の小破片2点、結晶片岩の小礫1点が出土したが周囲の包含層から流れ込ん

だもので本址に伴うものではない。遺構検出時に木口の礫上で小壺が出土したが調査中の不注意から破

損、紛失した。棺外福葬かあるいは供献である。

本址の時期は他の土坑墓同様弥生時代前期のものと推測される。

本址の土坑墓内からは木棺痕跡などは一切検出されなかった。

SK11（図44，図版6.7）

調査区の中央やや西より、C-5グリッド中央西側に位置する。土坑の中央頭側から足側壁にかけて右側

1/3が撹乱に切られている。本址の北にSK30、南西にSK08、東にSK34が位置している。

平面形は長方形を呈するが、足側左璧は角がなく丸く回る。主軸方向はN-60．5-Eを指す。検出面の標

高は34.65mである。主軸長214.0cm、最大幅104.0cm、検出面からの深さ32.0cmを測る。壁は急傾斜に掘り

込まれる。坑底はほぼ平坦である。

墓坑内には13個の礫がある。礫の大きさは24～42cmで、花崗岩・緑泥変岩・砂岩である。足側の花崗

岩は風化が著しい。礫a,b,c,dは坑底から20cm程度浮いた状態で置かれていて、墓標石または棺蓋押さえであ

ると考えられる。その他の礫は墓坑の壁際内側にやや間隔をおいて並べられている。頭側の礫は主軸

に直交して立てられている。足側のものは主軸に直交して水平に置かれている状態で検出された。側壁

の礫はいずれも立った状態で検出されたが、やや内側に向かって傾いているものが多い。礫の傾きを復

元した場合、礫の内法は158.0×50.0cmになる。

床面で長側板を立てたと思われる幅約8cmの浅く細長い掘り方が検出された。木口板の掘り方は未検

出である。

覆土は9層に分けられる。第6層はブロック状を呈しているため裏込め土であると考えられる。第8・9

層は長側板の掘り方である。第1・3層は縞状の互層堆積が認められ、比較的緩やかに土坑内に流入した

細粒堆積物であることがわかる。

61

本址からは副葬小壺1点、管玉2点、石鏃1点が出土した。副葬小壺は被葬者の頭部左上でほぼ直立し

て床直上で出土した。管玉は被葬者の頭部から頚部右側から出土した。石鏃は頚部ほぼ中央から出土し



石鏃

管玉

1 茶褐色土 と灰 白色土の互層

2 茶灰色砂質土層

3 暗褐色土 と黄 褐色砂質土 の互層

4 白灰色砂質土層

5 暗灰色砂 質土層

6 暗黄灰色土層（ブロック状を呈する）

7 黄褐色粘 質土層

8 暗灰褐色砂 質土 層

9 暗褐色砂 質土 層

図44　SK11平断面
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た。

258

図45　SK11出土遺物（1）

258（図45，図版49）径の大きな底部からわずかに屈曲して扁球形の胴部に続く。胴部最大径はほぼ中位

にあり、胴の張り出しは強い。頚部は肩から屈折してほぼ直角に立ち上がり、外反して口縁に至る。頚

部は円筒状を呈している。

頚部のつけ根とつけ根のやや上に2条、胴部最大径付近とやや下がった位置に3条のヘラ描き横沈線が

描かれる。胴部の沈線のやや上に2重の上弦重弧文が描かれる。重弧文は［V］もしくは「U」字状を呈

している。

外面はほぼ全面にヘラミガキが施される。口縁部は指でつまみ出すように成形した後、横方向にナデ

られ、さらにヘラミガキが施される。内面は頚部から口縁部にかけては横ナデののちヘラミガキが施さ

れるが、体部は板状工具による縦方向のナデにより、粘土帯の接合部には指頭痕が残る。

口縁から頚部にかけての内外面と胴部の一部に赤褐色の塗彩かあるいは化粧土の塗布のようなものが

観察される。また、沈線の中には赤色塗彩が認めら

れる。

損し、再研磨が施されている。

261（図46，図版49）はサヌカイト製の石鏃である。全

体形はほぼ正三角形で、基部がゆるく内湾する。剥

259・260（図46，図版49）は碧玉製の管玉である。259

は青緑色、260は暗青緑色を呈する。260は片面が破 259　　　　　 260
261

図46　SK11出土遺物（2）
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片素材のもので、主要剥離面は残らない。両面とも周縁から細かな調整剥離が加えられ整形されている。

本址の時期は副葬小壺の年代観から判断して弥生時代前期である。

本址は、床面で長側板の掘り方が検出されたこと、側壁側の礫が内傾気味であり、長側板の腐朽後に

傾いたと考えられること、礫と壁の間に裏込め土が認められ、また木口の礫とその左右の礫との間に、

礫の傾きを復元した場合8cm程度の間隔が生じることから左右の礫は長側板を押さえるために配置され

たものであると考えることができる。さらに、木口板の掘り方が検出されなかったこと、木口の礫が幅

40cm を測ることから、木口板の代わりに礫が配された可能性も考えられる。また、墓標石（棺蓋押さえ）

の下の堆積土が互層堆積をしていて、人為的に埋められた状況ではないことから埋葬時には墓坑内に空

間があったことが想定できる。以上のことから本址の棺構造は、木口板の有無は不明ながら、少なくと

も長側板と天井板をもつ木棺に類するものであったと考えられる。

SK17（図47，図版8 ）

調査区の南西部、D-2グリッド南東部に位置する。本址の南東にはSI01が泣置している。墓坑の中央右

側ば古墳時代の土坑SK04に切られている。

墓坑の平面形は長方形を呈するが、頭側か広く掘り込まれている。主軸方向はN-62°-Eを指す。検出面

の標高は34.54mである。主軸長121.0cm、最大幅75.0cmの小規模なもので小児用土坑墓であると考えられ

る。検出面からの深さは12.0cmである。墓坑の壁は急傾斜に掘り込まれるが足側の壁はややなだらかで

ある。坑底はほぼ平坦である。

墓坑内には4方向の壁際それぞれに1

個づつ礫が置かれている。頭側の礫は

壁から少し離れてやや左よりに主軸に

直交して立てられている。足側の礫は

壁から少しはなれてやや右よりに主軸

に直交して立てられていたものと考え

られるが、外側に向かって傾いている。

左壁の礫は壁のほぼ中央に壁に接して

主軸に平行に立てられている。右側の

礫は墓坑の北西角からやや内側に立て

られている。

覆土は9層に分けられる。第7・8層

はブロック状の土を含むことから礫の

設置時に掘り方壁面と礫の背面に充填

されたものであると考えられる。

本址からは頭側の礫の下部からサヌ

カイトの剥片が1点出土したが、包含

層からの紛れ込みであり本址に伴うも

1　暗黄茶褐色砂質土層

2 黄茶褐色土層

3　淡灰褐色土層

4 茶褐色土層

5 淡黄茶 褐色土層

6 暗茶褐 色土層
7 黄茶褐色土層

（黄色土ブロックを含む。）

8 淡灰暗 褐色土層
9 淡灰 褐色土ブロ ック

図47　SK17平断面
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のではない。

本址の時期は主軸方位や墓坑内の構造、周囲の状況から判断して弥生時代前期であると考えられる。

SK18（図48,図版9）

調査区の中央部北より、B-5グリッド中央やや東に位置

している。墓坑は中央から足側がほぼ東西に撹乱によって

切られている。本址のすぐ西に土器棺3、北から北東に土

器棺9、SK21・32、南西にSK30が位置している。

　平面形は長楕円形に近い隅丸長方形を呈する。主軸方向

はN-50°-Eを指す。残存部の最大長100.0cm、最大幅74.0cm、

1 淡黄褐色砂質土層

2 暗灰色砂質土 層
検出面からの深さ13.0cmを測る。墓坑の右側壁はゆるやか

に掘り込まれるが、その他の壁はほとんど残存していない

ので不明である。坑底はほぼ平坦である。坑底右壁からや

（やや粘性 をもつ。）

3 暗灰褐色砂質土層

4 暗褐色砂質土 層

や中央寄りに主軸方向に平行して細長い掘り方を検出した。

規模は幅8cm、深さ4cm、長さ54cm程度である。木棺の長

側板を立てる掘り方と考えられる。

覆土は3層に分けられる。第1層は長側板の裏込め、第2 図48 SK18平断面
層は側板痕跡であると考えられる。

墓坑内から副葬小壺が1点出土した。小壺は頭部右側にほぼ直立した状態で床面直上から出土してい

る。口縁部は撹乱により欠失している。

262（図49，図版49）口縁部を欠損する。底部は比較的明瞭で、ゆるやかに屈曲して胴部へ続く。胴部は

最大径がやや上位にあり、肩が張り底部に向かって尻すぼまりにすぼまるが、胴の張り出しは弱い。頚

部は肩からわずかに屈曲して立ち上がり、ゆるやかにすぼまり口縁に続く。頚部と胴部の境界は比較的

明瞭である。頚部のつけ根に2条のヘラ描き横沈線が描かれ、頚部と胴部を区別している。

胴部下半は指頭痕が顕著に残る。特に、底部はつまみ出すように成形されている。外面は全面にヘラ

262

図49　SK18出土遺物
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ミガキが施される。内面は下半がヘラあるいは棒状工具による縦方向のナデ、上半が横方向にナデられ

る。頚部の粘土帯接合部には指頭痕が残る。

本址の時期は小壺の年代観から判断して弥生時代前期である。

SK21（図50，図版9）

調査区の中央

北、A-4グリッド

東南隅 に位置す

る。墓坑の頭側

を撹乱に切られ

ている。本址の

南東にSK32、西

に土器棺8・9が位

置している。

平面形は不整

形 な隅丸長方形

を呈する。主軸

方向はN -52.5°-E

を指す。検出面

の標高は34.73m

である。残存す

る主軸長169.0cm、

最大幅87.0cm、検

出面からの深さ

39.0cmを測る。墓

図50　SK21平断面 坑の壁 はほぼ垂

直に掘り込まれる。坑底は平坦であるが、足部から頭部に向かって傾斜していて、掘り過ぎのきらいが

ある。

墓坑の足側に「コ」字状に礫が配置されるが、配列が乱れている。いずれも床面から浮き上がった状

態で出土した。

覆土は7層に分けられる。土層の堆積状況は不自然で、特に第4・5・6・7層は崩落したか、あるいは

後から撹乱されたかのような状況を示している。

墓坑内からは土器の小破片と黒曜石の剥片が数点出土したが、いずれも周囲の包含層から埋積土砂と

ともに流れ込んだものと考えられる。

本址の時期は周囲の状況から判断して弥生時代前期と考えられるが、その構造には不明な点が多い。

1 褐色砂質土層

（黄褐色砂粒を含む）
2 暗褐色砂質土層

3 暗黄褐色砂質土層
4 黄褐色砂質土層

5 暗灰褐色砂質土層
6 暗褐色砂質土層

7 暗黄褐色砂質土層
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SK23（図51 ，図版18 ）

調査区の北西部、B-グリッド北西隅に位置してい

る。墓坑の頭右側でSK26を切っている。本址の北東

から東にSK24，25，26、南東に土器棺2が位置している。

平面形は長方形を呈する。主軸方向はN-47．5°-Eを指

す。検出面の標高は34 .7mである。主軸長は155.0cm、

最大幅80.0cm、検出面からの深さ12.0cmを測る。墓坑

の壁は急傾斜に掘り込まれる。

墓坑内から副葬小壺1点と勾玉1点が出土した。小

壺は頭側主軸上で口縁部を足側に向け、横転した状態

で床面直上から出土した。勾玉は墓坑のほぼ中央右壁

よりに床面から12cm程度浮いた状態で出土している。

263（図52，図版50）大きめの底部からわずかに屈曲し

胴部に続く。胴部最大径はほぼ中位にあるが下半が丸

味を帯びていて下膨れに見える。胴の張りは弱く最大

径部は算盤玉形にゆるく屈曲している。頚部は屈曲部

からほぼ直線的に内傾して立ち上がり、口縁部は屈曲

して外反する。口縁下の屈曲部よりやや下に3条、最

1 暗灰色砂質土層

2 暗褐色砂質土と黄褐色砂質土の互層

図51　SK23平断面

263

図52　SK23出土遺物（1）
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大径部のやや上に3条のヘラ描き横沈線が描かれる。胴部の沈線

の上に3重の下弦重弧文が描かれる。施文の順位は沈線の切り合

いから、横沈線の施文後に重弧文が描かれていることがわかる。

さらに外底面には4条を単位に十字にヘラ描き沈線文が描かれて

いる。器形は全体的に各部位の意識が弱く、メリハリのないも

のとなっている。

外面はほぼ全面にヘラミガキが施され、口縁部は指でつまみ

出すように成形した後、横方向にナデられる。一方内面は頚部

から口縁部にかけてはヘラミガキが施されるが、胴部下半は指

ナデのままである。胴部最大径付近には棒状工具の先端で横方

向にナデだ痕跡が明瞭に残っている。

264（図53，図版50）は明青緑色を呈する質の悪いヒスイ様石材製

の勾玉である。三角形を呈する石材の1辺に両側から研磨を施し、

腹部を整形して

いる。頭部は細

長く、やや下がった位置に両面穿孔の1孔が穿たれてい

る。体部は扁平で、作りは稚拙である。

本址の時期は小壺の年代観から判断して弥生時代前期

である。

SK24（図54，図版18）

調査区の北西部、A-3グリッド南東隅に位置している。

足側はSK26を切っている。頭側は撹乱に、左壁は2箇所

でPit90.92に切られている。本址の北にSK25、東に土器棺

7、南に土器棺2,6,10,11が位置している。

平面形は長方形を呈している。主軸方向はN-61．5°-Eを

指す。検出面の標高は34.7mである。最大長188.0cm、最

大幅78.0cm、検出面からの深さ11.0cmを測る。墓坑の壁

は急傾斜に掘り込まれている。坑底はほぼ平坦である。

墓坑の足側に礫が1個立てられているが原位置をとど

めているものではなく、表土除去中にSK26の礫が移動し

た可能性が考えられる。

覆土は1層のみで暗黄褐色砂質土をベースに暗褐色砂

質土が縞状に挟まる互層堆積である。

墓坑内から副葬小壺1点と石鏃1点が出土した。副葬小

壺は頭側主軸線上にほぼ立った状態で床面直上から出土

264

図53　SK23出土遺物（2）

図54　SK24平断面
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した。石鏃は墓坑のほぼ中央から出土している。

265（図55，図版50） 広く分厚い底部からゆるく

屈曲して胴部に続く。胴部最大径は上位にあり、

胴部は肩が張った尻すぼまりの長胴形を呈する。

頚部は肩からほぼ垂直に立ち上がり、円筒形を

呈する。口縁部は頚部からゆるく外反して開く。

頚部のつけ根で粘土帯が段状に接合され、段

の直下に段を強調するように沈線が施される。

外面は全面にヘラミガキが施され、頚部から口

縁部にかけては内外面ともに横ナデの後、ヘラ

ミガキが施される。胴部内面は指 ナデによる。

頚部の粘土帯接合部では指頭痕がが顕著に残る。

266（図56，図版50）はサヌカイト製の石鏃である。

基部がわずかに欠損

している。全体形は

ほぼ正三角形を呈し、

基部は凹基である。

周縁から細かな調整剥離を施し整形を行っている。

図56　SK24出土遺物（2） 本址の時期は小壺の年

代観から判断して弥生時代前期である。

SK25（図57 ，図版19）

調査区の北西部、A-3グリッド東部に位置している。

墓坑の足側を撹乱に、頭側右隅をPit87によって切られ

ている。本址の南にSK24が位置している。

平面形は長方形を呈する。主軸方向はN-78．5°-Eを指

す。検出面の標高は34．69mである。主軸長161．5cm、最

大幅83.5cm、検出面からの深さ8.0cmを測る。墓坑の

壁は急傾斜に掘り込まれる。坑底はほぼ平坦である。

墓坑内に礫が1個あるが坑底から浮き上がった状態

で、墓坑内の位置も曖昧であることから、本址に伴う

ものかどうか不明である。

覆土は2層に分けられる。第1層は黄褐色砂質土ベ 

ースに暗褐色砂質土が縞状に挟まる互層堆積である。

墓坑内から遺物は出土しなかった。

本址の時期は周囲の状況から判断して、弥生時代前

265

図55　SK24出土遺物（1）
266

1 暗褐色砂質土と

黄褐色砂質土の

互層堆積

2　淡茶色砂質土

（炭化物 を含 む）

図57　SK25平断面
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期であると考えられる。

SK26（図58，図版19）

調査区の北西部、B-3グリッド北部に位置する。本址は足側をSK23に、頭側をSK24・Pit90に左壁中央

をPit93に切られている。本址の東から南東にかけて土器棺2,6,7,10,11が、北にSK25が位置している。

平面形は長方形を呈するが、頭側かやや広く掘り込まれている。主軸方向はN-78°-Eを指す。検出面の標

高は34.65mである。主軸長247.0cm、最大幅123.0cm、検出面からの深さ15.0mを測る。墓坑の壁はやや

なだらかである。坑点はほぼ平坦である。

墓坑内に7個の礫が配置される。

左側壁に沿って35～50cm程度の礫

が3 個立てられ、その内最も頭側

の礫の脇に小振りな礫が2個置か

れている。右側壁には頭側と足側

隅に2個置かれているが、原位置

をとどめていない。

覆土は3層に分けられる。第1層

は縞状互層堆積で、墓坑の肩部の

崩落後窪地となり、ゆるやかに埋

積したものと考えられる。

墓坑内から土器の小破片2点と

墓坑の左肩やや足よりから石鏃1

点が出土した。土器片は周囲の包

含層から土砂とともに流入したも

のであり、本址に伴うものではな

いと考えられる。石鏃は本址にと

もなうか不明である。

267（図59，図版50）はサヌカイト製

の石鏃である。基部がわずかに欠

損している。全体形は均整のとれ

た二等辺三角形で薄く扁平に作ら

れ、基部は凹基である。周縁から

押圧剥離を施し整形している。

本址の時期は周囲の状況から判

断して弥生時代前期と考えられる

が、SK23.24に切られているから、

これらより遡るものと考えられる。

1 暗褐色砂質土層と

黄褐色砂質土層の

互層

2 暗茶褐色土砂質層

3 暗灰色砂質土層

図58　SK26平断面
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本址からは木棺痕跡などは一切検出されなかった。

SK30（図60,図版8）

調査区の中央西より、B-4 グリッド東部からB-5グリッド西部に位置している。

墓坑の上部は古噴時代の竪穴住居跡SI05,09に切り取られている。また右壁中央

付近はSI05の柱穴に切られている。本址の北東に土器棺3、SK18が、南にSK11

が位置している。

平面形は長方形を呈するが、頭側か広く掘り込まれている。主軸方向はN-

50°-Eを指す。検出面の標高は34.62mである。主軸長166.0cm、最大幅91.5cm、検出面からの深さ16.0cmを

測る。墓坑の左壁は急傾斜で掘り込まれるが、その他の壁は遺存状態が悪く不明瞭であるが、なだらか

に掘り込まれているものと考えられる。坑底はほぼ平坦である。

墓坑の左壁頭側に礫が1個主軸に平行して立てられている。それ以外は遺存状態が悪いために検出

されなかったが、他の土坑墓の状況からみて、埋葬時には他にも礫が配置されていた可能性も考えられ

る。

覆土は8層に分けられる。第3層はブロック状の土塊を含む粘性土で、左右の壁にへばりつくように分

布している。その他は縞状 を呈する互層堆積である。

墓坑内から副葬小壺1点と土器の小破片3点が出土した。小壺は墓坑の中央頭側からやや右側に傾いて

床面直上から出土している。土器片は周囲の包含層から土砂とともに流入したものと考えられる。

268(図61，図版51)小さ

めの底部からゆるやかに

屈曲し、大きく開いて胴

部に続く。胴部最大径は

中位よりやや下にあり、

胴部は下膨れの扁球形を

呈する。胴の張り出しは

強い。肩は撫で肩でゆる

やかにすぼまり、口縁部

は外反して大きく開く。

頚部のつけ根は粘土帯接

合部のわずかな屈曲とし

て認められるが、肩から

ほぼ連続していて頚部の

意識は弱い。頚部のほぼ

中央に5条のヘラ描き平

行沈線が描かれる。

外面は全面丁寧にヘラ

267

図59　SK26出 土遺 物

1 淡灰茶褐色砂質土層

（しまる。粘性乏しい）

2 黄茶褐色砂質土層

（固くしまる。粘性乏しい）

3 黄茶褐色土層

（黄色粘性土ブロッ クを含む）

4 暗黄茶褐色砂質土層

（固くしまる。粘性乏しい）

5 暗黄茶褐色砂質土層

（暗褐色土 と黄褐色土の互層堆積）

6 暗赤褐色砂質土層

（固くしまる。粘性ない）

7 暗黄褐色砂質土層

（し まる。粘性ややある）

8 暗黄褐色土層

（粘性に富んだ黄色土ブロックを

多量に含む）

図60　SK30平断面
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268

図61　SK30出土遺物
ミガキが施され、きわめて平滑に仕上げられている。口縁部は横方向にナデられた後、内外面ともにヘ

ラミガキが施される。また外底面にもヘラミガキが施されている。体部内面はヘラ状工具で横方向にナ

デられている。

本址の時期は小壺の年代観から判断して、弥生時代前期である。

本址からは木棺痕跡は検出されなかったが、左右の壁に裏込め状の土層の堆積が認められることから、

墓坑内に何らかの埋葬施設が設けられていた可能性も考えられる。

SK32（図62,図版10,11）

調査区の中央北より、B-6グリッド北部に位置する。墓坑の頭側壁部分を撹乱に切られている。本址の

北西にSK21、南西にSK18・土器棺3が位置している。

平面形は長方形を呈する。主軸方向はN-56°-Eを指す。検出面の標高は34.68mである。残存部の最大長

は198.0cm、最大幅は87.0cm、検出面からの深さは床面で24cm、掘り方最深部で32cmを測る。墓坑の推定

主軸長は210cm程度である。墓坑の左右の壁はほぼ直立するが、足側の壁はややなだらかである。坑底

は平坦である。

墓坑内に20個の礫がある。頭側に6個、足側に9個、右側に3個、左側に2個である。礫は大きなもの

で25cm程度で全体に小振りなものが多い。右壁際の礫は立った状態からやや内傾している。

頭側と足側の床面で木棺の木口板を立てるための掘り方を検出した。掘り方は幅10～13cm 程度、深さ

8cm程度である。足側の掘り方には板材の腐朽後、礫が落ち込んでいる。
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1 暗灰褐色砂質土層

（木棺内埋積土）
2 暗黄褐色砂質土層

（木棺壁崩壊土）
3 暗灰黄色砂質土層

（木棺壁崩壊土）
4 暗褐色砂質土層

（木棺内埋積土）
5 暗褐色砂質土層

（側板痕跡）
6 暗灰色砂質土層

（側板痕跡）
7 暗褐灰色砂質土層

（側板崩壊土）
8 黄褐色砂質土層

（裏込土）
9 褐色砂質土層

（裏込土）
10 暗褐黄色砂質土層

（裏込土）
11 褐灰色砂質土層

（木棺内埋積土）
12 褐灰色砂質土層

（粘性あり。木棺内埋積土）
13 灰褐色砂質土層

（掘方埋積土）
14 褐灰色砂質土層

（黄褐色ブロックを含む。
掘方埋積土）

15 暗褐色砂質土層

16 褐色砂質土層
17 暗褐色砂質土層

管玉

土器片

磨製石剣

図62　SK32平断面
覆土は17層に分けられる。第16・17層は掘り方埋土である。第4層は埋積過程初期に棺内に流入した

土砂、第2・3・7層は側板の腐朽・崩壊に伴って流入した土砂である。第5・6層は側板の痕跡を示すも

のであると考えられる。第8・9・10層は側板の裏込めである。

本址からは磨製石剣1点、管玉10点、土器の小片3点が出土した。土器片は土砂とともに周囲の包含層

から流入したものである。管玉は被葬者の上半部に分布するが、流入土砂によって原位置から移動して

いるものと考えられる。管玉の分布はどちらかというと被葬者の左に多く、土層断面でも左側に側板痕

跡が認められるのに対し、右側は土砂の流入がみられることから、側板の破損は右壁が早く、棺内の埋

積は主として右からおこったことが想定できる。磨製石剣は墓坑の中央部やや足よりにほぼ水平な状態

で、鋒を右に向けて床直上から出土した。

73



269 270 271 272 273 274

275 276 277 278

図63　SK32出 土遺 物（1）

279（図64,図版51）は青灰色、黄褐色、灰白色の層理をもつ層界岩製の磨製石剣である。長さ15.06cm、最

大幅3.64cm、厚さ0.97am、重量59.8g、剣身は長さ125cm、茎（柄）は長さ2.5cm幅約2.2cmを計る。茎（柄）は途

中で折損し部分的に再研磨が施されている。鎬はシャープさを欠き、やや不明瞭であるが茎（柄）まで通る。

剣身の断面は紡錘形に近い菱形、茎（柄）の断面は両側に面取りがされて変則的な六角形を呈する。関はや

や撫で肩になるが明瞭で、断面が丸い工具で研磨されている。茎（柄）は太く、表面が変色している。欠損

しているのでこの部位が茎か柄かは不明であるが、幅が広く切断面の感じから判断して端部近くで折れ

た感じではない。したがって元来、握柄状であったも

のが使用中に折損し、残存部を茎として木製の柄を装

着して継続使用した可能性が強い。

269～278（図63，図版51）274・278は碧玉、その他は

グリーンタフ製の管玉である。278は端部がわずかに欠

損している。いずれも孔は両面から穿孔されている。

グリーンタフ製のものは淡緑灰白色を呈し、表面は多

孔質で風化が著しい。

本址の時期は主軸方位や墓坑内の構造、周囲の状況

から判断して弥生時代前期であると考えられる。

SK34（図65，図版12）

279

調査区のほぼ中央やや西よりに位置する。本址の南

にSK36が、西にSK11が位置している。墓坑の中央付

近から頭側はほば南北にSI11に切られている。

平面形は長方形を呈しているものと考えられる。残

存部の左右の壁が頌側に向かって広がる傾向にあるの

で、頭側か広く掘り込まれていたものと推測できる。

主軸方向はN-43.5°-Eを指す。検出面の標高は34.56mで
図64　SK32出土遺物（2）
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ある。残存部の最大長け114.0cm、最大幅

62.0cmを測る。検出面からの深さは21.0cm

である。墓坑の壁は急傾斜に掘り込まれる。

坑底はほぼ平坦である。

墓坑内には2個の礫がある。足側の礫は

主軸に直交して壁際に立てられていて、そ

の右端に被さるように主軸に平行に右壁沿

いに礫が斜めに置かれている。足側の礫は

最大幅36cmを測る。

覆土は6層に分けられる。

本址からは磨製石剣（図66-280，図版51）が1

点出土した。墓坑のほぼ中央で、鋒をやや

上方、墓坑の右足側角に向け、床面からや 磨製石剣

や浮いた状態で出土した。緑泥片岩製で長

さ15.43cm、最大幅3.17cm、厚さ0.85cm、剣

身の長さ8.75cm、柄の長さ6.65cm、幅 図65　SK34平断面

2.85cm、重量65.7gを計る。関は撫で肩で、ゆるく抉るように表裏から研磨し作り出されるが、剣身と柄

の境界は曖昧である。鎬はなく周縁部に刃が研ぎ出さ

れ、断面は多面体に近い扁平な紡錘形を呈する。柄は

両側と柄尻に面が作られるが、いずれも曲面で稜も曖

昧で、断面は身膨れした長方形を呈する。表面は丁寧

な研磨が施される。刃部には刃こぼれが観察できる。

本址の時期は主軸方位や墓坑内の構造、周囲の状況

から判断して弥生時代前期であると考えられる。

SK35（図67,図版13）

調査区の中央やや北東側、B-8グリッド南部に位置

する。本址の西に土器棺12 ・SK39 、北に土器棺4、北

東にSK45が位置している。墓坑の頭側右隅はわずかに

撹乱に切られている。

平面形は隅丸長方形を呈するが、頭側か足側に比べ

て広く掘り込まれている。主軸方向はN-57゜-Eを指す。

検出面の標高は35.7mである。主軸長181.0cm、最大幅

120.0cm、検出面からの深さは床面までが22.0cm、掘り

方最深部までが32.0cmを測る。墓坑の壁は急傾斜に掘

り込まれる。坑底は平坦である。本址は他の土坑墓に

1 暗灰 褐色砂質土層

（しまる。）

2 灰 褐色砂質土層

（固くしまる。）

3 暗茶褐色砂質土層

（しまる。）

4 暗茶褐色砂質土層

（固くしまる。）

5 暗黄褐色砂質土層

（固 くしまる。）

6 淡黄茶色土ブロ ック

280

図66　SK34出土遺物
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比べて著しく幅広である。

墓坑内に礫が7個ある。頭側右隅の礫は2段あったが、表土除去中に原位置を移動したため図上には示

していない。礫は主として墓坑の4隅に主軸と平行して配置される。足側左隅は礫が1段しか残っていな

いが、他の隅がいずれも2段積みであることを考えれば当初は2段あった可能性が高い。左壁中央のもの

を除いて礫はいずれも大型の花崗岩の円礫である。

覆土は22層に分けられる。第20・21層は掘り方埋土である。墓坑の左右の壁の肩は埋積過程で壁の上

半が崩落している。特に埋積過程初期において左壁側からの土砂の流入が著 しく、床面にシミ状に痕跡

が残っている。墓坑の中央付近の第3・13層などは天井部の陥没に伴って土坑内に崩落した状況を示し

ている。

土器片

石鏃

木棺痕跡

シミ

1 淡灰茶褐色土 層

2 暗褐色土 層
3 暗黄茶褐色土 層（やや粘性ある。）
4 暗黄茶褐色土 層（黄色土ブロックを含む。）
5 灰褐色土層
6 暗茶褐色土 層
7　淡黄茶褐色土層
8 暗茶褐色土層
9 暗茶褐色土層
10 淡黄暗褐色土層
11 暗黄褐色砂質土層（ シルト・細砂を含む。）
12 明黄褐色砂質土層（粘性ない。）
13 淡黄褐色土層
14 淡黄褐色土層

15　暗茶褐色土層
16 暗黄褐色土層
17 淡黄茶褐色土層
18 淡灰暗褐色土層
19 淡灰褐色土層

20 黒黄茶褐色土層（黄色 と暗褐色ブロ ックを含 む。）
21 淡黒褐色土層
22 灰茶褐色土層

図67　SK35平断面
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床面から不明瞭ながらシミ状に木棺板材の痕跡

を検出した。板材の幅は8cm程度である。長側板が

木口板を挟み込むように設置されている。棺の内法は

127.0×38.0cmである。床面に側板痕跡が検出

されたことから底板はないものと考えられる。

281 

本地からは、小壺1点と石鏃2点と土器の小片数

点が出土した。土器片は土砂とともに周囲の包含

層から流入したものと考えられる。小壺は表土除

去中に原位置を移動しかため図示していないが、

頭側壁の中央付近から出土した。遺構の検出時に

すでに出土していたから、棺外副葬かあるいは供

献であると考えられる。石鏃の内1点は棺内、被葬

者の頭部右側付近で床面からやや浮いた状態で、1

点は棺外、墓坑の足側右隅の礫の下から出土した。

棺外のものは本並に伴うものがどうかは不明であ 図68　SK35出土遺物（1）

る。なお、棺内出土の石鏃は調査中に不注意により紛失した。

281（図68，図版50） 口縁部が欠損している。底部がほぼ垂直に立ち上がった後、屈曲して胴部に続く。

胴部は撫で肩で、胴部最大径は中位よりやや下がった位置にあり、最大径部は算盤玉形にゆるく屈曲す

る。頚部は胴部から屈曲してほぼ垂直に立ち上がり、円筒形を呈する。底面は

凹底気味で、底部はドーナツ状の粘土紐を巻き付けて成形したものである。

外面はほぼ全面、外底面までヘラミガキが施される。内面は粘土帯の接合部

は指頭押圧、その他は縦方向の指ナデによる。底部と胴部の境界に粘土の接合

痕が明瞭に観察できる。

282282（図69,図版50）はサヌカイト製の石鏃である。基部は浅く抉りが入れられる。

裏面に主要剥離面を大きく残している。周縁から細かな調整剥離を行い、細部

の整形を行っている。

図69　SK35出土遺物（2）本址の時期は小壺の年代観から判断して弥生時代前期であると考えられる。

SK36（図70,図版17）

調査区の中央南寄り、D-6グリッド北西部に位置している。墓坑の足側中央をピットに切られている。

本法の北にSK35が位置している。

平面形は不整形な隅丸方形を呈するが、墓坑の足側は不明瞭である。主軸方向はN-39°-Eを指す。検出

面の標高は34.88mである。主軸長は141.0cm、最大幅83.0cm、検出面からの深さ12.0cmを測る。墓坑の壁

は垂直に近く掘り込まれている。坑底はほぼ平坦であるが、足側に向かってやや傾斜している。

覆土は6層に分けられる。いずれも黄褐色砂質土をベースに茶褐色砂質土の縞が挟まる互層堆積であ

る。
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墓坑の中央頭側左寄りから副葬小壺が1点

出土した。小壺は足側に向かってやや傾いて

床面直上から出土した。

283（図71，図版52） 底部からわずかに外反し

て胴部に続くが、底部と胴部の境界は不明瞭

である。胴部最大径は胴部の中位にあるが、

頚部が長いため下膨れに見える。胴部最大径

は算盤玉形にゆるく屈曲している。頚部は肩

から急速にすぼまった後、ほぼ垂直に長く筒

状にのび、ゆるやかに外反して口縁に至る。

頚部つけ根 よりやや上に突帯が1 条めぐる。

貼付か削出しかは判然としない。突帯の上下

には突帯に沿ってヘラ状工具でなでた痕跡が

観察できる。突帯の下から肩部にかけての1
1 茶褐色砂 質土層

箇所に、ヘラ描き沈線が斜めに4条引かれて

いる。

2 黄褐色砂 質土層
3 暗褐色土 層
4 暗茶褐色砂質土 層
5 黄褐色土 層
6 黄褐色砂質土層

（褐色砂粒 を含 む）
外面は全面にヘラミガキが施され、口縁部

283

図71　SK36出遺物
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図70　SK36平断面 は横方向に撫でられた後、さらに内外面にへ

ラミガキが施される。内面は頚部から上はヘラミガキが施されるが底部から胴部にかけてはナデ、頚部

つけ根の粘土帯接合部では指頭痕が顕著である。外底面は周囲から中央に向かって粘土のめくれが観察

できる。本址の時期は小壺の年代観から判断して、弥生時代前期である。



SK37（図72.図版14,15）

調査区の北東部、A-8グリッドの東部に位置している。古墳

時代の竪穴住居跡SI06の床面から検出された。墓坑の中央右足

よりをSI06のピットによって切られている。本址の北西には

SK38、南東にはSK45、北東にはSK10が位置していて、すぐ東

にあるSK40を切っている。

平面形は長方形を呈する。主軸方向はN-53°-Eを指す。検出

面の標高は34.61mである。主軸長210.0cm、最大幅80.0cm、検出

面からの深さ8.0cmを測る。墓坑の壁は急傾斜に掘り込まれる。

坑底はほぼ平坦である。

墓坑内には5個の礫が配置される。主軸線状に3個扁平な礫

が水平に墓坑の床面上に置かれ、その頭側の礫の左右に2個主

軸に平行して立てられる。床面上に並べられた3個の鑠の上面は

ほぼ同一レベルに揃えられている。左右の礫の内法は34.0cm

である。

覆土は1層である。

本址からは磨製石鏃（図73-284，図版51）1点が墓坑の中央左やや

足よりに、鋒を足側に向けほぼ水平な状態で出土した。284は

灰白色、乳白色、青灰色の層理をもつ層界岩製の磨製石鏃で

ある。茎は途中から折損している。残存長925cm 、最大幅

2.87cm、厚さ0.47cm、鏃身の長さ7.45cm、重量17.0gを計る。

鏃身は幅広扁平で最大幅部が鋒近くにあり、関に向かっ

て細くすぼまる。関は丸く抉るように研磨され、やや撫

で肩であるが鏃身と茎は明瞭に区別される。鏃身の断面

は扁平な六角形、茎の断面はやや身膨れした長方形を呈

する。

本址の時期は主軸方位や墓坑内の構造、周囲の状況か

ら判断して弥生時代前期であると考えられる。

本址の礫の内法は34.0cmであり、木棺を敷設することは

不可能である。また、主軸上に並べられた礫は被葬者を

安置するための敷石であると考えられる。

SK38（図74,図版17）

調査区の北東部、A-8グリッドの中央北よりに位置する。本址の東にSK10、南東にSK37・SK40、南に

土器棺4が位置している。頭側右隅をわずかに撹乱に切られている。

平面形は方形を呈するが、足側がやや広く掘り込まれている。主軸方向よN-51°-Eを指す。検出面の標

図72　SK37平断面

284

図73　SK37出土遺物
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高 は34.68mである。

主軸長234.0cm、最大

幅125.0cmを測り、本

遺跡の土坑墓中最大

規模のもので ある。

検出面からの深さは

20.0cmである。墓坑

の壁は急傾斜に掘り

込まれている。

墓坑の4隅と足側木

口、右壁中央足より、

左壁中央と足より、

墓坑のほぼ中央右よ

りに合計9個の礫が配

置されている。頭側

木口部分には礫は

中央のものを除いてい

ず れも大 型で35～

50cmを測る。中央の

石鏃

1 茶褐色砂質土層
2 暗褐色砂質土層

3 茶褐色砂質土層
4 暗茶褐色砂質土層

礫は墓上にあったも

のである。足側の礫

は壁からやや離れて

主軸に直交して内傾

して立っている。そ

の左右に主軸に平行

図74　SK38平断面 して礫が立てられて

いて、「コ」字状に配置されている。礫の内法幅は70cm程度である。

覆土は4層に分けられる。いずれも流入土砂による自然堆積であると考えられる。

墓坑内からの出土遺物は皆無である。墓坑の中央右肩から石鏃（図75，図版50）が1点出土しているが、本

址に伴うものかは不明である。285はサヌカイト製の石鏃である。全体形は不

定形な二等辺三角形を呈し、薄く扁平に作られ、基部は平基である。周縁か

ら押圧剥離を行い、細かい整形を行っている。

本址の時期は主軸方位や墓坑内の構造、周囲の状況から判断して弥生時代
285

前期であると考えられる。

図75　SK38出遺物
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SK39（図76,図版20）

調査区の中央北より、B-7フグリッドほぼ中央に位置する。本址の北に土器棺13、北東に土器棺4、南東

に土器棺12・SK35が位置している。

平面形は長方形を呈する。主軸方向はN45°-Eを指す。検出面の標高は34.6mである。主軸長224.0cm、

最大幅98.0cm、検出面からの深さは床面までが32.0cm、掘り方最深部までが50.0cmである。墓坑の左右の

壁は急傾斜に掘り込まれている。足側の壁は2段に掘り込まれている。坑底はほぼ平坦であるが、長軸

方向は中央に向かってゆるやかに窪んでいる。

1 淡茶褐色砂質土層（固 くし まる。）

2 暗褐色砂質土層（固 くし まる。）

3 灰黄褐色砂質土層（固 くし まる。）

4 淡灰黄色砂質土層（固 くし まる。）

5 淡灰黄褐色砂質土層（固 くし まる。）

6 灰褐色砂質土層（固 くし まる。）

7 淡灰黄褐色砂質土層（固 くし まる。）

8 淡灰黄色砂質土層（固 くし まる。）

9 茶黄褐色砂質土層（固 くし まる。）

10 淡灰黄褐色砂質土層（固 くしまる。）

11　灰褐色砂 質土 層（固くし まる。）

12 淡黒褐色砂質土層（固くし まる。）

図76　SK39平断面
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墓坑内に19個の礫が配置される。頭側の木口には9個の礫が壁状に積み上げられる。木口側の礫とそ

の左右の側壁側の礫は角を接して「コ」字状に配置されている。左右の壁にはやや間隔を開けながら3

～4個の礫が主軸方向に平行して立てられている。そのうち右壁中央の礫は内傾している。礫の内法幅

は40cm程度である。

覆土は12層に分けられる。第7～10層は掘り方埋土である。その他の墓坑内の埋積土は自然堆積の縞

状互層堆積である。

本址からは、完形の副葬小壺が2点出土した。いずれも右壁中央の礫土から出土していて、286は土坑

墓中心方向に287は足側に横転した状態である。出土位置から棺外副葬あるいは供献であると考えられ

る。

286（図77,図版52）「ハ」字状に踏ん張る底部から外折して胴部が立ち上がる。胴部は最大径が上位に

あり、胴の張り出しは弱く、腰高な印象を受ける。頚部はゆるやかにすぼまり、屈折して外上方に開く

口縁に至る。頚部のつけ根には1条のヘラ描き横沈線が描かれる。口縁部の直下にもヘラ描き沈線状の

凹みが部分的に観察できる。

外面は底部と口縁に指頭痕が顕著に残るが、ほぼ全面にヘラミガキが施されている。口縁部は指で折

り曲げるように成形した後、横方向にナデられている。内面は主に横方向のナデによる。内面頚部つけ

根に粘土帯の接合痕が顕著に残る。胎土は粗く、器表の剥離が著しい。

287（図77、図版52）器形の歪みが著しい。底部からゆるやかに屈曲して胴部に続く。胴部は最大径が下

位にあり、胴の張り出しは弱く撫で肩でずんどう形を呈している。胴部から頚部にかけても連続的でか

すかに屈曲する程度で、境界はきわめて不明瞭である。頚部からゆるく外反し口縁に至る。口縁のやや

下がった位置にヘラ描き横沈線が1条描かれる。器表の剥離が著しく調整は不明だが、内外面に指頭痕

が残る。

本址の時期は小壺の年代観から判断して、弥生時代前期である。

286

287

図77　SK39出土遺物
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本址からは木棺痕跡は検出できなかった。

また、頭側木口の礫とその左右の側壁側の

礫が接していて長側板を挟み込む構造では

ないこと、頭側木口の礫が壁状に積み上げ

られていること、礫の内法幅が40cm程度で

内側に木棺 を設置するには狭すぎること、

なとがら側板および木口板はなく、被葬者

の周囲は礫で囲まれた石棺様の棺構造であ

ると考えられる。

また、覆土の堆積は縞状の互層堆積で、

少しずつゆるやかに埋積が進んだ状況を示

していて、上部から一時に崩落しかような

土層は観察されなかった。そのことは小壺

が墓坑内に落ち込 んでいないことからも予

想される。これらのことから、埋葬時には

天井板があり、墓坑内に空間が設けられて

いて、天井部の崩壊前に側壁の礫や天井板

と礫の隙間などから土砂が流入して、埋積

が完了し、空間が土砂で充填された後、天

井板が腐朽消滅したものと考えられる。

SK40（図78，図版16）

調査区の北東部、A-9グリッド中央西に位置している。SI06の床面から検出された。足側はわずかに

SK37に、右壁中央と頭側壁中央をSI06の柱穴に切られている。本址の北にSK10、北西から西にSK38・37、

南にSK45が位置している。

平面形は長方形を呈する。主軸方位はE-9°-Sを指す。検出面の標高は34.61mである。主軸長220.0cm、

最大幅96.5cm、検出面からの深さ13.0cmを測る。墓坑は浅い2段掘りになっている。2段目の掘り方の平

面形は長方形を呈し、最大長182.0cm、最大幅58.0cm、深さ70cmを測る。墓坑の壁はややながらかに掘り

込まれている。坑底はほぼ平坦である。

墓坑の中央、2段掘りの掘り方肩部に左右に礫が置かれている。

覆土は3層に分けられる。

墓坑内から土器の小破片が数点出土したが、周囲の包含層から埋積土とともに流入したものと考えら

れる。

本址の時期は周囲の状況から弥生時代前期であると考えられるが、SK37に切られていることから、こ

れに先行する時期のものであると考えられる。

1 暗褐色砂 質土層

2 黄灰色砂 質土層

3 暗茶 褐色砂 質土層

図78　SK40平断面
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SK45（図79，図版16）

調査区の北東部、B-9グリッド北西隅に位

置する。本址の北にSK40 、南西にSK35が位

置している。

平面形は長方形を呈するが、頭側かやや広

く掘り込まれている。主軸方向はN-50．5°-Eを

指す。検出面の標高は34.78mである。主軸長

158.1cm、最大幅95.5cm、検出面からの深さ

25.0cmを測る。墓坑の壁はほぼ垂直に掘り込

まれ、坑底は平坦である。

覆土は2層に分けられる。

墓坑の右足隅から

石鏃が1点出土しか。 

288（図80，図版50）は中

央から基部側か折損

している。裏面は主

要剥離面を大きく残

し、表裏ともに周縁 図80　SK45出土遺物

から調整剥離が施されている。

本址の時期は周囲の状況から判断して弥生

時代前期であると考えられる。

その他（Pit176 図版20）

調査区の中央北壁際から小壺（289）が出土している。出土地点の南東にSK10、南西にSK38が隣接してい

る。

遺構は明確に確認できなかったが、SK10の並列位置にあるので、土坑墓が存在していた可能性がきわ

めて強い。

289（図81，図版53） 平底の底部からゆるやかに外反し胴部に続く。底部と胴部の境界は明瞭だが、連続

的である。胴部は最大径が中位にあり、球形を呈している。頚部のつけ根で明瞭に曲面が反転して、ゆ

るやかに頚部がすぼまり、頚部上端で屈折して如意形の口縁に至る。口縁部直下の屈折部はかすかに段

状に成形されている。頚部つけ根には2条のヘラ描き横沈線が描かれ、さらにその下、肩から胴部最大

径付近にかけて2重の下弦重弧文が描かれている。

外面は底面にいたるまで全面に丁寧なヘラミガキが施される。口縁部は横方向にナデられた後、ヘラ

ミガキが施されている。内面は頚部中位から口縁部にかけてはヘラミガキが施されるが、それ以下は指

ナデのままである。内面の頚部つけ根と胴部最大径やや下に粘土帯の接合痕が観察できるが、外面は丁

寧に仕上げられている。胎土は微細な砂粒を含むが良質で、器壁は薄くほは均質に作られている。

288

1　暗褐色砂質土

2 黒 褐色砂質土

図79　SK45平断面
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図81　Pit176 出土遺物

第2節 土器棺

総数9基の前期の土器棺墓を検出した（図26）。多くは主軸方向を北東－南西を指向している。

土器棺1（図82 ，図版21）

調査区の南西部、E－3グリッド中央付近に位置する。本址の北西にSK02 が隣接している。表土除去作

業中に検出したため上半部は欠失してい

る。墓坑は不明瞭で、土器棺の露出によ

って墓の存在が確認された。土器棺の検

出面の標高は34.57mである。墓坑の全体

形状は不明であるが、墓坑の下部は不明

瞭ながら確認した。坑底付近では平面形

状は長径88.0cm、短径58.0cmの楕円形を

呈する。墓坑の確認面からの深さは最深

部で12cm 程度である。

1 暗黄褐色砂質土層

2 暗灰黄褐色砂質土層

3 暗灰黄褐色砂質土層

4 黄褐色砂質土層

5 灰黄色砂質土層

6 灰褐色砂質土層

7  暗灰褐色砂質土層

8 暗褐色砂質土層

9 橙灰褐色砂質土層

10 黒 褐色砂 質土層

11 暗褐色 砂質土層

図82 土器棺1平断面
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289

棺の埋葬方位はN-55°-Eを指す。傾斜角

度は埋葬時には仰角35 °前後であったと



290

図83 土器棺1出土遺物
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考えられるが、埋積に伴って下棺の口縁部側が下にずり落ちている。

土器棺は調査前にすでに破損していて棺内は土砂で埋積されていた。土器棺内埋土は10層、墓坑覆土

は1層に分けられる。第10層は黒褐色を呈し、遺骸の腐触分解に伴って有機質が供給されたことによる

ものと考えられる。その他は上部の破損と併行して上から流入した土砂である。

下棺の胴部下部に8×8cm程度の不定形な穿孔が1ヶ所認められる。焼成後に内面から打欠穿孔したも

のである。

棺は呑口式の複棺で、規模から小児棺であると考えられる。

出土した遺物は棺に使用された壺と鉢の2点である。

290（図83，図版54）は上棺に使用された鉢である。底部は表土除去中に欠損した。残存高28.0cm、口径

43.5cmを計る。底部からゆるやかに内湾して開き、如意形の口縁部に至る。口縁端部は「コ」字状に仕

上げられる。内外面ともほぼ全面にヘラミガキが施されるほか、口縁部は横方向のナデの後ヘラミガキ

が施される。

291（図83,図版54）は下棺に使用された壺である。口径31.6cm、底径13.0cm、器高63.0cmを計る。胴部最大

径は胴部中位やや上にあり、48.2cmを計る。底部から連続的に長胴形の胴部に続き、最大径部からゆる

やかにすぼまって、如意形の口縁に至る。口縁端部は丸く仕上げられる。口縁部直下と胴部最大径やや

上位にそれぞれヘラ状工具による3条の平行沈線が描かれている。外面は口縁部が指頭押圧の後横方向

にナデられ、さらにヘラミガキが施され、その他はほぼ全面に主として横方向のヘラミガキが施されて

いる。内面は口縁部が横方向のナデの後ヘラミガキが施される。

本址の時期は出土土器の時期から判断して弥生時代前期であると考えられる。

土器棺2（図84,図版22）

調査区の西部、B-3グリッドとB-4グリッドにまたがって位置している。墓坑の北東部は撹乱に切られ

ている。本址の北から北西にかけて、土器棺6・7、SK23 ・24 ・25 ・26が位置している。表土除去中に検

出したため上半部は欠失している。墓坑は不明瞭で土器棺の露出によって墓の存在が確認された。土

器棺の検出面の標高は

34.8mである。墓坑の全

体形状は不明であるが、

墓坑の下部では平面形

状は長径110cm 、短径

87cm程度の楕円形を呈

する。墓坑の確認面か

らの深さは最深部で約

20cmである。

棺の主軸方位はN-55°-

Eを指す。傾斜角度は棺

の底部が棺内に向かっ

1 黒褐色砂質土層

2 暗褐色砂質土層

3 黄褐色砂質土層

4 黒褐色土層

5 暗褐色砂質土層

6 黄褐色砂質土層

7 暗黄褐色砂質土層

図84 土器棺2平断面
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292

図85 土器棺2出土遺物
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て落ち込んでいるので明確ではないが、埋葬時には仰角20°程度であったものと考えられる。墓坑の北西

部、棺の底部下に円礫が置かれている。

土器棺内は土砂で埋積されていた。土器棺内埋土は4層、墓坑埋土は3層に分けられる。第4層は黒褐

色を呈し、棺底に貼り付いている。遺骸の腐触分解に伴って有機質が供給されたことによって形成され

たものと考えられる。その他は棺内の埋土は棺が単棺であったため、口縁部から流入したものである。

棺の胴部下半に4×2.5cm程度の不整形な穿孔が1ヶ所認められる。焼成後に外面から打欠穿孔したも

のである。

棺は単棺式で、規模から小児棺であると考えられる。

出土した遺物は棺に使用された壺1点てある。

292（図85,図版55）口径42.4cm、器高83.0cm、底径16.0cmを計る。胴部最大径は胴部中位にあり62.0cmを

計る。底部から連続的に胴部へ続き、胴部は長胴形を呈する。頚部からゆるやかに屈曲して如意形の口

縁部に至る。口縁端部は「コ」字状に仕上げられる。口縁部からやや下がった位置に3本、胴部上位に

ヘラ状工具による4条の平行沈線が描かれている。内外面ともにほぼ全面に主として横方向のヘラミガ

キが施されているほか、口縁部では内外面ともに横方向のナデの後ヘラミガキが施されている。

本址の時期は出土土器の時期から判断して、弥生時代前期であると考えられる。

土器棺3（図86，図版23）

調査区の中央西寄り、B-5グリッドのほぼ中央に位置する。墓坑の北西部は撹乱に切られている。本址

の東にSK18、北に土器棺8、南西にSK30が位置している。土器棺の検出面の標高は34．84m墓坑の検出

面の標高は34.73mである。墓坑の平面形状は長径95cm 、短径72cm程度の円形に近い楕円形を呈している。

検出面からの深さは最深部で34.0cmを測る。墓坑の南西壁はほぼ垂直に掘り込まれ、それ以外ではなだ

らかである。

棺の主軸方位はN-28°-Eを指す。傾斜角度は埋葬時には仰角20°程度であったものと考えられる。

土器棺は土圧で破損していて、棺内は天

井部の土器片と流入土砂で埋積されていた。

棺内埋土は4層に分けられる。第3・4層は

黒褐色を呈し、遺骸の腐触分解によって有

機質が供給されたことによると考えられる。

棺は呑口式の複棺で、規模から小児棺で

あると考えられる。

下棺の胴部下半に3×4cm 程度の不整形

な穿孔が1ヶ所認められる。焼成後に外面

から打欠穿孔しかものである。

出土した遺物は棺に使用された壺2 点で

ある。

293（図87，図版56）は上棺に使用された壺で

1 暗茶褐色土層

2 暗黄褐色土層

3 黒褐色土層

4 暗黒褐色土層

図86 土器棺3平断面
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293

294

図87 土器棺3出土遺物
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ある。胴部最大径やや上位で打ち欠き下半部を使用している。残存する器高41.0cm、打ち欠いた部位で

の径46.5cm、胴部最大径48.8cm、底径14.0cmを計る。底部からわずかに屈曲して長胴形の胴部に続く。胴

部最大径やや上位にヘラ状工具による3条の平行沈線が描かれている。内外面ともほぼ全面にヘラミガ

キが施されている。

294（図87，図版56）は下棺に使用された壺である。口径37.0cm、底径11.2cm、器高58.7cm、胴部最大径

53.6cmを計る。小さめの底部からわずかに屈曲して胴部が立ち上がる。胴部最大径はやや上位にあり、

肩の張りは強い。肩から明確に曲面を反転して、ほぼ直線的に内傾する截頭円錐形を呈する頚部に続く。

頚部上端付近、口縁部やや下に退化した段が設けられ、如意形を呈する短い口縁に至る。口縁端部は丸

く仕上げられる。内外面ともほば全面にヘラミガキが施されるが、口縁部は指頭押圧痕が顕著である。

本址の時期は出土土器の時期から判断して弥生時代前期であると考えられる。

土器棺4（図24,25,図版57）

調査区の北東部、A-8グリッド南西角付近に位置している。本址の北にSK38、北東にSK37、北西にSK39、

西に土器棺13が位置している。表土除去中に検出したため上半部は欠失している。墓坑は不明瞭

で、坑底付近でプランを確認した。したがって墓坑の全体形状は不明であるが、残存する平面形状は長

径75cm 、短径61cm程度の楕円形を呈する。土器棺の検出面の標高は34．96m、墓坑の確認面の標高は

34.76mである。墓坑の確認面からの深さは最深部で16．0cmを測る。

棺の埋葬方位はN-38°-Eを指す。傾斜角度は仰角21°である。

棺は調査前にすでに破損していて、棺内は土砂で埋積されていた。土器棺埋土は3層、墓坑埋土は2層

に分けられる。土器棺内に円礫が3個、墓坑内に1個ある。棺の櫟直上部が破損しているので、埋葬時に

は棺上にあったものが土器棺が土圧で潰れた際に土砂とともに棺内に崩落したものと考えられる。

棺の胴部下半に13.7×12.3cmの不定形な穿孔が1ヶ所認められる。焼成後に内外両面から打欠穿孔した

ものである。

棺に使用された壺とは異なる口縁部片が出土して

いるので棺は呑口式の複棺であったと考えられる。

その規模から小児棺であると考えられる。

出土した遺物は棺に使用された壺と管玉1点の計3

点である。上棺は壺か鉢であると考えられるが、小

破片であるので図示していない。

295（図89，図版57）は棺に使用された壺である。口径

39.8cm、底径15.4cm、器高63.4cm、胴部最大径52.0cm

を計る。底部からわずかに屈曲して胴部が立ち上が

る。胴部最大径は中位にあり、胴の張りは弱い。頚

部は肩から外反気味に内傾し截頭円錐形を呈する。

頚部つけ根は形骸化した段がわずかに沈線状に窪ん

でいる。頚部上端付近、口縁部やや下に退化した段

1 黄褐色土層

2 暗黄褐色土層

3 暗灰黄色土層

4 黒褐色土層

図88 土器棺4 平断面
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295

図89 土器棺4出土遺物（1）

が設けられ、段からゆるやかに外反して如意形を呈する口縁に至る。

口縁端部は「コ」字状に仕上げられる。内外面ともに下半部に縦方向

のハケメ、その他は横方向のヘラミガキが施される。口縁部は横方向

のナデの後、ヘラミガキが施される。

296（図90,図版57）は碧玉製の管玉である。棺内埋土から出土した。

本址の時期は出土遺物の時期から判断して弥生時代前期であると考

296

図90 土器棺4出土遺物（2）

えられる。

土器棺6（図91）

調査区の西部、B4グリッド西部に位置する。墓坑の東側半分を撹乱に切られている。本址の北から北

西にかけて土器棺7・SK23,24,25,26、南に土器棺2が位置している。墓坑は残存部で主軸長80.0cm、短軸長
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86.0cmを測る。検出面からの深さは最深部で26.0cm

である。平面形状は楕円形を呈していたと考えら

れる。検出面の標高は34.71mである。

棺の主軸方位はE-52°-Sを指す。傾斜角度は仰角

25°程度である。棺は土圧で押しつぶされた状態で

出土した。棺の胴部下半に径4～5cmの穿孔が1ヶ

所認められる。焼成後に外面から打欠穿孔したも

のである。墓坑の埋土は5層に分けられる。

出土した遺物は棺に使用された壺1点である。

1 褐 色 砂 質 土 層

2 暗 褐 色 砂 質 土 層

3 暗 褐 色 砂 質 土 層

4 灰 白 色 砂 層

5 　2・3 層 の ブ ロ ッ ク

297（図92、図版58）は残存高39.5㎝、底径14.3㎝を計

る。胴部最大径は胴部中位にあり50.0㎝である。

底部からわずかに屈曲して胴部に続く。外面の胴

部下半から底部にかけて刷毛目が施され、その他

は内外綿ともにヘラミガキが施される。 

図91 土器棺6平断面

297

図92 土器棺6出土遺物

本址の時期は出土遺物の時期から判断して弥生時代前期であると考えられる。

土器棺7（図93 ）

調査区の北西部、A-4グリッド南に位置する。本址の北西から南西にSK23,24,25,26、土器棺6が位置して

いる。
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墓坑の西側を

SK52に切られて

いる。墓坑の上部

は削平を受けてほ

とんど破壊されて

いて、坑底がわず

かに残り、棺が破

砕された状態で検

出されたに過ぎな

い。残存部の墓坑

の平面形は楕円形

を呈し、残存する

主軸長57.0cm、短

軸長52.0cmを測る。

墓坑 の主軸方位は

1 淡黄褐色

砂質土層

2 明灰 黄褐色

砂質土層

図93 土器棺7平断面

N-53°-Eを指す。

出土遺物は棺に使用された土器片15点である。

胴部片なので図示していない。 図94 土器棺10・11平断面

土器棺10 ・11（図94）

298

299

図95 土器棺10 ・11 出土遺物
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調査区北西部、A-4グリッドからB-4グリッドにかけて土器棺であると考えられる土器片が散布してい

る。土器片はSI05の床面直下から出土している。おそらくSI05構築時に破壊されたものと考えられる。

出土遺物は壺の底部と口縁部である。同一個体であるかどうか判別できない。

298（図95）如意形を呈する口縁部の破片で、推定口径43㎝程度である。口縁部やや下に2条のヘラ描

き平行沈線が描かれる。口縁端部は丸く仕上げられる。口縁部は内外面とも指頭押圧の後にヘラミガキ 

が施される。 ’
－ －

299（図95）底部から胴下部の破片である。外面は全面にヘラミガ

キが施される。

本址の時期は出土遺物から判断して弥生時代前期であると考えら

れる。

土器棺12（図96.図版25 ）

図96 土器棺12平断面

300

調査区中央やや北西寄り、B-7グリッドに位置している。本址の

北西にSK39、東にSK35が位置している。土器棺の検出面の標高は

34.9m、墓坑の検出面の標高は34.77mである。墓坑の上部は削平さ

れていて残存していない。残存部の平

面形は直径54cm程度の円形を呈する。

検出面からの深さは最深部で15cm程

度である。坑底は丸く掘り込まれてい

る。墓坑の平面形状、主軸方位、棺の

傾斜角度は不明である。

出土した遺物は棺に使用されている

壺である。
301

300（図97）口縁部の破片である。推

定口径は23cm 程度で他の土器棺に使

用されてものに比べ規模が小さい。如
図97 土器棺12出土遺物

意形を呈する口縁部やや下に2条のへ

ラ描き平行沈線が描かれる。囗縁端部は丸く仕上げられる。内外面

ともに横方向のヘラミガキが施されている。
－

301（図97）底部片であるが、300と同一個体であるかどうかは不明

である。底径は9.4cmを計り、明瞭に屈曲して胴部に続く。内外面

ともにヘラミガキが施されている。
－

1 暗灰 褐 色土 層本址の時期は出土遺物の時期から判断して弥生時代前期であると

考えられる。

土器棺13（図98，図版26）
図98 土器棺13平断面
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調査区の中央北より、A-7グリッド南辺に位置している。東側を撹乱に切られていて、上半部は後世の

削平を受けている。本址の東に土器棺4、南にSK39が位置している。土器棺の検出面の標高は34.75m、

墓坑の検出面の標高は36.8mである。墓坑の平面形状は残存部では長径60cm、短径50cm程度の円形に近

い楕円形を呈する。墓坑の検出面からの深さは最深部で8.0cmである。主軸方位はN-59°-Eを指す。棺の

傾斜角度は仰角24°である。

出土した遺物は棺に使用された壺1点である。

 302

図99　土器棺13出土遺物

　　 302（図99）底部から胴下半部の破片である。外面は横方向のヘラミガキが施される。

本址の時期は出土遺物の時期から判断して、弥生時代前期であると考えられる。

第3節 後期の遺構（図100）

土器棺5（図101,図版26,27）

調査区の東部、B-10グリッドに位置する。墓坑

は不明瞭で坑底付近でプランを確認した。土器棺

の検出面の標高は35.17m、墓坑の確認面の標高は

34.93mである。墓坑の全体形状は不明であるが、

残存部の平面形は直径80～85cmの円形を呈する。

確認面からの深さは最深部で13.0cmを計る。壁は

急角度に掘り込まれ、坑底は平坦である。

棺の主軸方位はN-46°-Eを指す。傾斜角度は仰角

34°である。棺は土圧で上から押しつぶされたよ

うに破損していて、棺内は土砂で埋積していた。

土器棺内埋土は3層,墓坑埋土は1層に分けられ

1 褐色砂質土層

2 黄色砂質土層

3 暗褐色砂質土層

4　暗褐色砂質土層

図101 土器棺5平断面 
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303
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図102 土器棺5出土遺物

98



る。

出土した遺物は棺に使用された壺2点である。

303（図102,図版60）は上棺に使用された壺である。胴部最大径やや上位で打ち欠き下半部を使用している。

残存する器高41.4cm、打ち欠いた部位での径61.3cm、胴部最大径64.0cmを計る。底部は尖底気味の丸底で

ある。内外面ともに縦方向のハケメが施され、外面はさ

らに縦方向に暗文風にヘラミガキが施される。

304（図102,図版60）は下棺に使用された壺である。口縁部

を打ち欠いて使用している。残存する器高51.6cm、打ち

欠いた部位での径15.0cm、胴部最大径は胴部ほぼ中位に

あり43.0cmを計る。底部は明確な平底ではないが、直径

6cmの平底状になる。底面には木葉痕が残る。頚部に突

帯が貼り付けられ、斜格子刻みが施される。底部から胴

部下半にかけては叩きが施され、その他は縦方向のハケ

メ後部分的にヘラミガキが施される。内面は横から斜め

方向のハケメが施される。

本址の時期は出土遺物の時期から判断して弥生時代後

期終末であると考えられる。

棺の口径は15cm 程度であるので、二次埋葬の可能性が

考えられる。

1 黄褐色砂質土 層

2 黒褐色砂質土 層

図103 土器棺8平断面

305

図104 土器棺8出土遺物
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土器棺8・9（図103,図版27,28）

調査区中央部北西寄り、A-5グリッド南部に位置している。墓坑の北東部と南部を撹乱に、南西部を

SI05に切られている。棺は破砕された状況で検出された。墓坑の平面形状、主軸方位、棺の傾斜角度は

不明である。坑底は丸く掘り込まれている。墓坑の検出面の標高は34.84m、検出面からの深さは最深部

で23.0cmを測る。墓坑の埋土は2層に分けられる。

出土した遺物は棺に使用された壺1点（図104）である。胴部中位以下は残存していない。口縁部は複合口

縁で、拡張部外面端部に波状文が描かれ、さらに拡張部にヘラ描き山形文が描かれ、山形の中に斜格子

が充填される。施文は粗雑である。頚部つけ根に刻目文突帯が貼り付けられ、刻目はハケ状工具の木口

で斜格子に刺突される。外面には赤色塗彩が施されている。体部は内外面ともにハケメ調整、頚部から

口縁部にかけてはハケメ後横方向のナデが施される。

本址の時期は出土遺物の時期から判断

して、弥生時代後期終末であると考えら

れる。

撹乱を受けていて遺存状況が良くない

ことから断定はできないが、棺の下半部

が残存していないので土器棺ではない可

能性も考えられる。

第4節　 包含層出土の管玉（図105）

包含層から土坑墓の副葬品と思われる

図105 包含層出土遺物（1） 管玉が6点出土している。306はSI10、307

～309はSI08の覆土中から、311はSK32の上面からの出土である。したがって311はSK32の副葬品、307～

309はSI08付近にあったと考えられる土坑墓の副葬品であると考えられる。306～310は淡青緑から青緑色

を呈する碧玉、311はグリーンタフ製である。いずれも両面穿孔である。

30 6 307 308

309 310 311

第5節 小結

はじめに

持田町3丁目遺跡出土の前期弥生土器は、いずれも土坑墓の副葬品かあるいは壺棺に使用されたもの

である。遺存状況も良好で遺構に伴う一括性の高い資料であるが、器種は土器棺1の上棺に使用された

鉢を除いて壺で構成されている。生活址ではないので甕の出土はなく、また、土坑墓からの出土遺物は 

 副葬小壺、土器棺は大型壺であり、中型の壺が欠落している。したがって器種組成を論じることはでき

ないし、壺のみで土器編年を組み立てることも不可能である。しかしながら、松山平野においては従来、

甕については比較的良好な資料があったが、壺についてはその全体形を知ることのできる資料が豊富で

あったとは言い難い。今回出土した遺物は壺という一器種しかも副葬品という特殊性を差し引いても、
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当該期の土器様相をある程度復元できる資料であると考

えられる。以下、壺の形態変化を軸として分類を行い、

その後、遺跡の空間的構造と時期設定についての一案を

提示したい。

形態分類

小壺は20個体を対象とした。小壺は主に口縁部と頚

部の形状変化から4タイプ（図106）、さらに胴部の形状か

ら2タイプ合計8タイプに分類できる。

大型壺は全体形状のわかるもの4個体と口縁部破片1

個体、頚胴境界付近が残存する2個体、合計7個体を対

象とした。 大型壺についても主として頚胴境界・口頚境

界・頚部形態の変化を主眼に2タイプに分類した。

小壺（図107）

Ⅰ類は口縁直下と頚部つけ根に退化した段または沈線 胴 部

を有し、内傾する截頭円錐台形の頚部をもち、頚部から

「く」字状 に屈折して短い如意形の口縁に至るもの

（289,220,286）、または口縁を欠損するが頚部つけ根に退化

した段または沈線を有し内傾する截頭円錐台形の頚部を

もつと考えられるもの（228，235，262）である。底部と胴部の
胴 部

境界は曖昧で連続的に成形されるが、ヘラ描き沈線が描

かれ底胴境界がわずかに意識されるものもある（220）。文 底 部

様は簡素で、文捨帯は頚部つけ根と胴部最大径の間に設

けられる。調整は外面がヘラミガキ、内面の頚部上半か

ら口縁部にかけてヘラミガキが施される。この内、球形

あるいは扁球形の胴部をもつもの（Ia類）と、胴部最大径

Ⅰ
類

Ⅱ
類

Ⅲ
類

Ⅳ
類

口縁部

頚 部

胴 部

底 部

口縁部

頚 部

胴 部

底 部

口縁部

頚 部

底 部

口縁部
頚 部

文様帯

区画沈線

図106　小壺の形態変化の模式

が比較的上位にあって肩の張った長胴形を呈するもの（Ib類）に細分できる。

Ⅱ類は頚胴境界が不明瞭になり、粘土帯の接合部のわずかな曲面の変換によって認識される程度である。

頚部から口縁の境界も曖昧で、屈折せず丸味を帯びて屈曲し連続的に成形される。頚部はⅠ類に比べて細

く締まり、頚部最小径部は頚部上端近くにある。口縁部は如意形を呈するが長くのびる。底部から胴部

にかけては境界がやや明瞭なもの（227）もみられるが、ほとんど連続的に成形され、底胴境界の意識は弱

く、底胴境界付近に沈線が描かれるもの（254）もあるが境界線より上方に移行する傾向がみられる。文様

は口縁からやや下がった位置または頚部最小径部に沈線や突帯が施される。また、頚部つけ根に沈線が

施されるもの（255,263）もある。文様帯は頚部に設けられるもの（263）、胴部中位（腹部）に設けられるもの（255）、

頚部から胴部中位にかけて設けられるもの（223）などがあるほか、外底面にまで施文されるもの（263）もあ
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a 類 b 類

Ⅰ

類
289　 220　 228　 235 286 　 262

Ⅱ

類
227　 254　 255　 268 263 　 　287 223

Ⅲ

類

221　 234　 281　 283 265

Ⅳ

類
258 224

図107 小壺の形態分類

る。その内、球形に近い胴部を有するもの（255,227,254,268...Ⅱa類）と、胴の張りが弱く長胴形または算盤玉

形の胴部を有するもの（263,223,287...Ⅱb類）とに細分できる。　

　Ⅲ類は上半部が鼓形を呈し、頚部中間部は円筒形を呈する。口縁は頚部からゆるやかに外反して大き

く開き、頚部と口縁部は連続的で境界線は判別できない。頚部は肩部から連続的に成形され、その境界

はほとんど判別できないものが多い。底部から胴部も連続的に成形され底胴境界の意識は弱く、境界付

近に沈線が描かれるもの(234)もあるが境界線から上方にシフトしている。頚部つけ根付近に沈線が描か

れるもの（221,234）と頚部つけ根からやや上方に突帯（283）または沈線（265）が描かれるものがある。また、頚

部中央に沈線（削出突帯）が施されるもの（221,234）もある。これらの内、胴部が球形ないし扁球形を呈する

もの（221,234,283,281...Ⅲa類）と、肩が張った長胴形を呈するもの（265...Ⅲb）に細分できる。

　Ⅳ類は胴部上半が凸面をなし、胴部上端から直接屈折して口縁部に続くものである。胴上半部は球形

を呈するので、頚部とは認識し難い。底部から胴部にかけては連続的で、その境界は意識されない。こ

の内、扁球形の胴部をもち筒状の頚部から連続的に、開き気味の口縁に続くもの（258...Ⅳa類）と、胴部最
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大径が上位にあり、肩の張った長胴形の胴部をもち、胴部上端から屈折して短い口縁が開くもの

（224...Ⅳb）に細分できる。頚部の屈折部と胴部最大径やや下位に沈線が描かれ、その間（肩部）に文様帯が設

けられる。胴部形態でみるとa,b2種に細分できるが、それぞれの頚部および口縁部の形態差は大きく、

果たしてこのことが胴部形態の差による口縁部形態の規制を意味するものか、あるいは先後関係の中で

位置づけされるべきものかは、さらに検討すべき課題である。

大型壺（図108）

　Ⅰ類は如意形の口縁直下に退化した不明瞭な段（295）または1条の沈線（294）が施され、頚部は外反気味に

内傾する截頭円錐形を呈し、頚胴境界はほとんど沈線化した不明瞭な段（No.295）または、曲面の明瞭な反

転（294）によって意識される。底部から胴部にかけては連続的で、底胴境界は不明瞭である。

　 Ⅱ類は如意形の口縁部から屈曲し頚部に続くもので、口頚境界に2から3条の沈線が施される。頚部は

Ⅰ

類
295　 294

Ⅱ

類

297　 　 292　 293291

図108 大型壺の形態分類

すでに内湾気味で胴部から連続的に作られ、器形の上では頚胴境界は意識されず、頚胴境界には3から5

条の平行沈線が施され、これらの区画沈線によって頚胴境界が意識される。底部から胴部にかけては連

続的でその境界はことさら意識されない。

副葬小壺と大型壺の併行関係

　口頚境界と頚胴境界の意識変化の度合いから判断して、小壺Ⅰ類と大型壺Ⅰ類、小壺Ⅱ類と大型壺Ⅱ類を

併行するものとして考えたい。

弥生時代前期の土器は遠賀川式土器という名称のもとに、西日本のほぼ全域に斉一的に分布し、その

祖形が北部九州の板付Ⅰ式土器に求められているのは周知のところである。器種組成の上では板付Ⅰ式成

立時から壺・甕・高坏の組成が認められ、その中で甕については、縄文土器の系譜を引く刻目突帯文甕
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といわゆる板付式の甕の共存が確認されている。しかし壺に関しては弥生固有の器種であることから、　 

 甕に比べてさらに斉一性の強いものと考えらる。

持田町3丁目遺跡出土の小壺の形態変化が口縁・頚部・胴部・底部についての意識が薄れ、それぞれ

の境界の不明瞭化（範型からの逸脱の過程）と、新たな概念の芽生え（新しい範型の創出の過程）によって理

解されるとすれば、以下の仮定が可能である。すなわち、頚部が截頭円錐台形を呈し、頚部の上下端が

段や沈線などの区画線あるいは、明確な曲面の反転によって明瞭なもの（Ⅰ類）からしだいに口縁部・頚

部・胴部の境界が不明瞭になり、頚部の上下端に記されていた区画線は区画線としての意味を失い、装

飾的意味あいの強いものとなり、原位置から遊離して頚部の中央に寄る傾向を示すようになる（Ⅱ類）。さ

らに頚部は範型である截頭円錐台をほぼ払拭し、新しい頚部についての概念すなわち円筒形の長頚が生

みだされる（Ⅲ類）。長頚化に伴い、頚部のつけ根は太くつくる必要性がなくなって、胴部の上半は球形に

つくることが可能となり頚部から上と下の形態が分離・独立する（Ⅳ類）。各部位の中では個体のプロポー

ションに与える影響の少ない底部の独立性が最も早く失われ、頚部形状は口縁部や胴部の形態変化と相

関連動して徐々に形状を変化させていったものと考えられる。

以上のような形態分類は便宜的なもので、形式学的にはⅠ類→Ⅱ類→Ⅲ類→Ⅳ類という変遷を追うこと

が可能であるが、その変化は漸移的で各形式間に中間的な形態が存在し、かつ、ある程度の同時性また

は個々の形態の消長の中で時間的な重複があることは当然のことである。ただ持田町3丁目遺跡の出土

資料の中では、Ⅲ類とⅣ類の変化に形式学的な若干の飛躍が認められる。また、一連の形態変化が内部

的な動因によるものか、外的な誘因によるものかも今 表93 副葬小壺の共伴関係

Ⅰ類 Ⅲ類後検討すべき課題であろう。 Ⅱ類 Ⅳ類

No．221

No．223 No．224

No．227

No．234

No．255，No．254

SK01 No．220

SK02

SK03 No．228

SK08 No．235

SK09

SK39 No．286 No．287

遺跡内での共伴関係について

に複数の小壺が副葬（供献）さ

れているものが、6例認めら

れた（表93）。それぞれの土坑墓で共伴する小壺を形態分類に当てはめるとⅠ類+Ⅱ 

類、Ⅱ類+Ⅱ類、Ⅰ類+Ⅲ類、Ⅱ類+Ⅳ類の4通りの組み合わせになる。それぞれの

組み合わせは、同一の墓に副葬されたものであることから、副葬時における同

時性は保証されている。なおかつ小壺が副葬のためのものという概念からすれ

ば、制作時における同時性もある程度保証されている可能性が強い。つまり、Ⅰ 

類とⅡ類、Ⅰ類とⅢ類、Ⅱ類とⅣ類は持田町3丁目遺跡に残された資料から判断す

る限りにおいては、過去のある時点で同時併存していたことは確実である。こ

のことはⅠ類とⅡ類とⅢ類、Ⅱ類とⅣ類のそれぞれの存続期間がある程度重複し

ていたことを示している。またⅠ類とⅣ類、Ⅱ類とⅢ類の同時性については保証されていない。これらの

ことに前述の形式学的な組列を補完して考えると表94に示すような関係が妥当であると考えられる。

今回の調査では一つの墓坑
表94 各分類の消長

併行関係
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松山平野の弥生時代前期の資料は壺に関しては全 体形を知りうるものは乏しく、従来の編年作業は専

ら口縁部片や施文部位の小破片を用いて行われている。こうした資料的な制約のなかで、近年、宮本一

夫氏や梅木謙一氏らによって編年案が提示されている。注1

　　 梅木氏・水口あをい女史の編年によれば、松山平野の弥生時代前期は器種組成や形態変化、施文・調

整の整理などを軸にⅠからⅣ期の4小時期に区分されている。それぞれの時期の特徴は前期Ⅰが口頚部境

界の段、前期Ⅱが段の不明瞭化と沈線への移行、前期Ⅲが頚部の筒状化、削出突帯の出現、沈線の形骸

化であり、前期Ⅳは従来の阿方・片山式に位置づけられている。

この知見に持田町3丁目遺跡出土資料を重ねると、梅木氏の編年に使われた個々体の資料注2の解釈にお

いて若干の見解の相違はあるものの、概ねⅠ類は前期Ⅱに、Ⅱ・Ⅲ類は前期Ⅲに、Ⅳ類は前期Ⅳにそれぞ

れ比定され、梅木編年の分類の妥当性を補強し、証左となるものと考えられる。

したがって、持田町3丁目遺跡の小壺の分類による年代観はⅠ類を弥生時代前期前半新段階にⅡ類及

びⅢ類を前期後半古段階に、Ⅳ類を前期後半新段階に位置づけて考えたい。

文様について

本遺跡出土の小壺に施される文様はヘラ描き沈線文および段と突帯文である。文様の種類は横方向の

沈線文・「ハ」字に近い山形文・上弦下弦の重弧文・有軸羽状文・木葉文・突帯文などである。

これら多様な文様はそれぞれのもつ機能を整理し、機能別に分類して各個体の器形の形態変化との関

　 連性の上で考える必要があるように思われる。すなわち土器製作の手法から派生したある種、必然性を

もつデザインと、純粋に装飾的な効果を狙った付加価値的デザインの2種類があると考えられる。前者

は部位境界に施文された横沈線に代表され、元来その区画を明確にするための表徴を主眼とし、副次的

に装飾効果をねらった文様であると考えられる。これは各部の境界が不明瞭になった後も、器形の変化

に同調して原位置から遊離し、または段から沈線、沈線から突帯と変化しながらも、形骸化した意匠と

して痕跡的に残存する。一方、後者は木葉文や重弧文がこれに相当するが、当初から加飾が第一義的な

目的であって、何かのモチーフの具象化であり、その中で意匠の変化はあるとしても、その変化と装飾

効果は前者ほどプロポーションと密接な関連性は認められない。言いかえれば、文様自体の形式変化は

あるとしても文様モチーフの初現的形態も器形のそれほどに一元的な祖形というものが存在しないか、

あるいは現在のところ明確ではない。したがって現段階では、文様そのものよりもむしろ文様帯の位置

の方が、土器の形態変化との関係という観点からは重要であるように思われる。

持田遺跡出土の小壺について

持田遺跡出土の小壺（図109,図版53）は、松山平野の弥生前期前半の標式土器として著名なものである。

球形の胴部からきわめて短い頚部を介して外折し短く開く口縁に至る。胴部下半は外湾気味にすぼま

り底部に続く。胴部は肩の張ったリンゴ形を呈している。底部と胴部は連続的に作られ、底胴境界はこ

とさら意識されない。特に胴部上半部は凸面球形をなしていて、頚部とは認定し難い。外面は底面に至

るまで全面にヘラミガキが施され、内面は口縁部にヘラミガキが施されるが、その他はナデあるいは指

頭押圧による。口縁直下の屈折部の上下端と胴部最大径直下に2条のヘラ描き横沈線が描かれる。さら
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に口縁部直下の下側と胴部最大径の上側の沈

線間に文様帯が設けられ、縦横の沈線が描か

れ、さらに工楽分類注3の+3の木葉文が充填

される。上記のように胴部上半は頚部とは見

なし難いので、胴部最大径に描かれた沈線は

頚胴境界の沈線ではない。

持田遺跡の小壺は持田町3丁目遺跡の小壺

の分類に照らすとその形態的特徴からⅣ類

に相当する。またⅣ類は松山平野の前期Ⅳ

に比定されるから持田式土器はいきおい前期

後半新段階に位置づけられ、従来の編年観と

の間に大きな齟齬をきたしてしまう。持田式

のこれまでの時期設定の根拠は木葉文の形態

であり、+3の木葉文が比較的古い時期に位

置づけられていたことによるものであった。

図109 持田遺跡出土小壺 この小壺は単体出土であり、出土状況も不明

暸で、持田式という土器形式の器種組成も検証する手だてがなく、器形の明らかな比較検討資料にめぐ

まれない状況であったのも事実であるが、また一方では器形の分析よりもむしろ木葉文が一人歩きして

いた感があったことは否めない。こうした状況で、学史的にあるいは慣例的に漠然と前期前半に位置づ

けられていたのが実状であると考えられる。

持田式土器は形態的には新出の様相を示すものである。文様が古相を示すものであることは認められ

るが、そのことを以て前期前半に位置づけてしまうことには疑問を感じざるを得ない。前項に述べたよ

うに文様要素自体その系譜は器形のそれほどに明白ではないし、木葉文は前期末になってからも盛行す

る地域すら認められる注4。

また、一方では持田町3丁目遺跡のⅣ類に分類されることをもって前期後半新段階であるということ

も断言できない。持田町3丁目遺跡においてはSK02でⅡ類とⅣ類が供伴しているからである。しかしな

がらもし仮に実際にⅡ類の時期に持田式が存在していたとしても従来の編年に示される前期前半まで遡

る可能性は少ないように思われる。

個々の土器のもつ無数の属性は相対的に新しい様相が多いか、古い様相が多いかを示しているに過ぎ

ないし、現実には過去の一時期においては任意の一属性について古い傾向を示す個体と新しい傾向を示

す個体が混在していて、また、その変化は漸移的で、個々の属性の変化の度合いは跛行的であったも考

えられる。

したがって持田式土器が実際には従来位置づけられていた時期に相当するという可能性も完全に否定

することはできない。しかし、形態分類が形而上的な問題であり、相対的変化のなかでの新旧の傾向を

示すものでしかないとしても、形態的に新しい要素をもつものを、便宜的に新古の順に並べるという土

器編年の組列のなかで古い位置に置いて、それを以て標式とすることには疑問を感じるので、ここに持
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田式土器の再検討の必要性を提起する次第である。

土坑墓のグルーピンクと構築順序につい て（図110 ）

本遺跡で検出された24基の弥生前期の土坑墓はその多くが北東－南西を主軸方向としているが、各土

坑墓の相対的な位置関係と副葬小壺の時期を軸にして考えると5つの小群に分類できる。

自然堤防の主軸方向に沿って北東－南西を指向している土坑墓列はおよそ4列ある。最東と最西の列

は遺構の遺存が不明瞭で、また中央の2列も撹乱されている箇所が多く埋葬当時の状況の全容が遺存し

ているとはいえないが、それぞれの列は並列する2基の土坑墓を基本単位として構成される傾向が認め

られる。まず、それぞれの列を別グループと考え、次に各土坑墓の副葬小壺の時期の連続性の断絶から5

つの小群（A～E）を設定した。具体的にA・Bグループが所属する列でみてみると、SK11からはⅣ類の小

壺が、SK08からはⅠ類とⅢ類の小壺が出土している。このA・Bグループを含む列のなかで仮に北東側か

ら（微地形的には高い方から低い方へ、埋葬姿勢では頭から足の方へ）埋葬が行われたと仮定すれば、明ら

かにSK11とSK08の間に断絶があったと認めざるを得ない。このことからA・B 列の土坑墓群をAとBの

2グループに分けた。各グループの特徴は以下のとおりである。

Eグループは明確な列配置はみられず、塊感の強い配置である。この中でSK26は主軸方位が他の土坑

墓と若干異なっていて、しかもSK23,24と重複関係にある。小壺が出土したのはSK23,24、大型壺が土器棺

2,6でいずれもほぼ前期後半古段階に位置づけられるものである。各墓間に大きな時期差は認められず、

ある程度近接した時間幅の中で葬られたものと考えられる。

Aグループは持田町3丁目遺跡の中で、指標的なグループである。各土坑墓には2個の小壺と管玉が副

葬される。また、成人墓が2 列に配置され、その周囲に小型の土坑墓や土器棺など小児用の施設が設け

られる。個々の墓の副葬小壺の時期から考えると、SK08，SK03，SK01→SK09→SK02の順に埋葬された可能

性が強い。

Bグループもほぼ2列配置が認められる。小壺及び大型壺が出土した墓の埋葬順位はSK18→土器棺3→ 

SK30→SK11と仮定できる。Aグループにみられるように、また、BグループのSK18以南の土坑墓の埋葬

順位にみられるように、おそらく埋葬は北東から南西へ展開されたと考えられる。このことからSK32は

小壺が出土していないが、SK18より先に埋葬された可能性が強い。

Cグループは一部に2列配置が認められる。SK10の対位置には土坑墓を検出できなかったが、289の小

壺が出土しているので、土坑墓があった可能性が強い。SK39とSK34,36の間は撹乱や古墳時代の竪穴住居

跡に削平されて破壊されたと考えられる。CグループでもA・Bと同様な埋葬順位が考えられる。最北の

SP176からI類が出土していて最南端のSK36からⅢ類の小壺が出土している。この埋葬順位から判断する�

と磨製石鏃（284）が出土したSK37は小壺のⅠ類の時期に、磨製石剣（280）が出土したSK34はⅢ類の時期に位

置づけられる。また、Cグループの中でSK40は他の土坑墓と主軸方位が大きく異なり、SK37とSK40に重

複関係が認められる。

DグループはSK45とSK35の2つの墓で構成されている。Cグループに帰属する可能性も考えられるが、 

2列埋葬が基本であるとすれば、別グループとするのが妥当である。

以上のことから持田町3丁目遺跡の土坑墓は並列する成人用の土坑墓2基の縦列配置を基本とし、複数
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列の土坑墓群から構成され、それぞれの小区画のなかで概ね北東から埋葬がおこなわれたものと考える

ことができる。

磨製石器について

持田町3丁目遺跡の土坑墓からは磨製石剣2本、磨製石鏃1本が出土している。磨製石剣についてはす

でに調査中にこれらを観察された下條信行氏による論攷がある注5。ここでは前項の土坑墓の構築順序か

ら推定されるこれらの時期についてみてみたい。いずれも副葬小壺を伴わない（もしくは、調査時点では

撹乱などで失われている）。SK32出土の磨製石剣（279）とSK37の磨製石鏃（284）は松山平野で出土している有

柄式磨製石剣と同様の石材で、外来系の石材であることから搬入品であると思われる。一方SK34の磨製

石剣（280）は在地産と思われる緑泥片岩製である。

磨製石剣はいずれも柄部（茎）を有する（279は途中から欠損）ものである。279は柄部には鍔はなく有柄式

磨製石剣の退化形とみなすことができる。280はさらに退化傾向にあり、剣身と柄部が連続的に作られる。

推定される土坑墓の構築順序から、279は前期前半新段階以前、280は前期後半新段階、284は前期前半古

段階に位置づけられる。

土坑墓の内部構造について

持田町3丁目遺跡で検出した土坑墓はその大多数が掘方内に礫が配置される。礫の配置パターンや覆

土の状況から可能性として6種の棺ないし棺相当施設を想定することができる。

A類の墓は木棺を伴うと考えられる墓である。木口板や側板を立てるための溝や板材の痕跡が検出さ

れるもので、側板と掘方壁の間には裏込め土や不規則に礫が並べられるものと四隅を意識して大きめの

礫が置かれるものとがある。SK32・SK35・SK18・SK08 がこれに相当する。

B類の墓は木口板が礫で代用され、長側板と天井板で構成される木棺相当施設を伴うと考えられる墓

である。土坑墓の頭側と足側木口には「コ」字状に礫が配置されるものの内、木口の礫は大きめの扁平

な礫が1個立てられた状態で、その左右の礫は数センチ間隔をあけて「コ」字状に配置される。長側壁

に礫が配置されるものや長側板の掘方溝か検出されたものもある。SK09・SK11・SK21・SK38がこれに

相当する。

C 類の墓は土坑墓の頭側と足側木口に礫が「コ」字状に配置されるものの内、特に頭側か木口礫と長

側礫が角を接して被葬者の頭部を囲むように「コ」字状に配置されるもので、木口板 も長側板もなく、

天井のみ板材が用いられている可能性の高い墓である。SK01・SK02・SK34が相当する。

D類は壁が礫で代用され、天井部のみ板材が用いられた可能性があるものである。礫は間隔をあけて

並べられていて、石棺とするには隙間が多すぎる。SK39がこれに相当する。

E類は床面に礫が並べられるものである。側板を伴う可能性は少なく、したがって床面の敷石は棺床

ではなく、礫床である可能性が強い。SK10 ・SK37 がこれに相当する。

F類は素掘りのもので掘方内に施設を伴わないものである。遺存状態が悪く不明なものを除いて素掘り

の可能性の高いものはSK23・SK25・SK36である。

その他のものは撹乱や削平を受けていて不明なものや、判断できないものである。
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特にB・C類については、調査から得られたデータから検証できうる最小限の可能性を示すものであ

ると理解されたい。変則的な棺構造であることと、直截的証拠に依らず状況的に推測される構造である

ことなどから、土坑墓の棺構造の1形態として認知してよいものかどうかは今後の類例を待ちたい。

成果と課題

今回検出した土坑墓をその規模からみれば、等質的で明確な較差は見いだされない。一方、副葬品と

棺施設には若干の較差が見いだされる。つまり、常識的には磨製石剣-磨製石鏃-管玉-副葬小壺、棺

の板材の使用量の多いもの－少ないものという価値系列が考えられる。その観点からすれば、木棺をも

ち磨製石剣と管玉10個が副葬されているSK32が抽んでている。そのほか相対的にAグループが安定して

副葬品を伴い、遺構の遺存状況にも左右されているが、今回の調査区の中ではA・B列が中心的である。

持田町3丁目遺跡の墓地は小グループの集合 体としてひとつの墓域が形成されている。墓域全体は埋

葬が開始される当初から計画的に区域割りがなされ、各小グループに割り当てられた空間があって、

各々の小区画の中で、北東から南西へ向かって順次埋葬が進行したものと考えられる。調査範囲が限定

されているため、墓域の全景は不明であるし、また調査区内の土坑墓の各小グループが全容を顕してい

るという保証はない。残念ながら土坑墓や壺棺墓からは人骨など、被葬者の性別や年齢を直接知り得る

データは残されていなかった。従って、各小グループが具体的に如何なる集団で、また、小グループ内

の各土坑墓の被葬者相互の関係を知る手がかりもない。今後は北部九州や山口などの集団墓地のあり方

との比較の上で、持田町3丁目遺跡の墓地を営んだ共同体の詳細な構造を把握し、弥生時代前期の社会

構造を明らかにしてゆくことが課題にあると考えられる。

出土した土器の中ではⅡ類・Ⅲ類に属するものが多く、特に壺棺はほとんどがⅡ類であり、この墓地の

盛期がⅡ類からⅢ類すなわち、前期後半新段階にあることがわかる。また、調査区内ではⅠ類に先行する

型式のものはなく、調査区内に限れば墓地の経営が前期前半の新段階に始ったということができる。一

方、Ⅳ類の小壺が副葬される墓は少なく、前期後半の新段階には衰退してゆくと考えることができる。

土坑墓に成人を埋葬して小壺と管玉を副葬し、小児は土器棺に埋葬するという墓制のあり方は九州の

弥生前期の墓地に共通している。一方で土坑墓内の配石の状況は様相を異にしているし、Ⅱ類の小壺や

SK34の磨製石剣にみられるような在地的な様相への変化も認められる。このことは北部九州から伝来し

た初期弥生文化が前期後半古段階以降、急速に在地化すると同時に前期社会の構造が中期的なものへと

変容してゆく過渡的様相の一端を示していると仮定することも可能である。

今後は他地域との詳細な比較検討の上で、固有の地域性を抽出し具体的な社会構造の復元と文化の伝

達の実体を解明することが重要であろう。

最後になりましたが、小壺の形態分類を行うにあたり、愛媛大学助教授田崎博之先生にご指導いただ

きました。記して感謝いたします。（真鍋）

注

1　宮本一夫「道後平野における弥生時代開始期の動向」『鷹子・樽味遺跡の調査』1989

梅木謙一「西瀬戸内地方の弥生時代前期土器」『牟田裕二君追悼論集』1994
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＊：復元 推定値，＊＊：残存値 （単位：cm）

番号
器種

表95 弥生土器観察表（1）
遺物 法 量 調 整 色 調

胎 土 残 存 状 況 備 考
口 径 最大径 底 径 器 高 外面 内面 外 面 内 面

220 小壺 5．75 8．85 3．85 7．85 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、底部～頚部

は指頭押圧

10YR8／3

（浅黄橙）

10YR8／3

（浅黄橙）

3mm 以下の長石・石英

粒、微細な雲母片を含

む。

完形

227 小壺 7．50 11．40 5．00 12．85 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、底部～頚部

は縦方向のナデ

2．5YR4／4

（にぶい

赤褐）

2．5YR4／4

（にぶい

赤褐）

4mm 以下の長石・石英

粒、微細な雲母片を含

む。

口縁部をわずか

に欠損

223 小壺 7．90 10．25 4．50 12．60 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部下半は

板状工具による縦方

向のナデ、頚部は指

頭押圧、頚部～口縁

部はヘラミガキ

5YR7／8

（橙 ）

5YR6／8
粒、微細な雲母片を含

（橙）

2mm 以下の長石・石英

む。

完形 底部はドーナツ成形

224 小壺 ＊7．10 11．25 4．85 11．90

磨耗が著しく不明、

器表の残存する箇所

はヘラミガキ

磨耗が著しく不明
7 ．5YR7／6

（橙）

5YR7／8
粒、微細な雲母片を含

（橙）

5mm 以下の長石・石英

む。

口縁部の5／6を欠

損
凹底・胴部に籾圧痕

227 小壺 6．00 9．40 5．50 11．00 全面ヘラミガキ

口縁部はヘラミガ

キ、底部～胴部は斜

め方向のナデ

5YR5／6

（明赤褐）

5YR6／8
粒、微細な雲母片を含

（橙）

1mm 内外の石英・長石

む

胴部の一部と口

縁部をわずかに

欠損

底部はドーナツ成形

228 小壺 － 13．15 4．85 ＊＊9．70

磨耗が著しいが、器

表の残存部はヘラミ

ガキ

斜め方向の指ナデ

5YR7／3

（にぶい

橙）

2．5YR6／8

（橙）

3mm 程度の石英・長石

粒を含む

胴部の一部と頚

部上半から口縁

部を欠損

底部は円盤成形

234 小壺 7．60 11．60 4．60 12．20 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部から底

部は横方向の指ナデ

7．5YR8／6

（浅黄橙）

10YR8／4
粒、微細な雲母片を含

（浅黄橙）

1mm 程度の石英・長石

む

胴部約1／2を欠損

235 小壺 － 10．70 5．40 ＊＊7．85

磨耗が著しいが、器

表の残存部はヘラミ

ガキ

指頭押圧またはナデ
2．5YR5／8 2．5YR5／8

（明赤褐）（明赤褐）

3mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む

胴部約1／3と頚部

上半から口縁部

を欠損

底部はドーナツ成形

254 小壺 8．60 12．10 5．20 12．90全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指頭押圧または縦

方向のナデ

5YR4／4

（にぶい

赤褐）

10YR8／4

（浅黄橙）

3mm 以下の石英・長石

粒を含む。
完形 外面に塗彩？

255 小壺 7．00 10．30 5．00 11．20全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指頭押圧またはナ

デ

10YR8／4 10YR8／4

（浅黄橙）（浅黄橙）

2mm 以下の長石・石英

粒、微細な雲母片を含

む。

完形

258 小壺 7．70 11．55 5．95 10．80 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指頭押圧または板

状工具による縦方向

のナデ

2．5YR5／8 2．5YR5／8

（明赤褐）（明赤褐）

2mm 以下の長石・石英

粒、微細な雲母片を含

む。

口縁部約1／4を欠

損
外面に塗彩？

262 小壺 － 10．85 4．45 ＊＊10．90全面ヘラミガキ

胴部は板（棒）状工具

による縦方向のナ

デ、

2．5YR4／6

（赤 褐）

2．5YR5／4

（にぶい

赤褐）

2mm 以下の長石・石英

粒、微細な雲母片を含

む。

頚部上半～口縁

部を欠損

263 小壺 7．60 10．00 6．15 11．70全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指ナデ

2．5YR6／6

（橙）

5YR7／4

（にぶい

橙）

5mm 以下の石英・長石

粒、微細な雲母片を含

む

口縁部約1／5を欠

損

内面胴部に横方向の

棒状工具痕、底部外

面に格子状のヘラ描

き沈線

265 小壺 8．10 12．15 6．35 15．10全面ヘラミガキ 口縁部はヘラミガキ
5YR5／6 10YR8／4

（明赤褐）（浅黄橙）

1mm 程度の石英・長石

粒、微細な雲母片を含

む

口縁部をわずか

に欠損

268小壺 8．00 12．10 4．05 14．30 全面ヘラミガキ

口縁部はヘラミガ

キ、胴部は棒状工具

による横方向のナデ

2．5YR4／4

（にぶい

赤褐）

2．5YR4／3

（にぶい

1mm 程度の石英・長石

粒、微細な雲母片を含

赤褐）む

完形

281 小壺 － 9．75 4．80 ＊＊8．80全面ヘラミガキ 縦方向の指ナデ
2．5YR4／8

（赤褐）

7．5YR8／8
粒、微細な雲母片を含

（黄橙）

5mm 以下の石英・長石

む

胴部の一部と頚

部～口縁部を欠

損

底部はドーナツ成形

283 小壺 8．50 13．00 5．45 15．50全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指頭押圧またはナ

デ

7．5YR8／8

（黄橙）

7．5YR8／6
粒、微細な雲母を含

（浅黄橙）

1mm 以下の石英・長石

む。

完形

286 小壺 8．30 11．20 6．40 13．25全面ヘラミガキ
指ナデまたは指頭押

圧

2．5YR3／6

（暗赤褐）

2．5YR3／4 2mm 以下の石英・長石

（暗赤褐）粒、雲母片を含む
完形 底部はドーナツ成形

287 小壺 7．25 8．50 5．10 10．10磨耗が著しく不明
指ナデまたは指頭押

圧

2．5YR6／8

（橙） （橙）

2．5YR6／82mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む
完形 底部はドーナツ成形
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＊：復 元 推 定値 ，＊＊：残 存値 （単 位：cm ）表96 弥生土器観察表（2）
遺物 法 量 調 整 色 調

胎 土 残 存 状 況 備 考器種
番号 口 径 最大径 底 径 器 高 外面 内面 外 面 内 面

289小壺 8．80 12．00 5．10 12．10 全面ヘラミガキ

頚部～口縁部はヘラ

ミガキ、胴部～底部

は指頭押圧または指

ナデ

5YR7／8

（橙）

7.5YR7/8

（黄橙）

1mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む

口縁部をわずか

に欠損

290 鉢 43．9 44．9 － ＊＊28．6

胴部はヘラミガキ、

口縁部は指頭押圧後

横ナデ

胴部はヘラミガキ、

口縁部は指頭押圧後

横ナデ後ヘラミガキ

5YR7／6

（橙）

5YR5／2

（灰褐）

5mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む

底部と胴部約1／3

を欠損

291 壺 32．4 48．7 13．2 63．8

口縁部は指頭押圧後

横ナデ後ヘラミガ

キ、その他はヘラミ

ガキ

胴部中位にヘラ状工

具痕、口縁部は横ナ

デ後ヘラミガキ

5YR7／8

（橙）

2．5YR7／8

（橙）

5mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む
ほぼ完形

胴部下半に焼成後の

穿孔

292 壺 44．0 61．2 16．3 8．4．0

全面ヘラミガキ、口

縁部は横ナデ後ヘラ

ミガキ

ヘラミガキ口縁部は

横ナデ後ヘラミガキ

7．5YR8／6

（浅い黄

橙）

7 ．5YR8 ／6

（浅 い 黄

橙）

5mm 以下の石英・長

石・角閃石粒、雲母片

を含む

口縁から胴部下

半にかけての約

1／3を欠損

胴部下半に焼成後の

穿孔

293 壺 － 49．7 14．6 ＊＊42．0 全面ヘラミガキ 全面ヘラミガキ
2．5YR7／8

（橙）

2．5YR7／6

（橙）

5mm 以下の石英・長石

粒を含む

口縁から胴部半

分と胴部下半の

約1／3を欠損

294 壺 37．3 54．1 11．4 59．2

全面ヘラミガキ、口

縁部は指頭押圧後横

ナデ後ヘラミガキ

全面ヘラミガキ、口

縁部は指頭押圧後横

ナデ後ヘラミガキ

7．5YR8／8

（黄橙）

5YR7 ／4

（にぶい

橙）

7．5YR4／1

（褐灰）

5mm 以下の石英・長石

粒を含む

口縁から胴部に

かけての約1／3を

欠損

胴部下半に焼成後の

穿孔

295 壺 39．6 52．2 15．6 64．3

底部～胴下部に縦方

向のハケメ、胴部は

ヘラミガキ、口縁部

は横ナデ後ヘラミガ

キ

頚部中位から下はハ

ケメ、上はヘラミガ

キ、口縁部は横ナデ

後ヘラミガキ

7．5YR8／6

（浅い黄

橙）

2．5YR7／6

（橙）

3mm 以下の石英・長石

粒を含む

口縁から胴部の

一部を欠損

胴部下半に焼成後の

穿孔

297 壺 － ＊50．6 14．5 ＊＊34．2

胴部下半～底部にか

けてハケメ、その他

はヘラミガキ

器表の残存部はヘラ

ミガキ

7．5YR8／8

（橙）

7．5YR8／8

（橙）

2mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

底部と胴部下半

の約1／3が残存

胴部下半に焼成後の

穿孔

298 鉢？ ＊43．0 － － ＊＊8．2

胴部はヘラミガキ、

口縁部は指頭押圧後

横ナデ

口縁部は指頭押圧後

横ナデ後ヘラミガ

キ、その他はヘラミ

ガキ

7．5YR7／8

（黄橙）

10YR7／4

（にぶい

黄橙）

2mm 以下の石英・長

石・角閃石粒、雲母片

を含む

口縁から頚部に

かけての約1／8が

残存

299 壺？ － － ＊15．7 ＊＊18．8ヘラミガキ
器表の剥落が著しく

不明

10YR6／8

（赤橙）

7．5YR7／8

（黄橙）

5mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

底部から胴部下

半にかけての約

1／4が残存

300 壺 ＊23．0 － －

胴部はヘラミガキ、

＊＊9．9口縁部は指頭押圧後

横ナデ後ヘラミガキ

ヘラミガキ
5YR6／8

（橙）

5YR6 ／8

（橙）

3mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

口縁部の約1／3が

残存

301 壺？ － － ＊9．4 ＊＊7．0
器表の残存部はヘラ

ミガキ

器表の残存部はヘラ

ミガキ

7．5YR7／8

（黄橙）

7．5YR8／8

（黄橙）

4mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む

底部の約1／2が残

存

302 壺 － － 11．6 ＊＊25．8残存部はヘラミガキ
器表の剥落が著しく

不明

7．5YR8／6

（浅い黄

橙）

7．5YR8／4

（浅い黄

橙）

5mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

口縁から胴部上

半と胴部下半の

約2／3を欠損

303 壺 － ＊64．8
ほぼ

丸底
＊＊42．1

主として縦方向のハ

ケメ、またはハケメ

後ヘラミガキ

主に縦方向のハケメ

2．5YR6．5／

5

（淡赤橙

～橙）

10YR6／1

（褐灰）

3mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

胴部中位から上

を欠損

304 壺 － 43．3

丸底

に近

い。

約7．0

＊＊52．0

底部～胴下部にかけ

てはタタキ、その他

はハケメ後ヘラミガ

キ

ハケメ
2．5YR4／8

（赤褐）

5YR7／6

（橙）

7mm 以下の石英・長石

粒、雲母片を含む
口縁部のみ欠損

305 壺 18．7 ＊62．0
ハケメ後ヘラミガ

＊＊36．3
キ、口縁部は横ナデ

ハケメ、口縁部は横

ナデ

10YR8／3

（浅い黄

橙）

10YR8／4

（浅い黄

橙）

3mm 以下の石英・長

石・角閃石粒を含む

口縁と胴部上半

の約1／8が残存
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表97 石製品観察表 ＊：残存値 （単位：cm，g）

番号 種 別 長 径 直 径 孔径1 孔径2 重 量 色 調 材 質 残 存 度 穿 孔 出土か所

222 管玉 0．66 0．35 0．20 0．18 0．12淡 青 緑 碧　 玉 完形 SK01

225 管玉 ＊1．15 0．66 0．30 － 0．55淡 青 緑 碧 玉 約1／3 SK02
＊0．63 0．40 0．20 － 0．13淡 青 緑 碧 玉 約1／2 SK02
1．66 0．50 0．25 0．22 0．54青 緑 碧 玉 完形 SK03
1．68 0．61 0．25 0．27 0．89暗 青 緑 碧 玉 完形 SK03
1．17 0．46 0．25 0．24 0．32 青 緑 碧 玉 完形 SK03
1．75 0．57 0．30 0．27 0．77 青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．37 0．45 0．22 0．24 0．38青 緑 碧 玉 完形 SK08

＊1．26 0．42 0．26 0．25 0．24 淡 青 緑 碧 玉 ほぼ完形 SK08
1．22 0．40 0．21 0．20 0．27 淡 青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．26 0．38 0．25 0．25 0．22青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．14 0．41 0．21 0．21 0．25 青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．01 0．36 0．20 0．19 0．17青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．11 0．38 0．20 0．20 0．20 青 緑 碧　 玉 完形 SK08
1．02 0．42 0．23 0．23 0．25淡 青 緑 碧 玉 完形 SK08
1．00 0．40 0．23 0．20 0．21淡 青 緑 碧 玉 完形 SK08
0．81 0．39 0．17 0．17 0．17淡 青 緑 碧 玉 完形 SK08
0．78 0．39 0．21 0．17 0．17淡 青 緑 碧 玉 完形 SK08
0．79 0．38 0．18 0．18 0．14青 緑 碧 玉 完形 SK08

＊0．50 0．43 0．23 ＊0．16 0．13 淡 青 緑 碧 玉 ほぼ完形 SK08
1．05 0．40 0．21 0．20 0．21 青 緑 碧 玉 完形 SK08

＊0．74 0．41 0．17 ＊0．17 0．17青 緑 碧 玉 ほぼ完形 SK08
0．81 0．38 0．22 0．18 0．16青 緑 碧 玉 完形 SK08
0．69 0．38 0．16 0．18 0．13青 緑 碧 玉 完形 SK08
0．74 0．36 0．20 0．16 0．13 青 緑 碧 玉 完形 SK09

0．49 0．27 0．14 0．14 0．04 淡 青 緑 碧 玉 完形 SK09

1．18 0．48 0．25 0．25 0．34青 緑 碧 玉 完形 SK11
0．97 0．53 0．28 0．28 0．34 暗 青 緑 碧 玉 完形 SK11

SK32

SK32

SK32

SK32

SK32

SK32

SK32

SK32

1．08 0．44 0．25 0．26 0．23淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

1．19 0．45 0．25 0．23 0．28 淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

0．96 0．43 0．25 0．23 0．21淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

1．01 0．45 0．25 0．25 0．22 淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

1．00 0．48 0．25 0．25 0．27 淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

0．71 0．35 0．17 0．16 0．11青 緑 碧 玉 完形

0．85 0．45 0．21 0．23 0．21淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

0．84 0．46 0．25 0．24 0．20淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

0．73 0．47 0．25 0．23 0．19淡緑灰 白 グリーンタフ 完形 SK32
0．72 0．37 0．19 0．18 0．14 淡 青 緑 碧 玉 完形 SK32

0．32 0．33 0．16 0．15 0．06 緑 灰 ？　 ？ 土器棺4
0．96 0．33 0．16 0．19 0．14 淡 青 緑 碧 玉 完形 S110覆土

緑 碧 玉 完形 SI08覆土1．05 0．44 0．19 0．20 0．25 青

1．03 0．39 0．22 2．03 0．22 青 緑 碧 玉 完形 S108覆土
0．91 0．41 0．20 0．20 緑 碧 玉0．22青 完形 S108覆土
0．80 0．38 0．18 0．17 0．18青 緑 碧　 玉 完形 包含層

226 管玉

229 管玉

230 管玉

231 管玉

236 管玉

237 管玉

238 管玉

239 管玉

240 管玉

241 管玉

242 管玉

243 管玉

244 管玉

245 管玉

246 管玉

247 管玉

248 管玉

249 管玉

250 管玉

251 管玉

252 管玉

253 管玉

256 管玉

257 管玉

259 管玉

260 管玉

269 管玉

270 管玉

271 管玉

272 管玉

273 管玉

274 管玉

275 管玉

276 管玉

277 管玉

278 管玉

296 管玉

306 管玉

307 管玉

308 管玉

309 管玉

310 管玉

311 管玉 1．07 0．43 0．27 0．26 0．21 淡緑灰 白 グリーンタフ 完形

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面？

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

両面

？

両面

両面

両面

両面

両面

両面 SK32上面

番号 種 別 長 径 最大幅 厚 さ 孔 径 重 量 色 調 材 質 残 存 度 穿 孔 出土か所

硬玉（翡翠） 完形 両面 SK03232 勾玉

264 勾玉

1．81 0．76 0．58 0．20 1．14 淡緑白

2．31 1．55 0．75 0．35 3．56 明青緑 硬玉（翡翠）？ 完形 両面 SK23

番号 種 別 器 種 長 さ 最大幅 厚 さ 重 量 材 質 残 存 度 出土か所 備　 考

233 石 製 品 石 鏃 2．35 1．90 0．40 1．9 サヌカイト 先端欠損 SK03

261 石 製 品 石 鏃 1．80 1．65 0．38 0．8 サヌカイト 完 形 SK11

266 石 製 品 石 鏃 1．40 1．40 0．32 0．8 サヌカイト 一部欠損 SK24

267 石 製 品 石 鏃 2．27 1．86 0．29 0．9 サヌカイト 逆刺欠損 SK26

279 石 製 品 磨製石剣 ＊15．06 3．64 0．97 59．8 層 界 岩 柄部欠損 SK32 柄部に装着痕

280 石 製 品 磨製石剣 15．43 3．17 0．85 65．7 緑 泥 片 岩 完 形 SK34

282 石 製 品 石 鏃 2．86 1．34 0．32 1．5 サヌカイト 完 形 SK35

284 石 製 品 磨製石鏃 ＊9．25 2．87 0．47 17．0 層 界 岩 茎部欠損 SK37

285 石 製 品 石 鏃 2．08 1．52 0．33 1．2 サヌカイト 完 形 SK38

288 石 製 品 石 鏃 ＊1．80 1．15 0．25 0．6 サヌカイト 基部側1／2欠損 SK45
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第5章 古墳時代

該期に属する竪穴住居跡17棟と土坑2基を検出した。これらの遺構に伴って遺物が出土したほか、包

含層中から須恵器・土師器・土製品・石製品などが出土している。

第1節 竪 穴 住 居 址

調査区内からは17棟の竪穴住居が検出された。いずれも重複が著しく（特に調査区中央部）、また部分的

に撹乱などによって削られており、一棟全体の規模や構造を完全に把握できるものは限られる。

SI01（図112）

調査区の南西角にSI02と重複して検出された。1辺約3.60mを測る方形住居と思われるが、大半が調査

区外であり全容は不明であ

る。住居の主軸はN-6°-Eで、

壁直下には幅10cm 、深さ

10cm程度のV字形の壁溝が

巡る。床面の北東隅に直径

24cm、深さ10cmのピット（P-

1)が検出されたが、対する

北西隅部には確認できない

ことから住居の主柱穴と断

定することはできない。床

面は約6cmの厚さの貼床で

ある。覆土は暗灰色砂質土

で、貼床は暗黄褐色土であ

る。
図112　SI01,02平断面

出土遺物（図113-312～319）

図示した遺物は調査段階で各所属遺構の明確な判断ができていなかったため、SI01かSI02かの区別がつ

けられない。312は須恵器の高杯の蓋で、つまみは欠失している。天井部の1/2が回転ヘラ削り調整され、

口縁部との境の稜は鋭い。口縁端部は段をなす。313は須恵器の杯蓋で、天井部は全面回転ヘラ削り調整

が施され、口縁部との境の稜は鋭い。314は須恵器の杯身で、立ち上がりは僅かに内傾し、端部は内側に

斜行する。受部はほぼ水平で、端部は丸い。底部の1／2は回転ヘラ削り調整が施されている。315は須恵

器の高杯の脚部で、三角形の三方スカシが穿たれており端面は丸みをもつ。316は須恵器の＊の口縁部で、

頚部の境に一条の凹線状の溝を巡らせている。317・318は臼玉で、周縁は直線的で円筒形で、318は側面

に稜を有している。319は作業台に使われたと思われるもので、2次焼成を受けている。石質は砂岩であ

る。

出土した須恵器は、TK-23～47型式併行期と考える。
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312 313

315

314

316
317 318

319

図113   SI01,02出土遺物

SI02（図112）

調査当初はSI01の覆土と同色であり、切り合い関係の判断がつかず、SI01が新しいものとして検出した

が、住居の南半が入り込んでいる調査区の南壁の土層確認において逆であることが判明した。

検出面から床面までは僅かに5cm程度で、床面はSI01を深く切り込んではいない。規模は不明である

が、方形を呈する住居であろう。主軸はN-34°-Eである。

S103（図114）

  SI01の北約3mに位置する。規模は東西5.04m、南北4.2mを測り、長方形状を呈する。主軸はN-5°-Eで、

 検出面から床面までの深さは10cmほどである。壁直下には幅30～66cm、床面からの深さ6cm前後で底面

 がフラットな壁溝か巡っている。P-2、P-4、P-6、P-9は深さ10cm前後を測り、P-2・P-4間とP-6・P-9間は

 1.8m、P-2・P-9間とP-4・P-6間は2.1mで、配置から見て主柱穴と考えられる。P-8は径30cmで深さ15cmを
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測り、貯蔵穴の可能性が

ある。

住居内覆土は4層に分

層できる。

第1層 暗褐灰色砂質土

第2層　暗灰褐色砂質土

第3層 暗灰色砂質土（黄

褐色砂質土ブロックを含

む。）

第4層　黄褐色砂質土

北壁中央部直下の床面

に東西1.2mの範囲で焼土

が確認された。位置から

見てカマドが存在してい

たと考えられるが、上部

構造物は検出されず構造

等の詳細は不明である。

図114　SI03平断面

出土遺物（図115）

320は土師器の坏で、平底に近い底部から丸みをもって立ち上がり、口縁部が内湾する。器表面が荒れ

ており調整等は不明である。321・322は土師器の高坏片で、同一個体の可能性がある。坏部は屈曲して

立ち上がり外反する口縁にいたる。脚部との接合は粘土塊の充填により行われている。口縁部外面には

ヨコナデが、内面には一部にミガキが認められる。

320
321 322

図115　SI03出土遺物

SI04（図116）

調査区中央のSI15東壁確認面上位に位置し、包含層除去作業中にカマド燃焼部のみ検出され、住居プ

ランは不明である。

カマドは平面馬蹄形を呈し、裾部は暗褐色土で構築されている。カマド幅は66cmを測り、天井部を含

めた高さは24cm程度である。天井部中央には土師器の甕1個体（図117-323）が遺棄されていた。
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カマド断面土層は5層に分層できる。

第1層 黒褐色土層（焼土粒を多量に含む。天井部）

第2層 暗褐色土層（袖部）

第3層 淡褐色土層

第4層 灰褐色砂質土層

第5層　灰黄褐色土層（焚口に流入した土）

出土遺物（図117）

土師器の甕で、口縁部は「く」字状に屈曲し、ゆるく

内湾しながら立ち上がる。外面にはナデ調整が行われ、

体部内面には指頭圧調整がみられる。

SI05（図118）

SI03の北東約3mに位置し、住居南壁をSI09に、西壁を 図116　SI04カマド平断面

撹乱によ り切ら れた状態で検出 され

た。 規模 は東西4.8m、南北4.5mを測

り平面形は方形を呈する。主軸はN-

6°-Eで、検出面から床面までの深さ

は6cmであ る。 壁 直下には幅42～

96cm 、床面からの深さ18cm程度の底

面がフラットな壁溝か巡っている。P-

1～4 が主柱穴で直径30cm前後の円形 323

で深さは10～15cm程度である。P-1・

P-2間が1.92m、P-2・P-3間が2.52m、P-

3・P-4間が1.80m、P-4・P-1間が1.80m 図117　SI04出土遺物

を測る。P-3・P4間の中間に長径64cm、深さ15cm程度の楕円形をした土坑が検出されており、貯蔵穴と

思われる。

当住居はカマドが確認されていない点を除いて、内部構造などはSI03と極めて類似点が多いことが指

摘できる。

住居内覆土は2層に分層できる。

第1層 黒褐色砂混り土層（黄灰色砂を含む。）

第2層 褐色砂混り土層（壁溝の覆土）

出土遺物（図120）

324は須恵器の杯蓋で、天井部と口縁部の境に一条の凹線状の溝が巡り、かろうじて稜の名残りがみら

れる。口縁端部には凹線状の溝が入る。325～327は土師器の甕で、いずれも口縁部が「く」字状に屈曲

しているが、325はやや内湾して立ち上がり、326は口縁端部に面をもち、内面のヨコナデにより僅かに

段が認められる。327は直線的に立ち上がっている。325と326の体部外面にはハケ目調整が施されている。
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図118  SI05，09平断面

いずれも口縁部内外はヨコナデが行われ、体部内面には指頭圧調整が施されている。328～330は土師器

の高坏で、坏底部にはいずれも段をもち屈曲して立ち上がっている。立ち上がりの角度は様々で、328は

最もきつく、330は丸みを帯びて立ち上がり、口縁端部が外反する。脚部との接合技法は、328では脚部

最上面に粘土突起をもつものを坏部に差し込んで接合した可能性があり、329では坏底部内面から粘土塊

を充填している。調整はいずれも丁寧なヨコナデである。331・332は土師器の壺で331は、大きく外反す

る口縁部片で内外面ともに縦方向の細いヘラミガキが施されている。332は底部で、外面にはタタキが認

められ体部には縦方向のハケ目が一部にみられる。内面は横方向のハケ目調整が施されている。333～

335は製塩土器で、体部はほぼ直線的に立ち上がるコップ形を呈すると考えられる。器壁は2mm程度で極

めて薄く、外面には横方向の平行タタキが施され、334 の内面にも平行 タタキが一部に認められる。

『多々羅製塩遺跡』（1994）における柴田分類のⅣ類に相当するものと考えられる。

324の坏蓋はTK-10～43型式併行期と考える。

SI09（図118,119）

SI05の南壁を切り込んだ状態で検出された。住居の大半は撹乱により削りとられているがカマド部は
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良好に残存している。規模は北壁で東西4.4mを測るが、南北規模は撹乱のため不明である。平面形態は

隅部が僅かに丸みをもった方形である。主軸はSI05とほぼ等しい。

北壁中央部直下のやや西の位置から幅30cmの壁溝と思われる掘り込みが検出されているが、恐らく後

述するSI08・12 でみられる壁溝と同様のものであろう。僅かに残存している床面には、主柱穴と考えら

れる直径25cmのP-1・P-2があり、深さはP-1が45cm、P-2が7.8cmを測り、柱間は2.2mである。住居内覆土

は黒褐色砂混り土の一層である。

北壁中央より約60m西にカマドの燃焼部が残存している。幅は約75cm、片方の裾部は27cm、天井まで

の残存高は21cmを測る。天井部中央には土師器壺（図121－336）が倒立した状態で遺棄されていた。また、

324

325

326

327

328 329

330

331 332

333

334 335

図120　 SI05出土遺物
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煙道部には砂岩の礫が置かれていた。

カマド断面土層は6層に分層できる。

第1層 黄褐色砂質土層

第2層 褐色土層（焼土を多量に含む。天井部）

第3層 暗褐色土層

第4層 黄白色砂質土

第5層 褐色土層（袖部）

第6層 褐色土と黄白色砂質土の互層

出土遺物（図121-336～340 ）

いずれもカマドから出土したもので、336は土師器の壺で、

体部は球形を呈するがややひしゃげた感じで、口縁部は外

傾しながら直線的に立ち上がる。337は土師器の甕で、口縁

部は「く」字状に屈曲し直線的にのびる。口縁端部は内傾

図119　SI09カマド平断面 する面をもち、僅かに肥厚する。体部外面はハケ目調整、

口縁部はヨコナデが施されている。338は土師器の高坏で、坏底部には段をもち屈曲して立ち上がり口縁

端部は外反する。内外面は丁寧なヨコナデ調整が施されている。339・340は土師器の甑で、ともに外傾

しながら立ち上がり、口縁端部は面をもつ。内外面ともにハケ目調整が施されているが、340の内面のハ

336
339

337

34 0

338

図121　SI09出土遺物
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ヶ目は細かい。

図122　SI06平断面

SI06（図122）

調査区内で最も北に位置する。壁の一部が撹乱を受けているが、全体の様相がつかめる住居である。

規模は長軸4.7m、短軸4.4mを測り、検出面から床面まで

の深さは12cmで、約6cmの厚さで貼床が行われている。

主軸はN-40゜-Wである。この住居には壁溝やカマドは存在

していない。P-1からP-4が主柱穴で、直径30cm前後で深

さは4～9cmである。P-1・P-2間は約2 .0m、P-2・P-3間は

22m、P-3・P-4間は2.0m、P-4・P-1間は2.6mを測る。

P-5は直径42cm、深さ10cm程度で貯蔵穴と考えられる。

住居内覆土は暗褐色砂質土一層で、暗黄褐色砂質土で

貼床が行われている。

出土遺 物（図123）

土 師器の壺で、住居の床面 に遺棄 されていた。体部 は

球形 を呈 し、口縁部はほぼ直立す る。体部下半にはハ ケ

341

図123　SI06出土遺物
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目調整が施されている。

図124　SI07平断面

SI07（図124）

調査区内の最も東に位置する。住居の北半は撹乱を受けており、残存していない。規模は東西3.64mで、

方形を呈する。主軸はN-17°-Wである。検出面から床面までの深さは12cmで、壁溝や柱穴は残存部から

は検出されていない。

住居内覆土は6層に分層できる。

第1層 茶褐色砂質土

第2層 暗褐色砂質土

第3層 暗茶褐色砂質土

第4層 灰茶褐色砂質土

第5層 黄褐色砂質土

第6層 暗黄褐色砂質土

出土遺物（図125）

342と343 は住居の床面から出土しており、344は覆土からの出土である。いずれも須恵器の杯身で、
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342の立ち上がりは内傾し、端部は内側に斜行する面をもつ。底部全体に回転ヘラ削りが行われている。 

343の立ち上がりは内傾し、端部は丸い。底部全体に回転ヘラ削りが行われている。344の立ち上がりは

短く内傾し、端部は鋭い。底部の約1/2に回転ヘラ削りが行われている。

342と343はTK-47型式併行期、344はTK-43型式併行期と考える。

342 343
344

図125　SI07出土遺物

SI08（図126,127）

SI16を切り込んで作られている。東壁および南壁が撹乱を受けているが、全体の様相は把握できる。

図126　SI08・16平断面
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規模は東西5.4～5.9m、南北5.4mを測り、隅部が僅かに丸みをもつ方形を呈する。主軸はN-20°-Eで、検出

面から床面までの深さは25cmである。床面は約9cmの厚さで貼床が行われている。住居北東部隅の北壁

直下から東壁・南壁・西壁にかけて壁溝が存在する。この壁溝は、東壁直下では幅30～54cmで、南壁直

下では幅1.1mの幅広になる。床面からの深さは12～18cmである。P-1から4が主柱穴で、P-1が直径48cm、

P-2が直径36cm、P-3と4が直径24cm、深さは15～31cmを測る。各柱間はP-1・P-2間が約2.58m、P-2・P-3

間が2.70m、P-3・P-4間が2.64m、P-4・P-1間が2.52mである。P-5は長軸60cm、深さ8-6cmを測る楕円形の土

坑で、貯蔵穴と考えられる。

住居内覆土は5 層 に分層できる。

第1層　　暗褐灰色砂質土

第2層　　暗褐色砂質土（黄褐色砂質土ブロックが少量混じる。）

第3層　　暗褐灰色砂質土（黄褐色砂質土ブロックが多量に混じる。貼床）

第4層　　暗灰色砂質土

第5 層 暗黄褐色砂質土

北壁中央部 よりやや西にカマドが検出 された。馬蹄形 を呈しているが、残存状況 は良好 とは言えない。

幅は93cm、残存高24cmで暗褐色土で袖を構築している。天井部中央には土師器の甕一個体（図128-354）が

遺棄されてい た。

カマド断面土層は9層に分層できる。

第1層 赤茶褐色土層（焼土、粘土ブロック、炭化物を多量に含

む。）

第2層 暗褐色土層（袖部）

第3層　 赤茶褐色土層（暁土ブロック。崩落したカマド壁材）

第4層 赤褐色土層

第5層 暗茶褐色土層

第6層 茶褐色土層（焼土粒を多量に含む。）

第7層 暗茶褐色土層

第8層 暗赤褐色土層（焼土、粘土ブロックを少量に含む。）

第9層 茶褐色土層
図127　SI08カマド平断面

出土遺物（図128,129）

346から349・354は土師器の甕で、346は貼床を除去した段階で出土しており、354はカマドからの出土

である。他の3点は覆土からの出土である。いずれも口縁部は「く」字状に屈曲する。346はほぼ直線的

に外傾して立ち上がり、端部は面をもち浅い凹線状の溝がみられる。347の口縁端部は僅かに肥厚し面を

もつ。348はやや内湾気味に立ち上がり、端部は丸くおさめる。349も348とほぼ同じであり、同一個体の

可能性がある。354は丸底から立ち上がり胴中位よりやや上に最大径をもつ球形を呈する。体部外面は縦

方向のハケ目調整が施されており、内部の下半は縦方向のハケ目調整で上半は指頭圧調整が行われてい

る。350から353は土師器の高坏で、350と353は壁溝からの出土で、351と352は貼床を除去した面から出

土している。坏部はともに段をもち屈曲して丸みをもって立ち上がり、口縁端部は外反する。内外面と
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346
347

348 349

350 351

352 353

355

356

357

358

359

354

図128　SI08出土遺物（1）
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もにヨコナデが施されている。353・354の脚部は直線的に開き、裾部は内湾する。脚柱部内面はともに

横方向のヘラ削りが行われている。坏部との接合面は、353では坏部内底面からの充填技法で、354は脚柱

部最上面に粘土の突起を作り、坏部に差し込む技法となっている。355は須恵器の高坏の蓋で、356か

ら358は坏蓋である。357・358はカマドから出土しており、他は覆土からの出土である。355はつまみが

欠失している。天井部の1/2が回転ヘラ削り調整され、口縁部との境の稜は形骸化しており凹線状の溝が

入る。端部にも凹線の溝が入る。356は口縁部との境の稜は鋭く、口縁端部には凹線状の溝が入る。357

と358は口縁部と天井部の境が明瞭でなく、一条の凹線状の溝を巡らせて表現している。どちらも口縁端

部は丸くおさめている。357は天井部の1/2に回転ヘラ削りが行われ、358は天井部全体に回転ヘラ削りが

行われている。359は高坏の脚部で、長方形のスカシ（おそらく三方スカシであろう）が施されており、端

部は明瞭な稜をもたない。360は須恵器の甕で、頚部から大きく外傾する口縁部は突帯により三段に分割

され、その中に波状文を施している。口縁端部は外面に面をもち、丸く仕上げている。調整や施文は丁

寧に行われている。361は須恵器の脚台脚部で、「ハ」字に開く脚部外面は二条を一単位とした沈線によ

り三段に分割され、下二段の分割面には波状文を施され、三段ともに三角スカシが入れられている。362

は砥石で、各面ともに良く使い込まれているが、刃先を砥石に直角に当てることによってできると思わ

れる線状痕が数条ついている面もある。石質は石英粗面岩である。363は円筒形の土錘で、丸棒に粘土を

巻きつけて手でこねながら形作っている。

360

361

362

363

図129　SI08出土遺物（2）
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355、356、359、360はMT-15型式併行期、357と358はTK-43～209型式併行期、361はTK-23～47型式併行

期と考える。

SI16（図126）

大半をSI08に切られ、住居の北側しか残存していない。規模は北壁で4.2mを測り、壁面が僅かに湾曲

をもつ方形に近いプランの住居と推定できる。主軸はほぼ磁北で、検出面から床面までは10cmを測る。

北東部の床面に直径24cm、深さ20cmのピットが検出されているが、主柱穴かどうか断定できない。また、�

北壁中央には長軸84cmで、深さ30cmの不整円形の土坑が検出されているが、貯蔵穴と思われる。その他、

壁溝やカマドはみられない。住居内覆土は暗褐色砂質土の一層である。

出土遺物（図130）

364と365は須恵器の杯身で、364の立ち上がりは高く端部には深い凹線状の溝が入る。365の立ち上が

りは低く、受部は短くほぼ水平に開き、ともに端部は鋭く仕上げている。366は土師器の甑で、外傾しな

がら直線的に立ち上がる。口縁端部は丸く仕上げているが、内面にやや強めのヨコナデがみられる。外

面は縦方向の粗いハケ目が施された後、口縁部だけヨコナデ調整が行われている。

364はTK－209型式併行期、365はTK－209型式併行期と考える。

364

365

366

図130　SI16 出土遺物

SI10（図132,133）

調査区中央部に集中する住居群の一つで、南北方向の溝状撹乱によって大きく削り取られている。撹

乱の西に重複して検出された4棟の住居では最も新しく作られたものである。規模は北壁の東コーナー

がちょうど撹乱部で回りかけている状況で判断すると、一辺が4.90m程度の方形プランの住居と思われる。

主軸N-49°-Wで、検出面から床面までは30cmを測る。撹乱際に検出されたP-1は主柱穴のうちの1本と

みられ、直径40cmで深さ35cmを測る。

住居内覆土は3層に分層できる。

第1層 黒褐色砂質土

第2層 暗灰褐色砂質土

第3層 黄褐色砂質土

北部中央よりやや東に南北51cm、東西78cmの範囲で焼土の広がりがみられ、カマドが存在している。

カマド自体の遺存は極めて悪く、辛うじて左袖の一部が確認できる程度である。

カマド断面土層図は5層に分層できる。

第1層　暗茶褐色土層（焼土を多量に含む。天井部の一部か？）
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図131 SI10,11,12,13,14,15,17平断面
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図133　SI10カマド平断面

第2層 茶褐色土層（焼土を少量含む。

天井部崩落土）

第3層 暗茶褐色土層（裾部）

第4層 茶褐色土層

第5層 黄褐色砂質土層

出土遺物（図134）

367は土師器の甕で、「く」字状に屈曲

し口縁端部は面をもち僅かに肥厚する。

図132　SI10平断面 口縁部は内外面ともヨコナデ調整で体  

部外面には横方向のハケ目が施される。368は須恵器の𤭯で、体部上半はやや扁平で外面には二条の横走

沈線による区画内に刺突列点が施されている。369、371、373は須恵器の杯蓋で、369は天井部と口縁部の

境の稜は退化しており、凹線状の溝が巡る。口縁端部にも凹線状の溝が巡る。天井部は全面回転ヘラ削

りが行われている。371から373はいずれも天井部と口縁部との境が明瞭でないが、371は僅かに浅い凹線

状の溝を巡らせている。天井部は2/3程度回転ヘラ削りが行われている。370は杯身で立ち上がりは内傾

し、端部は鋭く仕上げている。底部の2/3は雑な回転ヘラ削りが行われている。

369はTK-47型式併行期、370～373はTK-43～209型式併行期と考える。

SI11（図135）

SI12の南壁を切り込んで作られているが、全体の1/3程度の様相しかわからない。規模は西壁で4.26mを

測り、方形プランの住居と思われる。主軸はN-7°-Eで、検出面から床面までの深さは24cmを測る。床面

北西部に直径20cm、深さ5cmの小ピットが検出されたが。主柱穴とは判断できない。その他、カマドや

壁溝などは検出されなかった。

住居内覆土は3層に分層できる。
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367

368

369

371

370

372

373

図134　SI10 出土遺物

第1層 暗灰褐色砂質土

第2層 灰褐色砂質土

第3層 黄褐色砂質土

出土遺物（図136 ）

須恵器の杯蓋で、口縁部は短く端部は鋭

く仕上げている。天井部の1/2は回転ヘラ削

りが行われている。TK-209型式併行期と考え

る。

370

図136　SI11 出土遺物

SI12（図137，138）

SI11・12により南側、東壁および西壁

の一部を撹乱により削り取られている。規

模はカマドが北壁のほぼ中央にあると仮定図135　SI11平断面
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して、東西6.6m前後で、

南北5.4m程度の長方形プ

ランの住居 と思われる。

しかし、南西隅部のライ

ンから想定して北壁と南

壁は平行しておらず、台

形状を呈する可能性があ

る。主軸はN-13°-Wで、

検出面から床面までの深

さは20cm を測る。カマド

の東70cmの北壁直下に、

幅60cmで床面からの深さ

14cm前後を測る壁溝が検

出された。主柱穴はP-1

から3まで3本検出され、

P-1は長径60cmの楕円形

を呈し、深さ51cmを測る。 

P-2は長径50cmで、深さ

70cmを測るが、ピット状

の掘り込みが重複してお
図137　SI12平断面

り建て替えが行われた可
能性がある。P-3は長径40cmで、深さ66cmを測る。P-1・P-2間は2.0m、P-2・P-3間は2.2mを測る。

住居内覆土は4層に分層できる。

第1層 暗灰色砂質土

第2層 暗灰褐色砂質土

第3層 暗灰黄色砂質土

第4層　黄褐色砂質土（暗褐色砂質土のブロックを多量

に含む。貼床の一部か？）

北壁に接して検出されたカマドは、比較的良好な遺存

状況である。カマド中央の東西幅は84cm、袖の長さは

96cmを測り、残存高は12cmである。両袖はほぼ直線的

に作られている点において、他のカマドと相違がみられ 

る。袖の上には土師器の高坏（図139-375）が倒位で遺棄さ

れていた。

図138　SI12カマド平断面
カマド断面土層は5層に分層できる。

第1層 茶褐色土層（焼土を多量に含む。天井の一部）
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第2層 黒褐色土層（袖部）

第3層 暗茶褐色土層（天井部の崩落土）

第4層 暗荼褐色砂質土層（焼土を少量に含む。）

第5層 黄褐色砂質土層

出土遺物（図139）

375と376は土師器の甕で、ともに頚部から「く」字状に屈曲し口縁にいたる。375の口縁端部は丸みを

もって仕上げており、体部外面にはハケ目が施され、内面には指頭圧痕と指ナデがみられる。376は口縁

375 376

377
378 379

380

381

382

383

384

385 386

図139　SI12出土遺物
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端部に面をもち僅かに肥厚する。377は土師器の壺で、頚部の屈曲は弱く口縁部はやや内湾して立ち上が

り、端部は丸く仕上げている。体部外面には横方向のハケ目が施され、内面は指頭圧調整が行われてい

る。378と379は土師器の高坏で、ともにカマドからの出土で、坏部は段をもち屈曲して立ち上がる。脚

部は「ハ」字状に開き、裾部はほぼ水平に開く。脚柱内面は横方向のヘラ削りが行われている。坏部の

内外面ナデ調整は丁寧である。380は土師器の坏で、僅かに湾曲した底部から丸みが強く立ち上がり、口

縁端部は丸く仕上げている。内外面ともに丁寧なナデ調整が行われており、外面は赤色塗彩されていた

可能性がある。381は土師器の甑把手部である。382と383は須恵器の杯蓋で、382は扁平な天井部と口縁

部の境の稜が僅かに突出し、口縁端部は面をもつ。天井部はほぼ全面カキ目調整が施され、口縁部中位

には浅く一条の凹線状の溝か巡る。383は扁平な天井部と口

縁部の境の稜が、一条の凹線状の溝により作り出されている。

口縁端部内面にも凹線状の溝か巡る。天井部約1/2に回転ヘラ

削りが行われている。384は須恵器の甕口縁部で、頚部から

　外傾しながら立ち上がり、端部は面をもち直立する。外面に

はカキ目調整がみられる。385は須恵器の杯身で、立ち上が

りはやや内傾し、受部の端部ともども丸みを帯びる。底部は

回転ヘラ削りが行われ、受部外面は強いナデが施されている。 

386は土錘で、丸棒に粘土を巻きつけ成形している。

382はMT-15型式併行期、383から385はTK-10～43型式併行

期と考える。

S113(図140）

住居の南西隅だけ残存している。検出面から床面までの深

さは12cmである。僅かに隅部が丸みをもっか方形住

居と思われるが、規模や主軸、その他の住居内施設に

ついては不明である。

住居内覆土は3層に分層できる。

第1層 灰褐色砂質土

第2層 暗灰褐色砂質土

第3層 黄褐色砂質土

出土遺物（図141）

387は土師器の高坏片で、坏部に段をもつ。388は須

恵器の杯蓋で、天井部と口縁部の境は僅かに屈曲がみ

られる。天井部は全面に回転ヘラ削りが行われている。 

389は須恵器の杯身で、立ち上がりは僅かに丸みをも 

って内傾する。底部外面には自然釉がかぶる。

須恵器はTK-43～209型式併行期と考える。

図140　SI13平断面

387

388

389

図141　SI13出土遺物
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SI14（図142,143）

図142　SI14平断面

第1層 茶褐色土層（黄白色砂粒が少量混じる。袖部）

第2層　赤褐色土層（焼土粒が多量に混じる。天井部）

第3層 暗褐色土層

出土遺物（図144）

390と391は須恵器の杯蓋で、僅かに湾曲した天井部と口縁部の境に浅

い凹線状の溝か巡る。口縁端部は鋭い。天井部は全面に粗雑な回転ヘラ

削りが行われている。焼成不良で還元されていない。391は天井部と口 図143　SI14カマド平断面

390 391

394

396

392 393

395

図144　SI14出土遺物
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SI17を切り込んで作られている

が、北壁および西壁は撹 乱によっ

て削 り取られている。規模は東壁で確

認でき、一辺4.2ｍの方形プラ

ンの住居であろう。主軸 はＮ-2°-Ｅ

で、検出面から床面 までの深さは

12cmを測る。柱穴については、重

複しているSI17との関係において

調査時に明瞭な把握が行えておら

ず、どちらの住居 に所属する もの

か判断で きない ので、図中に深さ

を呈するに止める。住居内覆土は

暗褐色土層 一層である。

カマドは焚口 の両袖部分のみ残

存している。両袖の幅は60cmで馬

蹄形を呈し、残存高は18cmである。

カマド断面土層 は3層に分層で

きる。



縁部の境が明瞭でなく、口縁端部は鋭い作りである。392と393は須恵器の杯身で、392の立ち上がりは内

傾しており、端部は丸みを帯びている。393の受部と口縁端部は鋭い。焼成が甘く、完全には還元してい

ない。394は手捏成形のミニチュア土製品で、粘土玉に先端の丸い棒状のものをさして凹ませただけで形

作っている。395は滑石製の臼玉である。396は粘土玉に細い棒を差し込んだもので、貫通はしていない。

須恵器はいずれもTK-10～43型式併行期と考える。

SI15（図145,146）

住居南半をSI17に西側を撹乱に

より削り取られている。規模は一

辺4.8m前後で、全住居のうち唯一

隅部の丸みの強い隅丸方形のプラ

ンを呈すると思われる。主軸はN-

20°-Eで,検出面から床面までの深

さは12cmを測り、厚さ10㎝程度の

貼床が行われている。壁溝や主柱

穴は検出されていない。住居内覆

土は暗黄褐色砂質土一層で、貼床

は暗褐色砂質土である。

カマドは北壁中央よりやや西側

に検出されたが、左袖部は撹乱に

より削り取られている。カマド幅

は推定80cm 程度で馬蹄形を呈し、

残存高は21cmである。構築方法に

特徴があり、カマド幅よりやや広

めに床面を掘り込み、そこに暗褐色の土を貼り込んでそのう

えに袖を構築している。天井中央部には、土師器甕の破片（図

147-397）が遺存している。

カマド断面土層は5層に分層できる。

第1層 暗褐色土層（焼土を多量に含む。天井崩落土）

第2層 暗褐色粘土質土層（袖部）

第3層 灰褐色砂質土

第4層 暗褐色土層（炭化物、土器片を含む。）

第5層 褐色砂質土層

出土遺物（図147）

397はカマドから出土しており、他は覆土からの出土である。 

397から399は土師器の甕で、いずれも頚部が「く」字状に屈
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図145SI15平断面

図146　SI15カマド平断面



折する。口縁部はやや内湾気味に立ち上がり、397 と398 は端部に面をもち、399 は丸く仕上げている。　　

　　　　397の体部外面はハケ目調整で、内面は指頭圧調整である。400と401は須恵器の杯身で、400は平坦な底

部をもち、受部は丸く口縁端部は鋭く仕上げている。平坦な底部のみ回転ヘラ削りが行われている。401

は底部全面に回転ヘラ削りが行われている。402は手捏成形のミニチュア土製品で、粘土玉に先端の丸い

棒状のものをさして凹ませただけで形作っている。403は滑石製、404は結晶片岩製の臼玉である。

須恵器はTK－43～209型式併行期と考える。

398

397
399

400 401

402

403 404

図147SI15出土遺物

SI17（図148）

SI14により南半を、撹乱により西半と中央部を削り取られており遺存状況は悪く、住居内覆土がSI14と

厳密な見分けがつかない状態であったので、撹乱の断面で切り合い等を確認した。規模は一辺5.7m程度

で、方形プランをもつ住居と推定される。住居内施設等については不明である。

出土遺物（図149）

405 406 409

40 7
408

410 411
412 413

図149　SI17出土遺物
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いずれも覆土からの出土である。405と406は須恵器の杯蓋で、405の天井部はほぼ全面回転ヘラ削りが

行われており、器形に歪みが生じている。406の天井部は丸みをもち、口縁端部も丸く仕上げている。天



井部の全面に回転ヘラ削りが行わ

れている。407は須恵器の杯身で、

立ち上がりの内傾度は弱く、端部

と受部は丸みを帯びている。焼成

が甘い。408は手捏成形のミニチ 

ュア土製品で、粘土玉に先端の丸

い棒状のものをさして凹ませただ

けで形作っている。409は円盤形

の石製模造品で、石質は結晶片岩

である。未製品と思われる。410

はガラス玉で、色は透明感のある

青である。411から413は円筒形の

臼玉で、滑石製と思われる。

須恵器はTK-43型式併行期と考

える。（中野）

第2節 そ の他 の遺 構

柱穴について（図150）

SI14・15・17の検出作業段階で、

各住居の覆土を切り込んで掘られ

ている柱穴を確認した。P-1～8の

各柱穴は、住居の主柱穴に比べて

大きな掘方をもっている点が最大

の特徴である。掘方は長軸で50～

図148　SI17平断面

80cmを測り、隅丸の長方形もしくは僅かに崩れた不整形を呈している。

深さは平均48cmで、土層の断面観察では柱自体の痕跡は残っておらず、

完掘すると底面に直径16～20cm の柱痕跡が確認できる。覆土はP-1～3

は褐色土と黄褐色土の互層で、特に確認面から10cm程度の深さまでは黄

褐色土の混入割合が高い。その他の柱穴は覆土に褐色土だけが使われてお

り、様相が違っている。いずれの柱穴も住居廃絶後に掘られたもので

あるが、覆土から明確に時期を示す土器の出土がないので時期特定がで

きず、また配置に規則性がみられず、現段階でどのような構造物の遺構

なのか判断できない。

図151 柱穴出土遺物

414
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出土遺物（図151）

R-2から出土した土錘で、SI08や12出土のもの

（363・387）と比較して表面および端部の整形が丁

寧である。（中野）

SK04（図152 ）

SK04は、調査区の南西隅、D-2グリッドに位

置している。SI03の南側にあって、SK17の北壁

を切っている。平面形は東西に長い不整形な五

角形で、東側はテラス状に浅い。東西径75cm 、

南北径56cm、最深部は検出面から20.5㎝を測る。

断面形はテラス状の部分を除いて鍋底状を呈し

ていて、坑底は平坦である。テラス状部分け中

心に向かって緩やかに傾斜している。

覆土は4層に分層することができる。

第1層 暗茶褐色土層（しまる。やや粘性をも

つ。炭化物を含む。）

第2層 茶褐色土層（炭化物を含む。）

第3層 黒褐色土層（炭化物を含む。黄色土ブ

ロックを含む。）

第4層 暗茶褐色土層（黄色土ブロックを含

む。）

遺物は、覆土中から滑石製の臼玉5点（図153-415～419）、

須恵器の小片2点、土師器の小片30 点余りが出土している。

いずれも4層より上層で出土していて、分布が遺構の東側

に片寄っている。遺物の出土状況と、土層の堆積状況か

ら、遺物は遺構の東側から流入した可能性が考えられる。

また、東側のテラス状に浅い部分は意図的なものではな

く埋積時に2次的に生じた可能性が考えられる。

臼玉の側面形状には2タイプがある。中央部がわずかに

膨らむもの（415～417）と、円筒形を呈するもの（418・419）で

ある。いずれも側面の研磨痕は明瞭で、中央部がふくら

むものは中央より上下に研 ぎ分けられている。研磨は、

418は主軸方向にほぼ平行に行われていて、その他はやや

斜め方向に行われている。端面の調整は、415・417・418

は両端面ともに丁寧に研磨されている。419は両端面が研

図150 柱穴平面

図152　SK04平断面
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磨されているが、片側は凹凸

が著しい。416は片面が一部欠

損しているが残存部は比較的

平坦な面をなし、もう一方の

面は中央に向かって内傾して   図153 SK04出土遺物

いて凹凸が著しい。全体的に416は粗雑な造りである。石材は、416・418は灰オリーブ色をした結晶片岩

であるが、415・417・419は不明である。

本遺構は覆土に炭化物が多量に混ざることや、臼玉が出土していることなどから判断して、祭祀に関

連しか遺構の可能性が考えられる。出土遺物から古噴時代の土坑であると考えられるが、詳細な時期に

ついては不明である。

SK52（図154）

SK52は、調査区の北西寄り、A4グリッドに位置していて、土器棺7 の西側を切って構築されている。

SI05の北側にある。平面は隅丸長方形で、長辺66cm、短辺42cm、最深部は検出面から8cmを測る。断面

は鍋底状を呈する。坑底は、北側は平坦であるが、南側は凹凸がある。

覆土は2層に分層することができる。

第1層 黒灰褐色土層

第2層 黒茶褐色土層

遺物は、須恵器が数点、遺構の中央からやや北側に まとまって出土

している。

出土した遺物の内、実測可能なもの4点を図示した（図156-420～423）。そ

の内訳は杯蓋が1点、杯身が3点である。

420は、口径13.1cm、器高5.3cmを計る蓋である。天井部と口縁部の境に

凹線状の窪みをもつ。口縁部はほぼ垂直に下がり、端部内面に明瞭な凹

421から423は、杯身である。

421・423は器高が高く、丸い

底部をもち、422はやや扁平な

底部をもつ。いずれも立ち上

がりは長くやや内傾している。

口縁端部は、421が内面に凹面

をもち、422は丸く仕上げられ

415 416 417 418 419

420 421

422 423

図155　SK52出土遺物
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図154　SK52平断面

面をもつ。端部外面には、内面の凹面形成に伴ってできたと思われる浅

い窪みがある。天井部は丸い。

回転ヘラ削りは、全体の2/3程

度で、幅は狭く丁寧に仕上げ

られている。



てい る。受 部は短 く外上方 にのび、端部 は尖 り気味 に丸い。423 は受部のつけ根に凹線状の窪みをもつ。

回転ヘラ削りは、421・423が底部の2/3程度で、422が底部のほぼ全体に施されている。いずれも丁寧に

仕上げられている。421・422は受部に重ね焼きの痕がみられる。

いずれも、MT-15に併行する時期に比定できる。したがって、本遺構の時期はお よそ6世紀前半から中

頃である と考えられる。また、遺物の出土状況とそ れらが破損品であることから、廃棄土坑である可能

性が考えられる。（伊藤）

第3節 遺構に伴わない遺物

須恵器（図156）

実測可能な遺物19点を図示した。器種別にみると、杯蓋が7点、杯身が7点、短頚壺の蓋と思われるも

のが1点、有蓋高杯の蓋が1点、甕が2点、𤭯が1点である。時期については6世紀初頭から7世紀初頭に

かけてのものであ る。

蓋

424から430 は杯蓋である。

424 は器高炉高 く天井部は丸い。稜は短いが明瞭である。口縁部はやや内湾しながらほぼ垂直に下がり、

口縁端部内面に内傾する段をもつ。回転ヘラ削りは天井部の2/3程度である。

425・426は器高がやや低いが丸みを帯びた天井部 をもつ。稜は形骸化して鈍く短い。口縁部はほぼ垂

直に下がる。口縁端部内面に内傾する段をもつ。回転ヘラ削りは、426が天井部のほぼ全体に施されてい

るが、幅は広く粗雑である。

427・428は天井が低く器形は扁平である。いずれも稜は形骸化していて、427はわずかにふくらむ程度

で、428は鈍い凹線状 の溝か一条巡るのみである。口縁部は、427 はほぼ垂直に下が り、端部は丸 く内面

にわずかな窪みをもつ。428 は内湾しながらやや開き、端部は丸い。 回転ヘ ラ削 りは、427 が天井部のほ

ぼ全体、428は天井部の2/3程度で、いずれも幅は広く粗雑である。

429・430は稜が消失している。429は天井部から口縁部にかけてゆるやかに弧を描き、口縁部は内湾し

ながらやや開く。430は天井部から口縁部にかけてゆるやかな弧を描き、口縁部は大きく「ハ」字状に開

く。いずれも口縁端部は丸い。 回転ヘラ削りは天井部のほぼ全体に施されているが、いずれも幅は広く

粗雑である。

431 は短頚壺の蓋と思われる。口径10.2cm、器高3.45cmを計る。天井部から口縁部にかけてゆるやかな

弧を描き、口縁部は内湾しながらやや開く。端部は内面 に内傾する面 をもつ。天井部外面 は、不整方向

の静止ヘラ削りが施されている。外面1/4ほどに重ね焼きの痕がある。

432は有蓋高坏の蓋で、天井部に直径3.4㎝を計るつまみをもつ。つまみは扁平で、中央が窪んでいる。

口径11.8cm、器高4.9cmを計り、天井部から口縁部にかけてゆるやかな弧を描き内湾しながらやや開く口

縁部をもつ。口縁端部は丸い。回転ヘラ削りは天井部の2/3程度である。

時期は、424がTK-47、425・426がMT-15、427・428がTK-10、429・430がTK-209、431・432がTK-43に

併行する時期に比定できる。
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424　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　426

427　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　429

430　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
432

433 434 435

436 437 438

439

440

441

442

図156 包含層出土遺物（2）
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杯身

433は長くほぼ垂直にのびる立ち上がりをもつ。口縁端部は内傾する段を有し、受部は短く水平にのび

る。回転ヘラ削りは底部の2/3程度である。

434・435はやや内傾する立ち上がりをもつ。435の口縁端部は尖り気味に丸い。受部はいずれも短く水

平にのびる。回転ヘラ削りは434が底部のほぼ全体、435は2/3程度施されているが、いずれも幅は広く粗

雑である。

436から439は短く内傾する立ち上がりをもつ。口縁端部は436が丸く、437から439は先すぼまりである。

受部は短く水平にのびる。回転ヘラ削りは436・437が底部の1/2程度、438は2/3程度施されている。

時期は、433がMT-15、434から436がTK-10、437から439がTK-43に併行する時期に比定できる。

甕

　　　　440・441は甕の口縁部である。440は緩やかに屈曲する頚部と、逆「ハ」字状に短く開いてやや外反す

る口縁部をもつ。口縁端部は丸く仕上げられていて外面下端部が肥大している。外面はタタキのち横ナ

デ、内面は横ナデが施されている。441は緩やかに屈曲する頚部と、逆「ハ」字状に短く開く口縁部をも

つ。口縁端部は上端と、外面に鈍く面取りがされている。体部内面は同心円の当て具痕があり、外面は

タタキのちハケである。口縁部は内外面ともに横ナデが施されている。

𤭯

442は𤭯の口縁部と思われる。口径9.0cmを計り、端部からやや下がった位置に、鋭い稜をもち、その

下には波状文が施されている。口縁端部は内傾する段を有する。形態的特徴から6世紀前半頃のものと

考えられる。

臼玉（図157）

443は扁平で、直径0.52cm、厚さ0.22cm、孔径0.19cmを計る。側面はやや膨らんでいて主軸方向にほぼ

平行する方向の研磨痕が認められる。端面の研磨は両面とも粗い。石

材は結晶片岩である。444は直径0.61cm、厚さ0.42cm、孔径0.26cmを計る。

断面形は算盤玉状で側面中央部に稜を有する。稜を境に上下に研ぎ分

けられていて、いずれも主軸方向に対しやや斜めに研磨されている。

端面は両面とも研磨され、片面は中央に向けてやや内傾している。石

材は滑石である。（伊藤）

443 444

図157 包含層出土遺物(3）

ミニチュア土器（図158 ）

446は器高4.25cm、最大限3.7cm、445は器高2.0cm、最大頚3.0cmを計る。いずれも粘土を丸めて指先で

刺突しただけの粗雑な作りのものであり、ところどころに指頭押圧痕が残る。（丹下）

紡錘車（図158）

447は滑石製の紡錘車で、調査区中央、SI17の覆土上面で出土している。一部を欠損しているが、直径

3.7cm、孔径0.65cm、残存部の厚さ0.8cm、残存部の重量15.1gを計る。製作当初から紡錘車を目的として作

られたものである。表面は部分的に、裏面は全面剥落していて厚さは不明である。穿孔方向は不明瞭で
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あるが片側からの穿孔であると思われる。側縁

の角は面取りされていて縦及び斜め方向の研磨

が施されている。時期は不明であるが、古墳時

代の可能性が考えられる。（伊藤）

土錘（図158）

414は管状土錘である。両端を欠損している

が、残存部は長さ7.8cm、幅28cm、重量55gを計

る。胎土は密であるが焼成は悪く軟質である。

側面形は細長い楕円形を呈し、比較的大型の部

類に属する。（丹下）

第4節 小結

445 446

447

448

図158 包含層出土遺物（4）

調査区からは17棟の竪穴住居が検出されているが、土器の出土状況から生活が営まれた年代を決定で

きる住居は約半分である。その内カマド天井部などに遺棄され、住居廃絶年代を推定できるものとして、

SI04・08・09・12・15などがある。また、床面直上から出土した土器を手がかりにできるものとして、 

SI03・05～07がある。一方これらの条件は満たしていないが、出土した土器に型式差がほとんどみられ

ないものとして、SI01、02があげられる。もっとも、この住居の場合は遺構説明で触れたとおり、どち

らの住居に所属するものか判断できない問題点があるだけに、資料的価値は上記に比べて劣るものでは

ある。その他の住居については、出土土器が少ない上に、 特に調査区中央部に重複する住居は床面のレ

ベル差があまり無く、覆土中の出土で個々の型式差の大きいものが含まれているなどの問題があり、確

かな年代比定の資料となりえない。

以上の状況をふまえて、出土須恵器からみた各住居の年代観について概観すると、最も古い年代を示

すものとしてSI01・02があげられ、おおよそ5世紀末から6世紀初頭の年代があたえられる。SI07は住居

床面から出土した須恵器がTK-47型式併行期であり、6世紀初頭の年代である。その他の住居については、

概ね6世紀後半から7世紀初頭の段階でおさえられる。

土師器については、SI05・08 ・12において甕や高坏がカマドや床面から出土しており、最も出土量の

多い甕について概観してみる。3棟の住居は須恵器の年代観から、幅を持たせれば6世紀後半～7世紀初

頭と考えられる。土師器甕において最も古相を示すものは頚部の屈曲の強いSI12の375である。この住居

の廃絶期を示すカマド出土の甕（376）は、375に比べて頚部の屈曲が弱く口縁端部がわずかに肥厚し、新し

い様相を示している。SI08では376に比べてさらに屈曲が弱まって立ち上がり気味となっており、349な

どはやや内湾傾向にある。この内湾傾向の甕がまとまっているのがSI05の床面出土土器である。327のよ

　　うにまだ直線的に上外方に立ち上がるものも併存するが、概ね以上のような口縁部形態の変遷をたどる

ものと理解する。一方、高坏においては甕のような属性変化による変遷推移を看取するに至らず、形態

の変化は緩やかに進行しかものであろう。
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住居構造や主軸方向から同時期に存在していたであろう往居を見てみると、SI03と05に主軸方向や帽

広の壁溝が巡っているなどの共通性があることがわかる。また、壁溝をもつ点ではSI08と12の北壁の一

部にもみられるが主軸方向に大きな違いがあり同時期とは考えられない。主軸方向だけでみるとSI08は

SI15とほぼ等しい。また、SI06とSI10もほぼ等しい。その住居については一部分の検出にとどまっている

ものが多く、無理に同時期性を考えることは避けたいと思う。

　　　限られた調査範囲ではあったが、道後地区においては初めて6世紀から7世紀初頭の時期の遺構を検出

できた意義は大きい。しかし、調査期間が極めて短く、短期間のうちに完掘しなくてはいけない現実の

中で、 たくさんの人員 を投 入して調査したことにより、すべての住居 に等し く情報 を得 ていないこ とが、
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本稿を書くにあたり大いに反省されたことである。（中野）
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（推定）

法量cm
番号 種 別 器種 形 態 的 特 徴 成形・調整

色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

312 須恵器 蓋
口径（13．0）

残存高　5．1

外面：天井部1／2に回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

N5／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。

天井～口縁

1／4

轆轤の回転

は時計回

り。

313 須恵器 杯蓋
口径（13．0）

残存高　3．1

口縁はやや屈曲し、端部は段をな

す。天井部と口縁の境の稜は鋭い

天井部は丸みを帯び、つまみは欠

損していて不明である。

天井部と口縁の境の稜は鋭く、天

井部は低く平らである。
5B5／1（青灰色）

N5／ （灰色）

2mm 以下の長石・

石英・雲母・黒い

粒状の塊を含む。

天井部

1／2

轆轤の回転

は反時計回

り。

314 須恵器 杯身
口径（12．8）

残存高　4．5

外面：天井部全面に回転ヘラ

削り調整

内面：回転ナデ調整

外面：底部1／2は回転ヘラ削り

のち回転ナデ調整
10Y6／1（灰色）

10Y6／1（灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒を含む。
天井～口縁

1／5

轆轤の回転

は反時計回

り。

315 須恵器 高杯
底径（8．0）

残存高　5．4

内面：回転ナデ調整

外面：回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整
5R5／1（青灰色）

5R5／1（青灰色）

1mm 大の長石・石

英粒を含む。
脚部

1／4

外面脚部に

自然釉

316 須恵器 ＊
口径　（9．0）

残存高　2．4

口縁部の立ち上がりは僅かに内傾

し、端部は内側に斜行する。受部

はほぼ水平で端部は丸い。

端部は丸みをもち、凹線状の溝か2

本巡る。三角形の透かしが三方向

に穿たれている。

口縁部と頚部の境に一条の凹線状

の溝が巡る。

外面：回転ナデ調整

内面：不明

5PB3 ／1

（ 暗青 灰 色 ）

5PB6 ／ （灰 色 ）

1mm 大の長石・石

英粒を含む。
　　口縁部

1／7

内面に自然

釉

324 須恵器 杯蓋
口径 （16．0）

残存高　4．1

外面：残存部は回転ナデ調整

内面：残存部は回転ナデ調整

2mm 以下の長石・
N6／ （灰色）

石英・黒い粒状の
N6／ （灰色）

塊を含む。

口縁部

1／10

342 須恵器 杯蓋
口径 （11．5）

器高　　5．5

口縁部はやや外傾し、端部内面に

凹線状の溝か入る。天井部と口縁

部の境に浅い凹線状のくぼみが巡る

口縁部はやや内傾し、端部は内側

に斜行する面をもつ。内面の立ち

外面：底部全体に回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

5B4 ／1

（暗 青 灰 色 ）

5B5 ／1 （青 灰 色 ）

最大3mm の石英・

長石粒・黒い粒状

の塊を含む。
口縁～底部

1／2

轆轤の回転

は反時計回

り。

343 須恵器 杯蓋
口径　　10．2

器高　　5．2

上がりの基部には1本の細い溝が巡

る。受部は短く水平にのび、端部

は丸い。

口縁部は内傾し、端部は丸い。受

部は短くやや上外方にのび、端部

は丸い。天井部は丸みをもつ。

外面：底部全体に回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：天井部に指頭圧痕、他

は回転ナデ調整

2．5GY5／1

（オリーブ灰色）

5PB4／1

（暗青灰色）

最大3mm の石英・

長石粒・黒い粒状

の塊を含む
ほぼ完形

轆轤の回転

は反時計回

り。

344 須恵器 杯蓋
口径 （13．5）

残存高　　3．8

外面：底部約1／2に回転ヘラ削 5B6 ／1 （青 灰 色）

5PB7 ／1

（明 青 灰 色）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。

口縁部

1／4

外面に自然

釉

355 須恵器 杯蓋
口径 （13．0）

残存高　 4．8

N5／ （灰色）

5PB6／1（青灰色）

最大3mm の石英・

長石粒・黒い粒状

の塊を含む

天井～口縁

1／3

轆轤の回転

は時計回

り。

356 須恵器 杯葺
口径 （13．0）

残存高　3．3

立ち上がりは短く内傾し、端部は

鋭い。受部は水平にのび、端部は

丸みをもつ。

口縁部との境の稜は形骸化してお

り、凹線状の溝か入る、端部にも

凹線状の溝か入る。

口縁部との境の稜は鋭く、口縁端

部には凹線状の溝が入る。

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部2／3は回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：残存部回転ナデ調整、

内面：残存部回転ナデ調整
N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む

口縁部

1／10

357 須恵器 杯蓋
口径 （15．5）

残存高　 3．7

N3 ／ （暗 灰 色）

5P4 ／1

（ 暗 紫灰 色 ）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。

口縁部

1／10

358 須恵器 杯蓋
口径 （14．0）

残存高　 3．5

口縁部と天井部の境が明瞭ではな

く、一条の凹線状の溝を巡らせて

いる。口縁端部は丸い。

口縁部と天井部の境が明瞭ではな

く、一条の凹線状の溝を巡らせて

いる。口縁端部は丸い。

外面：天井部1／2に回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部全体に回転ヘラ

削り調整
10Y6 ／1 （灰 色 ）

2．5GY5 ／1

（ オ リ ー ブ灰 色 ）

最大4mm 大の長

石・石英粒を含

む。

口縁部

1／4

轆轤回転は

時計回り。

359 須恵器 高杯
底径 （10．0）

残存高　 5．1

長方形の透かしが施され、端部は

明確な稜を持たない。

外面：残存部は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整
10Y5／1（灰色）

10Y5／1（灰色）

最大2mm 大の石

英・長石粒・黒い

粒状の塊を含む。

脚部

1／10

360 須恵器 壺
口径 （19．0）

残存高　7．4

頚部から大きく外傾する口縁部は

突帯により三段に分割され、その

中に波状文を施している。口縁端

部は外面に面を持ち、丸く仕上げ

ている。

外面：回転ナデ調整

内面：ハケ状工具によるナデ
10YR5／1

（褐灰色）

10YR4／1

（褐灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒を含む。

口縁部

内面に灰か

ぶり

361 須恵器 器台 残存高　9．0

「ハ」字状に開く脚部外面は二条

を一単位とした沈線により三段に

分割され下二段の分割面には波状

文を施され、三段ともに三角透か

外面：不明

内面：回転ナデ調整
N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒を含む。

脚部

外面に自然

釉

364 須恵器 杯身
口径 （15．0）

残存高　3．0

しが入れられている。

口縁部の立ち上がりは高く、端部

は肥厚し深い凹線状の溝か入る。

受部は外方にのび端部は鋭い。

5B5／1（青灰色）

5B5／1（青灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。
口縁部

365 須恵器 杯身
口径 （11．0）

残存高　2．9

立ち上がりは短く内傾し、端部は

鋭い。受部は短くほぼ水平に開き

端部は鋭い。天井部は低くやや丸

みをもつ。

外面：残存部には回転ナデ調

整

内面：残存部には回転ナデ調

整

外面：回転ヘラ削り調整

内面：回転ナデ調整

1mm 大の長石・石
10R5／3（赤褐色）

10Y6／1（灰色）

英粒・黒い粒状の

塊を含む。
口縁部

轆轤の回転

は反時計回

り。
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表98　古墳時代の遺物観察表1（須恵器-1）



表99 古墳時代の遺物観察表2（須恵器-2）
法量cm
（推定）

番号 種 別 器種 形 態 的 特 徴 成形・調整
色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

368 須恵器　＊
頚部径　9．6

器高　（4．1）

頚部は大きく外傾し、波状文が施

される。体部上半はやや扁平で外

面には二条の横走沈線による区画

内に刺突列点が施されている。

外面：不明

内面：ナデ調整 5B6／1（青灰色）

5B5／1（青灰色）

最大3mm の長石・

石英粒を含む。 頚部～胴部

1／5

外面に自然

釉

369 須恵器 杯蓋

口縁端部に凹線状の溝か巡り、天井
口径　（14．0）

残存高　　3．9
部と口縁部の境の稜は退化し、凹線

が巡る。天井部は扁平な形を呈す。

5Y6 ／1 （灰 色 ）

2 ．5GY6 ／1

（ オリ ーブ 灰 色 ）

最大3mm の長石・

石英・黒い粒状の

塊を含む。

口縁部

轆轤の回転

は時計回

り。

370 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾し、端部は
口径　（11．0）

残存高　　2．9
鋭い。受部は短く、端部は丸い。

7 ．5Y5／1 （灰 色 ）

2．5YR5 ／2

（灰 赤 色 ）

最大3mm の長石・

石英・黒い粒状の

塊を含む。

口縁部

轆轤の回転

は時計回

り。

371 須恵器 杯蓋

口縁部は外傾し、端部は丸みをも
口径　（14．5）

残存高　　3．6
つ。天井部と口縁部の境は僅かに

浅い凹線状の溝か巡る。

5B5／1（青灰色）

5B5／1（青灰色）

1mm 大の長石・石

英粒・雲母を含

む。

口縁部

轆轆の回転

は反時計回

り。

372 須恵器 杯蓋

口縁部は短くやや外傾し、端部は
口径　（15．0）

残存高　3．9
丸い。天井部と口縁部の境が明瞭

でない。

外面：天井部全面回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：底部2／3雑な回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部2／3回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：残存部は回転ナデ調整

内面：残存部は回転ナデ調整

10R5 ／4（赤 褐 色 ）

7．5YR4 ／1

（ 褐灰 色 ）

2mm 以下の長石・

石英粒を含む。
天井～口縁

1／4

轆轤の回転

は時計回

り。

373 須恵器 杯蓋

口縁部はやや外傾し、端部は丸い
口径　（15．0）

残存高　4．0
天井部と口縁部の境が明瞭でない

外面：残存部は回転ナデ調整

内面：残存部は回転ナデ調整

最大6mm の長石・
7．5Y5／1（灰色）

石英粒・雲母・黒
N6／ （灰色）

口縁部

1／4

轆轤の回転

は反時計回

り。

374 須恵器 杯蓋

口縁部は短く、端部は鋭い。天井
口径　（12．0）

部と口縁部の境は明瞭ではなく。
残存高　3．9

N7/ （灰白色）

5Y6／1 （灰色）

い粒状の塊を含む

2mm 以下の長石・
天井～口縁

1／3

轆轤の回転

は時計回

り。

382 須恵器 杯蓋
口径　（13．5）

残存高　4．5

天井部は中位より平らである。

口縁端部は面をもち、浅く凹線状

の溝が巡る。口縁中位は凹線状に

くぼむ稜は丸みを帯び、天井部は

扁平で歪んでいる。

外面：天井部1／2回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部ほぼ全面カキ目

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

N5／ （灰色）

5PB5／1（青灰色）

石英粒・雲母・黒

い粒状の塊を含む

最大3mm 大の長石

・石英粒・黒い粒

状の塊を含む。

天井～口縁

ほぼ完形

轆轤の回転

は時計回

り。

383 須恵器 杯蓋

口縁端部内面に凹線状の溝が巡る。

口径　（16．0）稜は一条の凹線で示され、天井部

残存高　4．3 は扁平である。

外面：天井部約1／2回転ヘラ削

り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

5PB4／1

（暗青灰色）

5B4／1

（暗青灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒を含む。 天井～口縁

1／3

轆轤の回転

は時計回

り。

384 須恵器 甕
口径（18．0）

残存高　　5．3

口縁部は頚部から外傾しながら立

ち上がり、端部は面をもち直立し

浅く3本の凹線状の溝か巡る。

外面：カキ目調整

内面：回転ナデ調整
N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

最大5mm の長石・

石英粒を含む。 口縁部

385 須恵器 杯身

立ち上がりはやや内傾し、端部は
口径　（12．0）

残存高　　3．3
丸みを帯びる。受部は短く肥厚し

端部は丸みを帯びる。

1mm 以下の長石・
7．5Y6／1（灰色）

石英粒・黒い粒状
7．5Y6／1（灰色）

口縁部

轆轤の回転

は反時計回

り。

388 須恵器 杯蓋

口縁端部は丸みをもち、口縁部と
口径　（16．0）

残存高　　2．9
天井部の堺は僅かに屈曲する。

7．5Y6／1（灰色）

10Y6／1（灰色）

の塊を含む。

最大5mm の長石・

石英粒・黒い粒状 口縁部

1／10

389 須恵器 杯身

立ち上がりは僅かに丸みを持って
口径　（15．0）内傾する。受部は短く端部は鋭い
残存高　　3．5

外面：底部回転ヘラ削り、受

部強いナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部全面回転ヘラ削

り調整

内面：回転ナデ調整

外面：不明

内面：回転ナデ調整 10BG5 ／1

（青 灰 色 ）

の塊を含む。

10Y6 ／1 （灰 色 ） 2mm 大の長石・石

英粒・黒い粒状の

塊を含む。
口縁部

外面受部底

部に自然釉

390 須恵器 杯蓋

天井部と口縁部の境に浅い凹線状

口径　（14．5）の溝か巡る。口縁端部は鋭い。

残存高　　3．1

口縁端部は鋭く、僅かに湾曲した 外面：天井部全面粗雑な回転

ヘラ削り、他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整
10YR8／3

（浅黄橙色）

10YR8／3

（浅黄橙色）

2mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。 天井～口縁

1／5

轆轤の回転

は反時計回

り。焼成不

良。

391 須恵器 杯蓋

の境が明瞭でない。天井部は丸み

口径　（13．0）をもつが上半分は平らである。

残存高　3．2

口縁端部は鋭く、口縁部と天井部 外面：天井部1／3回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整 N7／ （灰白色）

N6／ （灰色）

最大2mm の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。
口縁部

1／10

轆轤の回転

は時計回

り。外面天

井部1／3に

自然釉。

392 須恵器 杯身
口径　（12．0）

残存高　　2．6

立ち上がりは内傾し、端部は丸み

を帯びている。受部は短く端部は

丸みを帯びており、薄く凹線状の

外面：残存部回転ナデ調整

内面：残存部回転ナデ調整 N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒を含む。 口縁部

1／10

轆轤の回転

は時計回

り。

393 須恵器 杯身
口径　（12．0）

残存高　　3．3

溝か入る。

口縁部の立ち上がりは短く、端部

は鋭い。受部は短く、端部は鋭い。

外面：残存部回転ナデ調整

内面：残存部回転ナデ調整

10YR6／2

（灰黄褐色）

10YR6／3

（にぶい黄橙色）

1mm大の長石・石

英粒を含む。 口縁部

1／10

焼成不良。
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表100 古墳時代の遺物観察表3（須恵器-3）
法量cm 形 態 的 特 徴番号 種 別 器種
（推定）

成形・調整
色調 外面

色調 内面
　　胎土

残存部位

残存状況
備 考

400 須恵器 杯身

部は鋭い。受部は短く端部は丸い
口径　（12．0）

残存高　3．8

立ち上がりは短くやや内傾し、端

底部は低く平坦な面をもつ。

外面：平坦な底部のみ回転ヘ

ラ削り、他は回転ナデ調整。

内面：回転ナデ調整、底部に

当て具痕。

N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。
口縁～底部

1／2

轆轤の回転

は時計回

り。外面受

部から底部

に自然釉。

401 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾している。
口径　（15．0）

残存高　3．8
端部は丸みをもつ。受部は短く水

平にのび端部は丸い。

5Y6 ／1 （灰 色 ）

2．5Y6／1

（黄 灰 色 ）

1mm 大の長石・石

英粒・黒い粒状の

塊を含む。

口縁～受部

1／10

轆轤の回転

は時計回

り。

405 須恵器 杯蓋

口縁部は短く、口縁部と天井部の
口径　（15．0）

残存高　3．2
境は明確でない。天井部は低く平

らで、器形に歪みが生じている。

5Y6／1 （灰色）

5Y6／1 （灰色）

最大4mm の長石・

石英粒・黒い粒状

の塊を含む。

天井～体部

1／2

轆轤の回転

は時計回

り。

406 須恵器 杯蓋

口縁部は肥厚し、短く端部は丸い
口径　（15．5）

残存高　4．5
天井部と口縁部の境は明瞭ではな

い。天井部は丸みをもつ。

5BG5 ／1

（青 灰 色 ）

5Y7 ／3（浅 黄 色 ）

1mm 大の長石・石

英粒・黒い粒状の

塊を含む。

天井～口縁

1／4

轆轤の回転

は反時計回

り。

407 須恵器 杯身

口縁部の立ち上がりは短く内傾度

口径　（12．5）は弱い。受部は水平に短くのび、

残存高　2．8 端部は丸みを帯びている。

外面：底部全面回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：底部全面回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：底部全面回転ヘラ削り

他は回転ナデ調整

内面：天井部指頭圧痕

外面：残存部回転ナデ調整。

内面：残存部回転ナデ調整

7．5YR6 ／2

（灰 褐 色 ）

7 ．5YR5 ／1

（褐 灰 色 ）

1mm 大の長石・石

英粒を含む。
口縁部

焼成不良

420 須恵器 杯蓋
口径　　13．1

器高　　5．3

外面 二回転ヘラ削りは天井部

の2／3程度、その他は回転ナデ 5Y7／1（灰白色）

5Y7／1（灰白色）

2mm 以下の石英・

長石粒、黒い粒状

の塊を含む。

口縁～天井部

2／3

421 須恵器 杯身
口径　　12．0

器高　　5．5

調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

の2／3程度、その他は回転ナデ N5 （灰色）

N5 （灰色）

3mm 以下の石英・

長石粒、灰色の粒

状の塊を含む。

口縁～底部

2／3

422 須恵器 杯身
口径　　11．4

残存高　4．6

稜は形骸化し沈線状の窪みのみと

なる。口縁部はほぼ垂直に下がり

端部内面に明瞭な凹面をもつ。

天井は丸い。

立ち上がりは長くやや内傾してい

る。口縁端部内面に凹面をもつ。

受部は短く外上方にのびる。

底部は丸い。

立ち上がりは長くやや内傾してい

る。口縁端部は丸い。受部は短く

外上方にのびる。底部は丸い。

5B5／1（青灰色）

5B5／1（青灰色）

3mm 以下の石英・

長石粒、黒い粒状

の塊を含む。

口縁～底部

1／4

423 須恵器 杯身

立ち上がりは長くやや内傾してい

口径　（11．7）る。受部は短く外上方にのびる。

残存高　　4．7 底部は丸い。

調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

のほぼ全体、その他は回転ナ

デ調整

内面：回転ナデ調整

外面：多孔質。回転ヘラケズ

リは底部の2／3程度。その他は

5Y7 ／6 （黄 色 ）

10YR5 ／2

（ オリ ー ブ 灰 色）

N5 （灰 色 ）

2mm 以下の石英・

長石粒、黒い粒状

の塊を含む。

口縁～底部

2／3

口縁端部は欠損

424 須恵器 杯蓋
口径　（12．1）

残存高　　4．3

稜は短いが明瞭である。口縁部は

やや内湾しながらほぼ垂直に下が

り、端部内面は内傾する段をも

つ。

回転ナデ調整

内面：中央はナデ他は回転ナデ

外面：回転ヘラ削りは天井部

N4／ （灰色）

5R5／1（赤灰色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／8

425 須恵器 杯蓋

稜は形骸化し、鈍く短い。口縁部
口径　（13．3）

残存高　　4．5
は内湾しながら垂直に下がり、端

部内面は内傾する段をもつ。

の2／3程度、その他は回 転ナデ

調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整
N4／ （灰色）

N5／ （灰色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／7

426 須恵器 杯蓋

稜は形骸化し、鈍く短い。口縁部

口径　（13．2）は垂直に下がり、端部内面は内傾

残存高　4．0 する段をもつ。

N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／7

427 須恵器 杯蓋
口径　（13．8）

残存高　3．9

稜は形骸化し、わずかにふくら

む。口縁部はほぼ垂直に下がり、

端部内面にわずかな窪みをもっ。

10Y7／1（灰色）

10Y7／1（灰色）

2mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／5

轆轤は時計

回り

428 須恵器 杯蓋

稜は形骸化し、沈線となる。口縁

口径　（14．2）部は内湾しながらやや開き、端部

残存高　3．7 は丸い。

N6／ （灰色）

N6／ （灰色）

2mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／5

轆轤は反時

計回り

429 須恵器 杯蓋

稜はない。口縁部は内湾しながら

口径　（14．5）やや開き、端部は丸い。

残存高　3．3

N6／ （灰色）

10Y7／1（灰色）

4mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／8

轆轤は時計

回り

430 須恵器 杯蓋

稜はない。口縁部は「ハ」字状に

口径　（13．7）開き、端部は丸い。

残存高　3．8

7.5Y6/1（灰色）

N7／ （灰色）

3mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～天井部

1／5

轆轤は時計

回り

431 須恵器 蓋
口径　　10．2

器高　　3．5

天井部から口縁部にかけて緩やか

な弧を描き、口縁部は内湾しなが

らやや開く。口縁端部内面に内傾

する面をもつ。

外面：回転ヘラ削りは天井部

のほぼ全体、その他は回転ナ

デ調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

のほぼ全体、その他は回転ナ

デ調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

の2／3程度、その他は回転ナデ

調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

のほぼ全体、その他は回転ナ

デ調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは天井部

のほぼ全体、その他は回転ナ

デ調整

内面：回転ナデ調整

外面：天井部は不整方向の静

止ヘラ削り、その他は回転ナ

デ調整

内面：中央はナデ、その他は

回転ナデ調整

N5／ （灰色）

7.5Y7/1（灰白色）

10BG6／1

（青灰色）

3mm以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。 ほぼ完形

外面に重焼

きの痕あ

り。
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表101 古墳時代の遺物観察表4（須恵器-4）
法量cm
（推定）

番号 種 別 器種 形 態 的 特 徴 成形・調整
色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

432 須恵器 蓋

口径　（11．8）

つまみ径　3．4

器高　4．4

天井部に中央が窪んだ扁平なつま

みをもつ。天井部から口縁部にか

けて緩やかな弧を描き、口縁部は

内湾しながらやや開く。端部は丸

い。

外面：回転ヘラ削りは天井部

の2/3程度その他は回転ナデ調

整

内面：回転ナデ調整

1mm以下の石英・

10R5/2（灰赤色）長石粒を含む。

N5／1 （灰色）
口縁～天井部

1／3

433 須恵器 杯身

立ち上がりはほぼ垂直で長い。口

口径　（11．2）縁端部は内傾する段をもつ。受部

残存高　3．9 は短く水平にのびる。

N6／ （灰色）

N5／ （灰色）

2mm 以下の長石粒，

雲母片を含む。 口縁～底部

1／5

434 須恵器 杯身

立ち上がりはやや内傾する。受部

受部径（11．2）は短く水平にのびる。

残存高　3．9

N5／ （灰色）

N6／ （灰色）

2mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁部～底部

1／3

口縁端部欠損

435 須恵器 杯身

立ち上がりはやや内傾する。口縁

口径　（12．0）端部は尖り気味に丸い。受部は短

残存高　3．5 く水平にのびる。

N4 ／ （灰 色 ）

5P5 ／1（紫 灰 色 ）

1mm 以下の長石

粒、雲母片を含

む。

口縁～底部

1／8

436 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾する。口縁

口径　（12．4）端部は丸い。受部は短く水平にの

残存高　3．7 びる。

7.5Y7/1(灰白色）

長石粒を含む。

7．5Y8／1（灰白色）

4mm 以下の石英・

口縁～底部

1／2

轆轤は時計
回り

437 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾する。口縁

口径 （13．4）端部は先すぼまりで、受部は短く

残存高　3．8 水平にのびる。

7.5Y7／2（灰白色）

N7 ／ （灰白色）

2mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～底部

1／5

438 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾する。口縁

口径 （14．0）端部は先すぼまりで、受部は短く

残存高　4．0 水平にのびる。

外面：回転ヘラ削りは底部の

2/3程度、その他は回転ナデ調

整。

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは底部の

ほぼ全体、その他は回転ナデ

調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは底部の

2/3程度、その他は回転ナデ調

整

内面:回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは底部の

1／2程度、後ナデ、その他は回

転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは底部の

1／2程度、その他は回転ナデ調

整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ヘラ削りは底部の

2/3程度、後ナデ、その他は回 5Y7／4（浅黄色）

5Y7／3（浅黄色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～底部

1／5

439 須恵器 杯身

立ち上がりは短く内傾する。口縁
口径 （12．4）

端部は先すぼまりで、受部は短く
残存高　2．6

転ナデ調整

内面：回転ナデ調整

外面：回転ナデ調整

内面：回転ナデ調整
5Y7／3（浅黄色）

5Y7／3（浅黄色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁部

1／8

440 須恵器 甕
口径 （13．0）

残存高　5．0

水平にのびる。

頚部は緩やかに屈曲し、口縁部は

逆「ハ」字状に短く開いてやや外

反する。口縁端部は丸く、外面下

外面：タタキのち横ナデ

内面：横ナデ 5Y5／1 （灰色）

7.5Y5/1（灰色）

1mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁～肩部

1／6

441 須恵器 甕
口径 （19．0）

残存高　4．8

端部が肥大している。

頚部は緩やかに屈曲し、口縁部は

逆「ハ」字状に短く開く。口縁端

部は上端と、外面に鈍く面取りが

外面：タタキのちハケ

内面：横ナデ 7.5Y6/1（灰色）

10Y7／1（灰色）

2mm 以下の石英・

長石粒、雲母片を

含む。

口縁部

1／6

442 須恵器   *
口径 （9．0）

残存高　3．5

されている。

口縁端部からやや下がった外面に

鋭い稜をもち、その下には波状文

が施されている。口縁端部は内傾

する段をもつ。

外面：横ナデ

内面：横ナデ N5／ （灰色）

5R5／1（赤灰色）

1mm 以下の長石

粒、雲母片を含

む。

口縁部

1／4

古墳時代の遺物観察表5（土製品）表102
番号 種 別 器 種 直 径 厚 さ 孔 径 重 量 色 調 材 質 残 存 度 出土か所 備 考

317 石 製 品 臼 玉 0．44 0．16 0．19 0．05緑 灰 色 石 英 質 ほぼ完形 SI02

318 石 製 品 臼 玉 0．57 0．20 0．19 0．12暗 緑 灰 色 不 明 完 形 SI02 側面に稜

395 石 製 品 臼 玉 0．40 0．31 0．26 0．05灰 緑 色 滑 1／2

403 石 製 品 臼 玉 0．52 0．29 0．24 0．06灰 緑 色 滑

石

石 1／2

4 04 石 製 品 臼 玉 0．63 0．49 0．24 0.31

41

オリーブ灰色 結晶片 岩 完 形

SI14

SI15 側面中央が僅かに膨らむ

SI15

411 石 製 品 臼 玉 0．57 0．36 0．2 0．18オリーブ灰色 滑 石 完 形 SI17 側面に稜

412 石 製 品 臼 玉 0．43 0．39 0．23 0．09灰 緑 色 滑 石 4／5 SI17 側面に稜

413 石 製 品 臼 玉 0．59 0．31 0．30 0．15 オリーブ黒色 滑 石 完 形 SI17 側面に稜、孔がいびつ

1．79 0．40 0．19 1．54灰 黒 色 結晶片 岩409 石 製 品 有孔円盤

410 ガラス製品 ガラス玉 ＊0．14 0．03青 色 ガ ラ ス 1／4

SI17 未製品？

  SI17
415 石 製 品 臼 玉 0．44 0．26 0．19 0．08黒 色 不 明 完 形 側面中央が僅かに膨らむ
416 石 製 品 臼 玉 0．44 0．33 0．08灰0．20 緑 色 結晶片 岩 ほぼ完形

417 石 製 品 臼 玉 0．44 0．25 0．20 0．07黒 色 不 明 完 形

  SK04

SK04

SK04

側面中央が僅かに膨らむ

側面中央が僅かに膨らむ
418 石 製 品 臼 玉 0．52 0．35 0.15 灰0．15 緑 色 緑 泥片 岩 完 形   SK04

419 石 製 品 臼 玉 0．47 0．27 0．15 0．09黒 色 不 明 ほぼ完形 側縁に穿孔痕

319 石 製 品 石 皿 26．20 15．00 ＊＊20．1 11，500赤 灰 色 砂 岩 4／5

SK04

SI01,02

362 石 製 品 砥 石 12．70 6．50 ＊＊7．3 380．70白 色 石英粗面岩 完 形   SI08

443 石 製 品 臼 玉 0．52 0．19 0．09暗 緑 灰 色 結晶片 岩 ほぼ完形 包含層

444 石 製 品 臼 玉 0.61 0．26 0．20灰 緑 色 滑 石 4／5

447 石 製 品 紡 錘 車 3．70

0．22

0．42

＊0.8 0．65 15．10 灰 赤 色 滑 石 1／2

包含層 側面中央が僅かに膨らむ

包含層
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表103　古墳時代の遺物観察表6（土師器-1）
法量cm 形 態 的 特 徴番号 種 別 器種
（推定）

成形・調整
色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

320 土師器 坏
口径（11．5）

残存高　3．7

平底に近い底部から丸みを持って

立ち上がり、口縁部が内湾する。

外面：ナデ調整

内面：磨耗していて不明

5YR6／6（橙色）最大4mm の石英・

5YR4/6（赤褐色）長石粒・雲母を含

む。

口縁～底部

2／3

321 土師器 高坏
口径（15．0）

残存高　5．1

外面：口縁部ヨコナデ調整

内面：一部ミガキ、口縁部ヨ

コナデ調整

5YR7／6（橙色）

5YR7／6（橙色）

1mm 大の石英・長

石粒を含む。
口縁部

322 土師器 高坏 残存高　2．9

外面：口縁部ヨコナデ調整

内面：一部ミガキ調整 5YR7／6（橙色）

5YR7／6（橙色）

1mm 大の石英・長

石粒を含む。
基部

323 土師器 甕
口径（9．0）

残存高　11．2

坏部は屈曲して立ち上がり、外反

する口縁にいたる。脚部との接合

は粘土塊の充填によりおこなわれ

ている。

坏部は屈曲して立ち上がり、外反

する口縁にいたる。脚部との接合

は粘土塊の充填によりおこなわれ

ている。

口縁部は「く」字状に屈曲し、ゆ

るく内湾しながら立ち上がる。

外面：ナデ調整

内面：口縁部ナデ、体部指頭

圧痕

10YR6／7

（明黄褐色）

5YR5．5／8

（明赤褐～橙色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁～胴部

二次焼成を

受けている

325 土師器 甕
口径（18．0）

残存高　5．9

口縁部が「く」字状に屈曲し、や

や内湾して立ち上がる。

外面：体部ハケ目、口縁部ヨ

コナデ調整

内面：体部指頭圧痕、口縁部

7．5YR6／4

（にぶい橙色）

10YR7／4

（にぶい黄橙色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁

326 土師器 甕
口径（13．0）

残存高　4．1

口縁部が「く」字状に屈曲し、端

部は面をもつ。内面のヨコナデに

よりわずかに段が認められる。

ヨコナデ調整

外面：体部ハケ目口縁部ヨコ

ナデ調整

内面：体部指頭圧痕、口縁部

7．5YR5／4

（にぶい褐色）

7．5YR8／4

（浅黄橙色）

2mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁

327 土師器 甕
口径（21．0）

残存高　6．5

口縁部が「く」字状に屈曲し、直

線的に立ち上がる。

7．5YR7／4

（にぶい橙色）

7．5YR7／4

（にぶい橙色）

最大5mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁

328 土師器 高坏
口径（15．0）

残存高　6．8

坏底部に段をもち屈曲して立ち上

がる。脚部最上面に粘土突起を持

つものを杯部に差し込んで接合し

ヨコナデ調整

外面：体部ハケ目、口縁部ヨ

コナデ調整

内面：体部指頭圧痕、口縁部

ヨコナデ調整

外面：丁寧なヨコナデ調整

内面：丁寧なヨコナデ調整

7．5YR8／4

（浅黄橙色）

10YR8／4

（浅黄橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒を含む。

杯部

1／2

329 土師器 高坏
口径（22．0）

残存高　8．8

外面：丁寧なヨコナデ調整

内面：丁寧なヨコナデ調整

最大4mm の石英・
5YR6／8（橙色）

長石粒・雲母を含
2．5YR6／（橙色）

む。

杯部

1／2

330 土師器 高坏
口径（16．0）

残存高　4．4

外面：丁寧なヨコナデ調整

内面：丁寧なヨコナデ調整

2．5YR5／8

（明赤褐色）

5YR6 ／8（橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

杯部

331 土師器 高坏 残存高　3．3

た可能性がある。

坏底部に段をもち屈曲して立ち上

がる。坏底部内面から粘土塊を充

填している。

坏底部に段を持ち屈曲して丸みを

帯びて立ち上がる。口縁端部は外

反する。

口縁は大きく外反し、端部は面を

なす。

外面：縦方向の細いヘラミガ

キ調整

内面：縦方向の細いヘラミガ
5YR6／6（橙色）

7.5YR7/6（橙色）最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

杯部口縁

332 土師器 壺
底径（7．0）

残存高　4．7

ほぼ平底の底部から逆「ハ」字状

に胴部が立ち上がる。

キ調整

外面：タタキが見られ、体部

の一部に縦方向のハケ目調整

内面：横方向のハケ目調整

10YR7／3
2mm 以下の石英・

（にぶい黄橙色）

2．5Y6／2

（灰黄色）

長石粒・雲母を含

む。

底部

336 土師器 壺
口径（9．0）

残存高　14．0

体部は球形を呈するがややひしゃ

げた感じで、口縁部は外傾しなが

ら直線的に立ち上がる。

外面：体部ハケ目後ナデ調整

底部板状工具によるケズリ後ナデ

内面：口縁部指頭押圧後ナデ

7．5YR6／8

（橙色）

7．5YR6／8

（橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒を含む。

口縁～底部

2／3

337 土師器 甕
口径（20．0）

残存高　4．1

底部指頭押圧後ハケナデ

外面：体部ハケ目、口縁部ヨ

コナデ調整

5YR6 ／6（橙色）

7．5YR6／4

（ にぶい橙色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁

338 土師器 高坏
口径（22．0）

残存高　7．0

口縁部は「く」字状に屈曲し直線

的にのびる。口縁端部は内傾する

面をもち、僅かに肥厚する。

杯底部には段をもち、屈曲して立

ち上がり、口縁部は外反する。

外面：丁寧なヨコナデ調整

内面：丁寧なヨコナデ調整

7．5YR7／4

（にぶい橙色）

5YR6／5

（にぶい橙～橙色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

杯部口縁

339 土師器 甑
口径（29．0）

残存高　11．5

口縁は外傾しながら立ち上がり、

端部は面をもつ。

外面：ハケ目調整

内面：ハケ目調整

5YR6 ／6 （橙色）

7．5YR7／4

（にぶい橙色）

2mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁～胴部

340 土師器 甑
口径（22．0）

残存高　4．5

口縁は外傾しながら立ち上がり、

端部は面をもっ。

外面：ハケ目調整、

内面：細かいハケ目調整

7．5YR6／6

（橙色）

2．5YR6／6

（橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁
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表104　古墳時代の遺物観察表7（土師器-2）

（推定）
番号 種 別 器種

法量cm
形 態 的 特 徴 成形・調整

色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

341 土師器 壺
8．5口径    

器高   15．2

体部は球形を呈し、口縁部はほぼ

直立し、体部は肩が張る。

外面：体部下半ハケ目調整

内面：体部下半ハケ目、頚部

っけ根指頭圧痕

2．5YR6／4
3mm 以下の石英・

（にぶい橙色）

2．5YR7／3

（淡赤橙色）

長石粒・雲母を含

む。

完形

346 土師器 甕
口径（19．0）

残存高　4．9

口縁部は「く」字状に屈曲し、ほ

ぼ直線的に外傾して立ち上がり、

端部は面を持ち浅い凹線がみられ

る。

外面：ヨコナデ調整

内面：体部指頭圧痕、ヨコナ

デ調整

7．5YR6／4
最大5mm の石英・

（にぶい橙色）

10YR6／4

（にぶい黄橙色）

長石粒・雲母を含

む。

口縁

347 土師器 甕
口径（12．5）

残存高　4．1

口縁部は「く」字状に屈曲し、端

部は僅かに肥厚し面をもつ。

外面：口縁部ヨコナデ調整

内面：口縁部ヨコナデ調整

2．5Y6／4

10YR6／3

（にぶい黄橙色）

（にぶい黄色）2mm 大の石英・長

石粒・雲母を含む
口縁

348 土師器 甕
口径　14．8

残存高　4．0

口縁部は「く」字状に屈曲し、や

や内湾気味に立ち上がる。端部は

丸くおさめる。

外面：口縁部ヨコナデ調整

内面：口縁部ヨコナデ調整

7．5YR7／3
2mm 以下の石英・

（にぶい橙色）

7．5YR6／3

（にぶい褐色）

長石粒・雲母を含

む。

口縁

349 土師器 甕
口径（12．5）

残存高　3．8

口縁部は「く」字状に屈曲し、や

や内湾気味に立ち上がる。端部は

丸くおさめる。

外面：口縁部ヨコナデ調整

内面：調整不明

10YR5／3

（にぶい黄褐色）

2．5Y6／3

（にぶい黄色）

2mm 大の石英・長

石粒を含む。
口縁

二次焼成を

受けている

350 土師器 高坏
口径（16．5）

残存高　6．0

口縁部は段をもち屈曲して丸みを

もって立ち上がり、口縁端部は外

反する。

外面：調整不明

内面：ナデ調整

10R5 ／8 （赤 色）

7．5YR6／4

（にぶい橙 色）

最大3mm の石英・

長石粒を含む。

坏部口縁

1／2

二次焼成を

受けている

351 土師器 高坏
口径（14．0）

残存高　5．7

口縁部は段を持ち屈曲して丸みを

持って立ち上がり、口縁端部は外

反する。

外面：ナデ、口縁部ヨコナデ

調整

内面：ナデ調整

7．5YR6／4

（にぶい橙色）

7．5YR6／4

（にぶい橙色）

最大3mm の石英・

長石粒を含む。
坏部口縁

352 土師器 高坏
口径（10．0）

残存高　6．8

脚部は直線的に開き、裾部は内湾

する。坏部との接合面は坏部内底

面からの充填技法。

外面：ヨコナデ調整

内面：脚柱部横方向のヘラ削

り調整

5YR6／8（橙色）最大3mm の石英・

2.5YR6/8（橙色）長石粒を含む。
脚部

353 土師器 高坏
口径（10．0）

残存高　7．5

脚部は直線的に開き、裾部は内湾

する。杯部との接合面は、脚柱部

最上面に粘土の突起を作り、杯部

に差し込む技法。

外面：ナデ調整

内面：脚柱部は横方向のヘラ

削り調整

7．5YR8／6

（浅黄 色）

5YR7 ／6 （橙色）

1mm 大の石英・長

石粒を含む。
脚部

354 土師器 甕
口径　19．0

器高　31．8

丸底から立ち上がり、胴部中位よ

りやや上に最大径をもつ球形を呈

する。

外面：体部縦方向のハケ目調

整

内面：下半縦方向のハケ目調

整、上半指頭圧痕

5YR6 ／6 （橙色）

5YR6 ／3

（にぶい橙色）

1～2mm 大の石

英・長石粒を含

む。

完形

366 土師器 甑
口径（28．4）

器高（7．3）

口縁部は外傾しながら直線的に立

ち上がる。端部は丸く仕上げてい

る。

内面：やや強めのヨコナデ調

整

外面：縦方向の粗いハケ目の

ち、口縁部のみヨコナデ調整

7．5YR6／4
最大4mm の石英・

（にぶい橙色）

7．5YR7／4

（にぶい橙色）

長石粒・雲母を含

む。

口縁

367 土師器 甕
口径（16．5）

残存高　6．9

口縁は「く」字状に屈曲し端部は

面をもち、僅かに肥厚する。

外面：口縁部ヨコナデ、体部

横方向のハケ目調整

内面：ヨコナデ調整

2．5YR6／6（橙色）

2．5YR5／6

（明赤褐色）

最大4mm の石英・

長石粒・雲母・角

閃石を含む。

口縁

375 土師器 甕
口径　12．9

残存高　6．8

頚部から「く」字状に屈曲し口縁

にいたる。端部は丸みをもつ。

外面：体部にハケ目調整

内面：指頭圧痕・指ナデ、口

縁部ヨコナデ調整

7．5YR6／5
最大5mm の石英・

（にぶい橙～橙色）

7．5YR6／5

（にぶい橙～橙色）

長石粒・雲母を含

む。

口縁～胴部

376 土師器 甕
口径（20．0）

残存　5．9

頚部から「く」字状に屈曲し口縁

にいたる。端部は面をもち僅かに

肥厚する。

外面：口縁部ナデ調整

内面：口縁部ナデ調整

2．5YR6．5／7

（橙色）

2．5YR6／7（橙色）

2mm 大の石英・長

石粒・雲母を含

む。

口縁

377 土師器 壺
口径（10．5）

残存高　7．0

頚部の屈曲は弱く、口縁部はやや

内湾して立ち上がり、端部は丸く

仕上げている。

外面：体部横方向のハケ目調

整

内面：体部に指頭圧痕、口縁

部ヨコナデ調整

7．5YR5／3

（にぶい褐色）

7．5YR5／4

（にぶい褐色）

2mm 大の石英・長

石粒を含む。
口縁～胴部

378 土師器 高坏
口径　14．6

器高　11．8

坏部は段をもち屈曲して立ち上が

る。脚部は「ハ」字状に開き、裾

部はほぼ水平に開く。

外面：坏部丁寧なナデ

内面：脚柱部横方向のヘラ削

り、杯部丁寧なナデ調整

10YR5．5／8

（赤～赤橙色）

2．5YR6／8（橙色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

ほぼ完形

379 土師器 高坏
口径　15．0

坏部は段をもち屈曲して立ち上が

る。脚部は「ハ」字状に開き、裾

残存高（19．3）部はほぼ水平に開く。

外面：杯部丁寧なヨコナデ、

脚柱部横方向のヘラ削り調整

内面：坏部丁寧なヨコナデ調

整

2.5YR6/6（橙色）
長石粒・角閃石を

2.5YR6/7（橙色）

最大3mm の石英・

含む。

杯部～基部

1／2
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表105 古墳時代の遺物観察表8（土師器-3）
法量cm 形 態 的 特 徴番号 種 別 器種
（推定）

成形・調整
色調 外面

色調 内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

380 土師器 坏
口径（12．0）

残存高　5．1

外面：丁寧なナデ

内面：丁寧なナデ
5YR6／6（橙色）

5YR6／7（橙色）

2mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁～底部

2／3

外面：赤色

塗彩の可能

性あり

381 土師器 甑 最大幅（29．0）

僅かに湾曲した底部から丸みが強

く立ち上がり、口縁端部は丸く仕

上げている。

把手は胴部に差し込んで接合した

ものと思われる。

外面：調整不明

内面：指頭圧痕、指ナデ調整

7．5YR6．5／6

（橙色）

10YR6 ／4

（にぶい黄褐色）

最大3mm の石英・

長石粒・雲母を含

む。

把手部

二次焼成を

受けている

387 土師器 高坏 残存高　3．2

杯部に段をもつ。 外面：ヨコナデ調整

内面：調整不明

10YR7／4

（にぶい橙色）

10YR7／4

（にぶい橙色）

1mm以下の石英・

長石粒を含む。
杯部

397 土師器 甕
口径（16．6）

残存高　7．8

5YR5 ／8

（明赤褐色）

5YR6 ／6 （橙色）

2mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁～頚部

398 土師器 甕
口径（21．0）

残存高　3．6

頚部が「く」字状に屈折する。口

縁部はやや内湾気味に上方にのび

る。端部に面をもつ。

頚部が「く」字状に屈折する。口

縁部はやや内湾気味に上方にのび

る。端部に面をもつ。

外面：体部ハケ目調整

内面：体部指頭圧痕、口縁部

ヨコナデ調整

外面：ヨコナデ調整

内面：ヨコナデ調整

7．5YR6／6

（橙色）

7．5YR7／6

（橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒を含む。
口縁

399 土師器 甕
口径（10．0）

器高（3．0）

頚部が「く」字状に屈折する。口

縁部はやや内湾気味に上方にのび

る。端部は丸く仕上げている。

外面：横方向の強いナデ調整

内面：ヨコナデ調整

5YR5／8

（明赤褐色）

5YR6／3

（にぶい橙色）

1mm 以下の石英・

長石粒・雲母を含

む。

口縁

表106 古墳時代の遺物観察表9（土製品）

（推定）
法量cm

番号 種 別 器 種 形 態 的 特 徴 成形・調整
色調外面

色調内面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

333 土製品 製塩土器
口径（4．6）

残存高　2．0

体部はほぼ直線的に立ち上がる

コップ状を呈する。器壁は2mm 程

度で極めて薄い。

外面：横方向の平行タタキ
7.5YR6/6(橙色）

7.5YR7/6(橙色）

1mm 以下の長

石・石英を含

む。
口縁から体部

334 土製品 製塩土器 残存高　4．8

外面：横方向の平行タタキ
5YR6 ／6（橙色）

5YR6 ／8（橙色）

1mm 以下の長

石・石英を含
む。

体部

335 土製品 製塩土器 残存高　4．2

体部はほぼ直線的に立ち上がる

コップ状を呈する。器壁は2mm 程

度で極めて薄い。

体部はほぼ直線的に立ち上がる

コップ状を呈する。

外面：横方向の平行タタキ

内面：一部に平行タタキ

7．5YR8／6

（浅貴橙色）

7．5YR6／4

（にぶい橙色）

1mm 以下の長

石・石英・雲

母を含む。
体部

363 土製品 土錘
残存高　4．5

幅　（2．0）

円筒形で、丸棒に粘土を巻き付け

て手でこねながら形作っている。
10YR7／4

（にぶい貴橙色）

最大2mm の長

石・石英を含
む。

1／4

386 土製品 土錘
器高　8．9

幅　2．3

丸棒に粘土を巻き付けて手でこね

ながら形作っている。
10YR7／4

（にぶい黄橙色）

1mm 以下の長
石・石英・雲

母を含む。

完形

394 土製品 ミニチュア
残存高　2．2

幅　2．9

7 ．5YR6．5／6

（橙 色 ）

1mm 以下の石
英・長石・雲

母を含む。

底部

2／3

396 土製品 土玉
器高　1．4

幅　（1．3）

粘土玉に先端の丸い棒状のものを

さして凹ませただけで形作ってい

る。

粘土玉に細い棒状のものを差し込

んだもので貫通はしていない。
10YR6／4

（にぶい黄橙色）

1mm 以下の長
石・石英を含

む。
1／3

402 土製品 ミニチュア
器高　1．6

幅　3．4

7．5YR5．5／6

（橙～明褐色）

1mm 以下の石
英・長石・雲

母を含む。

完形

408 土製品 ミニチュア
器高　2.1

幅　3．3

粘土玉に先端の丸い棒状のものを

さして凹ませただけで形作ってい

る。

粘土玉に先端の丸い棒状のものを

さして凹ませただけで形作ってい

る。

5YR6／6（橙色）

1mm 以下の石

英・長石・雲

母を含む。

完形

414 土製品 土錘
長さ（5．9）

幅　2．3

粘土塊に細い丸棒で穿孔し、成形

したもの。
7．5YR7／5
（にぶい橙～橙色）

3mm 以下の石
英・長石・雲

母を含む。

2／3

445 土製品 ミニチュア
器高　1．8

幅　2．8

粘土を丸めた後、指先で刺突。
7．5YR6／5
（にぶい橙～橙色）

1mm 以下の石
英・長石・雲

母を含む。

完形

446 土製品 ミニチュア
器高　2．4

幅　3．6

粘土を丸めた後、指先で刺突。

わずかに指頭押圧痕が残る。
10YR6／4
（にぶい黄橙色）

1mm 以下の石
英・長石・雲
母を含む。

完形

448 土製品 土錘
長さ　7．3

幅　2．8

細い丸棒を粘土塊に突き刺し、手

でこねて成形。
5YR6／6（橙色）

1mm 以下の石
英・長石・雲
母を含む。

両端を欠損
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第6章 その他

本章では、遺構に伴う遺物が出土せず（覆土中からは出土）、覆土の状況などからも所属時期が決定でき

ない遺構（土坑13基、溝2条、ピット160）と、縄文から古墳時代にかけての遺物のうち包含層からの単体

出土の遺物で詳細な時期が不明なものと、包含層出土の中近世の遺物について報告する。

第1節 時期の不明な遺構（図159）

SK05（図160）

本遺構は調査区の西側、C-2グリッドに位置している。平面形

は隅丸長方形を呈し、東壁にそって内側にわずかな段をもつ。

長辺113㎝、短辺53cm、最深部は検出面から22.5cmを測る。長軸

方向はN-29°-Eである。断面形は鍋底状で、北側の壁はながらか

に掘り込まれている。坑底は平坦である。

覆土は黒褐色砂質土1層である。

出土遺物は、縄文晩期の土器の小片7点、弥生土器片5点であ

るが、その内の1点は、木葉文が施文されている弥生時代前期の

壺の胴部片である。その他土師器片2点が出土しているが、いず

れも覆土中に含まれるもので、本遺構に伴うものとは考えられ

ない。 図160　SK05平断面

SK06（図161）

本遺構は調査区の西側、B-2グリッ

ドに位置している。土坑の西側がト

レンチに切られているため全容は不

明である。残存部の平面形状は東西

方向にやや長い隅丸長方形で、長辺

174cm、短辺161cm、最深部は検出面

から21cm を測る。断面形は鍋底状を

呈する。坑底は東から西に向けて緩

やかに傾斜している。

覆土は2層に分層することができ

る。

第1層 暗褐色砂質土層（少量、褐

色砂質土のブロックを含む。）

第2層 暗黄褐色砂質土層
図161　SK06平断面
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遺物は、弥生土器片8点が出土しているが、いずれも覆土中に含まれるもので、本遺構に伴うもので

はない。

SK20（図162）

SK20は調査区の中央北西寄り、B-5グリッドに位置しSK-21の

南西にある。北西側と南東側に撹乱を受けているため平面形は

不明である。残存部で、長軸118cm、短軸55cm、最深部は検出面

から8cmを測る。長軸方向はN-30°-Wである。断面形は箱状を呈

し坑底は平坦である。

覆土は2層に分層することができる。

第1層 茶褐色土層

第2層 黒褐色土層（茶褐色土のブロックを含む。）

遺物は出土していない。

SK22（図163）

SK22は調査区の中央北側やや西寄り、A-5グリッドに位置し土

器棺8 ・9の北側にある。平面形は、北側が撹乱を受けているが、

不整形な円形を呈するものと考えられる。直径は92cm 、最深部

は検出面から23cmを測る。断面形は鍋底状を呈する。

坑底は平坦で西から東に向けて緩やかに傾斜している。

覆土は3層に分層することができる。

第1層 暗黄褐色土層

第2層 暗褐色砂質土層

第3層 暗褐色砂質土層（部分的に黄褐色砂質土を含

む。）

遺物は、縄文土器片3点、弥生土器片21点、須恵器

片3点、土師器片10点が出土しているが、いずれも小

片で、本遺構の埋積時に周辺の包含層から流れ込んだ

ものと思われる。

SK27（図164）

SK27は調査区の中央北西寄り、B-5グリッドに位置

している。SI05の東側にあって土器棺3の棺の北西隅

を大きく切っている。平面形は南北に長い楕円形を呈

している。長径76cm 、短径64cm 、最深部は検出面か図163　SK22平断面

ら22cm を測る。長軸方向は真北をさしている。

断面形は鍋底状を呈し、坑底は東から西に向けて緩やかに傾斜している。

図162　SK20平断面
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覆土は1層で、明茶褐色土である。

遺物は、土器棺3のものと思われる弥生土器片が1点、縄文土

器の小片が1点出土しているが、いずれも覆土中に含まれるも

ので本遺構に伴うものではない。

SK29（図165）

SK-29は調査区の北西隅、B-3グリッドに位置している。南壁

をSK-23・26に大きく切られているため平面形は不明である。

断面形は皿状を呈し、最深部は検出面から6㎝を測る。

覆土は1層で、暗灰色砂質土である。

出土遺物がないので詳細な時期・性格等は不明でるが、SK-が

23・26に切られているもとから、これらに先行するもので弥生

時代前期を遡るものと考えられる。

SK41（図166）

SK41は調査区の北東隅、A-10グリッド北東隅に位置していて

SK42・43の北側に位置する。平面形は東西に長い隅丸長方形を

呈し、北側と南側がテラス状に浅い。長辺177cm、短辺82cmを

測る。長軸方向はN-81°-Eである。断面形状は西側部分は緩やか

図165　SK29平断面
に傾斜し、東側の一部深く掘り込

まれている部分は鍋底状を呈する。

坑底は凹凸が著しい。

覆土は、9層 に分層することが

できる。

第1層 暗黄灰色土層（しまる。）

第2層 黒灰色土層（しまる。）

第3層 淡黄灰色土層

第4層 灰色土層（しまる。）

第5層 茶灰色土層

第6層 黒灰色砂質土層

第7層 黄灰色土層（ややしま

第8層 淡黄灰色砂質土層（しまる。）

第9層 黄灰色砂質土層（ややしまる。）

遺物は、縄文土器の小片が5点、石鏃（図167-449）が1点出土している。449はサヌカイト製の打製石鏃で

ある。残存長1.7cm、最大幅1.5cm、厚さ0.7cm、重量0.7gを計る平基のものである。先端部は、折損して

図164　SK27平断面

る。） 図166　SK41平断面
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いる。表裏面とも主要剥離面を大きく残し、周辺から押圧による調整剥離が施

されている。遺物はいずれも覆土中に含まれるものである。

SK42・43（図168）

SK42・43は調査区の北東隅、A-10グリッド中央に位置している。SK42はSK43

に切られていて、SK43はPit135に切られている。平面形は切り合いのため全容は

不明であるが、SK42・43ともに不整形な長方形と考えられる。SK42は残存部の図167 SK41出土遺物

図168　SK42,43平断面

長軸132cm、短辺95cm、最深部は検出面から15.5cmを測る。長軸方向はN-78°-Wである。SK43は、残存部

の長軸125cm、短辺90cm、最深部は検出面から14cmを測る。主軸方向はN-88°-Wである。断面は鍋底状

を呈し坑底は東から西に向かって緩やかに傾斜している。

SK42の覆土は、5層に分層することができる。

第1層 淡黄灰色砂質土層（ややしまる。）

第2層 暗灰色土層

第3層 黄灰色砂質土層

第4層 暗黄灰色砂質土層

第5層 暗灰色土層

遺物は、縄文土器の小片が30点余り出土しているが、本遺構に伴うものではない。 

SK43の覆土は、4層に分層することができる。

第6層 灰色土層

第7層 暗灰色土層

第8層 淡灰色土層

第9層 淡黄灰色土層
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遺物は出土していない。

SK47（図169）

SK47は調査区の東側、C-11グリッ

ドに位置している。東側をトレンチ

に切られているため全容は不明であ

る。残存部は不整形な隅丸長方形を

呈する。残存部の長軸184cm、短辺

58cm、最深部は検出面から17cmを測

る。主軸方向はN-69゜-Eである。断面

は鍋底状を呈する。

覆土は、3層に分層することができ

る。
図169　SK47平断面

第1層 暗灰褐色砂質土層（黄褐色

砂質土層のブロックを含む。）

第2層 暗灰褐色砂質土層

第3層 暗灰黄色砂質土層

遺物は、縄文土器の小片5点、弥生土器の小片3点出土しているが、本遺構に伴うものではない。

SK48（図170 ）

SK48は調査区の東側、D-10グリッドに位置

している。北東側は撹乱を受け、南西側は

SD03に切られているため平面形は不明である。

残存部分は細い溝状を呈する。残存部の長軸

110cm、短軸幅63.5cm、最深部は検出面から

20cmを測る。断面形は、鍋底状を呈する。

覆土は2層に分層することができる。

第1層 暗灰褐色土層

第2層 暗褐灰色土層

遺物は、縄文土器の小片が17点出土してい

るが、本遺構に伴うものではない。

SK49（図171）

SK49は北側中央寄り、B-7グリッドに位置している。北側に撹乱を受けているが平面形は不整形な円形で

あると考えられる。直径約130cm、最深部は検出面から37cmを測る。断面形は鍋底状を呈する。

覆土は16層に分層することができる。

図170　SK48平断面
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第1層 淡灰茶褐色土層（固くしまる。

粘性なし。）

第2層 灰褐色土層（固くしまる。粘性

なし。）

第3層 茶褐色土層（固くしまる。粘性

なし。）

第4層　 淡黄茶褐色土層（固くしまる。

粘性なし。）

第5層 淡黄灰褐色土層（固くしまる。

粘性なし。）

第6層 淡灰茶褐色土層（固くしまる。

粘性なし。小礫を少量含む。）

第7層 淡茶褐色土層（固くしまる。粘

性なし。）図171　SK49平断面

第8層 暗褐色土層（しまる。粘性なし。）

第9層 淡黄茶褐色土層（固くしまる。粘性なし。）

第10層 淡灰褐色土層（固くしまる。粘性なし。）

第11層 暗茶褐色土層（固くしまる。粘性なし。炭化物を含む。）

第12層 淡黄灰褐色土層（しまる。粘性なし。細かい自然堆積互層あり。）

第13層 灰褐色土層（固くしまる。粘性なし。炭化物を含む。）

第14層　灰茶褐色土層（固くしまる。粘性なし。赤褐色の砂粒を含む。）

第15層 暗灰褐色土層（固くしまる。粘性なし。）

第16層　　暗黄褐色土層（しまる。粘性なし。黄色と暗褐色のブロックで構成。）

遺物は出土していない。

SK50，51(図172）

SK50.51は北側中央寄り、A-7グリッドに位置している。SK50は西側に撹乱を受けて全体形は不明であ

るが残存部分は半円形を呈する。東西100cm、南北140cm、最深部は検出面から38cmを測る。断面形は鍋

底状を呈する。SK51はSK50に切られていて全体形は不明であるが、残存部分は東西に長い不整形な方形

である。残存部の長軸140cm、短軸最大幅100cm、最深部は検出面から30cmを測る。長軸方向はN－72°－w

である。

SK50の覆土は2層に分層することができる。

第1層 暗灰色土層（しまる。）

第2層 暗黄灰色砂質土層（ややしまる。）

遺物は出土していない。

SK51の覆土は2層に分層することができる。
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第3層 暗黄灰色土層

第4層 淡灰色土層

図173　SK51出土遺物

SD02（図174）

本遺構は調査区の南、F-6,7、グリットに位置する。Pit104,105,109に切られており、東側の一部と西側を撹

乱に切られている。平面の形状は「L」字状で一辺は調査区南壁の外に、もう一辺は西南西へと延び、そ

れぞれの長さは約7m前後である。撹乱に切られているため全体の形状は明らかではない。規模は検出面

では幅1.4～0.9m、深さは約30cmで、断面の形状は緩やかなU字状である。北側と南側では溝底部の標

高に約10cmの高低差がある。

覆土は次の5層に分けられる。
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図172　　SK50,51平断面

遺物は覆土中から縄文土器が1点、弥生土器が4点出土している。弥生土器の

1点は頚部から肩部にかけての破片である。頚部の付け根に3条のヘラ描沈線が

めぐり、その下に逆転有軸羽状文が施文されている。弥生時代前期の中型の壺

と思われる。底面直上で釶(図173-450)が1点出土している。 450は、鉄製の釶で、両

端を欠損している。残存長は8.9cm、最大幅は1.2cm、刃部最大厚は4.5mm、身

部厚は2.8mm、重さ19.8gを計る。刃部は反っていて上面中央に鎬をもつ。下面

はゆるやかにふくらみ、断面は底辺の膨らんだ三角形を呈する。身部の断面は

弧状を呈する。形態的な特徴から判断して古墳時代のものと考えられる。

本遺構の詳細な時期は不明であるが、釶の時期から判断して古墳時代の可能

性が強い。(伊藤)



図174　SD02平断面
第1層 黒褐色細砂層

第2層 黄茶褐色細砂層

第3層 黒色細砂層

第4層 暗灰茶色細砂層

第5層　暗茶褐色細砂層

第4,5層は溝の底部両端に堆積しており、自然堆積

層と思われる。覆土中から須恵器・土師器などの小片、

ミニチュア、砥石など（図175-451～453）が出土して

いる。

451は須恵器の杯身の口縁部である。全体的に器壁

が薄く、立ち上がりは長くやや内湾し、端部はわずか

に凹面をなす。受部は上外方にのび端部は丸みを帯び

る。452はミニチュアである。高さ2.0cm、幅3.0cmで粘

土を丸めたのち、指先で刺突しただけの粗雑なもので

ある。453は石英粗面岩製の砥石で、いわゆる伊予砥

と呼ばれるものである。きめの細かさから仕上げ工程

で使用されていたものと考えられる。両端は欠損して

いるが、使用面は3面ありいずれも磨耗して凹面をな

図175　SD02出土遺物
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す。わずかに擦痕が認められる。持ち運びの可能な大きさであり、携帯用の砥石であると考えられる。

SD02はほぼ直角に屈曲しており、撹乱に切られた部分を復元すれば一辺約10㎝四方の方形の区画溝状

のものである可能性が考えられる。しかし区画された内部は大半が撹乱されており、またピットが5つ

検出されているが遺物は出土していないため、SD02との関連性は不明である。

使用時期・期間は明らかではないが、ミニチュアは周辺のSI14,15,17からも出土しており、また453の形

態はこれらの竪穴式住居出土の須恵器と一致することから周辺の竪穴式住居と同じ時期（6世紀後半～7世

紀初頭）に使用されたものと考えられる。

SD03（図176）

SD03は調査区の南東、E-8，9・F-9グリッドに位置する。SK48を切っていて、南側部分はPit167と撹乱に

切られている。平面の形状は「J」字状を呈し、南から直線的に北へのび、中はどのところから西へ緩や

かに屈曲する。規模は検出面分は全長11m 、幅80～50 ㎝ 、深さ30～15 ㎝で、断面の形状は北西側ではU

字状で、屈曲部では幅広になっている。

覆土は次の19層に分層することができる。

第1層 黒褐色土層

第2層 淡黄暗褐色土層（黄色土のブロック

を含む。）

暗褐色土層第3層

第4層

第5層

第6層

第7層

第8層

第9層

淡黄暗茶褐色土層

淡灰暗褐色土層

淡黄褐色土層

淡黄暗褐色土層

淡黄褐色土層

淡黄茶褐色土層

第10層 暗黄褐色土層

第11層  淡黄茶褐色土層

第12層 淡黄褐色土層

第13層  淡黄茶褐色土層（黄色土のブロック 図176　SD03平断面

を含む。砂質土層。）

淡黄暗茶褐色土層第14層

第15層

第16層

第17層

第18層

第19層

淡黄暗褐色土層（黄色土のブロックを含む。）

淡黄褐色土層

淡黄明茶褐色土層

暗褐色土層（黄色土のブロックを含む。）

暗褐色土層

堆積状況から第4・5層の下面と第2層の下面の、少なくとも2回は溝を掘り直したことが確認でき、

    163
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時期幅は不明であるが3時期にわたって使用されたものと思われる。1期目は幅50～80cm、深さは北側で

約30cm,南側で約15cmと約15cmの比高差がある。堆積が複雑であることから、堆積や溝さらえを繰り返

しながら比較的長い期間継続的して使用されたものと考えられる。2期目は幅約50cm深さ15cmと規模が

やや縮小される。3期目は、幅約50cm、深さ約10cmと浅く、埋土も第2層のみで短期間に埋め戻されたも

のと思われる。覆土中から出土した遺物は土師器の小片等であり、使用時期は不明である。SD02と同様

に、何かを区画する目的で使用されたものと思われる。残存部は全長11mであったが、当初はさらに規

模の大きいものであったと考えられる。

ピット（図177,表107）

ピットは調査区全域に分布するが、特に東 則と西側に多い。総数は160

で、平面形では円形ないし楕円形のものが110、方形ないし隅丸方形のも

のが21、不定形・不明が29あった。構造的には、あたりを確認できた二

段構造のピットが22あった。このほかPit78では、横に穴を掘り柱を抜き

取った跡が確認できた。

また、44のピットが覆土中に遺物を含んでいた。その多くは縄文土器

や須恵器・土師器などの小片で、周囲の包含層からの流れ込みと考えら
図178 ピット出土遺物

れるが、Pit65とPit173からは臼玉がそれぞれ1点ずつ出土している（図178）。

454はPit65の覆土から出土している。直径4.9mm厚さ2.5～1.3㎜,孔径1.7mmで、側面は円筒形で、縦方

向の研磨痕が認められる。端面のうち1面は部分的に欠損しているが研磨痕が認められ、もう1面は比較

的平坦な面が形成されているが研磨痕は認められない。色調は光沢を持った黒色で硬質な石材である。 

455はPit173の覆土から出土している。直径5.2mm厚さ4.0mm,孔径2.0mmで、側面は台形を呈す。側面には

切削痕が認められ、端面にはわずかに研磨痕が認められる。色調はオリーブ黒色で、滑石製である。そ

れぞれのピットにおいて何らかの祭祀的行為が行われた可能性があるが、Pit65・173のいずれも臼玉以外

の遺物はなく詳細は不明である。（丹下）
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表107-1 ピット一覧
番号 Grid 平面形状 埋 土の色調

長径

（cm）

短径

（cm）
深さ

（cm）
出 土 遺 物 他遺構との重複 二段

構造
褐色土 39．0 38.0 16.0 無

褐色土 43．0 39 17.0 土師器

（旧＜新）

＞S101
＞SI01 有

1 F－1 円形

2 F－1 楕円
3 F－1 楕円 褐色土 29．0 23．5 7．0 無

褐色土 70.0 58.0 8.0 礫 無

褐色土 42．0 40．0 21．5 有

4 F－1 不定形
5 F－1 円形

6 F－2 円形 褐色土 45．0 44．0 32．0礫 有

7 E－2 楕円 褐色土 32．5 27．0 28

.0

礫 ＞SK01 無

8 E－2 円形 褐色土 31

.0

28 .5 37．0礫 無

9 E－1 円形 黄褐色砂質土 ＞SK01 無

褐色土
25．5 25．5 10．0

27．0 25．0 7．0

0
＞SK01 無10 E－2 円形

11 E－2 円形 褐色土 19．0 18

.0

10．

75.0

＞SK01 無

褐色土 39．5 39．0 8.0

31.0

無12 E-1 円形
13 E－2 円形 褐色土 有

14 E－1 楕円 褐色土
46．0 45．0 14.0 須恵器（杯身）
52．0 50．0 11．0 無

15 D-1 不定形 黄褐色砂質土

．0
85．0 65.0 須恵器（杯蓋） 無

16 E－1 方形 黄褐色砂質土 75.0

.0

6 礫 無

17 D－1 円形 黄褐色砂質土 39．0 39．0 13．0 有

18 D－1 楕円 褐色土 49．0 33．0 8.0 ＞Pit19＞S103 無

19 D －1 円形 褐色土 56．0 54．0 8.0 ＜Pit18＞S103 無

20 D －1 楕円 褐色土 63 55．0 36．3 ＞S103 無

2 1 D－1 円形 褐色土 15．0 15.0

0

6.0

．0

無

欠番
黄褐色砂質土 73．

0

61 19．0 無23 D－2 楕円

24 D －2 楕円 褐色土 35．0 32．0 40． 無

褐色土 44．0 44．0 21．0 有25 D －2 円形
欠番

27 E－2 楕円 褐色土 72．0 66．5 16．0 無

欠番

29 E－2 円形 褐色土 29．0 28.0 .010 無

欠番

31 E－2 円形 褐色土 24．0 24．0 10．0 無

32 C－1 楕円 褐色土 52．0 42．0 11．0 無

33 C－2 方形 黄褐色砂質土 51．0 44．5 12．0 無

34 C－1 楕円 黄褐色砂質土 無

黄褐色砂質土 ＞Pit36 無35 C－1 円形

36 C－1 円形 灰黄褐色土 ＜Pit35 無

37 C－1 不定形 黄褐色砂質土 有

38 C－1 楕円 黄褐色砂質土

36.0 29．0 7．0

36．0 35．0 5．0

57．0 55＊ 12．0
92．0 65．0 26．0

50．0 36．0 15．5
無39 C－1 楕円 黄褐色砂質土 47．0 43．0 12．0 土師器

無

欠番
欠番

52．0 41．0 29．0 無

40．0 39．0 10．
．0

無

42 C－2，3楕円
43 B－2 円形
44 B－2 円形

褐色土
黄褐色砂質土
灰褐色土 41

0
40．0 16．0 無

45 B－2 円形 黄褐色砂質土 28.0 26．0 14．0 無

46 B－1 円形 黄褐色土（粗砂を含む） 20．0 17．0 5．5 無

47 B－1 楕円 無黄褐色土（粗砂を含む） 35．5 23．0 12．0

黄褐色土 42．5 27．0 6．0 無48 A，B－1 不定形
欠番
50 B－2 隅丸方形 黄褐色砂質土 無42．0 29．0 2．0

41．0 35．0 11．0土師器 無51 C－2 隅丸方形 褐色土
欠番

53 D－2 不定形 褐色土 17．0

42.0　31.0

15.0 8.0 無

54 D－2 楕円 褐色土 10．0 無

166

*:推定値



表107－2 ピット一覧 ＊：推定値

番号 Grid 平面形状 埋土 の色 調
長径

（cm）

短径

（cm）

深さ

（cm）
出 土 遺 物

他遺構との重複
（旧＜新）

二段

構造

55 D－2 円形 黄褐色砂質土 56．0 55．0 7 5． 無

56 D －，2 3 楕円 褐色土
無

57 D －2 楕円 褐色土 無

褐色土

41．0 36．5 7．0

42．0 36．5 2．5

48 .0 32．0 3．5 無58 D －3 楕円
欠番

60 D-3 無

61
E‐3

隅丸方形 褐色土
円形 褐色土

44．0 29．0 4．0

41．0 39．0 13．0 無

欠番
63 E‐3 円形 褐色土 ＞SK09 有

64 E－3 方形 褐色土 有

65 万‐7 楕円 褐色土

53．0 57．0 22．0

34．0 32．0 15．5
23．0 21．0 4．5 無

66 E‐1 円形 褐色土 56. 0 56.0　18.0

41．0
臼玉 無

67
E‐1 楕円 褐色土

0

34．0 7．0 無

欠番
69 D －1 円形 褐色土 60．0 52．0 4．5 ＞SK08 ＜撹乱 無

70 D－3 円形 暗褐色土 58. 58.0 11．5 有？

欠番

72
E‐5 円形 60．0 55．0 21．0 無

73 E‐5 円形
暗褐色土
暗褐色土 51．0 49．0 21．5 無

74
F‐5 不定形 褐色土（粗砂を含む） 60．0 58. 0 24．0 無

61.0 46．0 43．0 無75 F－，4 5不定形
76 F－4 楕円

暗褐色土
暗褐色土 34．0 26.0　16.1　 無

77 F－4 円形 58. 0 57．0 31．6 無

78 F‐4 不定形 45．0 42．0 30．0 無

無

無
79 F－5 不定形
80 F－5 円形
81 F－5 楕円

54．0 51．0 33.2

79．0 68.0 47．8

54．0 51．0 21.0　礫 無

82 E－5 不明

暗褐色土
暗褐色土
暗褐色土
褐色土
暗褐色土
暗褐色土 50．0 48 .0 29．1 ＞撹乱 無

欠番
欠番

85 B－2 円形 褐色土 41 0．
．0

40．0 15．0 無

86 B－3 円形 褐色土 46．0 31 40．0 有

87 B－3 円形 褐色土 77．0 66．0 23．0 礫
＞Pit87
＜Pit86＞SK25 有

88 E‐1 円形 暗褐色土 無

褐色土 無89 C－2 円形
90 C－2 円形 褐色土

27．5 27．0 10．0
28 .0 24．0 25．7

40．0 37．0 27．0 ＞SK24・26 有

97 F－5 楕円 暗褐色土 41．0 32．0 9．

0 72．0

無

92 B－3 方形 褐色土 88.

0

3 8.2 ＞SK24 有

93 C－2 不明 褐色土

94 F－5 不明 暗褐色土

32．0  22．0　12.0

42 ＊ 36．0  36．0 ＜撹乱 無

無

95 D-4 楕円 ？ 56．0  40．0 5.0 無

96 F－6 円形 42．0 32．0 5．7 有

50．0 26．0 14.0　土師器杯・須恵器甕 有97 F－6 楕円
98 F，G－7方形 58. 0 50．0 37.4 口縁 有
99 F‐7 方形 62．0 50＊ 9．2 ＜撹乱 無

100 G－7 方形 暗褐色土 62．0 48 .0 16．7 有

10

1 G－7 不明 34．0 30＊ 14．2 くトレンチ 無

102 G－7 不明 20＊22 ＊ 12．8 ＜トレンチ 無
10

3 G－7 不明 26 ＊ 16＊ 20．0 ＜トレンチ 無

104 G－7 不明 54．0 50．0 36．4須恵器 ＞SD02 無
10

5 F－7 方形 ＞SD02 無

106 F－7 不明 暗褐色土 ＜撹乱 無

107 F‐8 円形 無

108 F－8 不明 暗褐色土

68 .0 68．0 16．0
70＊ 54．0 11．6
32．0 30．0 19．7
63．0 30．0 19．5 ＜撹乱 無
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表107－3 ピット一覧 ＊：推定値

番号 Grid 平面形状 埋土 の色 調
長径

（cm）

短径

（cm）

深さ

（cm）
出 土 遺 物

他遺構との重複 二段
構造

109 F－6 楕円 黒褐色土 34．0 28.0 19．0

（旧＜新）

＞SD02 無
110 D－4 円形 暗褐色土 40．0 38.0 13．0 無
111 D－4 円形 褐色土 50.0 50．0 8.4 無

褐色土 36．0 32．0 6．7 無112 D －4 円形
欠番

114 E－7 円形 無
115 E－7 円形

32．0 30．0 5．0

43.0 39．0 6．5 石核 無

116 E－7 円形 46．0 4
4．0

9．0 無
117 E－7 楕円 70．0 5

2．0

21．0 無
118 D－8 円形 無
119 E－8 円形 無

120 D－8 円形 無
121 D－8 円形

暗褐色土
暗褐色土
暗褐色土
暗褐色土
暗褐色土

32．0 30．0 18．0
62．0 57．0 39．2
50．0 49．0 36．7須恵器
44．0 42．0 26．4 無

122 D－8 円形 暗褐色土 48.0 44．0 17．8 無
123 D－7 隅丸方形 暗褐色土 無

124 D－7 不定形 暗褐色土 有
暗褐色土 ＜撹乱 無125 C，D－7 円形

126 C－8 円形 暗褐色土

44．0 40．0 19．5
40．0 18.0 13．0
65＊ 60．0 18．7

37．0 32．0 16．3 無

127 B－7 円形 暗褐色土 48.0 46．0 31．3 無

128 B－7 円形 暗褐色土 無

129 E－6 不定形 暗褐色土 ＞SI14 無
130 B－8 円形 暗褐色土 無

131 B－9 円形 暗褐色土 ＜Pit135 無

132 B－8 方形 暗褐色土 無

133 B－7 円形 暗褐色土

46．0 44．0 7．7縄文土器
60．0 56．0 39．5

42．0 40．0 22．0須恵器・土師器

44．0 44．0 12．0

54．0 48.0 13．4

54．0 52．0 7．3 土師器甕口縁 無

134 D －7 楕円 暗褐色土 58. 0 46．0 22．0 無

135 B－9 不定形 暗褐色土 58.0 54．0 20．0 ＞Pit131 無
136 C－9 円形 暗褐色土 34．0 30．0 16．6 無

137 D－10 不明 暗褐色土 60＊ 60．0 25．9 ＜撹乱 無

138 B－10 隅丸方形 褐色土 無

139 B－10 楕円 褐色土
35．0 31．0 14．0

46．0 34．0    13．6 ＞Pit140 無
140 B－10 隅丸方形 褐色土 51．0 47．0 17．8 ＜Pit139 無

暗褐色土 38.5 33．0 22．6 無141 C－9 円形
142 C-8,9 円形 暗褐色土 無

143 D－8 円形 暗褐色土
35．0 33．0 12．2

31．0 28 .0 22．5 無

144 D-8 円形 暗褐色土 無
145 C－8 円形 暗褐色土 ＜Pit146 無

146 C－8 円形 暗褐色土 ＞Pit145 無

147 B－10 円形 暗褐色土 有
148 D－10 円形 暗褐色土

26．0 26．0 24．7

37．5 35．0 12．3

36．0 34．0 15．3

66．0 60．0 35．5

68.5 63．0 17．0 有
149 D,E－10円形 暗褐色土 無
150 E－9 円形 暗褐色土 無

151 E－10 円形 暗褐色土

47．0 43．5 8．0

30．0 30．0 12．7
52．0 46．0 24．1 無

152 F－10 不明 暗褐色土 50．0 47 ＊ 5．8 ＜撹乱 無

暗褐色土 無

暗褐色土 無

暗褐色土 無

暗褐色土

28.5 29．0 14．7
51．0 46．0 8.7

36．0 36.0 10.3 土師器
38.0 40．0 27．3 有

153 C－9 円形

154 C－8 円形

155 E－10 円形

156 F－10 円形
157 F－10 円形 暗褐色土 有
158 F－10 不定形 暗褐色土 無

褐色土

51．0 46．0 50．9
60．0 26．0 11．2

55．0 50．0 14．1 有
暗褐色土 無
黒褐色土 無

159 G－10 円形
160 G－10 円形

161 G－9 円形
162 F－10 不明

45．0 36．0 31．8土師器甕口縁
42．0 38.0 15．0

35．0 28.0 26．0 ＜トレンチ 有
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表107－4ピット一覧 ＊：推定値

番号 Grid 平面形状 埋土 の色調
長径

（cm）

短径

（cm）

深さ

（cm）
出 土 遺 物

他遺構との重複 二段

構造

163 F－10 不定形 50．0 46．0 6＊ 無

40．0 30＊ 16．0

（旧＜新）

＜撹乱

＜撹乱 無

42．0 40．0 26．0 無

100．0 90．0 54．0 有
72．0 70．0 30．0 有

164 F－9 隅丸方形 暗褐色土

165 F-10 隅丸方形
166 F‐10 隅丸方形
167 F－9 方形 暗褐色土
168 F－10 円形 23．0 23．0 10．5 無

169 F－10 方形 有

170 B－9 不定形 無

171 B－10 方形 黒褐色土

80．0 56．0 38.0 須恵器杯

80．0 50．0 23．7
51．0 44．0 32．1 ＜撹乱 無

172 B－10 方形 76.0 56．0 23．6 無

173 D－7 不明 68.0 48＊ 24．1臼玉 ＜撹乱 無
56＊ 48.0

？ ＜Pit165 無174 F－10 円形

175 F－10 不明 黄褐色土 58＊ 38＊ 25．0 ＜撹乱 無

第2節 包含層出土の遺物

尖頭器（図179 ）

456は剥片を素材としたもので、調整剥離は周囲から本体の中にまで及ぶものである。全体形は、最大

幅を基部側に持つ不安定な二等辺三角烈 犬となり、先端は丸みを帯びる。調整剥離は不定形なものが多

く、周縁には細かな剥離が残されている。側面観はほぼ均等な厚さを見せ、断面形は扁平な六角形状と

なっている。基部末端には僅かに礫面が残され、素材時の剥離痕は残されていない。サヌカイト製。（多

田）

石鏃（図179 ）

457から467 はサヌカイト製の石鏃である。これらは、法量から大小2 種類に分類することができる。

若干欠損しているものも含まれるが、457から464は小型のもので重量0．6～1.4g、長さは3cm以下である。

さらに基部の形状から457～460は凹基に461～464は平基に分類できる。これに対し、465から467は大

型のもので重量2.6～3.4g、長さは3cmを超える。大型のものはいずれも平基である。（伊藤）

468は周囲からの不定形な剥離を残し、全体形は先端部側か丸みを持つ石鏃の未成品である。下半部は

欠損し、表面の中央部には素材時の剥離痕を残している。側面観は安定したものとなっているが、表裏

457      458       459       460 46 1
462 463 464

456

465  466 467

468

図179 包含層出土遺物（5）
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境の稜線は直線的ではなく、不安定な剥離によって形成されたものであることが分かる。断面形は扁平

な六角形状となる。サヌカイト製。（多田）

石核（図180）

469は小形の不定形剥片を剥離したもので、表面と裏面に剥片を剥離した痕跡を残している。その他の

部位は礫面で覆われ、石核本体そのものは正面観が菱形で、厚さも不均等である。打面は線状となって

残り、打面調整は行われていない。また、剥片剥離に伴う体部調整も施されていない。またこの石核は

十分な量の剥片剥離を行っていないようで、小ぶりな礫の一端に剥片剥離作業面を設定したようである。

黒曜石製。

470は小形な不定形剥片を剥離したもので、表面に剥片剥離作業面を残している。打面は礫面打面で、

剥片剥離に伴う打面調整は行われていない。右側部は大きく1枚の剥離痕を残し、左側部は複数枚の剥

離で占められているが、基本的には素材時の剥離痕と考えられる。剥片剥離に伴う体部調整は行われて

いない。裏面には全面に礫面を残し、調整剥離は認められない。全体形は、下端部が薄手で正面観は幅

広なものとなっている。これらのことから、この石核は剥片剥離作業面を素材となる小ぶりな原石また

は荒割を加えた素材の一側部に設定して、その面から後退するように剥片剥離作業を行ったことが考え

られる。黒曜石製。

469 471

470

472

473 図180 包含層出土遺物（6）
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471は不定形剥片石核である。打点を表裏交互に転位し、やや横長で不定形な剥片を剥離している。表

面には左右部側からの加撃による剥離痕を残し、裏面には右側部側からの剥離痕が認められる。裏面の

左側部側に残る剥離痕は素材時のもので、下端部には切断面を残している。このことから、この石核の

素材には分割された剥片が用いられたと思われ、その一端に剥片剥離作業面を設定して、交互剥離を行

ったものといえよう。サヌカイト製。

472は不定形剥片石核である。下端部は切断面を残しているが、剥片剥離後のものであり、基本的には

石核本体のほぼ全周にわたって剥片剥離を行っていたものと考えられる。まず表面では中央部に素材時

の剥離痕を残し、比較的小ぶりな剥片剥離作業面であることがわかる。裏面でも中央部で僅かに素材時

の剥離痕を残しており、この面の剥片剥離作業面を見ると、表面に比べて大ぶりな剥片を剥取したこと

がわかる。

楔形石器（図180）

473は楔形石器としたもので、両側部に素材時の切断面を残すものである。表裏両面の中央部には素材

時の剥離痕を残し、表面では下方からの大まかな剥離痕を、裏面では上方からの剥離も残されている。

表面の剥離は階段状のもので、裏面の上方からの剥離は細かく敲打のような剥離を見せている。サヌカ

イト製。（多田）

石鍬（図181-474）

左側面の抉りから刃部にかけての側縁が欠損しているがほぼ完形である。基部より刃部の方がやや幅

広であるが、平面形は短冊形で、中央からやや基部よりの側面に抉りを有する。長さ13.8cm、最大幅

6.0cm、最大厚1.9㎝、重量231.7gを計る。両面に大きく主要剥離面を残し、周縁に調整剥離を施し形を整

えている。抉りは大きな剥離で浅く作り出されている。刃部は小さな剥離で粗く作り出されていて鈍く、

磨耗が著しい。表面の刃部より1～2cm上の範囲と、基部の上端より3～4cm下がった範囲及び側面は研

磨されている。石材は結晶片岩である。

石庖丁（図181-475）

475は、杏仁形を呈する磨製石包丁である。片側の穿孔部から欠損していて全体は不明であるが、残存

長6.7cm、残存部での最大幅3.6cm、最大厚0.51cm、重量16.8gを計る。両面とも全面敲打によって形を整え

ていて、穿孔部は、入念に敲き減らしをした後、両面から穿孔を行なっている。表裏ともに斜め方向の

研磨が施されていて、側面は丹念に研磨されていくつかの面をなす。刃は片刃であるが端部辺では裏面

からも研磨している。中央付近の刃部は磨滅しており、縦方向の細かい使用痕がみられる。石材は緑泥

変岩である。

石斧（図181）

476は磨製石斧の一部である。両端を欠損しているため全容は不明であるが、太型蛤刃石斧と考えられ

る。残存長8.2cm、残存部の最大幅6.4cm、厚さ3.8cm、重量326.7gを計る。断面は楕円形を呈する。表面は
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474

475

476

477

図181 包含層出土遺物（7）

磨滅が著しい。石材は結晶片岩である。時期は弥生時代と考えられる。

477は、小型の磨製石斧である。平面形は長台形を呈し、長さ8.5cm、基部幅2.1cm、刃部幅5.1cm、厚さ

2.4cm、重量150.8gを計る。基部は幅が狭く、厚さも先すぼまりに薄くなる。基端は念入りに敲き減らし

た後研磨されていて、わずかに弧状を呈する。刃は両刃で、丹念に研磨されていて鋭く、平面は弧状を

呈する。側縁は丸味を帯びるがわずかに面が意識されていて、表面は全面研磨されている。蛇文岩系の

石材である。

扁平で平面形が長台形を呈することから、縄文時代のものと考えられる。

石皿（図182,183）

478は一部欠損していて、残存部の平面形は不整形な半円形を呈する。長軸30.5cm、短軸19.5cm、最大

厚13.0cm、重量11.5kgを計る。使用面は両面に1面ずつと側面に1面の合計3面で、両面はいずれもわずか
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478

図182 包含層出土遺物（8）

479

図183 包含層出土遺物（9）
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に窪んでいる。その内1面は敲打痕が認められる。石材は

砂岩である。

479の平面形 は足の裏形、側面は台形である。長さ

25.3cm、最大幅16.0cm、最大厚14.3cm、重量7kgを計る。磨

耗した凹面が6面、その内1面には敲打痕が認められ、敲

打痕のみの面が1面、合計7面使用されている。石材は砂

岩である。

砥石（図184）

480は石英粗面岩製の砥石である。長さ5.9cm、幅2.2cm、

厚さ2.1cm、重量30.6gを計る。断面は不整形な六角形を呈

図184 包含層出土遺物（10） する。長軸方向に対してやや斜めに一端を欠損している

48 0

が、欠損部が磨耗していることから、欠損後も使用されていたと考えられる。砥面は5面あり、いずれ

も長軸方向に平行して使用されていて、刃物傷が長軸方向に対して直角、もしくはやや斜め方向に認め

られる。小口に不整方向の傷痕があるが、これは使用痕ではなく製作時のものと思われる。時期は不明

である。（伊藤）

第3節 中近世の遺物（図185～189）

中近世の遺物は、そのほとんどが表土や撹乱された土層からの出土である。以下、実測可能なものに

ついて器種ごとに説明を加えていく。

481は、SK39の覆土中から出土した土師器椀で、底部は回転ヘラ切り。足の高い輪高台が「ハ」字状に

貼り付けられている。9世紀後半から10世紀前半のものと考えられる。482は、SK31 の覆土出土の和泉型

瓦器椀である。内面は、ミガキが看取できる。高台は簡略化しており、時期は13世紀後半に位置づける

ことができる。483・484は、土師器皿である。483は底部静止糸切り。484は、底部回転糸切り。底部か

ら内湾気味に立ち上がり、器壁は薄い。483に比して色調は赤みを帯びており、胎土も精選されている。 

485は、土師器の甑の把手。486は、土釜に把手をつけたものである。鍔は口唇部まで上がり形骸化して

いる。487・488は、三足付土釜の足。488は、足が底部まで下がって接合している。486・488は、県内中

予地方では、15・16世紀の陶磁器と共伴する。

489は、肥前陶器碗で、釉が内面全体、外面は高台近くにまで施されている。胎土は、褐灰色を呈して

いる。490は、生産地不明の陶器碗。491は肥前磁器で碗蓋と思われる。見込みには五弁花のコンニャク

印判があり、足付ハマの溶着痕も確認できる。外面は青磁釉、内面は染付透明釉。492～496は肥前系磁

器染付碗。492は外面に唐草文が描かれており、高台畳付部分のみ無釉。493は外面に、494は内面に縁文

帯がある。495は、高高台碗（広東形碗）の底部。砥部ではこのような碗を「くらわんか茶碗」と称してい

る。497は、底部から直線的に外反する反り碗の磁器である。釉調は灰白色で、高台畳付は無釉。498・

499は肥前系磁器染付皿。498は外面に唐草文、内面には松が描かれている。499内面の文様は蛇籠草花文
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482

483

484

485

486

487

488

図185 中近世の遺物（1）
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497

 490 489

492

493
494

495

496

497

498 499

図186 中世の遺物（2）

176



500
50 1

503

502

図187 中近世の遺物（3）

504

505

506

507

図188 中近世の遺物（4）
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と考えられる。489～499の陶磁器は、18世紀から19世紀代にかけての遺物と推定される。なお、肥前系

磁器としたものは砥部焼と考えられるが、今回、断定するには至らなかった。

500は瓦質の内耳付鍋で、比較的浅いつくりである。内耳の穿孔は2か所。501は、瓦質急須の注口であ

る。瓦は2点のみの出土である。502は三ッ巴の軒丸瓦、推定珠文数は17。503は、丸瓦片。504・505は、

備前焼の擂鉢である。共に口縁部は内傾気味に立ち上がり、外側には凹線状の溝か巡っている。これら2

点の備前焼は、開壁編年のⅤ期に相当する。506・507の擂鉢は、胎土に砂粒を多く含み赤褐色を呈して

いる。506は見込みにも櫛目が施されている。507の口縁帯は三段で、口縁内の凸帯は若干大きい。506・

507は、18世紀中頃から19世紀初頭にかけて焼かれた堺・明石系擂鉢である。（沖野）
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表108　SK41出土遺物観察表
番号 種 別 器 種 長さ（cm） 幅さ（em） 厚さ（cm） 重量（g） 材 質 残 存 度 備 考

449 石 製 品 石 鏃 （1．7）　　　　1．5 0．7　　　　0．7 サヌカイト　　　　4／5 幅・厚さは最大値

表109　SK51出土遺物観察表
番号 種 別 器 種 長さ（cm） 幅さ（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

残 存 部 位
残 存 度

備 考

450 鉄 製 品 釶 （8．9）　　　　1．2　　　 0．45　　　 0．28
刀 部～ 身 部

4／5程
幅・厚さは最大値。

表110　溝・ピット出土遺物観察表
番号 種 別 器 種

法 量（cm）

（推定値）
形 態 的 特 徴 成 形・調 整

色 調 外 面

色 調 内 面
胎 土

残存部位

残存状況
備 考

451 須恵器 坏身
口径（12．0）

残存高3．7

立ち上がりは長くやや内湾し、端

部は僅かに凹面をなす。受部は上

外方にのび、端部は丸みを帯びる

外面：天井部ほぼ全面ヘラ削

り、口縁部ナデ調整

内面：ナデ調整

5PB5．5／1

（青灰色）

5PB6／1

（青灰色）

1mm以下の石

英・長石粒・黒

い粒状のものを

含む。

口縁部

轆轤の回転

は反時計回

り

452 土製品 ミニチュア
高さ2．0

幅3．0

粘土を丸めた後、指先で刺突した

粗雑な作り。
外面：指頭圧痕

7．5YR7／6

（橙色）

1mm 以下の石

英・長石を含

む。

完形

番号 種 別 器 種 長さ（cm） 幅 （cm） 厚さ（cm） 残 存 度 備 考

453 石製品 砥石 （6．5） 4．3 1．25

重量（g） 材 質

60．23 石英粗面岩 両端欠損

番号 種 別 器 種 長径（cm） 厚さ（cm） 孔径（cm） 重量（g） 色 調 材 質 残 存 度 備 考

454 石製品 臼玉 0．48 0．24 0．18 0．08 黒色 結晶片岩 ほぼ完形

455 石製品 臼玉 0．53 0．39 0．22 0．15暗緑色 滑石 完形

表111 包含層出土遺物観察表
番号 種 別 器 種 長さ（cm） 幅 （cm） 厚さ（cm） 重量（g） 材 質 残 存 度 備考

456 石 製 品 ポ イント 7．3 4．3 0．9 完形

457 石 製 品 石 鏃 2．02 1．22 0．39 完形

458 石 製 品 石 鏃 1．68 1．54 0．30 ほぼ完形

459 石 製 品 石 鏃 （1．7） 1．36 0．29 4／5

460 石 製 品 石 鏃 2．58 1．63 0．39 完形

461 石 製 品 石 鏃 1．9 1．55 0．2 完形

462 石 製 品 石 鏃 （2．05） 1．6 0．32 4／5

463 石 製 品 石 鏃 2．35 1．75 0．27 完形

464 石 製 品 石 鏃 2．4 1．5 0．32 完形

465 石 製 品 石 鏃 3．14 1．88 0．42 4／5

466 石 製 品 石 鏃 3．6 1．8 0．36 ほぼ完形

467 石 製 品 石 鏃 4．0 2．08 0．4 完形

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

幅・厚さは最大値

468 石 製 品 石 鏃 （4．4） （2．6） 0．55

36．9 サヌカイト

1．0 サヌカイト

0．6 サヌカイト

0．8 サヌカイト

1．4 サヌカイト

0．6 サヌカイト

1．2 サヌカイト

1．3 サヌカイト

1．1 サヌカイト

3．4 サヌカイト

2．6 サヌカイト

3．3 サヌカイト

10．9 サヌカイト 基部を欠損 幅・厚さは最大値・未製品

469 石 製 品 石 核 3．2 2．6 1．9 10．1 黒曜石

470 石 製 品 石 核 2．55 3．75 1.1 10．3 黒曜石

471 石 製 品 石 核 4．0 5．6 1．9

472 石 製 品 石 核 5．2 5．6 1．4

473 石 製 品 楔 形石 器 2．9 2．2 0．6

34．1 サヌカイト

50．8 結晶片岩

5．1 サヌカイト

474 石 製 品 石 鍬 13．75 6．0 1．9 231．7 結晶片岩 ほぼ完形 幅・厚さは最大値

475 石 製 品 石 包 丁 （6．6） （3．6） 0．4 16．8 緑色変岩 2／5 厚さは最大値

476 石 製 品 石 斧 （8．2） （6．4） 3．8 326．7 緑色変岩 両端を欠損 幅・厚さは最大値

477 石 製 品 石 斧 8．5 5．2 2．25 150．8 蛇文岩？ 完形 幅・厚さは最大値

478 石 製 品 石 皿 30．5 19．5 13．0 11，500 砂岩 1／2？

479 石 製 品 石 皿 25．3 16．0 14．3 7，000 砂岩 ほぼ完形

480 石 製 品 砥 石 5．9 2．2 2．1 30．6 石英粗面岩 完形？
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表112 中近世の遺物観察表 ［   ]：推定値

番号 器 種 法 量 （cm ） 外 色 調 出土地

SK39

SK31

10YR8 ／4（浅黄橙）

内面：7．5Y4／1（灰）

10YR8 ／4（浅黄橙） 撹乱

481 土 師器椀

482 瓦器椀

483 土 師器皿

484 土 師器皿

底径［10．0］

底径［3．9］

底径［6．1］

口径［9．2］，底径［6．0］，器高1.3

手 法 的 特 徴

輪高台，底 部ヘ ラ切 り

内面 ヘラミガキ

底部 静止糸 切り

底部 回転 糸切り "5YR6 ／6（橙）

5YR6／8（橙） "

口径［19．4］ 内面 ナデ，胴部外 面に煤付 着 "

"

485 土師器甑

486 土師質片 手鍋

487 土釜（三足付）

488 土釜（三足付）

7．5YR7／4（にぶい橙）

7．5YR5／4（にぶい橙）

7．5YR7／4（にぶい 橙） "

489 陶器碗 口径11．8底 径4．9，器高6．9 高台無釉 "

高台畳付無釉

釉：10Y4／2（オリーブ灰），

高台：10R5／4（赤）

釉：2．5Y7／3（浅黄） "底径4．6

底径4．4 足付ハマ溶着痕，コンニャク印判 外面釉：10Y6／2（オリーブ灰）　 "
表土

撹乱

"

"

口 径［10．6，］底径［5．0，］器高7．7

口径［12．0］

口径［12．0］

底径［5．9］

底径［5．0］

外面唐草文，透明釉

透明釉

透明釉

透明釉，高高台

透明釉，高台畳付無釉 表土

490 陶器碗

491 陶器碗蓋

492 磁器染付碗

493 磁器染付碗

494 磁器染付碗

495 磁器染付碗

496 磁器染付碗

497 磁器碗 口径［12．2］，底径［5．0］，器高6．5 高台畳付無粕 撹乱

口径［14．4］ 透明釉,外面唐草文，内面松 "

"

498 磁器染付皿

499 磁器染付皿

500 瓦質鍋

口径［14．3］

口径［36．4］

透明釉，内面草花文

内耳付

10GY7 ／1（明緑灰）

10G7／1（うすい明緑灰）

10Y7 ／1（灰 白）

5G7 ／1（明緑灰）

5GY7 ／1（明 オリ ーブ灰）

5Y8／1（灰 白）

10G7／1（うすい明緑）

5G7 ／1（明緑灰）

5YR3 ／1（黒褐） "

"

"

501 瓦質急須

502 軒丸瓦 巴文

503 丸 瓦 "

504 備前焼擂鉢 口径［23．8］，底径［11．0］，器高8．4 胴部内面櫛描 条線，口縁帯凹線 "

"505 備前焼擂鉢

506 堺・明石系擂鉢 底径［13．5］

口縁帯凹線

平底 "

507 堺・明石系擂鉢 口径［30．1］，底径［15．5］，器高14．7平底，口縁帯三段

7．5YR4／1（褐灰）

5YR6／1（褐灰）

5YR4／1（褐灰）

2．5YR4／4（にぶい赤褐）

5YR5／1（褐灰）

2．5YR4／6（赤褐）

2．5YR4／4（にぶい赤褐） "
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付章 自然科学分析

持田町3丁目遺跡出土の管玉の産地分析

藁科哲男、東村武信

（京都大学原子炉実験所）

はじめに

遺跡から出土する大珠、勾玉、管玉の産地分析というのは、玉類の製品が何処の玉造遺跡で加工され

たかということを調査するのではなくて、何ヶ所かあるヒスイの原産地のうち、どこの原産地の原石を

使用しているかを明らかにするのが、玉類の原産地推定である。玉類の原石の産地を明らかにすること

は考古学上重要な意味をもっている。糸魚川市でヒスイが発見されるまでは、中国、雲南、ビルマ説、

発見後は、専ら国内説で、岩石学的方法1）

および貴重な考古遺物を非破壊で産地分析

を行った蛍光X線分析で行う元素比法2）,3）が

報告されている。また、碧玉製管玉の産地

分析を系統的に行った研究では、蛍光X 線

分析法と電子スピン共鳴法を併用し、産地

分析をより正確に行った例4）が報告されて

いる。石鏃などの石器と玉類の製品はそれ

ぞれ使用目的が異なるため、それぞれの産

地分析で得られた結果の意味も異なる。（1）

石器の原材産地推定で明らかになる、遺跡

から石材原産地までの移動、活動範囲は、

石器は生活必需品であるため、生活上必要

な生活圏と考えられる。（2）玉類は古代人が

生きるために必ずしも必要なものではない。

勾玉、管玉は権力の象徴、お祭、御守り、

占いの道具、アクセサリーとして、精神的

ているかもしれない。お祭、御守り、占い

の道具であれば、司じような習慣を持つ文

化圏が考えられる。石器の原材産地分析で

表1
試 料 番 号 出 土 遺 構 器 種 石 の 種 類 長 さ（mm ）径（mm ）重 さ（g）遺物番号

K001 SK01 管 玉 碧 玉 6．6 3．5 0．12222

SK02 管 玉 〃 4．0 0．13226

SK02 管 玉 " 6．6 0．55225

SK03 管 玉 " 5．0 0．54229

SK03 管 玉 " 6．1 0．89230

SK03 管 玉 " 4．6 0．32231

SK08 管 玉 " 5．7 0．77236

SK08 管 玉 " 4．0 0．21245

SK08 管 玉 " 3．9 0．17247

SK08 管 玉 " 3．8 0．22240

SK08 管 玉 " 3．6 0．17242

SK08 管 玉 " 3．8 0．14248

SK08 管 玉 " 4．2 0．25244

SK08 管 玉
"　　　　 3．8 0．20243

SK08 管 玉
" 4．0 0．27239

SK08 管 玉
" 4．1 0．25241

SK08 管 玉 " 4．5 0．38237

SK08 管 玉 " 4．3 0．13249

SK08 管 玉 " 3．8 0．13253

SK08 管 玉
" 3．9 0．17246

SK08 管 玉 " 4．0 0．21250

SK08 管 玉 " 4．1 0．17251

SK08 管 玉 " 3．8 0．16252

SK08 管 玉 " 4．2 0．24238

SK09 管 玉
"

2．7 0．04257

SK09 管 玉 " 3．6 0．13256

SK11 管 玉 " 4．8 0．34259

SK11 管 玉 " 5．3 0．34260

SK32 4．3 0．21311

SK32

管 玉 グリ ーンタフ様

管 玉
" 4．5 0．21275

SK32 管 玉
" 4．6 0．20276

SK32 管 玉
"

4．4 0．23 269

SK32 3．7 0．14 278

SK32 4．5 0．22 272

K002

K003

K004

K005

K006

K007

K008

K009

K010

K011

K012

K013

K014

K015

K016

K017

K018

K019

K020

K021

K022

K023

K024

K025

K026

K027

K028

K029

K030

K031

K032

K033

K034

K035 SK32

管 玉 碧 玉

管 玉 グリ ーンタフ様

管 玉 碧 玉

6．3

11．5

16．6

16．8

11．7

17．5

10．0

7．8

12．6

10．1

7．9

10．2

11．1

12．2

11．4

13．7

5．0

6．9

8．1

10．5

7．4

8．1

12．6

4．9

7．4

11．8

9．7

10．7

8．5

8．4

10．8

7．2

10．1

7．1 3．5 0．11 274

SK32 管 玉 グリ ーンタフ様 4．8 0．27 273

SK32 " 4．3 0．21 271

SK32 "
4．7 0．19 277

K036

K037

K038

K039 SK32

管 玉

管 玉

管 玉
" 4．5 0．28 270

SI10覆土 管 王 碧 玉 3．3 0．14 306

S108覆土 管 玉 " 4．4 0．25 307

SI08覆土 管 玉 " 3．9 0．22 308

SI08覆土 管 玉 " 4．1 0．22 309

包含層 管 玉 " 3．8 0．18310

土器棺4 管 玉 ？ 3．3 0．06296

SK23 勾 玉 石 英 質 15．5 3．56264

K040

K041

K042

K043

K044

K045

M001

M002 SK03 勾 玉 長 石 質？

10．0

9．6

7．3

11．9

　　　9．6

10．5

10．3

9．1

8．0

3．2

23．1

18．1 7．6 1．14232
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な面に重要な作用を与えると考えられる。

従って、玉類の産地分析で、明らかになる

ヒスイ製玉類の原石の分布範囲は、権力の

象徴としての玉類であれば、権力圏を現し



しか得られない貴重な資料を考古学の分野に提供することができる。

今回分析を行った管玉、勾玉は愛媛県松山市持田町3丁目-8に位置する持田町3丁目遺跡の弥生時代前

期の管玉45個及び勾玉2個で、出土地区、遺構・層位、時代などを表1に示す。これら47個の玉類の産地

分析結果が得られたので報告する。

非破壊での産地分析の方 法と手段

原産地推定の第一歩は、原産地間を区別する人間で言えば指紋のような、その原産地だけにしかない

という指標を見つけなければならない。その区別するための指紋は鉱物組成の組み合わせ、比重の違い、

原石に含有されている元素組成の違いなどにより、原産地同士を区別できなければ産地分析はできない。

成功するかどうかは、とにかく行ってみなければわからない。原産地同士が指紋でもって区別できたな

らば、次に遺跡から出土する遺物の指紋と原産地の指紋を比較して、一致しない原産地を消去して一致

する原産地の原石が使用されていると判定する。

ヒスイ、碧玉製勾玉、大珠、玉などは、国宝、重要文化貝才級のものが多くて、非破壊で産地分析が行

える方法でなければ発展しない。石器の原材産地分析で成功している5）非破壊で分析を行う蛍光X線法を

用いて玉類に含有されている元素を分析する。

遺跡から出土した大珠、勾玉、管玉などを水洗いして、試料ホルダーに置くだけの、完全な非破壊で

産地分析を行った。ヒスイ製玉類は蛍光X 線分析法で元素の種類と含有量を求め、試料の形や大きさの

違いの影響を打ち消すために分析された元素同士で含有量の比をとり、この元素比の値を原産地を区別

する指紋とした。碧玉製玉類はESR法を併用するが試料を全く破壊することなく、碧玉に含有されてい

る常磁性種を分析し、その信号から碧玉産地間を区別する指標を見つけて、産地分析に利用した。

碧玉原石の蛍光X 線分析

碧玉の蛍光X線スペクトルの例と

して島根県花仙山産原石を図1に示

す。猿八、玉谷産の原石から検出さ

れる蛍光X線ピークも異同はあるも

のの図1でしめされるピークは観測

される。土岐、興部の産地の碧玉は 図1 花仙山産碧玉原石の蛍光X 線スペクトル

鉄の含有量が他の産地のものに比べて大きいのが特徴である。産地分析に用いる元素比組成は、Al/Si、

K/Si、Ca/K、Ti/K、K/Fe、Rb/Fe、Fe/Zr、Rb/Zr、Sr/Zr、Y/Zrである。Mn/Fe、Ti／Fe、Nb/Zrの元素比は非常に小

さく、小さい試料の場合測定誤差が大きくなるので定量的な判定の指標とはせず、判定のときに、Ba、

La、Ceのピーク高さとともに、定性的に原材産地を判定する指標として用いる。

碧玉の原産地 と原石の分析結果

分析した碧玉の原石の原産地を図2に示す。佐渡島猿八原産地は、（1）新潟県佐渡郡畑野町猿八地区で、

産出する原石は、地元で青玉と呼ばれている緑色系の石で、良質なものは割れ面がガラス光沢を示し、
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露頭（原石が生成した場所で採集可能な地点）

1：畑野町、狼八原産地

2：玉湯町、花仙山原産地

3：豊岡市、玉谷原産地

8：山南町、石戸原産地
露頭不明で2次的な産地

4：金沢市、二俣産地：碧玉様

5：細入村、細入産地：碧玉様

6：土岐市、土岐産地
7：西興部村、興部産地

9：富良野市、空知川流域

図2 碧玉および碧玉様緑色石の原産地

質の良くないものは光沢の少ないグリーンタフ的なものである。産出量は豊富であったらしく採石跡が

何ヶ所か見られ、分析した原石は猿八の各地点から表採したものおよび地元で提供された原石などで、

提供されたものの中には露頭から得られたものがありグリーンタフ層の間に約7cm 幅の良質の碧玉層が

挟まれた原石であった。分析した原石の比重と個数は、比重が2.6～2.5の間のものは31個、2.5～2.4の間

は5個の合計36個で、この中には、茶色の碧玉も2個含まれている。原石の比重が2.6 ～2.3の範囲で違っ

ても、碧玉の色が茶色、緑色、また、茶系色と緑系色の縞があるなど、多少色の違いがあっても組成上

には反映されていない。出雲の花仙山は近世まで採掘が行われた原産地で、所在地は（2）島根県八束郡玉

湯町玉造温泉地域である。産出する原石は濃緑色から緑色の緻密で、剥離面が光沢をもつ良質の碧玉か

ら淡緑色から淡白色などいろいろで、硬度が低そうなグリーンタフの様な原石も見られる。良質な原石

の比重は2.5以上あり、質が悪くなるにしたがって比重は連続的に2.2まで低くなる。分析した原石は、比

重が2.619～2.600の間のものは10個、2.599～2.500は18個、2.499～2.400は7個、2.399～2.300は11個、2.299

～2.200は11個、2.199～2.104は3個の合計60個である。比重から考えると碧玉からグリーンタフまでの領

域が分析されている。花仙山産原石は色の違い、比重の違いによる組成の差はみられなかった。玉谷原

産地は、（3）兵庫県豊岡市辻、日高町玉谷地域で、産出する碧玉の色、石質などは肉眼では花仙山産の原

石と全く区別がつかない。また、原石の中には緑系色に茶系色が混じるものもみられ、これは佐渡猿八

産原石の同質のものに非常によく似ている。比重も2.6以上あり、質は花仙山産、佐渡猿八産原石より優

れた感じのものもみられる。この様な良質の碧玉の採取は、産出量も少ないことから長時間をかけて注

意深く行う必要がある。分析した原石は、比重が2.644～2.600は23個、2.599～2.589は4個の合計27個で、

玉谷産原石は色の違いによる分析組成の差はみられなかった。また、王谷原石と一致する組成の原石は
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日高町八代谷、石井、アンラクなどで採取できる。二俣原産地は（4）石川県金沢市二俣町地域で、原石は

二俣川の河原で採取できる。二俣川の源流は医王山であることから、露頭は医王山に存在する可能性が

ある。河原で見られる碧玉原石は、大部分がグリーンタフ中に層状、レンズ状に非常に緻密な部分とし

て見られる。分析した4個の原石の中で3個は、同一塊から3分割したもので、1個は別の塊からのもので、

前者の3個の比重は2.42で後者は2.34である。元素組成は他の産地の組成と異なり区別できる。この4個

が二俣原産地から産出する碧玉原石の特徴を代表しているかどうか、さらに分析数を増やす必要がある。

細入村の産地は（5）、富山県婦負郡細入村割山定座岩地区のグリーンタフの岩脈に団塊として緻密な濃緑

の碧玉質の部分が見られる。肉眼では、他の産地の碧玉と区別できず、また、出土する碧玉製の玉類と

も非常に似た石質である。しかし、比重が非常に軽く、分析した8個は125 ～2.12で、この比重の値で他

の原産地と区別できる場合が多い。土岐原産地は（6）、愛知県土岐市地域で、赤色、黄色、緑色などが混

じり合った原石が産出し、このうち緻密な光沢のよい濃緑で比重が2.62～2.60の原石を碧玉として11個分

析を行った。ここの原石は鉄の含有量が非常に大きく、カリウム含有量が小さいという特徴を持ち、こ

の元素比の値で他の原産地と区別できる。興部産地（7）、北海道紋別郡西興部村の碧玉原石には鉄の含有

他の原産地と区別

する指標になって

いる。また、比重

が2.6以下のものは

なく遺物の産地を

特定する指標とし

て重要である。石

戸の産地は（8）、兵

庫県氷上郡山南町

地区の安山岩に脈

岩として採取され

るが産出量は非常

に少ない。（9）北海

道富良野市の空知

川流域から採取さ

れる碧玉は濃い緑

色で比重が2.6以上

が4個、2.6～2.5が5

個、2.5～2.4が5個

である。碧玉の露

頭は不明で河原の

礫から採取するた

量 が非 常 に高 く、
表2 各碧玉の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値

χ：平均値、σ：標準偏差値

女代南B：女代南遺跡（豊岡市）で使用されている原石産地不明の玉原材料で作った群
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め、短時間で良質の碧玉を多数収集することは非常に困難である。元素組成から他の産地の碧玉と区別

できる。

これら原石を原産地ごとに統計処理を行い元素比の平均値と標準偏差値をもとめて母集団を作り表2

に示す。各母集団に原産地名を付けて、その産地の原石群、例えば花仙山群と呼ぶ。花仙山群は比重に

よって2個の群に分けて表に示したが比重は異なっても組成に大きな違いはみられない。したがって、

統計処理は一緒にして行い、花仙山群として取り扱った。原石群とは異なるが、豊岡市女代南遺跡で主

体的に使用されている碧玉製の玉の原材料で原産地は不明の遺物が出土している。同質の材料で作られ

た可能性がある玉類は北陸、近畿、中国地方に分布しているらしい。この分布範囲を明らかにし、原石

産地を探索すると言う目的で女代南遺物群として原石群と同じように使用する。

この他、鳥取県の福部村たねが池、鳥取市つづらお岬などの自然露頭からの原石を4個分析した。比

重は2.6以上あり元素比組成は、興部、玉谷、土岐石に似るが、他の原産地の原石とは組成で区別される。

また、緑系の原石ではない。

持田町3丁 目遺 跡 出土 の 管玉 と国 内 産碧 玉 原材 と の比 較

遺跡から出土した玉類は表面の泥を超音波洗浄器で水洗するだけの完全な非破壊分析で行っている。

遺物の原材産地の同定をするために、（1）蛍光X線法で求めた碧玉原石群と碧玉製遺物の分析結果を数

理統計の手法を用いて比較をする定量的な判定方法で行う。（2）また、ESR分析法により各産地の原石の

信号と遺物のそれを比較して、似た信号の原石の産地の原材であると推測する方法も応用した。

蛍光X線法による産地分析

これら遺物の蛍光X線分析の結果（図3～49）、比重および肉眼観察などから原材料の岩石を碧玉系、グ

リーンタフ系の2個に分類した。（1）碧玉系と分類した遺物は管玉表面に光沢があり緻密で、かつ比重が約

2.5以上、および蛍光X線分析でRb,Sr,Y,Zrの各元素が容易に観測できて、相対的にRb,Zrの蛍光X線分析ス

ペクトルのピークがSr,Yより高いなどを条件に分類した。（2）表面が荒れて光沢がなく、比重が2.5以下の

管玉をグリーンタフ系として分類した。これらグリーンタフ系管玉の蛍光X線スペクトルの特徴は相対

的にSrのピークがRb,Yより高く、またBaの含有量が非常に多いなどである。これら管玉の2元素組成比

および比重の結果を表3に示した。原石の数が多く分析された原産地については、数理統計のマハラノ

ビスの距離を求めて行うホテリングT2 検定8）により同定を行い結果を表4に示した。空知、土岐、二俣、

細入、石戸原産地は統計処理ができるだけの原石の分析数が用意されていないが元素祖成からこれら産

地の原石でないと推定された。また興部産地でないことは鉄の含有量から証明できた。蛍光X線分析の

結果から原石産地を特定された管玉はない。今回分析された管玉の元素組成を見ると相互に似た組成の

ものがあるため、組成の似た管玉を探す目的で、元素間の相関は考慮せずにK/Si、Ca/K、Ti/K、K/Fe、

Rb/Fe、Fe/Zr、Rb/Zr、Sr/Zrの8元素比を用いて、各元素比が共通して、最も似ているものを核として機械

的にグループを作るクラスター分析を行った結果の樹枝状図を図50に示した。管玉の組成が相互に似て

いる物ほど階段の下の方の線で結ばれる様になっていて、階段が急に高くなるところでグループが分か

れる。図50中で任意に破線を引いて、破線以下でまとまるグループをそれぞれXRF-A、XRF-Bおよび
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図3 管玉－K001（37065）の蛍光X 線スペクトル

図4 管玉－K002（37066）の蛍光X線スペクトル

図5 管玉－K003（37067）の蛍光X線スペクトル

図6 管玉－K004（37068）の蛍光X 線スペクトル

図7 管玉－K005（37069）の蛍光X線スペクトル

図8 管玉－K006（37120）の蛍光X線スペクトル

図9 管玉－K007（37121）の蛍光X線スペクトル

図10 管玉－K008（37122）の蛍光X線スペクトル

図11 管玉－K009（37123）の蛍光X線スペクトル

図12 管玉－K010（37124）の蛍光X 線スペクトル

図13 管玉－K011（37125）の蛍光X線スペクトル

図14 管玉－K012（37126）の蛍光X線スペクトル
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図15 管玉－K013（37161）の蛍光X線スペクトル

図16 管玉－K014（37162）の蛍光X線スペクトル

図17 管玉－K015（37163）の蛍光X線スペクトル

図18 管玉－K016（37164）の蛍光X線スペクトル

図19 管玉－K017（37165）の蛍光X線スペクトル

図20 管玉－K018（37166）の蛍光X線スペクトル

図21 管玉－K019（37167）の蛍光X線スペクトル

図22 管玉－K020（37202）の蛍光X線スペクトル

図23 管玉－K021（37203）の蛍光X線スペクトル

図24 管玉－K022（37204）の蛍光X線スペクトル

図25 管玉－K023（37205）の蛍光X線スペクトル

図26 管玉－K024（37206）の蛍光X線スペクトル
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図27 管玉－K025（37207）の蛍光X線スペクトル

図28 管玉－K026（37208）の蛍光X 線スペクトル

図29 管玉－K027（37242）の蛍光X線スペクトル

図30 管玉－K028（37243）の蛍光X線スペクトル

図31 管玉－K029（37244）の蛍光X 線スペクトル

図32　管玉－K030（37245）の蛍光X線スペクトル

図33 管玉－K031（37246）の蛍光X線スペクトル

図34　管玉－K032（37247）の蛍光X線スペクトル

図35　管玉－K033（37248）の蛍光X線スペクトル

図36 管玉－K034（37253）の蛍光X線スペクトル

図37 管玉－K035（37254）の蛍光X線スペクトル

図38　管玉－K036（37255）の蛍光X線スペクトル
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図39 管玉－K037（37256）の蛍光X線スペクトル

図40 管玉－K038（37257）の蛍光X 線スペクトル

図41 管玉－K039（37258）の蛍光X線スペクトル

図42 管玉－K040（37259）の蛍光X 線スペクトル

図43 管玉－K041（37287）の蛍光X線スペ クトル

図44 管玉－K042（37288）の蛍光X線スペクトル

図45 管玉－K043（37289）の蛍光X線スペクトル

図46 管玉－K044（37290）の蛍光X線スペクトル

図47 管玉－K045（37291）の蛍光X線スペ クトル

図48 勾玉－M001（37292）の蛍光X線スペクトル

図49 勾玉－M002（37293）の蛍光X線スペクトル
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表3　持田町3丁目遺跡出土の碧玉製管玉の分析結果

JG-1は岩石標準試 料を圧 縮固化

比 重はアルキメデス法で遺物 重量 が0．2gr以下は不正確。

XRF-D群とした。これら各群内の管玉の原材は同じ原産地の原石の可能性が考えられる。これらの群内

の管玉の原材料が同じ原産地であると結論するには以下に述べる電子スピン共鳴（ESR）法による結果も群

内の管玉同士で一致すればより確実な結果となる。また、勾玉の遺物は産地は特定できず、M001は硅素

とクロムの含有量が非常に多く不純物元素の含有量も碧玉より少なく（図48）、M002はK元素とRb元素が

非常に多く含有されていることが特徴で（図49）、管玉の組成と大きく異なることが明らかになった。

ESR法による産地分析

ESR分析は碧玉原石に含有されているイオンとか、碧玉が自然界からの放射線を受けてできた色中心

などの常磁性種を分析し、その信号から碧玉産地間を区別する指標を見つけて、産地分析に利用した。

ESRの測定は、Varian社のE-4型X－バンド　スペクトロメーターで行う。試料は完全な非破壊分析で、直

径が11mm以下の管玉なら分析は可能で、小さい物は胡麻粒大で分析ができる場合がある。図51-1のESR

のスペクトルは、幅広く磁場掃引したときに得られた信号スペクトルで、g値が4.3の小さな信号（Ⅰ）は鉄イ
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オンによる信号で、g値が 表4　 持 田町3丁目 遺跡 出土 の管 玉 、勾玉 の原 石産 地分 析結果

（愛媛県松山市持田町3丁目-8）
2付近の幅の広い信号（Ⅱ）と

何本かの幅の狭いピ ーク

群からなる信号（Ⅲ）で構成

されている。図51-1では、

信号（Ⅱ）より信号（Ⅲ）の信号

の高さが高く、図51-2、-3

の二俣、細入原石ではこ

の高さが逆になっている

ため、原石産地の判定の

指標に利用できる。今回

分析した玉類の中で信号

（Ⅱ）が信号（Ⅲ）より小さい場

合は、二俣、細入産でな

いと言える。各原産地の

原石の信号（Ⅲ）の信号の形

は産地ご とに異同があり

産 地分析 の指 標 とな る。

図52-1に花仙山、猿八、玉

谷、土岐、図52-2に興部、

石戸、八代谷－4、女代（B）遺

物群、八代谷および図52-3

に は北海 道今 金町花 石、

富良野市空知の各原石の

代表的な信号（Ⅲ）のスペクトルを示す。図53-1，-2に今回分析した管玉の信号（Ⅲ）のESRスペクトルを示す。

調査した原産地の原石の信号（Ⅲ）に似た信号は見られるが、一致する管玉の信号は見られない。従って、 

ESR法でもこれら管玉の原石産地は未発見の産地の原石を使用した管玉であると結論できる。これら管

玉の信号（Ⅲ）は相互に一致するものが見られ、これらに不明A、不明B、不明Cおよび不明D形と名前をつ

けて分類し表4に示した。不明A，B，C形に分類された管玉は碧玉製が大半を占め、不明D形はグリーンタ

フ製にまとまる。これらESR信号（Ⅲ）が一致する管玉の原石の産地が同じか否かの判定は蛍光X線分析の

クラスター分析の結果と併せて総合的な判定を行えばより正確な結果が得られるはずである。

結論

持田町3丁目遺跡出土の弥生時代前期の勾玉M001、M002の遺物は試料が大きくESR分析はできず蛍光

X線分析のみで産地分析を行ったが原石産地は特定できず、M001は硅素とクロムの含有量が非常に多く

不純物元素の含有量も碧玉より少なく石英質の勾玉で、M002はK元素とRb元素の含有量が非常に多く石
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分類用変数：K/Si、Ca/K、Ti/K、K/Fe、Fe/Zr、Rb/Zr、Sr/Zr 

XRF-A、XRF-B：碧玉製管玉群

XRFD：グリーンタフ様製管玉群

図50　持田町3丁目遺跡出土管玉のクラスター分析

二俣産原石

細入産原石

花仙山

玉 谷

猿八（A）

猿八（B）

土岐

図51　碧玉原石の信号のESRスペクトル 図52-（1）碧玉原石の信号ⅢのESRスペクトル
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英とは異なる鉱物の勾玉の可能性

が推測された。また、45個の管玉

は比重および肉眼観察などから原
興 部

材料の岩石を碧玉系、グリーンタ

フ系の2個に分類した。碧玉製と
石 戸

分類した管玉は、K001～K028、

K033、K035、K040～K044の合計

35個で、グリーンタフ様と分類さ 八代谷－

れた管玉は、K029～K032、K034、

K036～K039の合計9個で、K045の

管玉の石質は不明である。これら

の蛍光X線分析の結果で現在調査

されている原産地の原石でないと 八代谷

言うことが明らかになった。また、 

碧玉製管玉は同じ玉作り遺跡で作
X－バンド（20mW）

られたらしく太さが似ている。こ
MOD：1G、室温

れら管玉の原石産地が一致するか

を元素組成から推測した。クラス

ター分析により、組成の似た管玉

同士をそれぞれXRF-A、XRF-BおよびXRF-Dの3個の群にまとめた。これら各群内の管玉の原材は同じ原

産地の原石の可能性が考えられる。ESR分析でも、調査した原産地の原石の信号（Ⅲ）に似た信号は見られ

るが、一致する管玉の信号は見られないことから、

管玉の原石産地は未発見の産地の原石を使用した管
花石（ 緑瑪瑙）

玉であると結論できる。これら管玉の信号（Ⅲ）から、

（Ⅲ）の形を決めると推測すると、ESR信号（Ⅲ）が一致

する管玉の原石の産地が同じ可能性が推測され、蛍

光X線分析のクラスター分析の結果と併せて総合的 空 知（A）

な判定を行えばより正確 に同じ産地の原石か判定で

き、 その結果を表4に示した。所属グループが異な

っても、原石産地が異なるとは言えない。同じ産地

の原石 を使用したと推測で きた碧玉製管玉は、Bグ

ル ープ原石としてはK002～K007、K010～K012、

女代南遺跡出土遺物
女代（B）群

図52-（2）碧玉原石の信号ⅢのESRスペクトル

碧玉製には不明A,B,C形に、グリーンタフ様製には

不明D形がそれぞれ分類された。信号（Ⅲ）の形が碧玉

およびグリ ーンタフの固有の波形ではなく、同じ年

代 とか成 因の鉱物 組成、微量元素含有 などが信号 空 知（B）

50G

図52-（3）碧玉原石の信号ⅢのESRスペクトル

193

4



図53-（1）持田町3丁目遺跡出土管玉の信号ⅢのESRスペクトル

K017～K019、K021～K027、K035、K040、K041、K043およびKO44の合計24個で、ABグループはK013～

K015、K033の合計4個で、BAグループがK001、K008、BCグループがK009、K016、BD グループはK028、

K042の各グループの2個で、AAグループはK020の1個であった。またグリーンタフ様の管玉はDグルー

プ原石のK029～K032、K034、K036～K039の合計9個であると推測した。今後、他の遺跡についても、同
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図53-（2）持田町3丁目遺跡出土管玉の信号ESRスペクトル

じ様に分析を行い本遺跡と同じ組成の原石は使用されていれば、たとえ原石産地が判定できなくても本

遺跡との関係が推測できる。玉類の産地分析も完全な非破壊で正確に判定ができるようになってきたた

め、考古試料を積み上げることにより、弥生時代の権力圏、祭司文化などを考究する重要な考古資料の

一つとなるであろう。
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持田町3丁 目遺跡 出土のサヌカイト、黒曜石製遺物の原材産地分析

藁科哲男、東村武信

（京都大学原子炉実験所）

はじめに

自然科学的な手法を用いて、石器石材の産地を客観的に、かつ定量的に推定し、古代の交流、交易お

よび文化圏、交易圏を探ると言う目的で、蛍光X線分析法により研究を行っている。当初は手近に入手

できるサヌカイトを中心に、分析方法と定量的な産地の判定法との確立を目標として研究したが、サヌ

カイトで一応の成果を得た後、同じ方法を黒曜石にも拡張し、本格的に産地推定を行っている1)、2)、3）。

サヌカイト、黒曜石などの主成分組成は、原産地ごとに大きな差はみとめられないが、不純物として含

有される微量成分組成には異同があると考えられるため、微量成分を中心に元素分析を行い、これを産

地を特定する指標とした。

蛍光X線分析法は試料を破壊せずに分析することができて、かつ、試料調整が単純、測定の操作も簡

単である。石器のような古代人の日用品で多数の試料を分析しなければ遺跡の正しい性格が分からない

という場合にはことさら有利な分析法である。分類の指標とする元素組成 を遺物について求め、あらか

じめ、各原産地ごとに数十個の原石を分析して求めておいた各原石群の元素組成の平均値、分散などと、

遺物のそれを対比して産地を推定する。この際多変量解析の手法を用いて、各産地に帰属される確率を

求めて産地を同定する。

持田町3丁目遺跡から出土した遺物のうち黒曜石製遺物17 個およびサヌカイト製遺物25個の合計42個

について産地分析の結果が得られたので報告する。

1．下呂地域　2．二上山地域　3．岩屋地域　4．淡路島中部地域
5． 金山・五色台地域　6．冠山地域　7． 多久地域　8．老松山・寺山地域

9．福井地域　10．牟田地域　11．大串地域　12．亀岳地域　13．甲山
14．馬ノ山　15．豊島　16．小豆島　17．屋島　18．紫雲山

19．皿ヶ峰地域　20．阿蘇　21．西有田　22．川棚 　23．崎針尾
24．和泉・岸和田　25．梅原

●：は石器原材として良質と考えられる産地

▲：はあまり良質と考えられない産地

図1　 サヌカ イ トの原産 地
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サヌカイト、黒曜石原石の分析

サヌカイト、黒曜石両原石の風化面を打ち欠き、新鮮面を出し、塊状の試料を作り、エネルギー分散

型蛍光X線分析装置によって元素分析を行う。分析元素はAI、Si、K、Ca、Ti、Mn、Fe、Rb、Sr、Y、Zr、 

Nbの12元素をそれぞれ分析した。

塊試料の形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を取り、それでもって産地を特定

する指標とした。サヌカイトではK/Ca、Ti/Ca、Mn/Sr、Fe/Sr、Rb/Sr、Y/Sr、Zr/Sr、Nb/Srを、また黒曜石で

はCa/K、Ti/K、Mn/Zr、Fe/Zr、Rb/Zr、Sr/Zr、Y/Zr、Nb/Zrをそれぞれ用いる。

サヌカイトの原産地は、西日本に集中してみられ、石材として良質な原石の産地および質は良くない

が考古学者の間で使用されたのではないかと話題に上がる産地、および玄武岩、ガラス質安山岩など、

合わせて28ヶ所の調査を終えている。図1にサヌカイトの原産地の地点を示す。このうち、金山・五色

台地域では、その中の多くの地点から良質のサヌカイトおよびガラス質安山岩が多量に産出し、かつそ

れらは数ヶ所の群に分かれる。

これらの原石を良質の原石を産出する産地を中心に元素組成で分類すると39個の原石群に分類でき、

その結果を表1に示した。

金山・五色台地域のサヌカイト原石を分類すると、金山西（城山）群、金山東群、国分寺群、蓮光寺群、

白峰群、法印谷群の6ヶの群に、ガラス質安山岩は五色台群の単群に分類された。

黒曜石の原産地は北海道、東北、北陸、東関東、中信高原、伊豆箱根、伊豆七島の神津島、山陰、九

州の各地に黒曜石の原産地は分布する。調査を終えた原産地を表2 に示す。黒曜石原産地のほとんどす

表1　各サヌカイトの原産地における原石群の元素比の平均値（X）と標準偏差値（σ）

＊：ガラス質安山岩 　a）：Ando，A．，Kurasawa，H．，Ohmori，T．＆Takeda，E．（1974）．1974compilationofdataontheGSJgeochemicalreferencesamplesJG－1granodiorite
andJB－1basalt．GeochemicalJournalVol．8175－192．
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べてがつくされている。元素細成の上から、これら原石を分類すると表2に示すように95個の原石群に

分かれる。佐賀県の腰岳地域および大分県の姫島地域の観音崎、両瀬の両地区は黒曜石の有名な原産地

で、姫島地域ではガラス質安山岩もみられ、これについても分析を行った。隠岐島、壱岐島、青森県、

和田峠の一部の黒曜石には、Srの含有量が非常に少なく、この特徴が産地分析を行う際に他の原産地と

区別する、有用な指標となっている。

表2　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値（X）と標準偏差値（σ）

＊：ガラス質安山岩 　a）：Ando，A．，Kurasawa，H．，Ohmori，T．＆Takeda，E．（1974）．1974compilationofdataontheGSJgeochemicalreferencesamplesJG－1granodiorite

andJB －1basalt．GeochemicalJournalVol．8，175－192．
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表3 持田町3丁目遺跡出土のサヌカイト製遺物分析結果 結果と考察

遺跡から出土した石器、石片は、風化

のためサヌカイト製は表面が白っぽく変

色し、新鮮な部分と異なった元素組成に

なっている可能性が考えられる。このた

め遺物の測定面の風化した部分に 圧縮

空気によってアルミナ粉末を吹きつけ風

化層を取り除き新鮮面を出して測定を行

った。一方黒曜石製のものは風化に対し

て安定で、表面に薄い水和層が形成され

ているにすぎないため、表面の泥を水洗

表4　持田町3丁目遺跡出土の黒曜石製適物分析結果 するだけで完全な非破壊分析が可能であ

ると考えられる。今回分析した遺物の結

果をサヌカイト、黒曜石に分けて表3、4

に示した。

石器の分析結果から石材産地を同定す

るために原石群との比較を相関を考慮し

た多変量統計の手法であるマハラノビス

の距離を求めて行うホテリングのT2 検定

である。これによって、それぞれの群に帰属する確率を求めて、産地を同定する4)、5)。遺物の産地同定は

各黒曜石原産地からの95個の原石群およびサヌカイト原産地28箇所の39個の原石群と比較して、確率の

高い原石産地のものだけを選んで表5、6に記した。原石産地（確率）の欄にマハラノビスの距離D2の値で

記した遺物については、判定の信頼限界としている0.1％の確率に達しなかった遺物でこのD2の値が原石

群の中で最も小さなD2値である。

この値が小さい程、遺物の元素

組成はその原石群の組成と似て

いるといえるため、推定確率は

低いが、そこの原石産地と考え

てほぼ間違いないと判断された

ものである。

九州西北地域の針尾島の古里、

中町、淀姫の各原産地、松浦半

島および腰岳の両原産地採取さ

れた原石は、相互に組成が似た

原石がみられる。（表7）。西北九

州地域で似た組成を示す黒曜石

表5 持田町3丁目遺跡出土のサヌカイト製遺物の
原材産地推定結果
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の原石群は、腰岳、古里第一、
表6 持田町3丁目遺跡出土の黒曜石製遺物の原材産地推定結果

松浦第一の各群（腰岳系と仮称す

る）および淀姫、中町第一、古里

第三、松浦第四の各群（淀姫系と

仮称する）などである。また、古

里第二群原石と肉眼的および成

分的に似た原石は嬉野町松尾地

区でも採取でき、この原石は姫

島産乳灰色黒曜石と同色調をし

ているが、組成によって姫島産

の黒曜石と容易に区別できる。もし似た組成の原石で遺

物が作られたとき、この遺物は複数の原産地に帰属され

原石産地を特定できない場合がある。たとえ遺物の原石

産地がこれら腰岳系、淀姫系の原石群の中の一群および

古里第二群のみに帰属されても、この遺物の原石産地は

腰岳系、淀姫系および古里第二群の原石を産出する複数

の地点を考えなければならない。角礫の黒曜石の原産地

は腰岳および淀姫で、円礫は松浦、中町、古里（第二群は

角衛） の各産地で産出していることから、似た組成の原石

産地の区別は遺物の自然面から円礫か角礫かを判断すれば原石産地の判定に有用な情報となる。

今回分析した黒曜石遺物の中で腰岳系に同定されたものは14個(82％)、姫島産が3個(18％)であった。一

方、サヌカイト製遺物については金山産が23 個（92％）、白峰産では1個（4％）で、原石産地が特定できなか 

ったサヌカイトは1個（4％）であった。本遺跡には距離的に最も近い姫島産黒曜石、金山・五色台産地のサ

ヌカイト原石および西北九州の腰岳系の黒曜石原石が供給されていることが産地分析の結果から明らか

になった。サヌカイト製遺物では金山産以外に白峰産が使用されている事が明らかになった。また、本

遺跡で最も多く使用された黒曜石は腰岳系原石で、同質の原石は腰岳、針尾島、松浦半島で採取される

ため複数の原産地を考慮しなければならない。灰白色系の黒曜石は針尾島の腰岳系の黒曜石と同じ産地

で採取されるが、本遺跡で使用されている灰白色系黒曜石は姫島産と同定され、針尾島産の可能性が否

定された。また、腰岳系の組成以外の古里および松浦、中町の諸群および淀姫群（表7）に帰属される原石

が見られないことから、本遺跡に伝播した腰岳系黒曜石は佐賀県の腰岳原産地の原石であると推測した。

表7　九州西北地域原産地採取原石が
各原石群に同定される割合の百分率（％）
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図版1
上：遺跡遠景（城山より）

下：SK01（南西 より）
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図版2
上：SK02遺物出土状況（南より）

下：SK02（南西 より）
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図版3
上：SK03遺物出土状況（上より）
下：SK03勾玉出土状況（上より）
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図版4
上：SK03（南東より）

下：SK09（北西より）
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図版5
上：SK08 遺物出土状況（南西より）

下：SK08（南西より）
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図版6
上：SK11遺物出土状況（南西より）

下：SK11（南西より）

208



図版7
上：SK11 木棺痕跡（南西より）

下：SK11木棺痕跡（南西より）
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図版8
上：SK30（南西より）

下：SK17（南西より）
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図版9
上：SK18（北西より）

下：SK21（北西より）
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図版10
上：SK32（北西より）
下：SK32土層堆積状況（北東より）
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図版11
上：SK32磨製石剣出土状況（上より）

下：SK32木口溝（上より）
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図版12
上：SK34磨製石剣出土状況（上より）

下：SK34（北西より）
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図版13
上：SK35（南西より）
下：SK35 木棺痕跡（南西より）
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図版14
上：SK10 ・SK37 ・SI06（北より）

下：SK10（北より）
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図版15
上：SK37磨製石鏃出土状況（南東より）

下：SK37（南西より）
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図版16
上：SK45（南東より）

下：SK40（北より）
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図版17
上：SK36（北西より）

下：SK38（南西より）
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図版18
上：SK23（南西 より）

下：SK24（南西より）
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図版19
上：SK25（南西より）
下：SK26（南より）
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図版20
上：SP176遺物出土状況（南東より）

下：SK39（南西より）
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図版21
上：SK39遺物出土状況（南西より）
下：土器棺1（北東より）
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図版22
上：土器棺2（北西より）

下：土器棺2（南西より）
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図版23
上：土器棺3（北西より）

下：土器棺3（南より）
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図版24
上：土器棺4（南西 より）

下：土器棺4（南西 より）
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図版25
上：土器棺4（北西より）

下：土器棺12（南西より）
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図版26
上：土器棺13（南西 より）

下：土器棺5（南東 より）
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図版27
上：土器棺5（南より）

下：土器棺8・9（東より）
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図版28
上：土器棺8・9（東より）

下：SI01・02（南より）
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図版29
上：SI03（西より）

下：SI05・09（南より）
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図版30
上：SI09カマド（南より）

下：SI07（北より）
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図版31
上：SI06遣物出土状況（南より）

下：SI08（南西より）
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図版32
上：SI08カマド（南より）

下：SI08（南より）
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図版33
上：SI10・11・12（南西より）

下：SI11・13（西より）
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図版34
上：SI12カマド（南より）

下：SI12カマド（南より）
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図版35
上：SI10カマド(南東より）

下：SI14カマド(南より）
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図版36 上：SI16（東より）
下：SD02（北東より）
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図版37
上：SK14遺物出土状況（上より）

下：SK51（西より）
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図版38
上：柱穴（南西 より）

下：柱穴土層堆積状況（北西 より）
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図版39
上：完掘状況（北東より）

下：完掘状況（南東より）
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