
媛埋９-５

登　畑　遺　跡
一般国道196号今治バイパス埋蔵文化財調査報告書Ⅲ

１９９８・３

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センタ―









登   畑   遺   跡

一般国道196号今治バイパス埋蔵文化財調査報告書Ⅲ

1998・3

財団法人 愛媛県埋蔵文化財調査センター





今治バイパス 登畑遺跡周辺の航空写真（建設省松山工事事務所）



12区出土鋳型



例 言
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せ
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(現　松山市立椿中学校教諭）

窪田 賢治　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 派遣調査員

柴田　昌児　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 調査員

中井　宏実　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 臨時調査員（退職）



野本　 健　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 臨時調査員

(平成9年度）

阿部　 茂　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 理事長

郷田　良雄　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 常務理事

川元　栄一　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 総務課長

大山　正風　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 調査課長

岡田　敏彦　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 調査課第一係長

窪田　賢治　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター　派遣調査員

原畑　静佳　財団法人 愛媛県埋蔵文化財調査センター 嘱託員

河野しのぶ　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 臨時調査員

塚岡美由紀　財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター 臨時調査員

4　各調査区内のグリッド杭は5m単位で設置し、1～16区は有限会社寺本測量設計管理事務所、

17区は株式会社高宮測量設計にそれぞれ委託し、座標系第4 系の国家座標と水準を取り付けた。

また、図中に示した方位は、座標系第4 系の北を指向する。

5　 発掘調査及び整理作業においては、多くの職員ならびに作業員の協力を得た。

6　 遺構の合成・トレース及び遺物の実測・トレースは、窪田、原畑の指導のもと河野、塚岡、

山本みゆき各臨時調査員、門田真由美、熊野節子、善家栄美、竹田富士子、宮内香織、三好知

子、三好まどか各作業員が行った。

7　 本報告書の遺構配置図内の略号は次のとおりである。

掘立柱建物　SB　 柱　 列　SA

井　戸     　SE　

溝状遺構　   SD

小穴・柱穴　SP

　不明遺構　SX

土 坑　SK

8 遺物写真の撮影は窪田、原畑、河野、塚岡が行った。

9　 本報告書の作成にあたって、中野良一調査課第二係長、真鍋昭文、西川真美各調査員、柴田

圭子嘱託員の協力を得た。

10　本報告書の作成において、下記の方々の指導・助言を得た。

五十川伸矢（京都橘女子大学助教授）・川岡勉（愛媛大学教育学部助教授）

吉田広（愛媛大学法文学部講師）・片桐孝浩（財団法人香川県埋蔵文化財調査センター）
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登畑遺跡

第1 章 調 査 の 経 緯

第1節 調 査 に 至 る 経 緯

1 調査の経緯

建設省四国地方建設局（以下「建設省」という。）は、昭和53年度を初年度として今治市宅間

から今治市長沢間の延長13.4kmに一般国道196号今治バイパスを建設中である。建設予定地及び

その周辺には多数の遺跡が存在していることから、建設工事に先立ち、建設省と愛媛県教育委員

会（以下「県教委」という。）との間で工事予定地域内の埋蔵文化財の調査について協議がもた

れた。その結果、事前確認調査を実施し、埋蔵文化財を確認した地点において発掘調査を実施し

て遺跡の記録保存を図ることとなった。その協議を踏まえ、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、建設省の委託を受けて発掘調査を行った。

図1 登畑遺跡の位置

埋文センターでは、昭和57年度から5ヵ年11遺跡について発掘調査を実施し、発掘調査の成果

として『一般国道196号今治道路埋蔵文化財調査報告書』（今治市山路地区～片山地区）を昭和59

年度に、『一般国道196号今治道路埋蔵文化財調査報告書Ⅱ』（今治市八町地区・中寺地区・松木

地区）を平成元年度にそれぞれ刊行している。
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2　 調査の体制

本遺跡は平成元年度から発掘調査を開始し、整理作業は今治バイパス関連の発掘調査と併行し

て作業員を中心として行い、平成9 年度に報告書の作成を行った。各年度の担当者は以下のとお

りである。

〈発掘調査〉

平成元年度（1～10区） 平成2 年度（1～6 区、11～15区）

派遣調査員　大滝　雅嗣　

嘱託員　 中能　 隆　

派遣調査員 村上 幸一

派遣調査員　安宅　 理

臨時調査員　山本 英二

平成3 年度（15～16区） 平成5 年度（17区）

派遣調査員　田中　正史

嘱託員　 三好　裕之

派遣調査員　土居　元海　

派遣調査員　安宅　 理　

派遣調査員　渡邉　 豊

臨時調査員　一色　光子

〈整理作業〉

平成4 年度　 平成6 年度

派遣調査員　田中　正史

嘱託員　 三好　裕之

派遣調査員　土居　元海　

派遣調査員　篠崎　真宏　

派遣調査員　渡邉　 豊

嘱託員　 土井　光一郎

平成7 年度　 平成8 年度

派遣調査員　田中　正史　

派遣調査員　三好　元親　

派遣調査員　窪田　賢治　

調査員　 柴田　昌児

派遣調査員　窪田　賢治

臨時調査員　中井　宏実

臨時調査員 野本 健

〈報告書作成〉

報告書の作成にあたり、遺物の分類及び検討を平成9 年4 月から行い、遺物の実測・トレース・

観察表の作成などを順次行った。弥生・古墳時代の遺物の実測及び原稿執筆は柴田昌児調査員の

協力を得た。遺構図の検討・合成及びトレースは、今治バイパス関連の長沢1 号墳発掘調査が終

了した平成9 年7 月から開始した。

平成9 年度

派遣調査員　窪田　賢治（検出遺構検討、遺物写真撮影、報告書編集）

嘱託員　    原畑  静佳（中世遺物の分類・考察、鋳造遺物考察、遺物写真撮影）

臨時調査員　河野しのぶ（遺物実測・観察表作成、遺物写真撮影）

臨時調査員　塚岡美由紀（遺物実測・観察表作成、遺物写真撮影） （窪田）
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第2節 調 査 の経 過

1 調査の経過

調査区は道路や水路・畦などによって17区に分割し、建設工事の工程から平成元年度は1～6

区の南側5m幅部分と7～10区までの発掘調査を行った。平成2年度には1 ～6区までの残り25

m幅部分と11～15区までを、平成3年度には15区の残りと16区を調査した。平成5年度に最後に

残った17区の調査を行い、登畑遺跡の全調査を終了した。

各調査年度における各調査区の調査面積・調査期間及び所在地は表1のとおりである。

表1　 年度別調査区一覧

調査年度 調査区 調査面積 調査期間（平成 年．月．日） 所 在 地

平成元年度

1 区

2 区

3 区

4 区

5 区

220㎡ 1 年7 月20日～1 年8 月10日 今治市登畑字釜屋敷甲79～80

110㎡ 1 年7 月20日～1 年8 月17日 今治市登畑字サヤノ木甲114

140㎡ 1年7 月20日～1 年8 月25日 今治市登畑字サヤノ木甲111－1

340㎡ 1年8 月18日～1 年9 月25日 今治市登畑字サヤノ木甲109－1～110－1

430㎡ 1年8 月18日～1 年10月13日 今治市登畑字横田甲202－1～204－1

230㎡ 1年9 月27日～1 年10月23日 今治市登畑字横田甲205

1，100㎡ 1年10月2 日～2 年2 月8 日 今治市登畑字有栗甲287－1，289－1～293－1，295－1

200㎡ 1年10月31日～1 年12月1 日 今治市登畑字清反地甲669

350㎡ 1年10月6 日～1 年12月18日 今治市登畑字清反地甲670

2，000㎡ 1年10月9 日～2 年3 月1 日 今治市登畑字清反地甲671～673

平成2 年度

800㎡ 2年6 月25日～2 年8 月23日 今治市登畑字釜屋敷甲79～80

900㎡ 2年8 月21日～2 年10月16日 今治市登畑字サヤノ木甲114

750㎡ 2年8 月27日～2 年10月16日 今治市登畑字サヤノ木甲112－1

1，000㎡ 2年6 月26日～2 年9 月12日 今治市登畑字サヤノ木甲110－1 ～111－1

1，800㎡ 2 年5 月29日～2 年7 月6 日 今治市登畑宇横田甲202－1～204－1

平成3 年度

6 区

7 区

8 区

9 区

10 区

1 区

2 区

3 区

4 区

5 区

6 区

11 区

12 区

13 区

14 区

15 区

15 区

750㎡ 2 年6 月4 日～2 年6 月5 日 今治市登畑字横田甲205

500㎡ 2 年10月4 日～2 年12月5 日 今治市登畑字釜屋敷甲76－1

450㎡ 2 年10月16日～2 年12月7 日 今治市登畑字川窪甲21－1

700㎡ 2 年1 月7 日～3 年3 月6 日 今治市登畑字川窪甲22－1，23

550㎡ 2年12月4 日～3 年2 月7 日 今治市登畑字川窪甲24

300㎡ 3年2 月19日～3 年3 月8 日 今治市登畑字川窪甲28－1～29－1

300㎡ 3年6 月4 日～3 年6 月18日 今治市登畑字川窪甲28－1～29－1

16 区 1，700㎡ 3年6 月11日～3 年8 月13日 今治市登畑字川窪甲30－1～31－1

平成5 年度 17 区 1，700㎡ 5年5 月28日～5 年7 月20日 今治市登畑字釜屋敷甲77－1，78
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2 調査日誌抄

平成元年度

7 月20日～7 月25日　1～3 区：表土剥ぎ

7月26日～8 月10日　1 区：精査・遺構掘削・遺構測量

8月3 日～8 月17日　2 区：精査・遺構掘削・遺構測量

8月11日～8 月25日　3 区：精査・測量

8月18日　 4 ～5 区：表土剥ぎ

8月21日～9 月25日　4 区：精査・遺構掘削・遺構測量

9月20日～10月13日　5 区：精査・遺構掘削・遺構測量

9月27日～10月3 日　6 区：表土剥ぎ

10月2 日～10月26日　7 区：表土剥ぎ

10月4 日～10月23日　6 区：精査・遺構掘削・遺構測量

10月6 日～10月9 日　9 区：表土剥ぎ

10月9 日～10月18日　10区：表土剥ぎ

10月19日～11月30日　7 区：第1 面精査・遺構掘削・遺構測量

10月31日～11月1 日　8 区：表土剥ぎ

11月6 日～12月1 日　8 区：精査・遺構掘削・遺構測量

12月1 日～1 月30日　10区：第1 面精査・遺構掘削・遺構測量

12月4 日～12月18日　9区：精査・遺構掘削・遺構測量

12月19日～2 月8 日　7区：第2 面精査・遺構掘削・遺構測量

2月1 日～3 月1 日　10区：第2 面精査・遺構掘削・遺構測量

平成2 年度

5月29日～5 月31日　5 区：表土剥ぎ

6月4 日～7 月6 日　5 区：精査・遺構掘削・遺構測量

6月4 日～6 月5 日　6 区：試掘トレンチ掘削・測量

6月25日　1 区：表土剥ぎ

6月26日～8 月23日　1 区：精査・遺構掘削・遺構測量

6月26日～6 月27日　4 区：表土剥ぎ

7月31日～9 月12日　4 区：精査・遺構掘削・遺構測量

8月21日～8 月24日　2 区：表土剥ぎ

8月27日～8 月28日　3 区：表土剥ぎ

9月4 日～10月16日　2 区：精査・遺構掘削・遺構測量

9月13日～10月16日　3 区：精査・測量

10月4 日～10月5 日　11区：表土剥ぎ
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10月9 日～12月5 日　11区：精査・遺構掘削・遺構測量

10月16日～10月25日　13～14区：表土剥ぎ

10月16日～12月7 日　12区：精査・遺構掘削・遺構測量

12月6 日～2 月7 日　14区：精査・遺構掘削・遺構測量

12月6 日～3 月6 日　13区：精査・遺構掘削・遺構測量

2月20日～3 月8 日　15区：精査・測量・埋め戻し

平成3 年度

6 月4 日～6 月5 日　15区：表土剥ぎ

6 月5 日～6 月18日　15区：精査・遺構掘削・遺構測量

6 月11日～6 月13日　16区：表土剥ぎ

6 月14日～8 月18日　16区：精査・遺構掘削・遺構測量

平成5 年度

5 月28日～6 月4 日　17区：表土剥ぎ

6 月7 日～7 月20日　17区：精査・遺構掘削・遺構測量

（窪田）
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第2章　遺跡の立地と環境

第1節 地 理 的 環 境

本遺跡は愛媛県今治市の南部を流れる頓田川の右岸、今治市の中心から南東方向へ直線距離で

約6.5kmの地点に位置し、本遺跡中心部の絶対位置は北緯34度00分50秒・東経133度01分07秒の交

差する付近である。本遺跡のある今治市は、愛媛県北部で瀬戸内海に突き出している高縄半島の

北東部に位置する。東は燧灘に面し、西は越智郡大西町・同郡玉川町、南は越智郡朝倉村及び東

予市、北は越智郡波方町と接している。さらに、来島海峡を挟んで大島や伯方島・大三島などの

芸予諸島と対しており、芸予諸島や中国・阪神方面を結ぶ海上交通の拠点として、古くから発達

している。

今治市の大部分を占める今治平野は、温泉郡重信町と越智郡玉川町の境界にある白潰（1,156

m ）の北側に源を発し、東三方ヶ森を水源として燧灘に注ぐ蒼社川と、五葉が森（840.6m）を

水源とする頓田川の2つの河川による堆積作用により形成された沖積平野である。海岸部から1

～2kmの範囲は海岸砂堆列を含む三角州性の平野で、ここより内陸側は扇状地性の平野である。

本遺跡は、頓田川中流域右岸の沖積平野に位置している。付近一帯は頓田川などの氾濫による砂

壌土が堆積しており、良質で豊富な地下水を蓄えている。今治平野の南側には、高縄山地から伸

びる低丘陵地が広がっており、地質的には領家帯花崗岩からなり保水性に乏しく、表層は花崗岩

の風化土が覆っており、無数の小さな開析谷が発達している（注1）。

（窪田）

第2節 歴 史的 環境

今治市周辺には縄文時代から古代・中世にかけての遺跡が数多く存在している。現在616ヵ所

の埋蔵文化財包蔵地が確認されており、この数は県下最多である。ここでは、登畑遺跡のある今

治平野南部地域を中心に概観する（注2）。

縄文時代

縄文時代の遺跡には、越智郡朝倉村の山口遺跡や今治市の沖浦遺跡・糸大谷遺跡などがある。

山口遺跡は縄文の早期・後期・晩期にわたる遺跡で、沖浦遺跡は縄文後期の遺跡である。糸大谷

遺跡は来島海峡に面する海岸部に位置し、漁撈や航海・製塩など海との関わりを生業とした縄文

後期から平安中期までつづく遺跡である。

弥生時代

弥生時代前期の遺跡としては、今治市の阿方貝塚・片山貝塚、集落遺跡の姫坂遺跡がある。な

かでも阿方貝塚は北四国の弥生時代前期の標式土器である阿方式土器が出土しており、県指定の
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埋立地

旧塩田

砂

礫・砂・泥

砂礫（扇状地堆積物)

砂礫（段丘堆積物）

黒雲母花崗岩

花崗閃緑岩

ホルンフェルス

石英斑岩

図2　 周辺の表層地質図

7



1 朝倉下岡遺跡

2　保田遺跡

3　宮ノ内遺跡
4　国分1 号墳

5　雉之尾1号墳
6　唐子台墳墓群

7　久保山前方後方墳（お茶屋池上古墳）

8　樹之本古墳

9　山口一本松（根上り松）古墳

10　旦・長沢（桜井駅裏）古墳群

11　菜切谷古墳群

12　野之瀬古墳群
13　下胡（流田・しもえびす）遺跡

14　伊予国府跡推定地　出作説

15　伊予国府跡推定地　上徳説

16　伊予国分尼寺跡

17　伊予国分寺跡

18　鳥越池窯跡

19　宮ノ前遺跡

20　郷桜井八反地遺跡

21　登畑遺跡

22　旦遺跡

23　長沢石打遺跡

図3　周辺の遺跡配置図
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史跡ともなっている。中寺州尾遺跡は弥生前期から古墳時代にかけての遺跡であるが、溝状遺構

から縄文時代晩期の終末期に位置づけられる刻み目凸帯文土器や弥生時代前期の土器などが混在

した状態で出土しており注目される。中期の遺跡には、出土土器が北四国での弥生時代中期の標

式土器となっている今治市の中寺遺跡や住居跡と溝状遺構から大量の中期前半の土器が出土した

山路下平遺跡、中細形銅剣1口が出土した新谷遺跡、火災住居が検出された越智郡朝倉村の朝倉

下岡遺跡（1）や平形銅剣5口が出土した保田遺跡（2）などがある。また、阿方中屋遺跡Ⅱで

は中期後葉から古墳後期にかけての水田跡が検出され、水稲栽培が行われていたことが確認され

た。後期のものとしては今治市の四村遺跡のほか、後期から終末期にかけての集落遺跡の松木遺

跡、内陸部では特異な製塩土器の脚部が出土した松木2号遺跡、越智郡朝倉村の朝倉南甲遺跡が

ある。終末から古墳にかけては宮ノ内遺跡（3）、中寺馬之焏遺跡や後期から古墳前期の住居址

が検出された新谷畦田遺跡や高橋湯ノ窪遺跡がある。

今治平野における弥生時代の遺跡の広がりは、前期は矢田川流域の阿方・片山地区を中心とし、

中期に入って蒼社川流域に中心を移して発展し、後期にはさらに今治平野を南下して頓田川流域

へと稲作の発展とともに耕地を求めて拡大していったと考えられる。この点から考えると、中寺

州尾遺跡が阿方貝塚より先行して蒼社川流域で隆盛していたことは興味深いことである。

古墳時代

古墳時代前期のものとしては、国分1 号墳（4）や雉之尾1 号墳（5）がある。両古墳とも弥

生時代末期の墳墓と古墳発生期の古墳をつなぐ唐子台墳墓群（6）内にあり、国分1号墳は県下

で最古の前方後円墳で、雉之尾1号墳は県下で数少ない前方後方墳である。また、今治平野北部

にある相の谷古墳群内の相の谷1号墳は前期に属し、墳丘・主体部などから県下最大規模の前方

後円墳といわれる。中期のものとしては今治市の久保山前方後円墳（お茶屋池上古墳）（7）、越

智郡朝倉村の樹之本古墳（8）、山口一本松（根上り松）古墳（9）などがある。後期のものは

今治市の片山古墳群、旦・長沢（桜井駅裏）古墳群（10）、菜切谷古墳群（11）や、越智郡朝倉

村の野之瀬古墳群（12）、多伎宮古墳群などがある。野之瀬古墳群は県下最大の群集墳で、なか

でも「七間塚」は規模が大きく県指定の史跡となっている。

今治南部地域における古墳の造営は、5世紀以降唐子台では古墳が造営されず、桜井や長沢、

菜切谷周辺の丘陵上辛頓田川上流の朝倉村側で造営されるようになる。今後、この移動の要因を

首長や生産関係の変化などの点から検討を加える必要があり、今治バイパス関連で調査された

旦・長沢古墳群の報告が待たれる。

今治市内には古墳以外の遺跡として、須恵器や土師器・石製模造品の有孔円板が出土し、祭祀

跡の可能性のある下胡（流田・しもえびす）遺跡（13）や鉄滓が7点出土し付近に小鍛冶の存在

をうかがわせる阿方中屋遺跡などがある。

歴史時代

律令時代に入ると今治平野南部地域は政治・経済・文化の中心地となり、文献等により伊予国

府が今治市に置かれたと考えられている。伊予国府跡の推定地としては古くから古国分説、町谷

説、出作説（14）、中寺説、八町説、上徳説（15）などが主張されてきた。各説の中で上徳説が
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最も有望であるとして昭和56 年から3ヵ年計画で県教委に よる確認調査を実施したが、国府跡と

断定する資料は得られなかった。また、埋文 センターが昭和61年に発掘調査した八町遺跡は中寺

説と八町説が重なる範囲内、松木遺跡は町谷説の範囲内にそれぞれ位置するが、ここでも国府を

特定する資料は得られなかった。今回報告する登畑遺跡は出作説の範囲内にあるが、国府跡に関

する遺構は検出されなかった。しかし、平成6 年度に今治市教育委員会が実施した八町1号遺跡

の2次調査では、「金」墨書の須恵器杯や灰釉陶器 ・石帯などが出土し、国府などの官的な施設

の存在をうかがわせる資料が発掘された。さらに、中寺馬之焏遺跡からは県下で初出土となる緑

釉陶器の壺が出土してお り、10世紀頃には付近に官的な施設があったものと考えられ、今後の調

査が期待される。このほか、飛鳥白鳳時代の伊予国分尼寺跡（16）や奈良時代から平安時代にか

けての伊予国分寺跡（17）、これらの遺跡との関連が予想される布目瓦を出土した鳥越池窯跡（18）

や均整唐草軒平瓦を表採する長沢元瀬窯跡、布目瓦を表採する孫兵衛作窯跡がある。また、瓦窯

工人 の集落跡と思われる宮ノ前遺跡（19）が今治バイパス関連で調査されてお り、今後の検討が

待たれる。平安時代から鎌倉時代前期の集落跡の四村額ケ内遺跡も今治市にある。

鎌倉時代から室町時代の遺跡としては、集落遺跡の八町遺跡や国分尼寺と同様の軒平瓦や輸入

陶器・緑釉陶器・渡来銭などが出土した郷桜井八反地遺跡（20）がある。越智郡朝倉村の朝倉高

大寺遺跡 ・朝倉中力遺跡などでは鎌倉時代から室町時代の住居跡が検出されている。今回報告す

る登畑遺跡（21）のほか旦遺跡（22）からは掘立柱建物や県内では報告例のない瓦組の井戸が検

出されている。 ともに鎌倉時代から室町時代の集落遺跡である。中世の遺跡 として長沢石打遺跡

（23）も今治バイパス関連で調査されてお り、今後の成果が待たれる。

（窪田）

注

注1 図2 は、経済企画庁総合開発局国土調査課（1967）『土地分類基本調査 西条』及び愛媛県農林水産部農

地計画課（1977）『土地分類基本調査 今治東部・今治西部』をもとに作成した。

注2 『愛媛県史』のほか、各遺跡の発掘調査報告書及び概報を参照した。
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第3章 調 査 の 成 果

第1節 遺 跡 の 概 要 と 調 査区

本遺跡は今治平野南部を流れる頓田川の中流右岸の沖積平野に位置し、頓田川から10区までが

約100m、最も遠い16区までが約700mの距離で、東西約600m、幅約30mの遺跡である。調査区

周辺は水田が広がっており、17区が資材置き場として利用されていた以外は、水田・畑地として

利用されていた。

発掘調査は平成元年度に1～6区の南側部分と7～10区を行い、翌2年度に1～6区の残り部

分と11～15区を行った。平成3年度に15・16区、平成5年度に17区の調査を行い、全調査区の調

査を終了した。

図4 調査区配置図

調査の方法は、トレンチを設定して土層の確認を行ったのち、包含層の上面までを機械力で除

去した。そののち、人力により包含層を掘り下げながら遺構・遺物の検出を行った。その間、遺

構・遺物の測量や写真撮影などの記録保存にも努めた。測量は平板測量を行ったが、一部簡易遣

11



り方測量も行った。各調査区には国家座標値を持つ基準杭を5mメッシュで設置した。杭番号は、

本遺跡の西端に位置する10区を基準として、北から南へA・B・C・・・Z・a・b・c・・・、

西から東へ1・2・3・・・とし、北東杭をグリッドの名称とした。

調査の結果、弥生・古墳時代と鎌倉・室町時代の2つの遺構が検出された。

弥生・古墳時代の遺構は、遺構の検出されなかった3区を除く1～6区に広がっており、掘立

柱建物2棟、溝状遺構42条、土坑2基、土坑状不明遺構4基、小穴・柱穴106穴、不明遺構8基

を検出した。遺物は包含層出土がほとんどである。

鎌倉・室町時代の遺構は本遺跡の東西両端に位置している。西端の7～10区は9区を除いて遺

構面が2層確認されたが、時期差は特定できない。検出遺構は井戸4基、掘立柱建物2棟、溝状

遺構25条、溝状不明遺構1条、土坑16基、土坑群5基、土坑状不明遺構7基、柱列2条、小穴・

柱穴738穴、不明遺構25基、石列1条である。東端の11～16区からは、掘立柱建物7棟、溝状遺

構25条、土坑21基、土坑群3基、小穴・柱穴604穴、不明遺構2基を検出した。出土した中世遺

物は小片が多いが、15～16区で三足土釜が出土している。16-B区では5000点を超える遺物が出

土しているが、釜・鍋の口縁部や脚部がほとんどを占める。 （窪田）

第2節 調査区の基本層序

各調査区 の基本層序は図7～16のとお り、耕作土・床土の下に1～2層の安定した土層の堆積

がみられ、その下に包含層が堆積している。7-1・2区は調査区内の土層のため遺構面より上

の堆積状況は不明である。9・15・16区は本遺跡において特徴的な遺物が出土している調査区で、

堆積状況は以下のとおりである。

9区は灰色粘性土（1)・黄灰褐色粘性土（2）・黄褐色粘性土（3）の下の灰色粗砂（4）上

面から遺構が検出されている。3層と4層の間に遺構内埋土の茶褐色土（5）や淡茶褐色土

（6）・暗茶褐色土（7）が堆積している。

15区は耕作土（1）・黄灰色粘性土の床土（2）下層から遺構が検出されている。西側では2

層の下に淡黄灰色土（3）・暗褐色土がブロック状に混じる淡灰色砂（4）・淡灰色細砂（5）・

淡黄灰色粗砂（6）・暗褐色土（8）が堆積している。中央付近から東側では2層の下に5層や

灰色砂（7）があり、8層とつづく。灰色粘性土（9）・淡灰色砂（10）が遺構内埋土である。

16-A区は耕作土（1)・床土（2）の下の淡灰色細砂（4）や暗褐色粘性土（5）から遺構

が検出されている。淡黄灰色砂質土（3）・淡灰色砂質土 （6）が遺構内の埋土である。

16-B区は表土（1）・耕作土（2)・淡褐色土（3）の下の褐色土（4）から遺構が検出され

ている。つづいて濃茶褐色粘性土（5）や青灰色砂質土（9）が全体的に堆積し、5層と9層の

間に茶褐色砂（6）・青灰色粘性土混じりの茶褐色粘性土（7）・黒色粘土（8）・黄褐色粘土（10）

が部分的 に堆積し てい る。東側では5層 の下に9層の堆積ぱみられず、6層や茶褐色粘性土

（11）・灰褐色礫混じり土（12）・灰色砂質土（13）が堆積している。　 （窪田）

－12－



図5 調査区第1 面グリッド図

－13・14 －





図6 調査区第2 面グリッド図

－15 ・16 －
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1 暗灰色粘性土（耕作土）

2 淡黄灰色粘性土

3 淡灰色粘性土

4 黒褐色粘性土

5 炎灰色砂（地山層）

1 客土
2 黒褐色粘性土（旧耕作土）
3 緑灰色粘性土（旧床土）
4 淡緑灰色粘性土
5 暗茶褐色粘性土
6 灰色砂（包含層）
7 灰色粗砂（地山層）

1 黒褐色粘性土

2 黄灰色粘性土

3 淡褐色粘土（第1 面）

4 炎褐色粗砂（遺構内埋土）

5 暗灰色粘土（第2 面）

図11 土層模式図 上：3 区 中：6 区 下：5 区
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1 灰色粘土（耕作土）
2 黄灰色粘土
3 暗褐色粘土
4 淡灰色粘性土（包含層）

1 淡黒褐色粘土（耕作土）
2 黄灰色粘±
3 淡黒褐色粘±
4 黒褐色粘性土（包含層）
5 灰色砂（遺構内埋土）
6 淡灰色砂（地山層）

1 黒灰色粘性土（耕作土）

2 黄褐色粘性±
3 黄灰色粘性±

4 暗灰色土（包含層）

5 淡褐色砂（遺構内埋土）

6　淡灰色礫混じり土

7　黒褐色粘性土

8　淡灰色細礫混じり土
9 淡灰色粘性土（地山層）

10 暗灰色粘性土（地山層）

1１炎灰色砂礫土（地山層）

図12 土層模式図 上：4 区 中：2 区 下：1 区
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1 バラス（造成土）
2 明褐色土（造成土）
3 暗褐色土（造成土）
4 暗灰褐色土（造成土）
5 黄褐色土（造成土）
6 旧耕作土
7 暗黄灰褐色粘性土
8 灰褐色砂質土（包含層）
9 明灰色土

1 灰色粘性土（耕作土）

2 淡灰色粘性土（床土）

3 黄灰褐色粘性土
4 茶褐色土（第1 面）

5 淡茶褐色土（第2 面）

１暗茶褐色粘性土
2 灰色砂質粘性土（第1面）
3 灰色砂（第2 面）
4 灰色祖砂（地山層）

図13 土層模式図 上：17区 中：10区 下：8 区
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図14　　土層模式図上：7－1・2区中：７－3区　下：７－4区

1 黄褐色粘性土（第1 面）
2 茶褐色粘性土（第2 面）
3 淡褐色砂質土（地山層）
4 炎灰色粗砂（地山層）

1 灰色粘性土（耕作土）
2 淡灰色粘性土（床土）
3 黄褐色粘性土
4 黄灰色粘性土
5 黄灰褐色粘性土
6 淡黄灰褐色粘性土（包含層）

1 耕作土
2 淡灰色土
3 黄茶褐色土
4 淡褐色土
5 淡茶褐色土（第1 面）
6 茶褐色土（第2面）
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1 耕作土

2 淡灰色土
3 黄茶褐色土

4 淡褐色砂
5 暗茶褐色土（包含層）

6 淡褐色砂（地山層）

1 耕作土

2 淡灰色土
3 淡黄灰色土

4 暗灰色土（遺構内埋土）

5 橙褐色粘性土（包含層）

1 耕作土
2 床土
3 黄灰色土
4 暗灰色土（包含層）
5 黄灰色砂（遺構内埋土）
6 黄褐色粘性土
7 暗褐色土

図15 土層模式図上：7-5区中：11区下：12区
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1 耕作土
2 床土
3 灰色土
4 暗褐色土（包含層）
5 暗灰色土（遺構内埋土）
6 黄褐色粘性土（包含層）

1 耕作土
2 床土
3 淡黄灰色細砂
4 暗褐色粘性土
5 黄茶褐色土
6 暗灰色土（遺構内埋土）

図16 土層模式図 上：13区 下：14区
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第3節　3区の出土遺物

中世の包含層出土遺物

1 ・2は土師器の皿である。底部の切 り離しは遺物の残存状況が悪いため、確認できない。

3は瓦器椀である。形骸化した高台が付くものである。4・5は瓦質の土釜の鍔部である。 

6～8は常滑焼の甕で、「N」字状口縁をもっ。6・7の口縁部縁帯は、頸部に貼り付けられ

ている。 （原畑）

1

2

3

4 5

6

7

8

図17 3 区中世の包含層出土遺物

第4節 6区の遺構と遺物

図18 6区遺構配置図
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1 検出遺構

（1） 溝状遺構

SD01

R-26 グリッドを主軸方向N-22-Eに延びている。

検出長は2.6m、幅1.9～2.4mで、深さは26.2cmを測る。

埋土は黒灰色粘性土で、炭化物が混在している。

（窪田）

2 出土遺物

図19 SD01平・断面図
（1） 中世・近世の遺物

包含層出土遺物

9 は白磁の碗である。口縁部は外反するもので、端部は水平に作られている。体部内面に櫛で

花文が描かれている。森田分類のⅤ類の碗に相当するものと考えられる。

10～12は陶器である。11は青磁の碗、12は白磁の碗で、ともに近世のものと考えられる。

（原畑）

9

11

10
12

図20 6 区中世・近世の包含層出土遺物

第5節 5 区の遺構と遺物

1 第1面検出遺構

（1） 溝状遺構

SD01

T-32グリッドからR-34グリッドにかけて主軸方向N-45-Eに湾曲しながら延び、SK

01・02に切られる。検出長は15．3m、幅0.3～0.6mで、深さは6.4～19.7cmを測る。
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図21 5 区第1面遺構配置図
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SD02

T-32グリッドからR-

35グリッドにかけて主軸方

向N-47-E に延び、SK

01に切られる。検出長は

15.1m、幅0.2～0.4mで、

深さは6.7～17.8cmを測る。

SD03

T-32グリッドからR-

35グリッドにかげて主軸

方向N-47-Eに延びてい

る。検出長は17.0m、幅

0.4～0.8mで、深さは1.9

～11.3cmを測る。

SD04

T-29グリッドを主軸方

向N-39-Eに延びてい

る。検出長は5.1m、幅0.3

～0.6mで、深さは7.9～

10.5cmを測る。埋土は茶褐

色細礫である。

SD05

U-31グリッドを主軸方

向N-40-E-延びてい

る。検出長は5.0m、幅0.3

～0.6mで、深さは6.8～

11.8cmを測る。

SD06

V-32グリッドからU-

32グリッドにかけて主軸方

向N-19-Eに延びてい

る。検出長は5.4m、幅0.1

～0.3mで、深さは5.3～

10.5cmを測る。SD03 とは

レベル差があり、一連のも

のとは考えられない。

図22 SD01～03平・断面図
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SD07

X-37グリッドからW-38グリッドにかけて主軸方向N-41-Eに延びている。検出長は3.4

m、幅0.6～1.1mで、深さは14.4～16.9cmを測る。埋土は茶褐色砂である。

SD08・09

SD08はX-39グリッドからY-39グリッドにかけて主軸方向N-135-E に延び、SD09に

図23 SD04平・断面図 図24 SD0・06・平断面図

図25 SDO7平・断面図 図26 SD08 ・09平・断面図

－32 －



合流する。検出長は2.9m、幅0.8～1.2mで、深さは19.2～33.5cmを測る。SD09はY-39グリ

ッドとY-40グリッドの間を主軸方向N-64-E に延び、SD08が流入する。検出長は6.0m、

幅0.4～0.9mで、深さは13.5～18.2cmを測る。

SDIO

Z-41グリッドからY-41グリッド

にかげて主軸方向N-14-Eに「く」

字状に屈曲して延びている。検出長は

4.4m、幅0.4～0.7mで、深さは8.8～

11.5cmを測る。埋土は黄茶褐色砂であ

る。

SD11

Z-41グリッドからY-41グリッド

（2） 土坑状不明遺構

SK01

T-32グリッドに位置し、SD01・02を切る。平面は楕円形を呈し、長径1.0m、短径0.9mで、

深さ10.5cmを測る。

にかけて主軸方向N-22-Eに延びて

いる。検出長は4.3m、幅0.3～0.5m

で、深さは10.6～11.6cmを測る。埋土

は黄茶褐色砂である。 図27 SD10 ・11平・断面図

図28 SK01平・断面図 図29 SK02平・断面図
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SK02

S-33グリッド

に位置し、SDOl

を切る。平面は楕

円形状を呈し、長

径2.08m、短径

1.3mで、深さは

12.2cmを測る。

SK03

X-38グリッド

に位置する。平面

は不整な半円形状

を呈し、長さ2.3 

m 、幅2.0mで、

深さは18.2cmを測

る。埋土は茶褐色

砂である。図30 SK03

SX01 SX02

平・断面図

（3）不明遺構

SX01

X-39グリッドに

位置する。平面は不

整形を呈する。長さ

は1.6m、幅0.5mで、

深さは8.0cmを測る。

埋土は茶褐色砂であ

る。

SX02

Z-42グリッドに

位置する。平面は楕

円形状を呈する。長

径1.6m、短径0.5m

で、深さは20.9cmを

測る。埋土は淡黄褐

色粘性土である。

図31 平・断面図 図32 平・断面図
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図33 5 区第2面遺構配置図
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2 第2面検出遺構

（1） 溝状遺構

SD12

T-31グリッドからU-30グリッドにかけて主軸方向N-66-Eに延びている。検出長は5.6 

m、幅0.3～1.7mで、深さは5.8～9.1cmを測る。埋土は黄茶砂である。

SD13

U-32グリッドからU-31グリッドにかけて主軸方向N-43-Eに延びている。検出長は6.0

m、幅0.2～1.0mで、深さは8.3～19.2cmを測る。

図34 SD12平・断面図 図35 SD13平・断面図

（2） 不明遺構

SX03

T-31グリッドに位置する。平面は不整形を呈する。長さは1.4m、幅0.1～0.8mで、深さ9.4

～12.6cmを測る。埋土は黄茶砂である。

SX04

T-31グリッドに位置する。平面は不整形を呈する。長さは1．7m、幅0.2～0.5mで、深さは

11.4cmを測る。埋土は黄茶砂である。

（窪田）
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図36 SX03 SX04

5

平・断面図 図37 平・断面図

3 出土遺物

（1） 弥生時代の遺物

包含層出土遺物

弥生時代中期と後期の土器が混在して出土している。図化できる資料は弥生時代中期後半の土

器である。

13は壺、14は甕の底部で平底である。15は口縁部が「く」字状というよりもむしろ逆L 字状に

近く屈曲する甕で、口縁端部は丸く収められている。

（柴田）

13 14
15

図38 区弥生時代の包含層出土遺物
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（2） 中世の遺物

SX02出土遺物

16・17は土師器の小皿である。口縁部から底部にかげて二次焼成を受けた痕跡が認められる。

16
17

図39 5 区SX02出土遺物

包含層出土遺物

18・19は土師器の皿であ

る。18は底部の切り離しは

回転糸切りによる。

20は白磁の碗である。口

縁部は外反するもので、端

部は丸味をもっ。体部内面

上位に一条の沈線と櫛によ

る花文が施されている。外

面にも櫛による施文がみら

れる。森田分類の白磁V －

3類に相当する。

21は白磁の碗の底部であ

る。高台は比較的細く「八」

字状を呈する。体部下部か

ら高台部にかけて露胎であ

る。

22は土師質の玉縁の口縁

部である。甕か壷のものと

思われる。

23は銅製の煙管である。

（原畑）

18

19

20

21

22

図40 5区中世の包含層出土遺物1

23

図41 5区中世の包含層出土遺物2
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第6 節4区 の遺構と遺物

1 検出遺構

（1）掘立柱建物

SB01

d-54グリッドに位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-42-E を指向する。桁行2.8m、

梁間0.8mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（長径0.43m、短径0.39m、深さ14.8cm）、S 

P02（直径0.26m、深さ19.7cm、埋土：暗茶褐色土）、SP03（長径0.37m、短径0.30m、深さ

17.Ocm、埋土：暗茶褐色土）、SP04（長径0.33m、短径0.28m、深さ16.Ocm）の楕円形と円形

の4穴である。

図42 SB01平・断面図
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図43 4 区遺構配置図
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（2）土坑状不明遺構

SK01

d-54グリッドでSB01に

接するように位置する。平面

は楕円形を呈する。長径.．0 

m、短径0.9mで、深さは

31.7cmを測る。

（窪田）

図44 SK01 平・断面図

2 出土遺物

（1） 中世・近世の遺物

包含層出土遺物

24～26は土師器の杯である。24は、底部切り離しは回転糸切りによる。25は体部はやや外反気

味に外上方に立ち上がったのも、口縁部に至る。底部は中央部が盛り上がり気味である。底部の

切り離しは回転糸切りによる。26は、体部は直線的に外上方に立ち上がったのも、口縁端部に向

かって器厚が細まる。底部切り離しは回転糸切りによる。

27～29は土師器の皿である。いずれも底部の切り離しは回転糸切りによる。27・28の口縁部は

外反しながら端部に向かって細まる。

30は瓦質の椀である。体部外面には指頭押圧とナデ、内面にはナデが施されている。

31は青磁の碗の底部である。高台は断面四角形で、高台畳付まで釉が施されている。高台内は

露胎で目跡が確認できる。

32・33は近世陶磁器で、32は染付の皿、33は皿である。

34は東播系のこね鉢である。口縁部が上方に拡張されるものである。神出窯系の製品で、森田

稔分類の第Ⅱ期第1段階に相当する。

35は亀山焼の甕である。頸部が「く」の字に外反し、外面には格子状のタタキ、内面はナデが

施されている。

36～38は常滑焼の甕である。いずれも「N 」字状の口縁部縁帯をもつ。36は幅約3cm を測り、 

37も幅約3cmを測る。口縁部内面に沈線が一条施されている。38は内面に二条の沈線が施されて

いる。

39は瓦質の土釜である。体部から口縁部に欠けて直立気味に立ち上がるもので、断面が四角形

の横方向に張り出した鍔が付く。口縁端部は水平な面をなす。体部外面には指頭押圧と横方向の

ナデ、体部内面にはナデが施されている。
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

図45 4 区中世・近世の包含層出土遺物1
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40は瓦質の風炉である。体部内外面及び底部内面に幅約5mmの丁寧なミガキが施されている。

41～47は瓦質の土釜の口縁部である。

48は瓦質の三足土釜の脚である。

49・50は土師質の土釜の脚である。

39

40

41 42

43

44

45

46 47

48 49

50

図46 4区中世・近世の包含層出土遺物2

本調査区南東からは小穴及び土坑が検出されていることや、隣接する3区では遺構が検出され

ていないこと、遺物組成として煮沸・調理・貯蔵・供膳形態のすべてが揃っていること、一部近

世遺物の混入はあるが東播系こね鉢と常滑焼、土師器の杯、皿の時期に大きな相違が無いことな

どから本調査区出土の遺物は、この小穴に関わる遺構（南東方向に広がる可能性のある）遺物の

可能性が高い。また、2・3区の遺物組成には類似性がみられ、3区は遺構が検出されていない、 

2・3区の遺物は破片が多く、4区に比べて磨耗が激しいなどから2・3区の遺物は、4区内の

遺構（南東方向に広がる可能性のある）に関わる遺物の可能性が考えられる。

（原畑）
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図47 2 区遺構配置図

4　
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第7節 2区の遺構と遺物

1　検出遺構

（1）　溝状遺構

図48 SDO1・02平・断面図

－47 －



SD01・02

SD01はh-63グリッドからe-63グリッドにかけて主軸方向N-172-E に延びている。検

出長は13.9m、幅0.4～1.8mで、深さは9.7～13.7cmを測る。埋土は淡灰色砂である。SD02は

g-66グリッドからf-64グリッドにかけて主軸方向N-114-Eに延び、SD01に連結し、S

D06に切られる。検出長は14.9m、幅0.3～0.8mで、深さは1.4～18.0cmを測る。埋土は淡灰色

砂である。

SD03

d -65グリッドを主軸方向N-13-E に延びている。検出長は4.76m、幅0.45～0.59mで、

深さは11.5～16.0cmを測る。埋土は淡灰色砂である。

SD04

e-65グリッドからd-66グリッドに

かけて主軸方向N-28-Eに延びてい

る。検出長は8.36m、幅0.35～0.74mで、

深さは3.0～11.0cmを測る。埋土は淡灰

色砂である。

SD05・06

SD05はg-66グリッドでほぼ直角に

SD06に連結し、d-67グリッドへ主軸

方向N-18-Eに延びている。検出長は

20.1m、幅0.5～1.1mで、深さは14.0～

22.Ocmを測る。埋土は淡灰色粗砂と暗灰

色砂の2層である。SD06はh-65グリ

ッドからe-68グリッドにかけて主軸

方向N-31-Eに延び、SD02を切る。検

出長は19.4m、幅0.4～0.7mで、深さは

5.1～18-Ocmを測る。埋土は淡褐色粗砂

である。図49 SD03・04平・断面図

（2） 土坑

SK01

f-66グリッドでSD05に接するように位置する。平面は楕円形状を呈する。長径0.9m、短

径0.5mで、深さは24.9cmを測る。埋土は淡褐色粗砂である。

SK02

f-66グリッドでSD06に接するように位置する。平面は楕円形を呈する。長径1.0m、短径

0.7mで、深さは最も深いところで30.3cmを測る。埋土は淡褐色粗砂である。

（窪田）

－48－



図50 SD05・06、SKO1・02平・断面図
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2 出土遺物

（1） 弥生・古墳時代の遺物

51
52

53
54

55
56

57

58

59

60
61

62

63

図51 2 区弥生・古墳時代の包含層出土遺物
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包含層出土遺物

遺物は弥生時代後期から古墳時代後期の土器が混在している。

51～56は甕の口縁部である。57～62は弥生時代後期に属する土器の底部である。57～61は壺の

底部で、62は甕の底部である。59は底部底面に強い押圧が認められる。

63は須恵器の杯蓋である。出土した須恵器は田辺編年TK-43～TK-209式併行期の範囲に

含まれるものである。

（柴田）

（2） 中世・近世の遺物

64

65

66

67

68

69

70

図52 2区中世・近世の包含層出土遺物

包含層出土遺物

64は土師器の椀である。底部の磨耗が激しいため切り離し技法は確認できない。

65は土師器の杯である。底部は円盤状高台状を呈する。内面には炭素が付着し、黒色土器のA

類に相当する。

66・67は土師器の杯である。内面に二次焼成の痕跡が認められる。底部の切り離しは磨耗が激

しいため確認できない。

68・69は東播系のこね鉢である。68は口縁部が上方に拡張されるもので、69は口縁部が上下に

拡張されるものである。

70は青磁の碗で、近世のものと考えられる。

（原畑）
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第8節1区の遺構と遺物

1 検出遺構

（1）溝状遺構

SD01

i-72グリッドからg-72グリッドにかけて主軸方向N-14-E に延びている。検出長は9.9

m 、幅1.6～1.9m で、深さは25.1a～34.4㎝を測る。

SD02

i-72グリッドからg-72グリッドにかけて主軸方向N-16-Eに延びている。検出長は8.7

m、幅0.7～0.9mで、深さは15.0～20.4㎝を測る。埋土は黒灰色粘性土である。

SD03

図54 SD01 平・断面図 図55 SD02 平・断面図

53

j －74グリッドからg-75グリッドにかけて主軸方向N-21-Eに延びたのち、N-54-Eへ

緩やかに湾曲している。検出長は19.0m、幅0.8～1.2mで、深さは17.0～20.0㎝を測る。埋土は

黒灰色粘性土である。17区のSD01とはレベル差があり対応しない。



SD04・05

SD04はi-75グリッドからh-76グ

リッドにかけて主軸方向N-13-Eに延

びている。検出長は10.3m、幅0.7～

1.21mで、深さは16.8～25.2㎝を測る。

埋土は黒灰色粘性土と淡灰色砂礫、灰色

シルトの3層である。SD04と17区のS

D02はレベル差があり対応しない。SD

05はi-76グリッドを主軸方向N-34-

Eに延びている。検出長は6.1m、幅0.3

～0.4mで、深さは2.0～6.7㎝を測る。

埋土は黒灰色粘性土である。

SD06

i-76グリッドを主軸方向N-48-E

に延びている。検出長は7.2m、幅0.5～

0.8㎝で、深さは18.3～22.5㎝を測る。

埋土は黒灰色粘性土の単層であるが、一

部底に淡茶褐色砂が堆積している。17区

のSD03とはレベル差があり対応しない。

SD07・08

SD07はi-77グリッドを主軸方向N

-44-Eに約80㎝延びたところで直角に

西へ曲がり、SD09に切られる。検出長

は3.3m、幅0.2～0.6mで、深さは9.4～

19.2㎝を測る。埋土は黒灰色粘性土であ

る。SD08は直角に曲がることから人為

的な遺構と考えられるが、一部しか検出

されておらず、遺物もほとんど含まれて

いないため全容は不明である。SD08は

j-76グリッドからi-77グリッドにか

けて主軸方向N-36-Eに延び、SD07

を切る。検出長は5.2m、幅1.0～1.2m

で、深さは6.5～13.0㎝を測る。埋土は

黒灰色粘性土である。SD08と17区のS 

D04とはレベル差があり対応しない。

（窪田）図56 SD03 平・断面図
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図57 ・05平・断面図

図58 SD06

SD04

平・断面図

2 出土遺物

（1） 弥生・古墳時代の遺物

包含層出土遺物

遺物は弥生時代後期から古墳時代前期の土器が混在

している。

71は広口長頸壺の口縁部である。外方に向かった口

縁端面には不鮮明ながらヨコナデ手法を用いた凹凸が 図59 SDO7・08平・断面図

認められる。72は広口壺の口縁部である。内面の頸部

直下に明瞭なヘラケズリの痕跡が認められる。73は短頸直口壺の口縁部である。74・75は内傾す

る短い二次口縁部を持つ複合口縁壺である。74は体部が倒卵形、75は球形を呈するものと思われ

る。76は75の下半部で平底の底部を持つ。77・78は壺の口縁部でその形状から広口壺の口縁部に

なるものと思われる。79は短頸直口壺の体部で口縁部以外は完形である。底部は平底である。80

は小型壺の底部で丸底である。81～84は底部で、81は甕底部の可能性もあるが他は壺の底部と思

55



71

72

73

74

75

76

図60 1 区弥生・古墳時代の包含層出土遺物1
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77

78

79

80

81 82

83

84

85

86

87

88

図61 1 区弥生・古墳時代の包含層出土遺物2
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

101

図62

99

1 区弥生・古墳時代の包含層出土遺物3
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われ、すべて平底である。85～87は甕の口縁部である。85は布留式甕である。88は口縁部端が少

し欠失するがほぼ完形の小型の甕である。

89～92は甕の底部である。89～91は若干平坦部を残しているがほとんど丸底化している。92は

やや不明瞭ながら平底である。93は上半部の製作を省略して鉢に転用した土器である。94は無頚

の鉢である。95～98は高杯の杯部である。95～97は口縁部が外側に開く杯部である。98は深い半

球状の椀形杯部である。99は高杯の脚柱部である。100は支脚の逆「ハ」字状に開く受部である。

101は竈もしくは甑の舌状把手である。

102
103 104

105

図631 区弥生・古墳時代の包含層出土遺物4

包含層出土の須恵器で図化できた資料は4点である。102～105は須恵器の杯身である。出土し

た須恵器は田辺編年TK-209式併行期に含まれるものである。

（柴田）

106

107

108 109

図64 1区中世の包含層出土遺物
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（2） 中世の遺物

包含層出土遺物

 106 ・107は瓦質の土釜の口縁部である。

108は瓦質の三足土釜の脚である。二次焼成を受けたためか炭素の付着が認められない。

109は砥石である。石材は頁岩で、色は黄色を呈する。肌目は細かく、表面には粉っぽい風化

が認められる。使用された面はすり減って緩やかに湾曲している。幅は約4.O㎝で、もとは長方

形であったと思われるが、研きのために直方体の形をしていない。残存する長辺の4つの面に使

用痕跡が認められる。仕上げ砥として使用されたものと考えられる。

（原畑）

第9節 17区の遺構と遺物

1 検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

j-85 グリッドに位置する2間×1間の建物で棟方向はN-44 -Eを指向す る。桁行3.1m 、

梁間2.0mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径0.2m、深さ29.7㎝）、SP02（長径0.4

m、短径0.3m、深さ9.8 ㎝）、SP03（直径0.2m、深さ13.3㎝）、SP04（直 径0.2m 、深さ26.5

㎝）、SP05（直径0.3m、深さ36.1 ㎝）、SP06（直径0.2m、深さ31.9㎝）で平面は円形 と楕円

形の6穴である。

（2） 溝状遺構

SD01

f-75グリッドを主軸方向N-45-Eに延びている。検出長は3.5m、幅0.5～0.7mで、深さ

は4.8～12.4㎝を測る。埋土は明灰褐色土と暗灰色土の2層である。1区のSD03とはレベル差

があり対応しない。

SD02

f-76グリッドからg-76グリッドにかけて主軸方向N-16-Eに延びている。検出長は6.4

m、幅0.6～1.1mで、深さは6.3～13.3㎝を測る。埋土は明灰褐色土、暗灰色土、暗灰褐色土の

3 層である。1区のSD04とはレベル差があり対応しない。

SD03

60

h-77グリッドからf-78グリッドにかけて主軸方向N-34-Eに湾曲しながら延びている。

検出長は11.5m、幅0.6～0.9mで、深さは19.8～32.1㎝を測る。埋土は暗灰褐色土、明褐色砂質

土、明褐色粘性土、黄褐色土の4層である。1区のSD06とはレベル差があり対応しない。



図65 17区遺構配置図

61 ・62





図66 SB01平・断面図

SD04

h-77グリッドからg-79グリッドにかけて主軸方向N-47-Eに延びている。検出長は9.6

m 、幅0.4～1.2mで、深さは14.0～20.4㎝を測る。埋土は明灰色土と暗灰色砂質土の2層である。

途中から主軸方向N-27-Eへ支流が延びており、検出長は3.3m、幅0.3～0.4mで、深さは

11.1～14.2㎝を測る。
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図67 SD01

SD02

平・断面図

図68 平・断面図

図69 SD03 平・断面図 図70 SD04 平・断面図
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図71 SD05・06平・断面図
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SD05・06

SD05はi-78グリッドとg-

81グリッドを主軸方向N-42-E

に延びている。検出長は17.4m 、

幅1.5～2.9mで、深さは25.7～

50.7㎝を測る。埋土は暗灰色砂、

暗灰褐色砂、灰色砂、灰白色砂、

明褐色砂、明灰色砂、明灰褐色砂

の7層が混在して堆積している。 

SD06はi-79グリッド付近を主

軸方向N-88-Eに延びたのち、

主軸方向N-41-E湾曲してい

る。検出長は17.8m 、幅0.6～2.0

mで、深さは9.4～31.0㎝を測る。

埋土は明褐色砂質土と暗灰色土の

2層である。

SD07

j-79 グリッドからh-82 グリ

ッド付近にかけて主軸方向N-47

－Eに湾曲しながら延びている。

検出長は24.0m、幅0.6～1.5mで、

深さは16.1～39.6㎝を測る。埋土

は暗灰色土、暗灰褐色土、明灰色

土、黄褐色土 の4層である。

SD08・09・10 ・11

SD08はj-79 グリッドからh

-83グリッドにかけて主軸方向N

-67-E に延び、途中から北に湾

曲している。検出長は25.8m、幅

0.8～1.6mで、深さは13.5～26.3

㎝を測る。埋土は明灰色粗砂と明

灰色細砂の2層である。SD09は

k-80グリッドからj-84 グリッ

ド付近にかけ主軸方向N-58-E

に延び、途中でSD08と連結しな

がら主軸方向をN-93-Eに変え
図72 SD07平・断面図
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図73 SD08～11平・断面図
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て延びる。検出長は28.1m、幅0.6～1.4mで、深さは10.3～21.8㎝を測る。埋土は明灰色土、灰

白色粗砂、灰白色細砂の3 層である。SD10はj-82グリッドとj-85グリッドを主軸方向N-

95-Eに延び、j-81グリッドでSD09と繋がる。検出長は15.7m、幅0.2～0.7mで、深さは

2.3～12.1㎝を測る。埋土は灰白色土と暗灰色粘性土の2層である。SD11はj －82グリッド付

近を主軸方向N-141-Eに延びたのちN-79-Eに向きを変え、j-82グリッドでSD10に連

結する。検出長は7.5m、幅0.4～0.6mで、深さは2.9～12.7㎝を測る。埋土は灰白色土、灰褐色

粘性土、暗褐色土の3層である。

SD12

j-83グリッドとk-82グリッドを主軸方向N-40-Eに延びている。全長は8.2m、幅0.3～

0.5mで、深さは2.8～6.1㎝を測る。

SD13

j-85グリッドと1-85グリッドを主軸方向N-10-Eに湾曲しながら延びている。検出長は

10.7m、幅0.2～0.5mで、深さは2.0～6.4㎝を測る。

図74 SD12平・断面図 図75 SD13平・断面図
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（3） 不明遺構

SX01

k-83グリッドに位置する。平面は不整な楕円形状を呈する。長径0.8m、短径0.3mで、深さ

は1.3～4.5㎝を測る。

図76 SX01平・断面図

図77 SX02平・断面図 図78 SX03・04平・断面図
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SX02

k-84グリッドに位置する。平面は不整な長楕円形状を呈する。長さは1.8m、幅0.3～0.5m

で、深さは3.1～4.9㎝を測る。

SX03 ・04

ともにk-86グリッドに位置する。SX03の平面は長細い楕円形を呈する。長さは0.9m、幅

0.2mで、深さは2.8～4.3㎝を測る。SX04の平面は長細い楕円形を呈する。長さは1.2m、幅

0.2mで、深さは1.9～2.5㎝を測る。

（窪田）

2 出土遺物

（1） 弥生・古墳時代の遺物

包含層出土遺物

弥生時代後期から古墳時代前期の土器が混在している。

110は広口壺の口縁部である。111～117は壺の底部で、明確な平底（113・116）と不明瞭な平

底（111・112・114・115・117）が認められる。

（柴田）

110 111
112

113

114 115

116
117

図79 17区弥生・古墳時代の包含層出土遺物
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（2） 中世・近世の遺物

包含層出土遺物

118は土師器の杯である。円盤状の高台をもち、体部外面下部に横方向のハケ目が施されてい

る。

119は瓦器椀の底部である。断面が四角形の貼付高台が付く。

120は陶器で、白色の釉が施されている。近世陶器と考えられる。

121は備前焼の擂鉢の体部である。

122は瓦質の土釜の体部である。外面は指頭押圧及びナデ、体部内面には縦方向のナデ、底部

へ向かう屈曲部には横方向のナデが施されている。

123・124は瓦質の三足土釜の脚である。124は全体に二次焼成が認められる。

（原畑）

118

119 120

121

122

123

124

図80 17区中世・近世の包含層出土遺物
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第10節　10区の遺構と遺物

1 第1面検出遺構

（1） 井戸

SE01

J-13グリッドに位置する石組の井戸である。掘り方は直径2.3mの円形で、深さは1.5mを測

る。石組は約20㎝の角礫を8段前後積み上げている。石組の内径は上端1.0m、下端0.7mで、深

さは0.9mを測る。井戸の底には直径約80㎝、高さ約50㎝の曲物が据えられている。埋土は褐色

土である。

（2） 溝状遺構

SD01

E-6 グリッドからF-5グリッドにかけ

て主軸方向N-45-Eに延びている。全長は

8.1mで、南端で途切れている。幅は0.6～

1.0mで、深さは6.5～13.9㎝を測る。SD02・

03とはほぼ平行で、SD04～09とは直交する

ように延びている。

図81 SE01平・断面図 図82 SD01平・断面図
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図83 10区第1 面遺構配置図
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図84 SD02 平・断面図

SD02

I-11グリッドからJ=9グリッドにかけ

て主軸方向N-50-Eに延び、南端が丸くな

っている。全長は8.9mで、北側で途切れて

いる。幅は0.2～0.4mで、深さは7.7～18.2

㎝を測る。SD01・03とはほぼ平行で、SD
図85 SD03平・断面図

04～09とは直交するように延びている。

SD03

J-12グリッドからK-10グリッドにかけて主軸方向N-45-Eに延びている。検出長は13.5

m 、幅0.1～0.3mで、深さは4.9～7.8㎝を測る。埋土は茶褐色土である。SD01・02とはほぼ平

行で、SD04～09とは直交するように延びている。

SD04

E-7グリッドからG-10グリッドにかけて主軸方向N-130-E に延びている。全長は18.8

m、幅0.6～1.4mで、深さは5.4～21.O㎝を測る。埋土は褐色土である。SD05～09とはほぼ平

行で、SD01～03とは直交するように延びている。

SD05

75

・

F-9グリッドからG-10グリッドにかけて主軸方向N-130-Eに延び、東端が丸くなって

いる。全長は4.5m、幅0.3mで、深さは2.4～22.7㎝を測る。埋土は茶褐色土である。SD04 

SD06～09とはほぼ平行で、SD01～03とは直交するように延びている。



図87 SD05平・断面図

SD06・07

F-8グリッドからH-11グリッドにかけて主

軸方向N-130-Eに一列に延びている。SD06

の全長は4.8m、幅0.4～0.5mで、深さは4.0～

8.4 ㎝を測る。埋土は茶褐色土である。SD07の

全長は9.3m 、幅0.4mで、深さは1.4～13.7㎝で

ある。埋土は茶褐色土である。一連のものと考え

られるが、立証に欠ける。SD04・05・08・09と

はほぼ平行で、SD01～03とは直交するように延

びている。

SD08・09

I-13グリッドからJ-14グリッドにかけて主

軸方向N-130-Eに平行して延びている。SD

08の全長は2.7m、幅0.2mで、深さは3.5～8.2㎝

を測る。SD09の検出長は9.2m、幅0.2mで、深

さは2.7～6.5㎝を測る。SD04～07とはほぼ平行

で、SD01～03とは直交するように延びている。

図86 SD04平・断面図
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図88 SD06・07平・断面図 図89 SD08・09平・断面図

（3） 土坑

SK01

F-7グリッドに位置する。平面は方形状を呈する。長さは1.0m、幅0.9mで、深さは23.6㎝

を測る。埋土は茶褐色土である。

SK02

E-7グリッドに位置する。平面は楕円形を呈する。長径1.0m、短径0.9mで、深さは17.3㎝

を測る。
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図90 SK01平・断面図 図91 SK02平・断面図

図92 SK03平・断面図 図93 SK04平・断面図

SK03

F-7グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは0.9m、幅0.8mで、深さは26.0㎝

を測る。埋土は暗褐色土である。

SK04

G-5グリッドに位置する。平面は不整な長方形状を呈する。長さは1.5m、幅1.0mで、深さ

は7.6㎝を測る。埋土は茶褐色土である。
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SK05

G-8グリッドに位置する。平面は一辺1.0

m の方形を呈する。深さは27.6㎝を測る。

SK06

G-7グリッドに位置する。平面は長方形を

呈する。長さは1.0m、幅0.8mで、深さは25.1

㎝を測る。埋土は褐色土である。

SK07

G-7グリッドに位置する。平面は長方形を

呈する。長さは1.1m、幅0.7mで、深さは5.5

㎝を測る。埋土は褐色土である。

SK08

H-8グリッドに位置する。平面は直径0.9
図94 SK05平・断面図

m の円形を呈する。深さは20.9㎝を測る。

SK09

H-8グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは1.2m、幅0.9mで、深さは最も深

いところで31.O㎝を測る。

図95 SK06・07平・断面図 図96 SK08・09平・断面図
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H-8グリッドから-7グリッドに位置する

3 間（約6m）の柱列で、N-37-Eを指向する。 

SA01を構成する柱穴はSP01（長さ0.6m、 幅

0.6m、深さ21.8㎝、埋土：灰色土）、SP02（長

さ0.8m、幅0.6m、深さ34.6㎝、埋土：淡褐色土）、 

SP03（長さ0.9m、幅0.6m、深さ27.2 ㎝埋土：

淡褐色土）、SP04（長 さ0.9m、 幅0.7m、深さ

22.6㎝、埋土：灰色土）のほぼ長方形をした4穴

図97 SK10平・断面図 図98 SK11平・断面図

SK10

I-8グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは1.2m、幅0.8mで、深さは最も深

いところで33.4㎝を測る。

SK11

Ⅰ-7 グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出長

は1.lm、幅1.0mで、深さは20.3㎝を測る。埋土は茶褐色土である。

SK12

Ⅰ7グリッドに位置する。平面は長方形を呈

する。長さは0.9m、幅0.8mで、深さは40.9㎝

を測る。

（4） 柱列

SA01

図99 SK12 平・断面図
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で、約2m間隔で並んでいる。

（5） 不明遺構

SX01

F-6グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。

長さは1.6m、幅0.9mで、深さは最も深いところで

22.2cmを測る。

図101 SX01

SA01

平・断面図

SX02

H-10グリッドに位置する。平面は不整な長方形状

を呈する。長さは3.0m、幅1.1mで、深さは5.0㎝を

測る。埋土は茶褐色土である。

SX03

H-11グリッドからI-11グリッドにかけて位置す

る。平面は不整形を呈する。全長は2.9m、幅0.2～

0.5mで、深さは4.2～29.7㎝を測る。埋土は暗茶褐色

図100 平・断面図

土である。

SX04

I-11グリッドに位置する。平面は不整な長楕円形状を呈する。長径1.1m、短径0.5mで深さ

は17.3㎝を測る。
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図102 SX02 SX03

SX04 SX05

平・断面図 図103 平・断面図

図104 平・断面図 図105 平・断面図
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SX05

I-14グリッドに位置する。北側で途切れているため、平面の形状は不明である。検出長は

1.1m、幅0.7～0.8mで、深さは5.1㎝を測る。

SX06

I-14グリッドに位置する。平面は両端に丸みをもち、北側に落ち込みのある土坑状である。

全長は2.8m、幅0.4～0.5mで、深さは5.0～24.8㎝を測る。埋土は淡褐色土である。

SX07

J-13グリッド付近に位置する。平面の形状は2本の溝が連結した形を呈する。規模は北側の

溝が長さ5.1m、幅0.3～0.9mで、深さは2.1～13.5㎝を測り、南側の溝が長さ3.Om、幅0.4mで、

深さは7.8～22.1㎝を測る。埋土は褐色土である。

SX08

J-14グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出長

は2.8m、幅0.9mで、深さは12.6cmを測る。

図106 SX06平・断面図 図107 SX08平・断面図
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図108　SXO7平・断面図
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図109 10区第2面遺構配置図

85・86





2 第2面検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

I-11グリッドに位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-46-Eを指向する。桁行2.7m、

梁間2.1mを測る。SB01を構成する柱穴はSP05（直径0.2m、深さ22.8cm、埋土：暗灰褐色土）、 

SP06（直径0.3m、深さ19.6㎝、埋土：暗茶褐色土）、SP07（直径0.3m、深さ13.4㎝）の円

形の3穴で、1穴は不明である。

図110 SB01 平・断面図
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（2） 井戸

SE02

H-7グリッドに位置する石組の井戸である。掘り方は長径3.6m、短径2.7mの楕円形で、深

さは1.8mを測る。石組は約20cmの角礫を積み上げているが、SD11に切られ遺存状態が悪く、

5段のみ検出した。石組の内径は約0.7m、深さは内部で0.8mを測る。井戸の底には直径約70㎝、

高さ約50㎝の曲物が据えられている。

図111 SE02平・断面図
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図113 SD11平・断面図

（3） 溝状遺a構

SD10

D-9グリッドからG-12グリッドにかけ

て主軸方向N-130-Eに延びている。検出

長は27.9m、幅0.9～1.8mで、深さ13.8～

35.4㎝を測る。

SD11

G-7グリッドからH-8グリッドにかけ

て主軸方向N-135-Eに延び、SE02を切

る。検出長は5.5m、幅0.8～0.9mで、深さ

は13.6～20.1㎝を測る。

（4） 土坑

SK13

E-4グリッドに位置する。平面は長細い

楕円形状を呈する。長径1.3m、短径0.9m で、

深さは27.2㎝を測る。埋土は淡茶褐色土であ

る。

SK14

F-3グリッドに位置する。平面は長方形

を呈する。長さは1.9m 、幅1.1mで、深さは

24.9cmを測る。埋土は暗茶褐色土である。
図112 SD10 平・断面図
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図114 SK13 SK15

SK14 SK16

平・断面図 図116 平・断面図

図115 平・断面図 図117 平・断面図
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SK15

F-5グリッドに位置する。平面はほぼ方形を呈する。長さは1.6m、幅1.4mで、深さは10.9

㎝を測る。埋土は茶褐色土である。

SK16

H-4グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出長

は2.5m、幅0.7～1.4mで、深さ18.2～21.7㎝を測る。埋土は茶褐色土である。

（5） 土坑群

SK17・18以外はI-9グリッド付近に集中しており、何らかの意味をもつものと考えられる

が、詳細は不明である。

SK17・18

G-7グリッドに位置する。SK17（長径1.6m、短径0.7m、深さ10.9㎝、埋土：暗褐色土）

とSK18（長さ1.0m、幅0.8m、深さ16.5㎝、埋土：茶褐色土）の楕円形と長方形の土坑が切り

合っている。

図118 SK17・18平・断面図 図119 SK19・20平・断面図
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SK19・20

1-8グリッドに位置する。SK19（長

さ1.2m、幅1.0m、深さ21.5㎝）とSK 

20（長さ0.9m、幅0.8m、深さ26.5㎝）

の方形状の土坑が切り合っている。埋土

はともに暗茶褐色土である。

SK21・22

I-9グリッドに位置する。SK21（長

さ1.0m、幅0.8m、深さ21.6㎝）とSK

22（長さ0.8m、幅0.7m、深さ25.8㎝）

の長方形の土坑が切り合っている。埋土

はともに暗茶褐色土である。

SK23・24

図120 SK21・22平・断面図

I-9グリッドに位置する。SK23（長

さ1.7m、幅0.9m、深さ18.3㎝）とSK 

24（長さ1.3m、幅0.8m、深さ27.7㎝）

の長方形の土坑が切り合っている。埋土

はともに暗茶褐色土である。

図121 SK23・24平・断面図
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図122 SK25・26平・断面図 図123 SA02平・断面図

SK25・26

I-9グリッドに位置する。SK25（長径1.6m、短径0.9m、深さ18.2㎝）の楕円形とSK26

（長さ1.0m、幅0.4m、深さ16.3㎝）の長方形の土坑が切り合っている。埋土はともに暗茶褐色

土である。

（6） 柱列

SA02

I-10グリッドに位置する2間（約1.5m）の柱列で、主軸方向はN－40-Eを指向する。S 

A02を構成する柱穴はSP08（直径0.2m、深さ9.1㎝）、SP09（直径0.2m、深さ5.9㎝）、SP 

10（直径0.2m、深さ17.3㎝）の円形の3穴で、約70㎝の間隔で並ぶ。埋土はすべて暗茶褐色土

である。

（7）柱穴

以下4穴の柱穴は約40㎝間隔で並んでおり、建物跡か柱列と考えられるが立証に欠ける。 

SP11

F-4グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは1.0m、幅0.7mで、深さは7.7㎝

を測る。埋土は淡茶褐色土である。
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図124 SP11 SP13

SP12 SP14

平・断面図 図126 平・断面図

図125 平・断面図 図127 平・断面図

SP12

G-4グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは1.0m、幅0.7mで、深さは7.8㎝

を測る。直径0.3mの円形の掘り込みがある。埋土は暗茶褐色土である。

SP13

G-5グリッドに位置する。平面は長方形を呈する。長さは0.8m、幅0.5mで、深さは19.8㎝

を測る。埋土は淡茶褐色土である。

SP14

F-4グリッドに位置する。平面は長方形で、断面はカルデラ状を呈する。長さは1.0m、幅

0.8mで、深さは最も深いところで29.4㎝を測る。埋土は茶褐色土である。
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（8） 不明遺構

SX09

D-4グリッドに位置する。平面は西端が少し尖った溝状を呈する。長さは1.5m、幅0.2mで、

深さは21.0～25.5㎝を測る。埋土は灰色粘土である。

SX10

D-9グリッドに位置する。平面は不整な楕円形状を呈する。長径2.3m、短径0.2mで、深さ

は14.5～22.9㎝を測る。埋土は暗茶褐色土である。

図128 SX09 平・断面図 図129 SX10 平・断面図

SX11

E-7グリッドに位置する。平面は不整な楕円形状を呈する。長さは1.2m、幅0.9mで、深さ

は35.8㎝を測る。埋土は茶褐色土である。

SX12

F-6グリッドに位置する。平面は不整な三角形状を呈する。長さは1.5m、幅1.1mで、深さ

は31.3㎝を測る。
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図130 SX11平・断面図 図131 SX12平・断面図

SX13

K-10グリッドに位置する。平面はほぼ方形

を呈する。長さは1.1m、幅0.9mで、深さは

19.0㎝を測る。埋土は暗灰褐色土である。

SX14

J-14グリッドに位置する。平面は溝状で、

3ヵ所に落ち込みがある。長さは1.4m、幅0.2

～0.5mで、深さは6.5～13.8㎝,を測る。埋土は

茶褐色土である。

SX15

J-14グリッドに位置する。平面は楕円形で

ある。長径2.2m、短径0.7mで、深さは最深部

で16.9㎝を測る。埋土は茶褐色土である。

（窪田）
図132 SX13平・断面図
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図133 SX14平・断面図 図134 SX15平・断面図
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3 出土遺物

（1） 縄文・弥生時代の遺物

125

126

127

129

130

132

133

図135 10区縄文・弥生時代の包含層出土遺物

98

包含層出土遺物

縄文時代晩期と弥生時代前期・中期及び後期の土器が混在して出土している。

125は逆「く」字形口縁部をもつ縄文時代晩期の浅鉢である。126は如意形口縁をもつ弥生時代

前期の甕である。頸部下に三条のヘラ描き沈線による直線紋が施されている。127は頸部に圧痕

紋突帯を施す甕で口縁端部に一条の凹線紋が施されている。128は小型広口壺の口縁部で口縁端

部に三条の凹線紋が施されている。129は高杯脚部の裾部片である。矢羽根形透かしの下部痕跡

が認められる。130は把手付無頸鉢である。底部に3ヵ所以上の抉りが確認できる。131は甕口縁

部で、口縁部端部を上方に摘み出している。132・133は壺の底部で平底である。

（柴田）

128

131



（2）中世の遺

物SE02出土遺物

134は瓦質の三足土釜の脚である。層

位的な出土状況は不明である。

SD04出土遺物

135は白磁の碗の口縁部である。体部

内面に一条沈線が施されている。

SD10出土遺物

遺構内一括取り上げのため、層位的な

出土状況は不明である。

136・137は土師器の皿と杯の底部であ

る。136の底部の切り離しは磨耗が激し

いため確認できない。137の底部の切り

離しは回転糸切りによる。

138は青磁の碗の底部である。内面見

込みに印花紋の痕跡が認められる。高台 図13610 区出土遺物

内面中位まで施釉され、外底は露胎であ 左：SE02 右：SD04

る。

139は東播系のこね鉢の口縁部である。口縁部はやや上方に拡張が認められる。

140は備前焼の玉縁の口縁部である。

141は土師質の土鍋の口縁部である。

142は土師質の擂鉢の底部である。擂目が一本ずつ等間隔に放射状に施されている。

143～145は土師質の土釜である。143は体部は直立気味に立ち上がったのち、口縁部では内傾

するものである。口縁端部は横方向のナデによる凹面をなし、口縁部外面には形骸化した鍔が付

く。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面には横方向のハケ目にが施されている。外面に炭

化物の付着が認められる。144は143と同様の器形及び調整が施されているもので、外面に炭化物

の付着が認められる。145は体部から口縁部にかけて直立気味に立ち上がるもので、口縁端部は

横方向のナデにより凹面をなす。口縁部外面には形骸化した鍔が付く。体部外面には指頭押圧及

びナデ、体部内面には横方向のハケ目が施されている。外面に炭化物の付着が認められる。

146は土師質の三足土釜または土鍋の脚である。接合部付近の屈曲が弱い。また、接合部に貼

り付げられていた粘土がとれて、中の脚芯部分が認められる。

147・148は瓦質の三足土釜の脚である。

149は瓦質の土釜の鐶付である。

150は砥石と思われる石である。褐色で、形状は砥石であるが、使用面は確認できない。石材

は頁岩で、幅は約3.1㎝である。

134

135

99



136

139
137

141

140
142

138

143

147 148

146

144

150 145

149

151

図137 10区SD10 出土遺物
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151は亀山焼の甕である。口縁で外反したのち、口縁端部で上下にやや拡張される。肩部の張

りは弱い。頸部外面には縦ハケ、頸部内面には横ハケ、体部外面には格子目タタキが施されてい

る。土師質焼成である。

包含層出土遺物

152～155は土師器の杯である。152は体部でやや内湾気味に外上方に延びたのも、口縁部は直

線的に立ち上がる。一部口縁部から底部にかけて二次焼成の痕跡が認められる。153・154は口縁

部が外反するものである。底部の切り離しは回転糸切りによる。155は箱形の器形を呈するもの

で、口縁端部は丸みをもっ。内外面に二次焼成痕が認められる。

156～158は東播系のこね鉢である。156は口縁部が上方に拡張されるものである。157は口縁部

が上下に拡張されるものである。158は器壁が厚く、口縁部は下方に拡張される。

159は白磁の碗の底部である。高台は外面を直に内面を斜めに削り出している。体部外面及び

見込み内は釉が施されているが、高台内外面はともに露胎である。森田分類の白磁碗Ⅱ－1類に

相当する。

160は青磁の碗の底部である。高台部中位まで施釉で、高台畳付及び高台内露胎である。線刻

によって見込み内に草花が描かれる。胎土は粗く灰色を呈する。横田・森本・山本分類のⅣ類に

相当する。

161は青磁の碗の底部である。高台内の釉が輪状に掻き取られている。内面見込みには線刻で

草花紋が描かれ、体部外面には片切り彫りので連弁が描かれている。

162は瀬戸・美濃の皿である。内面見込みの釉は円状に掻き取られる。底部は削り込み高台で

ある。

163は亀山焼の甕の口縁部である。内面には横方向のハケが施されている。

164・165は瓦質の土釜である。いずれも体部から口縁部にかけて直立気味に立ち上がるもので、

口縁端部は水平な面をなす。口縁部外面には形骸化した断面が三角形の鍔が付く。164は口縁部

端部は横方向のナデにより面をなす。口縁部外面には形骸化した鍔が付く。体部外面には指頭押

圧とナデ、体部内面にはナデが施されている。体部外面には炭化物の付着が認められる。165は

体部外面には指頭押圧及びナデ、口縁部内面には横方向のハケ目とナデが施されている。二次焼

成の痕跡が認められる。

166は土師質の土釜で体部から口縁部にかけて球状に湾曲して立ち上がり、口縁端部は丸味を

もっ。口縁部外面には断面が三角形の横方向に張り出したしっかりとした鍔が付く。体部外面に

は指頭押圧とナデ、体部内面にはナデが施されている。体部外面には炭化物の付着が認められる。

167は瓦質の土釜である。体部は緩やかに湾曲しながら立ち上がったのち、口縁部では直立気

味に立ち上がる。口縁端部は丸味をもち、口縁部外面には断面が三角形のしっかりとした鍔が横

方向にやや張り出して付く。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面にはナデが施されている。

体部外面には炭化物の付着が認められる。

168は土師質の土釜である。体部は緩やかに湾曲しながら立ち上がったのち、口縁部では直立

気味に立ち上がる。口縁端部は丸味をもち、口縁部外面には断面が三角形のしっかりとした鍔が
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図138 10区中世の包含層出土遺物
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横方向にやや張り出して付く。器形は167の瓦質の釜と類似するが、168の方が鍔部が大きく焼成

が異なる。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面にはナデが施されている。体部外面には炭

化物の付着が認められる。

169～172は瓦質の土鍋と思われる口縁部である。169は受け口状のもので、170は口縁部で緩や

かに外方に屈曲したのち、直線的に外上方に立ち上がるものである。171・172は口縁部と体部の

境界が不明瞭なものである。

（原畑）

第11節　9区の遺構と遺物

図139 9区遺構配置図

103



1 検出遺構

（1） 溝状遺構

SD01

K-15グリッドからN-14グリッドにかけて

主軸方向N-20-Eに延びている。検出長は

18.8m、幅1.1mで、深さは43.0～52.6cmを測

る。埋土は基本的には茶褐色砂質土、暗褐色土

で、底に灰色砂が堆積してい  る。暗褐色土には

灰白色砂が混じり、灰色砂には褐色粘性土が混

じる。

（2） 不明遺構

SX01

N-15グリッド付近に位置する。平面は不整

な楕円形状を呈する。長径1.4m、短径0.5mで、

深さは4.1cmを測る。

SX02

N -16グリッド周辺に位置する。平面は不整

形を呈する。長さ5.5m、幅0.6～1.3mで、深

さは6.3～10.6 を測る。

SX03

N-16グリッド周辺に位置する。平面は不整

形を呈する。長さ3.1m、幅0.3～1.1mで、深

さは3.0～11.7cmを測る。

SX04

0-16グリッドに位置する。平面は不整形を

呈する。長さ35m、幅0.5～1.1mで、深さは

8.0～14.1cmを測る。
（窪田）

図140 SD01平・断面図

104



図141 SX01平・断面図

図142 SX02・03平・断面図図143 SX04平・断面図

2 出土遺物

（1） 弥生時代の遺物

包含層出土遺物

弥生時代中期と後期の土器が混在して出土している。図化できる資料は弥生時代中期末の土器
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である。

173は鉢口縁部で「く」字状に屈曲した口縁部の端部は上方にやや拡張し、最大体部径は上方

にあり、やや肩の張った体部形態を呈する。174は甕、175は壺の底部で平底である。176は高坏

脚部で未貫通で6 孔の矢羽根形透かしが施されており、その上に七条の沈線が施されている。

（柴田）

173 174

175 176

図144 9区弥生時代の包含層出土遺物

（2） 中世の遺

SD01出土遺物

177は黒色土器A類の椀である。

178～182は土師器の椀である。178は体部は内湾気味に外上方に立ち上がったのち、口縁部で

外反する。179・180は体部は内湾気味に外上方に立ち上がり、断面が三角形の貼り付け高台をも

っものである。181・182 は断面が三角形の貼 り付け高台をもつ。

183・184 は瓦器小皿である。183は口縁部 が外反するもので、体部外面には指頭押圧、内面に

は幅約4mmのヘラミガキが施されている。184は183に比べて器壁が厚く、やや 口縁部が外反する。

体部外面には指頭押圧、内面はナデが施されている。

185～191は和泉型の瓦器椀である。185は体部は内湾気味に外上方に立ち上がったのち、 口縁

部でやや外反する。断面が四角の貼り付け高台が付く。推定口径は15.0cmで、器高は5.1cmであ

る。体部外面には指頭押圧とナデ、 口縁部内外面にはナデが施されている。 内面の磨耗が激しい

ためヘ ラミガキは確認できない。186は口縁部が内湾して立ち上がるものである。内面には幅4

～6mmのミガキが施されている。推定口径は16.0cm器高は4.6cmである。187は体部が内湾気味�

に外上方に立ち上がったのち、口縁部でやや内傾する。磨耗が激しいためミガキは確認できない。 

188は口縁部 が内湾して立ち上がるものである。体部外面には指頭押圧とナデ、口縁部はナデが

施されている。内面には幅約6mmのミガキが施されている。189は口縁部が外反気味に立ち上が
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図145 9区SD01 出土遺物1
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るものである。体部外面には指頭押圧とナデ、口縁部はナデが施されている。内面には幅約4～

6mmのヘラミガキが施されている。190は体部は緩やかに湾曲したのち、口縁部で外反気味に立

ち上がる。推定口径は13.1cm、器高は4.1cmである。内面にはヘラミガキの痕跡が認められる。

191は磨耗が激しいためミガキは確認できない。

192・193は瓦器椀の底部である。断面が四角形の貼り付け高台が付くものである。192は内面

に幅約5～6mmのミガキが施されている。193の内面は磨耗のためミガキは確認できない。

194～196は瓦器椀の底部である。断面三角形の貼り付け高台が付くものである。194は内面に

ハケが施されたのち、幅約4mmのミガキが施されている。195は高台の形骸化が認められる。内

面には幅約4mmのミガキが施されている。196も高台の形骸化が認められる。

197は瓦質の椀である。高台は付かないもので、口径及び器高の縮小化が認められる。胎土は

砂粒を多く含み、非常に粗製である。

198～203は白磁である。198は碗で口縁部が外反し端部が水平になるものである。全体に釉が

薄くかかるが、端部には釉が厚くかかっている。森田分類の白磁碗V-4類に相当する。199も

碗で体部の厚みが薄く、口縁部が外反するもので、端部が丸味をもつ。森田分類の白磁碗V-3

類に相当する。200は皿で体部の厚みが厚く、口縁部は外反し、端部が丸味をもつ。201は碗の底

部で、体部外面及び高台部には施釉されていない。内面見込みには一条の段が施されている。森

田分類の白磁碗Ⅳ-1類に相当する。202は碗の底部である。体部外面及び高台外面には釉が施

されている。高台畳付及び高台内は露胎である。203は皿で、体部は外上方に外反気味に延びる

ものである。体部下半から底部にかけては露胎である。内面見込みに段をもつ。森田分類の白磁

皿V類に相当する。

204は土師器の杯である。体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がるもので、口縁端部は

丸味をもつ。底部の切り離しは、回転糸切りによる。底部外面に二次焼成の痕跡が認められる。

205～207は土師器の皿である。底部の切り離しは遺物の磨耗が激しいため確認できない。

208～210は東播系のこね鉢である。208・209は口縁部が小さく上下に拡張し、端部は丸味を帯

びるものである。208は神出窯系の製品で、森田稔分類の第2期第2段階に、209は第1期第2段

階に相当する。210は底部である。

211・212は土師質の土鍋である。211は口縁部は外方に屈曲したのち、直線的に外上方に延び

るもので、口縁端部は丸味をもつ。口縁部内面には横方向のハケ目が施されている。212は口縁

部は外方に屈曲したのち、やや内湾気味に外上方に延びるものである。口縁端部は面をなす。口

縁部内面には横方向のハケ目が施されている。

213～215は鞴の羽口である。214は外壁には整形の際についた稜線が明瞭に残る。胎土は粗く

5mm 大の砂粒を含み、籾や藁の混入は認められない。215は先端部に滓か器壁等の溶融物が付着

する。

108

SD01からは鉄滓（鍛冶滓）が1.23kg出土している。うち0.8kgは椀状滓6個である。

包含層出土遺物

216は土師質の土鍋である。口縁部は端部に向かってやや太まり、端部では外傾する面をなす。
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図146 9区SD01出土遺物2
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216

図147 9区中世の包含層出土遺物

口縁部外面には上部には横方向のハケ目、下部には縦方向のハケ目、内面にはナデが施されてい

る。

（原畑）

第12節 8 区 の 遺 構 と遺 物

1 第1面検出遺構

図148 8区第1面遺構配置図
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（1）溝状遺構

図149 SDO1・02平・断面図

SD01

0-19グリッドからO-18グリッドにかけて主軸方向N-75-Eに延びている。検出長は5.9m、

幅0.6～1.2mで、深さは1.8～7.9�を測る。

SD02

P-18グリッドからO-20グリッドにかけて主軸方向N-57-Eに湾曲しながら延びている。

検出長は13.5m、幅0.6～1.8mで、深さは15.0～24.5cmを測り、支流をもつ。埋土は淡褐色粗砂

である。
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（2） 不明遺構

図150 SX01 SX02

SX03

平・断面図 図151 平・断面図

SX01

N-18グリッドに位置する。平面は西側が途切

れた長楕円形状を呈する。長径2.4m、短径0.9m

で、深さは9.6cmを測る。

SX02

N-18グリッドに位置する。平面は北側が途切

れた不整な鶏卵状を呈する。長径2.2m、短径1.6

mで、深さは14.0cmを測る。

SX03

0-18グリッドに位置する。平面は不整な三角

形状を呈する。長さは1.5m、幅0.9mで、深さは

11.5cmを測る。

図152 平・断面図
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2 第2面検出遺構

図153 8区第2面遺構配置図

（1） 溝状遺構

SD03

P-18グリッドからO-20グリッドにかけて主軸方向N-50-Eに延びている。検出長は12.7

m幅1.9～2.2mで、深さは7.5～20.2cmを測る。埋土は灰色シルト、灰色砂、茶褐色粗砂、濃

茶褐色粗砂、褐色粘性土の5 層である。

（窪田）
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図154 SD03平・断面図

3 出土遺物

（1） 近世の遺物

217 218 219

図155  8区近世の包含層出土遺物

包含層出土遺物

217 ・218は近世陶磁器である。219 は瓦質の土鍋である。 （原畑）
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第13節 7区の遺構と遺物

1  7-1・2区第1 面検出遺構

図156  7-1・2 区第1 面遺構配置図

（1） 溝状遺構

SD01

1-21グリッドからL-20グリッドにかけて主軸方向N-44-Eに約3m延びたのち、N-24

-Eに湾曲している。検出長は17.3m、幅0.4～0.9mで、深さは10.4～26.2cmを測る。埋土は黄

茶褐色砂質土である。
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図158 SP01平・断面図

（2） 小穴

SP01

K-21グリッドに位置する。平面は楕円形を

呈する。長径は0.40m、短径0.31mで、深さは

10.5cmを測る。埋土は淡灰褐色土である。

2 7-1・2 区第2 面検出遺構

（1） 井戸

SE01

J-23グリッドに位置する石組の井戸であ

る。掘り方は直径2.8mの円形で、深さは2.1m

を測る。石組は約20の角礫を16段積み上げて

いる。石組の内径は上端1.5m、下端0.8mで、

深さは1.8mを測る。井戸の底には直径約80cm� 、

高さ約40cmの曲物が据えられている。埋土は暗�

茶褐色粘性土である。

SE02

J-21グリッドに位置する石組の井戸である

図157　SD01 平・断面図

が、遺存状態が悪く原形をほとんどとどめてい

ない。掘り方は長径2.8m、短径2.6mのほぼ楕

円形で、深さは1．9mを測る。石組は1段しか

残っていないが、石組の内部は長径11.3m、短

径0.9mの楕円形をしている。埋土は淡茶褐色

土である。
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図159 7-1・2 区第2面遺構配置図

（2） 溝状遺構

SD02

J-21グリッド付近を主軸方向N-27-Eに延びている。検出長は5.0m、幅0.3mで、深さは

7.7～14.1cmを測る。第1面のSD01の真下に位置する。

（3） 小穴

SP02

J-22グリッドに位置する。平面は三角形状を呈する。長さは0.26m、幅0.21mで、深さは

17.5cmを測る。埋土は淡茶褐色土である。
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図160　SE01 平・断面図
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図161 SE02 平・断面図
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図162 SD02 平・断面図 図163 SP02 平・断面図

（4）不明遺構

図164 SX01 平・断面図 図165 SX02 平・断面図

SX01

120

K-21グリッドに位置する。平面は不整な長方形状を呈する。長さは0.8m、幅0.4mで、深さ

は11.1cmを測る。埋土は暗茶褐色土である。



図166 SX03 平・断面図 図167 SX04 平・断面図

SX02

L-21グリッドに位置する。平面は米粒のような形を

呈する。長径1.1m、短径0.5mで、深さは北側が5.2cm、

南側が6.8cmを測る。埋土は茶褐色土である。

SX03

L-21グリッドに位置する。平面は長方形に円形を.

 結したような形を呈する。長さは1.6m、幅0.2～0．4

で、深さは3.3～6.7cmを測る。埋土は茶褐色土であ

る。SX04

K-21グリッド付近に位置する。平面は不整な長方形

状を呈する。長さは1.9m、幅0.4mで、深さは15.2cmを

測る。埋土は茶褐色土である。

SX05

K-21グリッド付近に位置する。平面は不整な楕円

形状を呈する。長径1.1m、短径0.4mで、深さは11.1㎝を

測る。埋土は茶褐色土である。 図168 SX05平・断面図
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（5） 石列

K-23グリッドからK-24グリッドにかけて長

軸方向N-130-Eに延びている。50cm×30cm× 

20cm前後の角礫が一列に並んでおり、何らかの区

界と思われる。

3　7-3 区第1面検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

G-17グリッドに位置する1間×1間の建物

で、棟方向はN-48-E を指向する。桁行2.5m、

梁間1.4mを測る。SB01を構成する柱穴はSP

01（直径0．35m、深さ31．1cm）、SP02（直径

0.31m、深さ34.7cm）、SP03（直径0.27m、深

さ24.8cm）、SP04（長径0.4m、短径0.2m、深

さ19.3cm）の円形と楕円形の4穴で、埋土はすべ

て淡褐色土である。

（2） 溝状遺構

SD01

G-17グリッドからF －17グリッドにかけて主

軸方向N-16-E に延びている。検出長は5.1m、

幅0.2～0.6mで、深さは2.8cmを測る。

SD02

G -18グリッドとI-17グリッドを主軸方向N

-35-Eに延びている。検出長は11.2m、幅0.84

～1.57mで、深さは20.3～45.8cmを測る。

SD03

1-19グリッド付近を主軸方向N-69-Eに湾

曲しながら延びている。検出長は6.1m、幅0.3m

で、深さは3.0～9.6cmを測る。埋土は淡褐色土で

ある。

図169 石列平面図
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図171 SB01 平・断面図 図173 SD02 平・断面図

図172 SD01 平・断面図 図174 SD03 平・断面図
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図175 SP05

7 S×01平・断面図

S×02平・断面図

平・断面図

（3）小穴

SP05

H-17グリッドに位置する。平面は

円形を呈する。直径は0.33mで、深さ

は32.4cmを測る。埋土は淡褐色土であ

る。

4 -3区第2面検出遺構

（1）溝状不明遺構

SX01

H-17グリッドからG-18グリッド

にかけて主軸方向N-32-Eに湾曲し

ながら延びている。検出長は10.1m、

幅1.0～1.4mで、深さは11.0～33.8cm

を測る。第1面のSD02のほぼ直下に

位置する。

（2）土坑状不明遺構

SX02

I-16グリッドに位置する。平面は

半円形状を呈する。直径1.2m、深さ

は19.2cmを測る。

図176

図177
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5 7-4 区第1面検出遺構

図179 7-4区・7-5区第1面遺構配置図

（1） 掘立柱建物

SB01

D-12グリッドに位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-134-Eを指向する。桁行3.5m、

梁間2.1mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径0.2m、深さ24.0cm）、SP02（長径0.3

m、短径0.2m、深さ14.Ocm）、SP03（直径0.2m、深さ22.6cm）、SP04（直径0.2m、深さ

11.5cm）の円形と楕円形の4穴で、埋土はすべて淡褐色土である。

（2） 溝状遺構

SD01

C-12グリッドを主軸方向N-40-Eに延びている。検出長は4.0m、幅0.5mで、深さ3.5cm

を測る。

SD02

D -11グリッドを主軸方向N-150-Eに延びている。検出長は3.2m、幅0.2～0.6mで、深さ

は13.6～14.7cmを測る。
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図180 SB01 平・断面図

図181 SD01 平・断面図 図182 SD02平・断面図
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6 7-5 区第1面検出遺構

（1） 溝状遺構

SD01

C-11グリッドからB-11グリッドにかけて主軸方向N-

165-Eに延びている。検出長は1.9m、幅0.3～0.6mで、深

さは5.5～7.2cmを測る。埋土は乳黄褐色土である。7-4区

のSD02との関連は認められない。

7 7-4 区第2面検出遺構 図183 SD01平・断面図

図184 7-4区・7-5区第2区遺構配置図

（1） 溝状遺構

SD03

E-12グリッドからE-13グリッドにかけて主軸方向N －12-E に延びている。検出長は5.8

m、幅0.6～1.1mで、深さは11.5～15.4cmを測る。埋土は暗茶褐色砂質土である。

SD04

E-13グリッドからD-12グリッドにかけて主軸方向N-105-Eに延びている。検出長は5.2

m、幅0.4～0.7mで、深さは9.3～16.1cmを測る。埋土は暗茶褐色砂質土である。
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図185 SD03 S×01・04平・断面図 図186 平・断面図

（2） 不明遺構

SX01

D-12グリッドに位置する。平面は長楕円形状を

呈する。長さは3.4m、幅0.3～0.8mで、深さは9.1

～21.4cmを測る。埋土は暗茶褐色粘土である。

SX02

D-13グリッドに位置する。平面は十字形を呈す

る。長さは1.5m、幅0.3～0.8mで、深さは14.3cm

を測る。埋土は暗茶褐色砂質土である。

（窪田）

8 出土遺物

（1） 弥生時代の遺物

包含層出土遺物

弥生時代中期から後期の土器が混在して出土して

図187 SX02平・断面図 いる。

220は上下に拡張した広口壺の口縁部で六条の凹

線紋が施されており、凹線凸部に列点紋が施され、円形浮紋が付加されている。221は弥生時代

中期前半の広口壺と思われ、口縁端部端面が上方に向いており、その端面に竹管による刺突列点
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220

222

221

223 224

図188 7区弥生時代の包含層出土遺物

225

228

226

227

図189 7-1 ・2 区SE01 出土遺物1
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紋が施され、頸部には削

り出し突帯が三条施され

ている。222・223は鉢で

ある。222は短外反す

る口縁部を持ち、223は

無頚の口縁部である。

224は壺の底部と思われ

る。

（柴田）

（2） 中世の遺物

7-1・2区SE01出

土遺物

層位的な出土状況は不

明である。

225は瓦質の土鍋であ

る。体部上部ぱやや直立

気味に立ち上が り、口縁

部は直角に近く外方に大

きく屈曲したのち、緩や

かに内湾する。 口縁部内

外面には横方向のナデ、

体部外面には指頭押圧及

びナデ、体部内面にはナ

デの後ハケ目が施されて

いる。

226は瓦質の土鍋であ

る 。 口縁部は直角に近く

外方に大きく屈曲したの

ち、内湾して立ち上がる。

口縁端部は外傾する面を

なす。口縁部内外面には

横ナデが施されている。

井 戸 の 掘 り方上層部から

出土している。

227は土師器杯の底部

229

図190
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である。磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認できない。

228は瓦質の三足土釜の脚である。

229は曲物の柄杓である。井戸内部下層の湧水層から出土している。身は底板を欠き、側板底

部も欠損するが、ほぼ全形を窺うことができる。側板の綴じ合わせは1列あり、前上外5段以上

の綴じである。内面に縦と斜めの平行線ヶビキをいれる。側板の重ね合わせに隣接する下よりの

位置に方孔をあけ、相対する側板の上寄りに小円孔をあげて、柄を装着する。柄は握り部の断面

がほぼ方形で、柄元は丸棒状である。柄には側板の内面に接する位置より少し内側に木釘をさし

たような痕跡がある。底板と底板に結合する部位の側板が欠損しており、結合型式は不明である。

身の直径は14.9cm、現存高7.5cm、柄の長さ39.0、幅2.Ocm、厚さ1.2cmで、埋土内から出土し

�ている。

7-1・2区SE02出土遺物

230・231は土師器の皿である。230には底部にスノコ状の痕跡が認められる。231は底部と体部

の一部に二次焼成の痕跡が認められる。いずれも磨耗が激しいため、底部の切り離し技法は確認

できない。232は柾目材の釘結合曲物の底板で、側面に目釘穴が現存部に9つある。表面・裏面に

は削りが施されている。層位的な出土状況は不明である。

230

231

図191 7-1・2 区SE02出土遺物

232

7 -3区SD02出土遺物

233は土師器の杯である。体部は直線的に外上方に立ち上がるものである。底部の切り離しは

回転糸切りによる。234は瓦器皿である。体部中位から直立気味に立ち上がるものである。体部

外面には指頭押圧、体部内面にはナデが施されている。他の製品よりも胎土や調整が丁寧である。

層位的な出土状況は不明である。
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233
234

図192 7-3 区SD02出土遺物

小穴出土遺物

235は黒色土器A類の椀である。体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上がり、端部は内傾

する面をなす。推定口径は15.3cmで、器高は6.6cmである。内面には幅約3mmのヘラミガキ、外

面には横方向のナデが施されている。

236～238は和泉型の瓦器椀である。236は口縁部は内湾気味に立ち上がるもので、底部に断面

が三角形の貼付高台をもっ。推定口径は15.0cm.で器高は4.8cmである。体部外面には指頭押圧、

内面にはヘラミガキが施され、体部に幅約5～6mmのものが水平方向に、見込みには粗く並行に

施されている。口縁部から体部にかけて二次焼成の痕跡が認められる。237は口縁部が外反気味

に立ち上がるもので、底部に断面が三角形の貼付高台をもっものである。体部外面には指頭押圧

が施されている。内面には幅約5～6mmのヘラミガキが体部は水平方向、見込みは粗く並行に施

されている。推定口径は14.8cm、器高は4.6cmである。238は口縁部は内湾気味に立ち上がるもの

で、底部には断面が四角形の外方に張り出した貼付高台が付く。体部外面には指頭押圧、内面に

は幅約3.5mmのヘラミガキが水平方向に施されている。

239は瓦器椀の底部である。断面が四角形の外方に張り出した貼付高台をもっ。

240・241は土師器の皿と杯である。いずれも磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認でき

ない。241は銅銭一枚と籾を中に入れたのち、杯径よりもやや小さい花崗岩の円礫を上に置いた

状態で出土している。地鎮に関わるものと考えられる。

242は古照7次調査で出土したものと同様の土師器の手づくねの杯である。推定口径は11.7cm、

器高は3.4cmである。

243は元符通宝で、初鋳年は1098年である。

244は瓦質の土鍋である。底部から体部中位にかけて湾曲しながら外上方に延びたのち、体部

上位からは直立気味に立ち上がり、口縁部では受け口状に内湾する。口縁端部は水平な丸味を帯

びた面をなす。体部外面には指頭押圧とナデが施されている。内面は磨耗が激しいため調整は確

認できない。体部外面には炭化物の付着が認められる。

包含層出土遺物

245は土師器皿である。

246は黒色土器A 類の椀の底部である。

247は白磁碗の底部である。高台部外面は、露胎である。
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240

235

241

237

242

236

238

243

239

244

図193 7 区小穴出土遺物
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245
246 247

図194 7区中世の包含層出土遺物

木製品

遺構に関わるものと考えられるが、出土状況は不明である。また、取り上げ後の乾燥のため原

寸よりも縮小していると考えられる。

248・249は柾目材の釘結合曲物の底板で、248は側面に目釘穴が4つある。木釘穴は2～3mm

である。表面・裏面は削りが施されている。249は柾目材の釘結合曲物の底板で、側面に目釘穴

が9つある。木釘穴は2～3mmである。表面・裏面は削りが施されている。

250は草履状木製品の芯板に相当するものと考えられる。側縁部に切り取りがある。

（原畑）

248

249

図195 7区木製品

250
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第14節11区の遺構と遺物

1 検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

h-90グリッドに位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-96-Eを指向する。桁行2.3m、

梁間1.2mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径0.2m、深さ17.4cm）、SP02（直径0.3

m、深さ44.2cm）、SP03（直径0.2m、深さ39.6cm）、SP04（長径0.4m、短径0.3m、深さ

44.7cm）の円形と楕円形の4穴である。

図197 SB01平・断面図
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SB02

h-86グリッド付近に位置する1間×1間の建物で、棟方向はN－48-Eを指向する。桁行

2.2m、梁間1.0mを測る。SB02を構成する柱穴はSP05（直径0.2m、深さ9.5cm）、SP06（直

径0.3m、深さ3.02cm）、SP07（直径0.2m、深さ14.3cm）、SP08（直径0.2m、深さ10.9cm）

の円形の4穴である。

図198 SB02平・断面図

（2） 溝状遺構

SD01

h-85グリッドから1-89グリッドにかけて主軸方向N-135-Eに延びている。検出長は

31.5m、幅0.2～0.8mで、深さは12.5cmを測る。埋土は断面a-a’付近が淡黄灰色土、SD01

の中央付近では淡灰色土、断面d-d’付近では黄茶褐色土の単層である。
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図199 SD01 平・断面図 図200 SK01 平・断面図

（3） 土坑

SK01

1-91グリッドに位置する。平面は楕円形を呈する。長径1.0m、短径0.7mで、深さは最も深

いところで30.3cmを測る。

（窪田）
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2 出土遺物

（1） 中世の遺

物SD01出土遺物

遺構内一括取り上げのため、層位的な出土状況は不明である。

251は土師器の杯である。底部切り離し技法は遺物の磨耗が激しいため確認できない。

252は土師器の土釜である。口縁部は内傾し、口縁部外面には形骸化した鍔が口縁端部近くに

付く。

253～256は土師質の土鍋である。254は口縁部は外方に屈曲したのも、外上方に立ち上がり、

口縁端部に向かって細まる。255は口縁部で屈曲したのち、外上方に直線的に立ち上がる。口縁

部の器壁が厚く、端部では内傾する面をなす。256は口縁部で屈曲したのち、外上方に直線的に

立ち上がり、端部は丸味をもつ。

257は瓦質の土鍋である。口縁部で緩やかに屈曲したのち、外上方に立ち上がる。口縁端部は

肥厚し、外傾する面をなす。

258・259は土師質の三足土釜または土鍋の脚である。

260・261は土師質の擂鉢である。260は口縁部は内側に折り曲げられ、上方に拡張される。口

縁端部は内外面に稜をもつ。261も口縁部は内側に折り曲げられ、上方に拡張される。口縁端部

は内外面に稜をもち、260に比べて器壁が厚い。

小穴出土遺物

262は土師質の土鍋である。体部は外傾して立ち上がり、口縁部で外方に屈曲したのち、直線

的に外上方に立ち上がる。

263は鉄釘である。錆が激しく頭部を欠損している。

包含層出土遺物

264は土師器の皿である。底部の磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認できない。

265・266は土師器の杯である。いずれも磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認できない。

265は底部である。266は口縁部が外反気味に立ち上がるものである。

267は土師質の土釜である。口縁部は内傾し、外面には形骸化した鍔が付く。鍔下部の接合部

には爪跡のような強い指頭押圧が施されている。

268は土師質の蓋である。口縁端部に向かって細まるもので、口縁部外面には稜が作られる。

269・271は土師質の土鍋である。269は口縁部で緩やかに屈曲したのも、やや湾曲を残して外

上方に立ち上がるもので、端部は丸味をもつ。271は口縁部は緩やかに外方に屈曲したのち、直

線的に外上方に立ち上がる。口縁端部は内傾する面をなす。

270は瓦質の鍋である。口縁部は外方に屈曲したのち、直線的に外上方に伸びる。口縁端部で

は肥厚した内傾する面をなす。

272は瓦質の三足土釜の脚である。

273は瓦質の管状土錘である。
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274は土師質の擂鉢である。

（原畑）

262

263

図202 11区小穴出土遺物

264

265

267

270
271

266

269

272

273

268

274

図203 11区中世の包含層出土遺物
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251

252

255

253
256

258

254
257

260

259

261

図201 11 区SD01 出土遺物
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第15 節 12区 の 遺 構 と 遺物

1 検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

1-93グリッドに位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-3-Eを指向する。桁行2.4m、

梁間2.1mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径0.4m、深さ13.0cm）、SP02（直径0.3

m、深さ7.8cm）、SP03（直径0.2m、深さ12.3cm）、SP04（長径0.4m、短径0.2m、深さ9.6 

cm）の円形と楕円形の4穴である。

図205 SB01平・断面図
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（2） 溝状遺構

SD01

m-93グリッドから1-93グリッドにかけて主

軸方向N-173-Eに延び、SD03を切る。検出

長は9.3m、幅0.8～1.6mで、深さは36.3cmを測る。

SD02

m-94グリッドからk-95グリッドにかけて主

軸方向N-22-Eに若干湾曲しながら延び、SD

04・05を切る。検出長は16.1m、幅0.7～1.2mで、

深さは55.2cmを測る。1-94グリッドから主軸方

向N-64-E に支流が延び、検出長は9．7m、幅

0.6mで、深さは29.5cmを測る。埋土は淡黄褐色

砂である。13区のSD02に対応し、支流はSD01

に対応する。

SD03

k-94グリッドと1-92グリッドを主軸方向N

-46-Eに延び、SD01・05に切られる。検出長

は5.5m、幅0.4～15mで、深さは34.7cmを測る。

SD04

k-96グリッドからm-93グリッドにかけて主

軸方向N-52-Eに湾曲しながら延び、SD02・

05に切られる。検出長は18.4m、幅0.4mで、深

さは11.9cmを測る。

SD05

k-95グリッドとm-98グリッドの間を主軸方

向N-173-Eに延び、SD02に切られ、SD03・

04を切る。検出長は20.8m、幅1.1mで、深さは

33.4cmを測る。

（3）土坑

SK01

m-98グリッドに位置する。平面は不整な長方

形状を呈する。長さは2.9m、幅0.8～1,.1mで、

深さは34.9を測る。埋土は黄灰色砂混じり土の� 

下に灰色粘性土と淡黄灰色細砂が混在し、底に淡

灰色粘性上が堆積している。 （窪田）

図206 SD01

SK01

平・断面図

図207 平・断面図
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図208 SD02 平・断面図 図209 SD03 平・断面図
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図210 SD04

SD05

平・断面図

図211 平・断面図
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2 出土遺物

（1）中世の遺物

SP02出土遺物

275は瓦質の鉢である。 

SD05 出土遺物

276は備前焼の擂鉢の底部

である。277は鋳型である。

鋳型は全体に赤褐色を呈して

おり、仕上げ真土には黒味が

残り黒緑色を呈する。縁の部

123

分は比較的しっかりしている 図212 12区SP02 出土遺物

が、文様は認められない。胎

土は本遺跡出土の他の鋳型に

比べて砂粒が小さく精緻である。形状は馨に類似するが、同形の類例が確認できないことや、湯

口の位置が通常のものとは異なることから、馨として断言することはできない。層位的な出土状

況は不明である。

275

277
276

図21 区SD05 出土遺物
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278

280

279

図214 12区中世の包含層出土遺物

包含層出土遺物

278は土師器の椀である。断面三角形の貼付高台が付く。

279は瓦質の蓋である。体部は湾曲気味で、口縁部外面には横ナデによる段が作られる。口縁

端部は肥厚し、内面への拡張がやや大きくかえり状に作り出す。

280は鋳型である。鋳造面には仕上げ真土が残り、黒味が付着している。粗真土の胎土の状態

が小礫が少なくやや密であることなどが277の鋳型と一致しており、これらは同一のものである

と考える。

本調査区からは鋳型が2.89kg出土している。                                   （原畑）

第16 節 13 区 の遺 構 と遺 物

1 検出遺構

（1） 掘立柱建物

SB01

150

k-103グリッドに位置する1 間×1 間の建物で棟方向はN-13-E を指向する。桁行、梁間

ともに2.0mを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径0.3m、深さ63.2cm）、SP02（直径
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0.3m、深さ38.3cm）、SP03（直径0.3m、深さ30.0cm）、SP04（直径0.2m、深さ68.3cm）の

円形の4穴である。また、建物内部にSP05（長径0.6m、短径0.4m、深さ61.8cm）とSP06（長

径0.6m、短径0.4m、深さ9.1cm）の楕円形をした2穴の柱穴がある。

SB02

1-100グリッド付近に位置する2間×1間の建物で、棟方向はN-46-Eを指向する。桁行

4.Om、梁間0.6mを測る。SB02を構成する柱穴はSP07（長径.0.3m、短径0.2m、深さ34.3cm）、 

SP08（長径0.3m、短径0.2m、深aさ23.0cm）、SP09（直径0.3m、深さ20.7cm）、SP10（長

径0.5m、短径0.4m、深さ36.0cm）、SP11（直径0.3m、深さ15.0cm）、SP12（長径0.4m、短

径0.3m、深さ34.5cm）の円形と楕円形の6穴である。

図216 SB01平・断面図
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図218 SD01

SB02 SD02

平・断面図

図217 平・断面図 図219 平・断面図
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図220 SD03 平・断面図
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（2） 溝状遺構

SD01

j-97グリッド付近を主軸方向N-+29-Eに延

びている。検出長は3.2m、幅0.6～1.0mで、深

さは3.0～15.8cmを測る。12区のSD02の支流に

対応する。

SD02

j-96グリッドを主軸方向N-34-E-に延びて

いる。検出長は6 .6m、幅0.8～1.2mで、深さ

28.4～40.2cmを測る。12区のSD02に対応する。

SD03

j-103グリッドとm-100グリッドを主軸方向

N-44-Eに延びている。検出長は22．9m、幅

4.3～5．6mで、深さは1.5～19.8cmを測る。

SD04

k-106グリッド付近を主軸方向N-48-Eに

延びている。検出長は10.5m、幅0.0.8～.3mで、

深さは2.6～29.4cmを測る。埋土は淡灰色土を基

本とするが、淡黄灰色土や暗褐色土の混じり具合

で4層に分層が可能である。14区のSD0に対応

する。

図221 SD04平・断面図
（3） 土坑

SK01

j-96グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出長

は2.3m、幅2.2mで、深さは8.4～162cmを測る。

SK02

j -104グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出

長は2.6m、幅2.2mで、深さは39.3～49.0cmを測る。埋土は淡黄灰色土、淡灰色土の下に暗褐色

土と淡黄灰色土がブロック状に混じる淡灰色土が堆積している。壁面の底には淡灰褐色粘性土も

堆積している。

SK03

k-104グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出

長は2.2m、幅1.5mで、深さは42.2～53.1cmを測る。埋土は灰色土を基本とし、明度の違いで3

層に分層が可能である。壁面の底に暗褐色粘性土が堆積している。
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図222 SK01 SK03

SK02

平・断面図 図224 平・断面図

図223 平・断面図
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（4） 土坑群

土坑群01

j-96グリッド付近で4基の土坑が切り合っている。SK04の検出長は3.7m、幅0.6～1．3m

で、深さは3.4～25.5cmを測る。SK05の検出長は4.Om、幅2.4～3.6mで、深さは8.0～17.6cm

を測る。SK06は長さ2.5m、幅1.1～1.8mの不整形を呈し、深さは15.4～19.8cmを測る。SK

07の検出長は2.6m、幅1.1mで、深さは11.1～24.6cmを測る。

土坑群02

k-97グリッド付近で6基の土坑が切り合っている。SK08は長さ6.3m、幅1.8～2.7mの不

整形を呈し、深さは35.7～41.8cmを測る。SK09は長さ3.2m、幅1.5mの長方形状を呈し、深さ

は33.8～42.6cmを測る。SK10の検出長は2.5m、幅1.0mで、深さは16.0～34.3cmを測る。SK

11の検出長は3.2m、幅1.8～2.4mで、深さは38.6～48.9cmを測る。SK12は長さ2.9m、幅1.1

～2.2mの不整形を呈し、深さは35.0～51.3cmを測る。SK13の検出長は3.9m、幅1.4mで、深

さは34.9～40.5cmを測る。

土坑群03

k -105グリッド付近で10基の土坑が切り合っている。SK14の検出長は2.1m、幅1.2mで、

深さは21.1～55.8cmを測る。SK15は長さ2.6m、幅0.8～1.4mの不整な楕円形状を呈し、深さ

は38.0～46.3cmを測る。SK16は長径1.4m、短径0.8mの不整な楕円形状を呈し、深さは20.8～

23.6cmを測る。SK17は長径1.1m、短径0.6mの楕円形を呈し、深さは7.8～11.7cmを測る。S

K18は長径1.6m、短径0.7mの楕円形を呈し、深さは8.0～19.9cmを測る。SK19は長径0.8m、

短径0.4mの不整な楕円形状を呈し、深さは16.5～25.Ocmを測る。SK20の検出長は3.1m、幅

1.9mで、深さは13.8～37.1cmを測る。SK21の検出長は3.0m、幅1.0～1.3mで、深さは27．8～

31.6cmを測る。SK22は長径1.4m、短径1.0mの楕円形を呈し、深さは11.1～24.2cmを測る。S

K23は直径1.0mの円形で、深さは11.0～15.6cmを測る。 （窪田）

2 出土遺物

（1） 中世の遺物

SD03 出土遺物

281は青磁の碗または皿の口縁部である。

SD04 出土遺物 図225 13区SD03 出土遺物

遺構内一括取り上げのため、層位的な出土状況は不明である。

282は白磁の碗か皿の底部である。内面見込みに輪状の掻き取りが認められるもので、底部は

畳付の内側が斜めに削り込まれている。

283は青磁の碗の底部である。胎土が粗く灰色を呈する。横田・森本・山本分類による龍泉窯

系青磁のⅣ類に相当する。

284は土師質の土鍋である。口縁部で外方に緩やかに屈曲したのち、直線的に外上方に延びる。
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図226 土坑群01平・断面図
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図227　　土坑群02平・断面図
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図228 土坑群03平・断面図
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284

282

286

283 288

287

285

図229 13区SD04出土遺物

口縁端部は内傾する面をなす。口縁部には横方向のナデ。体部外面には指頭押圧とナデ、体部内

面にはナデが施されている。

285は瓦質の土鍋の口縁部である。口縁部で外方に緩やかに屈曲したのち、湾曲を残して外上

方に立ち上がる。口縁端部は肥厚した内傾する面をなす。

286は土師質の擂鉢である。口縁部は内側に拡張され、端部は外傾する面をなす。

287は瓦質の土釜の口縁部である。

288は土師質の三足土釜または土鍋の脚である。 

SK02出土遺物

289は瓦質の土釜である。
290

289 SK03出土遺物

290は瓦質の土釜である。

土坑群02 出土遺物

図230 13区SK02 ・03出土遺物 291・292は土師器の杯である。遺物の磨耗が激

しいため底部の切 り離し技法は確認できない。

293は土師質の土釜である。体部は内傾気味に湾曲して立ち上がったのち、そのまま口縁部は

内傾して口縁端部に向かって細まる。形骸化した鍔が口縁部近くに付く。

294・295は土師質の土鍋の口縁部である。294・295 ともに口縁部は直線的に立ち上がり、 口縁端部には

内傾する面をなす。
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291

294

293

292

295

図231 13区土坑群02出土遺物

297

301

300

298 303

296

299

302

図232 13区土坑出土遺物
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土坑出土遺物

296は青磁の碗である。内面見込みにスタンプで草花が描かれる。横田・森本・山本分類の龍

泉窯系青磁碗のⅣ類に相当する。

297・298は青磁碗の口縁部と底部である。上田分類の龍泉窯系青磁碗B 類に相当する。

299は瓦質の蓋である。

300は土師質の土鍋である。

301は土師質の土釜の口縁部である。形骸化した細い鍔が付く。

302は備前焼の壺の底部である。

303は土師器の杯である。回転ナデにより段状に作られる。胎土に雲母を多く含み、本遺跡出

土の他の土師器の杯・皿と器形、胎土を異にする。

304 305

306

307

308

309

310

図233 13区中世の包含層出土遺物
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包含層出土遺物

304・305 は瓦質の土鍋である。

306は土師質の土鍋である。

307は備前焼の擂鉢である。

308～310 は土師質の三足土釜 または土鍋の脚である。

本調査区内からは鉄滓が0．43kg出土している。鋳型や溶融炉の炉壁、鞴羽口の出土は確認され

ていない。 （原畑）

第17節 14区の遺構と遺物

1 検出遺構

（1） 溝状遺構

SDOl

m-103 グリッドから1-104 グリッドにかけ

て主軸方向N-46-Eに延びている。検出長は

11.9m、幅0.5～1.2mで、深さは3.4～15.4cm

を測る。埋土は灰色土である。

SD02

l-105グリッドとn-103グリッドを主軸方

向N-43-Eに延びている。検出長は15.2m、

幅0.9～2.Omで、深さは13.8～38.4cmを測る。

埋土は暗灰色土である。13区のSD04に対応する。

（2） 土坑

SK01

l-104グリッドに位置する。調査区外へ広

がっているため、平面の形状は不明である。検

出長は3.5m、幅0.6mで、深さは28.7～366cm

を測る。

SK02

n-102 グリッドに位置する。調査区外へ広

図234 SD01平・断面図

がっているため、平面の形状は不明である。検

出長は1.8m、幅0.6mで、深さは37.4～40.5cm

を測 る。
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図237 SK01

SD02

SK02

平・断面図

図236 平・断面図

図238 平・断面図
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図239 SK03 ・04平・断面図
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SK03・04

m-104グリッド付近に位置する。SK03の平面は楕円形を呈する。長径2.7m、短径2.3mで、

深さは22.1～31.4cmを測る。内部から骨片が出土しており、墓坑の可能性もある。SK04の平面

は楕円形状を呈する。長径3.4m、短径2.3mで、深さは32.0～38.9cmを測る。埋土は黄灰色土で

ある。

SK05

n-107グリッドに位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。検出

長は2.5m、幅0.7～1.0mで、深さは18.5～22.7cmを測る。

SK06

k-107グリッド付近に位置する。調査区外へ広がっているため、平面の形状は不明である。

検出長は1.7m、幅1.7mで、深さは44.2cmを測る。

図240 SK05平・断面図 図241 SK06平・断面図

（3） 不明遺構

SX01

k-108グリッドに位置する。平面は長径3.3m、短径1.6mの楕円形と、検出長3.4m、幅1.8 

mを測る不整形の2基の土坑が繋がった形を呈する。深さは35.9～46.3cmを測る。

SX02

l-109グリッドに位置する。検出長2.4m、幅2.0mの長方形と、検出長4.9m、最大幅1.5m

の途中でくびれた不整形の2基の土坑が繋がった形を呈する。深さは23.0～57.Ocmを測る 。

（窪田）
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図242 SX01平・断面図
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図243 SX02平・断面図
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2 出土遺物

（1） 中世・近世の遺物

SD01出土遺物

311は瓦質の土釜である。水平

方向に張り出した鍔が付く。鍔部

全体に二次焼成の痕跡が認められ
311

る。

SD02出土遺物

遺構内一括取り上げのため、層

位的な出土状況は不明である。
図244 14区SD01 出土遺物

312は土師器の皿である。器壁

が薄く、内湾気味に立ち上がる。

313・314は土師器の杯である。313は内湾気味に外上方に立ち上がるもので、体部に横方向の

二次焼成の痕跡が認められる。いずれも遺物の磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認でき

ない。

315は青磁の碗である。丸彫で連弁文が施されている。体部は内湾気味に外上方に立ち上が

り、口縁端部は丸みを帯びる。上田分類のB-Ⅲ類に相当する。

316は陶磁器で、釉調は白色である。SD02の上面から出土している。

317は土師質の土釜である。 口縁部は内傾し、端部は肥厚して丸味をもつ。口縁部外面には形

骸化した鍔が付き、鍔下部の接合部には爪痕のような強い指頭押圧の痕跡がみられる。体部外面

には指頭押圧とナデ、体部内面はナデが施されている。

318・319は瓦質の土釜である。318は体部から口縁部にかけて緩やかに湾曲しながら立ち上が

るが、口縁部の内傾はほとんどみられない。口縁端部付近に鍔が付き、口縁部から鍔にかけて外

傾する面のように作り出す。体部外面には指頭押圧やナデ、内面にはナデが施されている。体部

外面は二次焼成のために炭素の付着が少ない。319はしっかりとした鍔が横方向に張り出して付

く。鍔部の上方には一条の突帯が認められる。精緻な作りである。SD02の上面から出土してい

る。

320は瓦質の蓋のつまみ、または 質の風炉の脚である。全体にナデが施されている。SD02

の上面から出土している。

321・322は瓦質の土釜の鐶付である。

323は亀山焼の口縁部である。口縁部は外反し、端部ではやや上下に拡張される。肩部の張り

は弱く、口縁部内外面には横方向のナデ、頸部内面には横方向のハケ目、外面には縦方向のハケ

目、体部外面には格子目タタキが施されている。

324は土師質の土鍋である。体部は外傾して立ち上がり、口縁部は緩やかに屈曲したのち、や

や湾曲を残して外上方に立ち上がり、口縁端部は肥厚した内傾する面をなす。
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図245  14区SD02出土遺物



325は瓦質のミニチュア鍋である。体部から口縁部にかけてやや外傾して立ち上がったのち、

口縁端部では肥厚する水平な面をなす。内湾気味に外上方に立ち上がり、口縁端部は肥厚する内

傾した面をなす。体部下半には脚が付く。

326は備前焼の擂鉢である。

327は鋳型と思われる土製品である。被熱のため還元されて灰色を呈している。内面には指頭

押圧とナデにが施された痕跡が明瞭に残っている。珪酸分の溶融も認められないことから、内型

の可能性が考えられる。

328は北宋銭の大観通宝である。初鋳年は1107年である。

329は瓦質の土鍋である。口縁部は緩やかに屈曲したのち、やや湾曲を残して外上方に立ち上

がり、口縁端部では肥厚した内傾する面をなす。

SD02からは鋳型が0.89kg、溶融炉壁が0.79kg、三叉状工具が0.07kg、鉄滓が1.87kg出土してい

る。

SK03出土遺物

330は陶磁器の皿である。口縁端部で外反する。釉調は褐色を呈する。

331は溶融炉の壁と考えられる土製品である。内側には4mmの厚さの鉄滓と思われる溶融物が

付着している。重量は0.09kgである。

図246 14区SK03出土遺物

包含層出土遺物

332は磁器の碗の底部である。残存部は白色である。高台畳付部は釉が掻き取られている。

333・334は瓦質の土釜である。体部から口縁部にかけて直立気味に立ち上がるもので、333は

口縁部と体部の境に横ナデによる凹線が走り、口縁端部は横方向のナデにより凹面をなす。口縁

部外面には形骸化した鍔が付く。体部外面には指頭押圧とナデ、体部内面にはナデが施されてい

る。外面には炭化物の付着が認められる。334は口縁端部は横方向のナデにより外傾する面をな

す。口縁部外面には形骸化した鍔が付く。体部外面には指頭押圧やナデ、体部内面にはナデが施

されている。内外面には煤の付着が認められる。
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335は土師質の土鍋である。 口縁部で外方に屈曲したのち、直線的に外上方に延びる。口縁部

は短く、口縁端部は丸味をもつ。口縁部内外面は横方向のナデ、体部外面は指頭押圧とナデ、体

部内面はナデが施されている。

（原畑）

332
336

333

337

334

338 335

図247 14区中世・近世の包含層出土遺物
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336は土師質の土釜の口縁部である。

337は鞴の羽口である。外面にガラス質の溶融物が付着する。推定口径は7.0cmである。

338は外面に褐色、内面に淡黄色の釉が施釉される。近世陶磁器と考えられる。

本調査区全体では鋳型が1.04kg、炉壁が1.09kg、鞴羽口が0.22kg、鉄滓が1.97kg出土している。



第18 節 15区の遺構と遺物

1 検出遺構

図248 15区遺構配置図

（1） 掘立柱建物

SB01

n-110 グリッド付近に位置する2間×1間の建物で、棟方向はN-131-E を指向する。桁行、

梁間とも4.Omを測る。SB01を構成する柱穴はSP01（直径02m、深さ20.9cm）、SP02（直

径0.2m、深さ31.3cm）、SP03（直径0.3m、深さ11.5cm）、SP04（直径0.3m、深さ10.5cm）、

SP05（直径0.3m、深さ8.5cm）、SP06（直径0.4m、深さ15.2cm）の円形の6穴である。また、

中央に直径0.2m、深さ4.5cmを測る円形のSP07がある。
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図249 SB01 平・断面図
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SB02

n-110グリッド付近に位置する1間×1間の建物で、棟方向はN-138-Eを指向する。桁行

4.1m、梁間3.1mを測る。SB02を構成する柱穴はSP08（長径0.3m、短径0.2m、深さ25.5cm）、 

SP09（直径0.3m、深さ26.0cm）、SP10（直径0.3m、深さ20.5cm）、SP11（長径0.3m、短

径0.2m、深さ23.0cm）の円形と楕円形の4穴である。

図250 SB02 平・断面図
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（2） 土坑

図251 SK01 平・断面図
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SK01

m-111グリッドに位置する。

調査区の外へ広がっており、全

容は不明であるが、「しゃもじ」

のような形を呈する。検出長は

6.1m 、幅1.2～2.6mで、深さ

は9.6～33.Ocmを測り、南側が

深い。埋土は断面b-b’北側

では暗黄灰色土が堆積し、壁沿い

の面に暗灰色土が堆積してい

る。断面b-b’南側では茶褐

色土をブロック状に含む暗灰色

土の単層である。

（窪田）

2 出土遺物

（1） 中世の遺物

SK01出土遺物

層位的な出土状況は不明であ

る。

339～343は土師質の土鍋であ

る。底部ぱやや球状を呈し、体
図252 15区SK01 遺物出土状況

部は少し湾曲を残して外上方に

立ち上がったのも、 口縁部で緩

やかに外方に屈曲し、そのまま外上方に立ち上がる。口縁端部は内傾する面をなす。脚部は接合

部が横方向に張り出してから屈曲するもので、体部下半から付く。

344は土師質の土鍋である。体部はやや外傾して立ち上がり、口縁部で緩やかに屈曲したのち、

やや直線的に外上方に立ち上がる。端部は肥厚する内傾した面をもつ。

345は土師質の土釜である。体部はやや内傾気味に湾曲して立ち上がったのも、口縁部では大

きく内傾するもので、口縁端部は細まり、口縁部外面には口縁端部付近に断面が三角形の上方を

向く鍔が付く。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面には横方向のハケ目後ナデが施されて

いる。外面には炭化物の付着が認められる。

346は土師質の土釜である。体部はやや内傾気味に湾曲して立ち上がり、口縁部は欠損してい

る。鍔の接合部には爪痕のような強い指頭押圧が認められる。体部外面には指頭押圧及びナデ、

体部内面には横方向のハケ目の後ナデが施されている。
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339

340

341

図253 15区SK01 出土遺物1
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342

343

図254 15区SK01 出土遺物2
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351 349

353 350
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356

355

図255 15区SK01 出土遺物3
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347～352は土師質の三足土釜または土鍋の脚である。基部は横に張り出したのち屈曲する。屈

曲部から下方には縦方向のナデが施されている。接合部には粘土を貼り付けた痕跡が認められ、

指頭押圧とナデが施されている。予め脚部を制作ののち、粘土を加えて体部に接合したためと考

えられる。

353・354は瓦質の三足土釜の脚である。基部から脚部にかけてなだらかに屈曲する。屈曲部か

ら下は縦方向のナデ、接合部は指頭押圧とナデが施されている。

355は備前焼の壺である。口縁部が玉縁のものである。

356は土師質の風炉の脚である。丁寧なナデが施されている。

357は鋳型と思われる土製品である。

鋳型面は真土の付着が認められる。被

熱 に より 灰 白色を呈し、一部に黒味が

残る。小破片であるため細かい形状は

不明である。鋳型面から2～3mmの精

良な真土部分が仕上げ真土、その外側

5mm程の浅黄色の真土部分が上真土、

図256 15区SK01 出土遺物4

包含層出土遺物

358・359は土師器の杯である。358は口縁部が外反気味立ち上がるもので、端部に向かって細

くなる。359は底部である。いずれも遺物の磨耗が激しいため底部の切り離し技法は確認できな

い。

  360は青磁の碗の口縁部である。

361は青磁の碗の底部である。内面見込みに線刻の紋様が施されている。高台畳付まで釉が施

されており、高台内は釉の掻き取りにより露胎である。

362は瓦質の有孔管状土錘である。

363～365は瓦質の製品で、16区出土の蓋に付くつまみ、あるいは風炉の脚と考えられる。

366・367は土師質の擂鉢の底部である。

368・369は土師質の擂鉢の口縁部である。口縁部は内側に折り曲げられてから上方に拡張され

る。口縁端部は内外面に稜が作られている。368に比べて369の器壁が厚い。

370は土師質の蓋である。口縁部は端部に向かって細まるタイプのもので、内面にかえりが作

り出される。天井部には櫛目が認められる。

184

357

その外側2cmは3～5mmの小礫を混入

した淡黄橙色の真土部分が中真土で、その

外側2.5mmは、1～5cmの小礫を

混入していて、粗真土に相当すると考

えられる。籾や藁の混入が認められな

い代わりに花崗岩質の小礫の混入が目

に付く。
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図257 15区中世の包含層出土遺物1
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374

379
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380 381

377

384 385 386

383
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390
391

389388

387

図258 15区中世の包含層出土遺物2
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371は土師質の土鍋である。 口縁部は緩やかに屈曲したのち、直線的に外上方に伸びるもので

ある。口縁端部では内傾する面をなす。

372は永楽通宝である。初鋳年は1408年である。

373は鉄釘である。角釘で錆が著しい。頭部をつぶして片側から折 り曲げてある。

374は土師質の土釜である。体部は直立気味に立ち上がったのち、 口縁部では内傾して、端部

に向かって細くなる。口縁端部は横方向のナデに より水平な面をなす。 口縁部外面に断面が四角

形の鍔が付く。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面には縦・横方向のナデが施されてい る。

内外面には炭化物の付着が認められる。

375・376 は炭素の付着は全体に認められない ものの、瓦質と思われる土釜であ る。375は体部

から口縁部にかけて直立気味に立ち上がるもので、 口縁端部は横方向のナデにより面をなす。 口

縁部外面には鈍化した鍔が付く。体部外面には指頭押圧及びナデ、体部内面には ナデが施されて

いる。内外面には炭化物の付着が認められる。376は体部から口縁部にかけて直立気味に立ち上

がるもので、口縁端部では肥厚する面をなす。口縁部外面には垂下する断面が四角形の鍔が付く。

鍔下部の接合部には工具により沈線が施されている。体部外面には指頭押圧とナデ、内面にはナ

デが施されている。

377は瓦質の土釜である。体部から口縁部にかげて直立するもので、 口縁端部は内傾する面を

なす。鍔部は横ナデに より丁寧に作られ、 口縁部外面に沈線が一条施されている。体部外面には

指頭押圧 とナデ、内面にはナデが施されている。

378～381 は土師質の三足土釜または土鍋の脚である。

382～391 は瓦質の三足土釜の脚である。

鉄製品関連遺物

392は鉄製品である。柱穴中から出土している。U 字形をなし、鋤の刃先の可能性があるが袋

部が確認できない。

393は鞴の羽口である。羽口には炉壁に固定するための粘土が貼り付けられてある。貼付した

粘土は被熱のため還元されてお り、その上にガラス質の暗緑色の溶融物が付着している。融解物

中に木炭片が含まれている。推定 口径は7.Ocmで、溶融炉に付設された羽口と考えられる。

394は鋳型と思われる土製品である。全体に褐色で、胎土は直径1～3mm程度の砂粒を含み内

面は暗褐色を呈する。仕上げ真土は残っていない。

395は鋳型と思われる土製品である。全体に褐色で、胎土は直径1～3mm程度の砂粒を含みや

や密である。仕上げ真土は残っていない。

396は内面の珪酸分が溶融し、ガラス質の溶融物が付着している。溶融物中に木炭片が含 まれ

る。被熱のため還元され、灰色を呈する。炉壁の一部 と考えられる。

187

397は鋳型と思われる土製品であ る。断面は色や砂粒の状況から三層に分かれている。 内側か

ら1cmの間は暗褐色で1～3mの砂粒が混入し、その外側から1．5cmの間は黄褐色で3～5mmの

小礫が混入している。さらに、その外側から1．8cmの間は褐色で5mmの砂粒が混入している。仕

上げ真土は付着しておらず、内面に鉄の付着が認められる。上面には破損していない面が認めら
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図259 15区鉄製品関連遺物
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れるが、その部分にも珪酸分の溶融が認められないことから、鋳型であるものと考える。この土

製品の推定直径は40.0cmである。

出土地点が不明なものも含めて本調査区からは鋳型が1.56kg、溶融炉壁が0.73kg、鞴の羽口が

0.43kg、鉄滓が2.11kg出土している。

（原畑）

第19 節16区 の遺 構 と遺 物

1 16-A 区検出遺構

（1） 土坑

図261 SK01 平・断面図 図262 SK02 平・断面図
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図263 SK03 ・04平・断面図
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SK01

k-112グリッド付近に位置する。調査区外

へ広がっているため、平面 の形状は不明である。

検出長は2.1m、深さは44.0cmを測る。埋土は

黄灰色砂質土と灰色砂質土の2層が堆積してお

り、壁沿いに淡黄灰色砂質土が堆積している。

SK02

k-112グリッド付近に位置す る。 調査区外

へ広がっているため、平面の形状は不明である。

検出長は3.4m、深さは41.0cmを測る。埋土は

黄灰色粘性土、灰色粘性土、暗褐色土の3層で

ある。

SK03・04

k-113 グリッドに位置する。検出長が5.2m、

幅4.Omで、深さは33.0cmを測るSK03と、検

出長が3.1m、幅2.7mで、深さ19.0cmを測るS

K04の2基の土坑が繋がっている。SK03の埋

図264 SK05 平・断面図

土は淡黄灰色土、黄灰色細砂、灰色土、暗褐色粘性

土、青灰色砂質土の5層で、SK04は淡黄

灰色細砂、灰色土、淡黄灰色土、青灰色砂質土

の4層である。

SK05

k-113 グリッド北側に位置する。調査区外へ広がっているため、平面 の形状は不明である。

検出長は3.3m、幅1.3m

で、深さは42.5cmを測る。

埋土は淡灰色砂質土と淡

青色砂質土の2層である。

SK06

k-114グリッド北側

に位置する。調査区外へ

図265 SK06平・断面図 の2層である。

192

広がっているため、平面

の形状は不明である。検

出長は2.6m、幅1.7m で、

深さ22.3cmを測る。埋土

は淡灰色土と淡青灰色土



l-116グリッドからk-116

グリッドにかけて主軸方向N

17-Eに延びたのも、直角に曲

がる「L」字形を呈する。全長

は6．8m 、 幅0.4～0.9mで、深

さは3.3～12.6cmを測る。

SD02

l-117グリッドとm-116グ

図268 SD03平・断面図

リッドを主軸方向N-31-Eに

延びている。平面は逆「S」字

のような形を呈する。 全長は

8.8m 、幅0.2～1.4mで、深さ

は2.2～5.Ocmを測る。
図266 SD01平・断面図

SD03

k-118グリッドを主軸方向

N-38-Eに延びている。全長

は6.6m、 幅0.2～0.5mで、深

さは7.0～13.0cmを測る。

SD04

k-119グリッドからl-118

グリッドにかけて主軸方向N-

38-Eに延びている。全長は

9.1m 、幅0.2～0.5mで、深さ

は5.2～6.3cmを測る。

SD05

l-118グリッドからk-119

グリッドにかけて主軸方向N-

35-Eに延び、南側が丸くなっ

てい る。 検出長は10.6m、、 幅

0.2～1.1mで、深さは4.5～17.5cm

を測る。

図267 SD02平・断面図 図269 SD04平・断面図
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2　16-B 区検出遺構

（1） 溝状遺構

SD01



図270 SD05平・断面図 図272 SDO7平・断面図

SD06

k-119グリッドを主軸方向N-38-Eに延びている。全

長は3.5m、幅0.2～0.3mで、深さは7.4～10.5cmを測る。

SD07

o-117グリッドからk-120グリッドにかけて主軸方向N

-34-Eに延び、途中SK03を挟んでいる。検出長は26.1m、

幅0.1～0.6mで、深さは3.1～9.9cmを測る。

SD08・09

図271 SD06平・断面図

l-117グリッドとn-116グリッドを主軸方向N-29-E

に延びるSD09の中にSD08が延びている。SD08の検出長

は10.5m、幅は0.4～0.7mで、深さは5.3～18.2cmを測る。
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SD09の検出長は13.8m、幅0.8～1.8mで、深さ2.5～11.0cmを測る。

SD10

n-117グリッドを主軸方向N-32-Eに延びている。全長は3.2m、幅0.1～0.6mで、深さは

4.0～6.7cmを測る。

SD11

n-117グリッドを主軸方向N-35-Eに延びている。全長は3.6m、幅0.1～0.4mで、深さは

1.9～5.0cmを測る。

SD12

m-118グリッドを主軸方向N-30-E に延びている。全長は3.5m、幅0.3～0.6mで、深さは

5.0～10.5cmを測る。

図274 SD10平・断面図

図273 SD08・09平・断面図 図275 SD11平・断面図
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SD13

n-117グリ ッ ドか ら

m-118グ リ ッドに かけ

て主 軸方 向N-36 -Eに

延 び て い る。 検 出 長 は

12.5m、幅0.1～0.6mで、

深さは3.0～7.4cmを測

る。

SD14

図278 SD14 平・断面図

n-117グ リ ッ ドを主

軸方 向N-35-Eに延 び

てい る。 検出長 は4.4m 、

幅0.1～0.3m で、 深さは

20～5.Ocmを測 る。

（2） 土坑

SK01

m-116グリッドに位

置する。平面は不整な楕

円形状を呈する。長径

2.2m、短径1.7mで、深

さは4.3～10.3cmを測る。

SK02

m-116グリッドに位

置す る。平面は円形を呈

する。 直径1.6m、深さ

は8.1cmを測る。

図278 SD14平・断面図 図277 SD13平・断面図
SK03

　　l-118グリッド付近

に 位置 す る。 平面 は西 側

が狭 まった不 整な 長方形

状 を 呈 す る。 全長 は5.9

（窪 田）
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m、 幅00.55～1.3mで、 深

さは2.0～14.8を測 る。



図279 SK01 平・断面図 図280 SK02 平・断面図

図281 SK03 平・断面図
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3 出土遺物

（1） 弥生・古墳時代の遺物

包含層出土遺物

弥生時代後期と古墳時代初頭の土器が混在して出土している。図化できる資料は古墳時代初頭

の土器である。

398は山陰系二重口縁甕である。399・400は無頸の鉢である。

（柴田）

398

399

400

図282 16区弥生・古填時代の包含層出土遺物

（2） 中世・近世の遺物

包含層出土遺物

401～405は土師器杯である。401は体部は内湾気味に立ち上がったのち、口縁端部に向かって

細まっていく。402は体部は内湾気味に立ち上がったのち、口縁端部に向かって細まっていく。

底部の切り離しは回転糸切りによる。一部口縁部から底部にかけて二次焼成の痕跡が認められる。

403は底部は円盤高台状を呈するもので、体部はやや内湾気味に立ち上がり、口縁部は丸味をも

つ。底部の切り離しは回転糸切りによる。口縁部から底部にかけて二次焼成の痕跡が認められる。

404は箱形の器形を呈するもので、口縁端部に向かって細まっていく。底部の切り離しは回転糸

切りによる。内面全体に二次焼成の痕跡が認められる。405は体部は外反気味に立ち上がったの

ち、口縁部で外反を強める。底部の切り離しは回転糸切りによる。

406は土師器皿である。

407は白磁碗である。高台は断面四角形で畳付外端に面取りがない。体部外面下部から高台部

にかけて露胎である。内面見込みに線刻の蓮花紋が描かれる。沖縄県今帰仁城で同様の碗の出土

が確認できる。
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408は青磁碗である。線刻で幅の広い蓮弁が描かれる。

409は青磁碗の底部である。釉調は灰オリーブ色で408と異なる。施釉も408に比べて厚く、高

台内外面施釉で、高台内で釉を掻き取っている。目跡が高台内に残る。

410は青磁碗の底部である。高台は断面四角形で、高台畳付及び高台内は露胎である。底部の

器壁が厚い。内面に蓮花紋が施されている。森田分類のI －2 類に相当する。

411は染付碗の底部で、近世のものと思われる。

412～415は東播系のこね鉢である。412～414は口縁部が上方に拡張される。415は口縁部が上

下に拡張される。

416・417は備前焼の玉縁の口縁部である。

418は備前焼の擂鉢の口縁部である。

419～421は瓦質の管状土錘である。

422～424は瓦質の蓋のつまみ、または風炉の脚と考えられる。体部とともに出土していないた

め、特定はできない。

425・426は砥石である。材質は流紋岩で、白色を呈し全体に微細な孔が散在する。426は残存す

るものはほぼ長方形で、使用面は長辺に一面確認できる。切断の際の鑿目が認められる。幅は

約2.4cmである。中砥または荒砥として使用されたものと考えられる。伊予砥の可能性が考えら

れる。425は幅は約4.2cmで、使用面が3面確認できる。426に比べてやや軟質で、中砥または荒

砥として使用され、伊予砥の可能性が考えられる。

427は鉄製の角釘である。頭部をつぶして片側から折り曲げてある。

428～439は瓦質の土釜である。体部上位から口縁部にかけて内傾して立ち上がるタイプである。

いずれも口縁部内外面にはナデ、体部外面には指頭押圧とナデ、体部内面にはナデが施されてい

る。428・429は口縁端部は丸味をもつもので、口縁部外面には断面が三角形の鍔が横方向に張り

出して付く。二次焼成を受けたためか炭素の付着が少ない。430は底部から体部にかけて内湾気

味に立ち上がるもので、口縁端部から緩やかに横方向に張り出していった鍔部と口縁部の形状が、

断面三角形を呈する。脚部は体部上位から付く。431は口縁部は端部に向かって器壁が細まり、

端部で水平な面をなす。口縁部外面には断面が四角形の鍔が付く。431～434にかけて鍔部が鈍化

する。432～434は口縁端部は丸味をもち、口縁部に向かって器壁が細まるものである。433は水

平な面をなし、口縁部外面には断面が四角形の鍔が付く。434は口縁部外面には断面が四角形の

鍔が付く。435は口縁部は端部に向かって器壁が細まり、端部では横ナデにより面をなす。口縁

部外面には断面が三角形の鍔が付く。436は口縁端部は横ナデにより面をなす。口縁部外面には

断面が四角形の鍔が付く。437は口縁端部に向かって器壁が細まり、端部は横方向のナデにより

面をなす。口縁部外面には断面が三角形の鍔が付く。438は鍔部である。他の製品に比べて胎土

及び調整は精緻である。搬入品の可能性が考えられる。439は断面長方形で横方向に強く張り出

す鍔部である。

440～454は瓦質の土釜である。体部から口縁部にかけて直立するタイプである。440は鍔部直

上の口縁部外面に一条の沈線が巡る。口縁部外面には断面が三角形の鍔が横方向に張り出し気味
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に付く。441・442は口縁部はやや内傾し、口縁端部は丸みをもち、口縁部外面には沈線を有しな

い。口縁部外面には断面が三角形の鍔が横方向に張り出し気味に付く。443～448は体部から口縁

部にかけて直線的に立ち上がり、口縁端部は水平な面をなすものである。443・444は口縁部外面

には上向きの鍔が付く。444は炭素の付着が少なく、土師質焼成のようになっている。445は口縁

端部はやや丸みをもち、口縁部外面には断面が三角形の鍔が付く。446は口縁部外面には断面が

四角形の鍔が付く。447は口縁部外面には断面が四角形の鍔が付く。448は小型の製品で、口縁端

部近くに断面が四角形の鍔が付く。449は器壁がやや厚く、口縁部外面には断面四角形の鍔が付

く。450・451は口縁部はやや内傾し、口縁端部に向かって器壁は細まり、口縁端部は水平な面を

なし、口縁部外面には口縁端部付近に垂下する鍔が付くものである。450は口縁部外面には断面

が四角形の鍔が上面を垂下させる形状で付く。451は口縁部外面には断面が四角形の鍔が垂下し

て付く。452は口縁端部は肥厚して水平な面をなす。断面四角形の鍔が垂下して付き、鍔下に工

具によって沈線が施されている。453は口縁部がやや内傾し、口縁端部は丸味をもつ。口縁部外

面には断面が四角形の鍔が付く。454は450・451と同じタイプの釜である。

455～473は瓦質の土釜で、体部から口縁部にかけて外傾して立ち上がるタイプのもので、いず

れも口縁端部は水平な面をなす。455～460は口縁部でやや直立気味に屈曲するもので、口縁端部

は横方向のナデにより肥厚する水平な面をなす。455は口縁部外面に断面が四角形の鍔が横方向

に張り出して付く。556は口縁外面に断面四角形の鍔が垂下して付く。457は口縁外面に断面が四

角形の鍔が横方向に張り出して付く。458は器壁が厚い。口縁部外面に断面が四角形の鍔が横方

向に張り出して付く。459は口縁外面に断面が三角形の鍔が付く。460は口縁外面に断面が三角形

の鍔が付く。461～465は体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がるものである。461は口縁外

面に断面が四角形の細い鍔が付く。462は口縁外面に断面四角形の鍔が横方向に張り出し気味に

付く。463は口縁部外面に断面四角形の鍔が付く。口縁端部は粘土が加えられ、拡張されて水平

な面をなす。464は口縁部外面に断面が三角形の上向きの細い鍔が付く。465は口縁外面に形骸化

した断面が三角形の鍔が付く。体部は直立気味に立ち上がる。466～473は口縁部と体部が直線的

につながるものである。

468 469
470 471

472 473

図287　16区中世・近世の包含層出土遺物5
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474～504は瓦質の三足土釜の脚である。基部の横方向への張り出しは弱く、脚部にかけてなだ

らかに屈曲する。屈曲部から下は縦方向のナデ調整、上は体部との接合のため粘土が加えられ指

頭押圧とナデによる調整が施されている。なお、脚の断面は基部からの湾曲が終わり、直線的に

延びる部分で計測した。本調査区からは基部が確認できる脚が309本出土している。474～485は

断面2．1～2.4cmの脚である。486～499は断面2.5～2.95cmの脚である。500～504は断面3.0～3.5

cmの脚である。

496 497 500
498

499

504
502 503

501

図289 16区中世・近世の包含層出土遺物7

505～518は瓦質の土鍋である。いずれも口縁部内外面には横方向のナデ、体部外面には指頭押

圧及びナデ、体部内面にはナデが施されている。505～509は体部が外傾して立ち上がり、口縁部

で緩やかに湾曲し、そのまま上方に立ち上がるもので、口縁端部は水平方向に凹面をもつ。505

は口縁端部は口縁部内面端部付近の指頭押圧と横方向のナデにより内側に拡張され、横方向のナ

デにより凹面をなす。胎土及び調整が精緻である。506は目縁端部は口縁部内面の端部付近の指

頭押圧と横方向のナデにより内側に拡張され、横ナデにより凹面をなす。507～509は口縁部端部
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は横方向のナデにより水平な凹面をなす。510～512は体部がやや外傾して立ち上がり、口縁部で

緩やかに湾曲し、そのまま上方に立ち上がるもので、口縁端部は外傾する面をなす。510は口縁

部は湾曲がややきつい。512は口縁部は直線的に立ち上がる。513～517は体部は505～512に比べ

て外傾する度合いがやや強く、口縁部で外方に屈曲したのち、湾曲気味に外方に立ち上がるもの

である。513は体部から口縁部にかけての屈曲が強い。口縁部は口縁端部に向かって肥厚し強い

横ナデにより内傾する凹面をなす。514～517は口縁端部に向かって肥厚し強い横ナデにより外傾

する凹面をなす。518は体部から口縁部にかけて屈曲が非常に緩やかで、口縁部は直線的に外上

方に立ち上がるもので、端部は外傾する面をなす。

519～535は瓦質の蓋である。519～529は口縁部外面に高まりを作り出すものである。519は幅

約2.6cmの高まりをもち、高まりの内側には沈線を一条巡らせる。口縁端部は外傾する面をなし、

口縁部内面はやや湾曲する。520は高まりは幅2.4cmのものであ る。内面は湾曲する。521は幅3.3

cmの高まりを作り出し、高まりの内側には沈線が二条巡る。口縁端部は内面側に拡張され、横ナ

デにより凹面をなす。口縁部内面は湾曲する。内面には櫛目が施されている。522は幅1.9cmの高

まりを作り出し、高まりの中央で凹線が巡る。口縁端部は内側に拡張され、口縁部内面は湾曲す

る。523は幅1．8cmの高まりを作り出す。高 まりの中央でナデによる凹面を作り出す。内面は口縁

部で湾曲し、口縁端部は内面側か拡張される。526は口縁部の高まりは退化し、口縁端部を拡張

することによって痕跡を留める。527は、横ナデによる凹面をもつ。口縁部の高まりは退化し、

口縁端部を拡張することによって痕跡を留める。内外面に二次焼成を受けている。528は幅1.2cm

の高まりを作り出す。口縁端部は外傾し、横ナデによる凹面をもっ。529は口縁端部は外傾し、

横ナデによる凹面をもつ。口縁端部が指頭押圧とナデにより拡張される。内側がかえり状に作り

出される。口縁部内外面に炭素が付着する。重ね焼きの痕跡が見られる。530は指頭押圧とナデ

により口縁部に高まりが残る。口縁端部は内側に拡張される。531は形骸化した高まりをもつも

ので、口縁端部は外傾して横ナデによる凹面をなす。532は口縁端部付近の外面に横ナデを施し、

高まりはみられない。口縁端部は外傾し、横ナデにより凹面をなす。533 は体部はほぼ平らな円

盤状を呈する。体部に粘土を付け足しているため、口縁部が細まったような器形になる。口縁端

部は外傾する面をなす。口縁端部の内側への拡張はみられなくなる。534・535は口縁部が端部に

向かって細まり、口縁部内面への拡張がみられないものである。534は口縁端部は外傾する。535

は口縁端部は外傾し、口縁部内側は湾曲する。

536は体部から口縁部にかけて外傾するタイプの釜の体部と思われるものである。

537は瓦質の五徳と考えられる。根来寺出土の鉄製の五徳及び一遍上人絵伝中の五徳の形状か

ら、三足が付くものと考えられる。内外面ナデ調整で、推定口径は18cmである。

538～542は器種を特定できない口縁部の破片である。いずれも瓦質焼成である。

543は瓦質の椀である。非常に胎土が粗く非常に軟質に焼成されている。他の調査区からも出

土しているが、食膳具としての使用は困難と思われる。

544は瓦質の甕である。肩の張りが非常に弱く、口縁部もながらかに屈曲する。口縁部はやや

外反し、口縁端部は肥厚しやや外傾する面をもつ。
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図291 16区中世・近世の包含層出土遺物9
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521

520

522

523

524

525

526

図292 16 区中世・近世の包含層出土遺物10
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532

図293 16 区中世・近世の包含層出土遺物11
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538
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図294  16区中世・近世の包含層出土遺物12
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544

図295 16区中世・近世の包含層出土遺物13

反転復元が可能なものが少ないため、それを補うために鍋の口縁部の断面図を付す。

（原畑）

図296 16区出土の鍋1
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図297 16 区出土の鍋2
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第20 節 まと め

今回の調査で、本遺跡は弥生時代と中世の2 つの時期の遺構が検出された。

遺構から見て本遺跡は以下のようにまとめることができる。

弥生時代の遺構は、本遺跡の中央部1～6 区及び17区で検出されている。これらの調査区から

検出された小穴の約9割は17区の東側に集中しており、この付近に集落があったものと考えられ

る。弥生時代を中心とする調査区の特徴として3～6区では遺構が特に希薄で、検出された遺構

の大部分が溝状遺構である、という2 点があげられる。登畑遺跡の西側を流れる頓田川は、安永

4年（1775）から翌年にかけて行われた改修工事により現在のような流れになっている。この改

修工事以前は、頓田川は調査区内を流れていたと思われ、調査区が頓田川の氾濫原にあたり、定

住に不適な土地であったため3 ～6 区で遺構が希薄となり、自然流路と思われる溝状遺構が多数

検出されたと考えられる。

鎌倉・室町時代を中心とする調査区は、本遺跡の西端で頓田川に最も近い7～10区と、東端に

ある11～16区の両端に位置する。

7～10区において、掘立柱建物や小穴は7区と10区でのみ検出され、井戸も7区と10区から2

基ずつ計4基検出されていることからこの付近に集落があり、さらに、10区及び7-5 区の西側

では遺構が検出されていないことから、10区と7-5区の西側が集落の西端と考えられる。また、

10区のSD01～09やSD10・11、SB01、SA02及び7-1 ・2区のSD01やSD02、石列は条

里の地割とほぼ一致することから、これらの溝状遺構などは条里に関わる遺構と考えられる。

井戸は本遺跡では10区及び7区で石組井戸が4基検出されているが、愛媛県内では、報告書で

確認する限り本遺跡を含め井戸は55基検出されている。地域別に見ると松山市の25基が最も多

く、今治市16基、久万町4基、小松町2基、吉海町・重信町・川内町・砥部町が各1基と続く。

井戸の構造別内訳は石組が17基と最も多く、素掘り14基、木組7 基、曲物3 基、その他14基とな

り、時期は中世のものがほとんどである。今治バイパス関連の発掘調査で、本遺跡の東に位置す

る旦遺跡では瓦組の井戸が検出されており、今後県内で検出された井戸の詳細な検討が必要とな

る。

11～16区の調査区では、小穴が11区及び13～14区に集中しており、この付近に集落があったも

のと思われる。これらの調査区が7～10区と性格を大きく異にするのは、土坑が多数検出されて

いる、中世土器が大量に出土している、鉄関連の遺物が出土しているという点である。これらの

点については、次章で考察を加える。

（窪田）
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第4章 考 察

第1節 登畑遺跡の土器様相

1 16区出土の瓦質土器

いずれも包含層出土で遺構との関わりが不明なため、遺物の形態分類を中心にまとめる。瓦質

土器の器種組成は鍋・釜・蓋・火鉢・鉢・錘・椀からなる。鍋・釜の出土が多く、中でも三足土

釜の脚の出土量が突出しており、当地区の小字の 匚釜屋敷」という名称との関連が考えられる。

（1）16 区出土の瓦質土器の形状分類

瓦質土釜（428～473）

口縁部内傾釜（428～439）

・口縁部の傾きが大きく、体部が球状に湾曲し、横に張り出した鍔が付くタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整、体部内面ナデ、体部外面指頭押圧とナデ調整）

・体部が底部付近で丸味をもち湾曲し、断面三角形の鍔が付くタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整、体部内面ナデ、体部外面指頭押圧とナデ調整）

口縁部直立釜（440～454）

・口縁端部が丸味をもち、断面三角形の鍔が付くタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

・口縁端部が水平な面をもち、断面四角形の鍔が付くタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

口縁部外傾釜（455～473）

・口縁部でやや直立気味に屈曲するタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

・口縁部から体部にかけて直線的なタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

瓦質土鍋（505～518）

・口縁部が湾曲し、やや垂直方向に立ち気味に立ち上がり、体部も直立気味のタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

・口縁部が直線的に外傾し、体部も直線的に立ち上がるタイプ

（調整：口縁部内外面ともにナデ調整）

反転復元のため、鍋・釜の口径による細分類は控える。なお、直立釜には残りの良いもの

が含まれており、明らかに大小の規格が存在する。外傾釜及び鍋の使用に際しては、五徳の
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使用が想定される。

瓦質蓋（519～535）

・口縁部に高まりを作るタイプ

（調整：外面指頭押圧とナデによる調整、内面ナデ調整）

・口縁部が端部に向かって細まるタイプ

（調整：外面指頭押圧とナデによる調整、内面ナデ調整）

瓦質甕（544）

・肩の張りが緩やかで、口縁部の屈曲も弱い。口縁部は短く、少し外反する。口縁端部は、

肥厚し、外傾する面をもち、端部には沈線が二条巡る。

（調整：内外面ともに指頭押圧とナデによる調整）

瓦質土錘（419～421）

・管状土錘

・有孔管状土錘

瓦質椀（543）

・砂粒を多く含み非常に粗製で、高台が付かず口径は小さいが、比較的器高が高く、ミガ

キは施されない。

瓦質五徳（537）

・三脚が付くものと考えられる。内外面共にナデによる調整

釜の脚（474～504）

図298 16区出土の釜の脚部断面径と出土個数
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脚の断面を前記の箇所で計測可能なものについてのみ分類を行うと、ほぼ3 つの大きさに分け

られる。

（2） 瓦質・土師質脚と法量の相関関係について

図299　16 区出土の瓦質・土師質煮沸具の口径

煮沸具の法量には3 つのピークが存在する。

14～15cm：口縁部が直立する釜

18～21cm：口縁部が直立、内傾する釜

24～27cm：口縁部が直立する釜、口縁部から体部にかけて外傾する釜

29～32cm：口縁部から体部にかけて外傾する釜

218

2.5～3.Ocmの33個体が突出し、2.0～2.5cmの17個体、3.0～3.5cmの9個体と続く。体部から口

縁部にかけて外傾する釜はいずれも脚が付かないものが報告されており（注1）、 口縁部が内傾する

釜と直立する釜に付属するものと考えられる。口縁部が直立する釜には口径が20cmと口径が14cm

の小型のものが出土していることから、2．0～2．5cmの小型 のものは、小型の釜の脚である可能性

が考えられる。釜の口径は口縁部が内傾するもの、直立するものともに直径20cm前後のものがほ

とんどで、2.5～3.0cmのものはこの釜に付属すると考えられる。太めの3.0～3.5cmの脚がいずれ

の製品に付属するものかは不明である。15区からは脚付き の土師質の鍋が出土していることから、

土鍋の脚の可能性も考えられる。瓦質鍋・釜に類似する製品は、伊予国分尼寺跡や上徳遺跡から

出土している。



35cm：鍋

40cm：鍋

煮沸具は反転復元のため厳密な法量は出せないが、ほぼ5cm間隔で分化しているようである。

蓋：25cm

蓋：32cm

椀：12cm

完形の土師質鍋の口径は30cm前後で、脚の太さは3.0～3.5cm前後である。

土師質の脚のピークが3.0～3.5cmであるのは、土師質の煮沸具で脚をもつもののほとんどが鍋

である事を示していると考えられる。

2 登畑遺跡の中世土器分類

16区出土の瓦質土器の分類を行ったが、ここでは調査区全体の土器について分類を行う。

（1）土師質土器

釜A ：体部から口縁部にかけて球状に湾曲するもので、口縁部外面に断面が三角形のし

っかりとした鍔が付くもの。三足が付く。

釜B ：体部は湾曲して立ち上がったのち、口縁部で直立して立ち上がるもので、断面三

角形のしっかりとした鍔が付くもの。三足が付く。

釜C ：体部は直線的上方に立ち上がったのち、口縁部で内傾するもので、口縁部外面に

形骸化した鍔が付くもの。三足が付く。

釜D ：体部から口縁部にかけて内傾気味に湾曲して立ち上がったのち、口縁部外面の縁

端部近くに形骸化した鍔が付くもの。

鍋A ：体部は直線的に立ち上がり、口縁部で大きく外方に屈曲したのち、口縁端部に向

かって太くなり、端部は外傾する面をなすもの。

鍋B ：口縁部は若干湾曲を残しながら外上方に立ち上がり、口縁端部は外傾する面をな

すもの。

鍋C ：口縁部は外上方に直線的に立ち上がり、口縁端部は丸味をもつもの。

鍋D ：底部は球状に湾曲したのち、体部はやや湾曲を残して外上方に立ち上がり、口縁

部で緩やかに屈曲してから直線的に外上方に立ち上がり、口縁端部は内傾する面を

なすもの。三足が付く。

擂鉢：口縁部が内方に折り曲げられ、口縁端部は稜をなすもの。
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鍋A

釜A

鍋B

釜C

鍋C

釜D

鍋D

釜B

擂鉢

図300 16 区出土の土師質土器の分類
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（2） 瓦質土器

椀A ：口縁部は外反し、端部は丸みをもっもので、口縁部内面には沈線が施されないも

の。（和泉型に分類できる。）

椀B ：高台は付かず、胎土が非常に粗いもの。

杯：体部中位から直立気味に立ち上がるもの。

皿：口縁部で外反し、端部は丸みをもつもの。

釜A ：体部から口縁部にかけて球状に湾曲し、口縁部外面に横方向に張り出した鍔が付

くもの。

釜B ：体部は湾曲して立ち上がり、口縁部でやや内傾して立ち上がり、口縁部外面に鍔

が付くもの。

釜C ：体部から口縁部にかけて直線的に上方に立ち上がり、口縁部外面に鍔が付くもの。

釜D ：体部から口縁部にかけて外傾して立ち上がり、口縁部外面に鍔が付くもの。

釜E ：体部は湾曲して立ち上がったのち、口縁部で直線的に上方に立ち上がり、口縁部

外面には断面三角形のしっかりとした鍔が付くもの。

鍋A ：底部は球状に湾曲したのも、体部はやや湾曲を残して外上方に立ち上がり、口縁

部で大きく外方に屈曲したのも、口縁部は内湾して立ち上がるもの。

鍋B ：口縁部は屈曲したのち、やや湾曲を残して外上方に立ち上がるもので、口縁端部

は肥厚する凹面をなすもの。

鍋C ：口縁部が直線的に外上方に立ち上がるもの。

蓋A ：口縁部に高まりを作り出すもの。

蓋B ：口縁端部に向かって細まるもの。

土錘：有孔管状土錘と管状土錘がある。

甕：肩の張りは緩やかで、口縁部は緩やかに屈曲したのち、少し外反する。口縁部は短

い。
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図301　16区出土の瓦質土器の分類
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3 各調査区の土器様相

遺構内出土の遺物でないものが多いが、ほぼ表2のような遺物組成となっている。黒色土器椀

は7・9区から出土しており、いずれも内面に炭素を付着させた黒色土器A類の椀である。土師

器椀は、9区から出土している。古照7次調査で報告されている手捏ねの土師器椀は7区から出

土している。和泉型の瓦器椀は、7・9区で出土している。4・16区で胎土中に砂粒を多く含み、

口径は縮小化しているが器高が比較的高い粗製の瓦器椀が出土している。中野は「愛媛県におけ

る古代末から中世の土器様相」の中で、黒色土器の後を受げて土師器椀が出現し瓦器椀へと移る

としている（注2）。瓦器椀の器高が9区に比べて7区では低くなっていることや、9区の煮沸具が

土師質の鍋であるのが、7区ではいずれも瓦質の鍋である。鍋の瓦質化は瓦器椀よりもやや時期

的に下ることから（注3）、廃絶の際の廃棄遺物と考えた場合、7・9区の遺構は少なくとも9 区の

方が先に廃絶したのち、7区も廃絶したものと考える。

9区の遺構の時期は、黒色土器椀や土師器椀・瓦器椀・白磁碗や皿・土師器鍋などから12世紀

後半～13世紀初頭の間に納まるものと考えられる。7区は柱穴中から黒色土器椀が出土している

ものの土師器椀の出土が確認されていないことや、瓦器椀辛瓦質製品が供膳具申煮沸具の主軸を

成していることから、時期的にはほぼ13世紀の初頭～前半の時期と考えられる。

表2 各調査区の出土土器分類と実年代

供 膳 具 調 理 具 貯 蔵 具 煮 沸 具 実 年 代

4区

土師器杯・皿

白磁碗

青磁碗

東播系こね鉢
亀山焼甕

常滑焼甕
瓦質釜C ・D

13世紀中頃～

14世紀前半

7区

黒色土器椀

瓦器椀

土師器杯・皿

東播系こね鉢 亀山焼売 瓦質鍋A
13世紀初頭～

13世紀前半

9区

黒色土器椀

土師器椀

瓦器椀

土師器杯・皿

白磁碗・皿

東播系こね鉢 亀山焼甕 土師質鍋A ・B
12世紀後半～

13世紀初頭

10区

土師器杯

土師器皿

青磁碗

東播系こね鉢

土師質擂鉢

備前焼擂鉢

亀山焼甕

土師質鍋D

瓦質釜E

土師質釜A ～C

14世紀後半～

15世紀中頃

11～15区

17区

土師器杯

土師器皿

青磁碗

土師質擂鉢

備前焼擂鉢

亀山焼甕

備前焼甕

土師質鍋D

土師質釜C

14世紀後半～

15世紀後半

16区

瓦器椀

土師器杯・皿

青磁碗

東播系こね鉢

備前焼擂鉢

亀山焼甕

備前焼甕

瓦質甕

瓦質鍋B ・C

瓦質釜A～D

13世紀中頃～

14世紀代

※実年代は青磁、常滑焼甕、亀山焼甕、東播系こね鉢、備前焼の年代観から判断した。
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4区からは青磁碗や常滑焼甕・瓦質の釜・土師器杯や皿が出土しており、青磁碗や常滑焼・瓦

質の三足土釜から7・9区よりも時期が下るが、煮沸具が土師器化され、備前焼が貯蔵具として

取って変わっている11～15、17区よりも時期は上るものと考えられる。

10区は煮沸具に瓦質土器を使用しなくなっており、また常滑焼甕が消え、亀山焼や備前焼に変

わっていることから、4区よりも時期が下るものと考えられる。一方、10区は煮沸具の組成がや

や11～15、17区とは若干違いをみせており、土師質釜A・B平瓦質釜E がみられる。土師質釜C

は15区でも出土しているが、10区の方が鍔の付き方辛口縁部の作りがしっかりしている。10区の

廃絶の時期は亀山焼甕から15世紀中頃から後半であろうと考えられる。11～15、17区の方が廃絶

の時期は10区よりもやや下るものと考えられる。

16区の時期については、遺構に伴う共伴関係がはっきりしていない。また、16区の瓦質土器と

同様のものが他の調査区から遺構に伴って出土していないため、16の時期を特定することはでき

ない。遺構外であれば、4区出土の瓦質釜が16区の製品と同じである。また、4区から出土した

遺物の組成が16区内のものと合致する部分がみられることから、4区と16区とはほぼ同時期に存

在した可能性が考えられる。

（原畑）

第2節 登 畑 遺 跡 の 生 産 遺 構

1　16区の瓦質土器出土遺構

登畑遺跡16区は、頓田川右岸の後背湿地上に立地する。現在の集落の立地する丘陵縁辺部の緩

傾斜地よりやや北にあたる。本遺跡の遺構検出面は西部の10区から東部の16区にかけてな緩やか

に傾斜しており、西側ほど標高がやや高くなり、16区側になるにつれ標高が低くなる傾向が認め

られる。瓦質土器が大量に検出されたのは16-B区を中心とする範囲で、道を隔てた15区をはじ

めとする11～15、17区の集落からは北部の土坑中から破片が数点出土しているにすぎない。この

両者には煮沸具の相違がみられる。16 -A区の北部では土坑群が検出されている。

本調査区出土の瓦質土器の組成は、三足土釜の脚が圧倒的に多い。次いで三足土釜の口縁部と

体部、脚の付かない口縁部から体部にかげて外傾する釜の出土が多く、以下鍋、蓋と続き、製品

は煮沸具を中心としている。釜や鍋を中心としていながらもこれらの体部や特に底部の出土量が

比較的少ない。出土した瓦質製品は一部炭化物の付着などが認められるが、使用痕跡が認められ

ない瓦質の煮沸具が多量に出土していることから、未使用のものと考えられる。また、これらの

遺物内で鍔の退化、鍋の口縁部の直線化、蓋の口縁部の高まりの退化が確認されることから、出

土遺物中に時間的な幅が存在していることが指摘できる。

これらのことから、消費地遺跡と考えるよりも生産・販売に関連する遺跡として考えることが

妥当である。しかし、本調査区からは窯体と思われる焼土層及び灰原が確認されていない。遺物
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図302 16-B 区グリッド別の遺物出土割合
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図304 17区及び11～16区遺構配置図
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は包含層中の集中地点を中心とする同心円上の範囲から出土しており、集中地点は地表面の標高

が低く窪地状を呈している。この遺物の出土状況は窯本体の中辛仄原の中からの出土とは言い難

く廃棄遺物と考えるのが妥当である。本調査区出土遺物は瓦質の脚が突出しており、脚自体は体

部が残存しているものが多く、次いでその脚と付随する釜の出土量が多いことから、体部に接合

した後破損した脚をはじめとする不良品を廃棄したものと考える。

以上のことから、本遺跡は瓦質土器製品の集積地である可能性と生産地である可能性が出てく

る。集積地ならば、市場が生産地からある程度の距離をもち、生産地から物資を集積地に運搬し、

そこに保管するだけの距離と販路の広がりを想定しなければならない。脇田は奈良の市場の分布

調査から、市場間の距離がほぼ2～5kmで立っていることを指摘している（注4）。現在本調査区か

ら出土した瓦質土器と同じものの出土例は伊予国分尼寺跡や上徳遺跡（注5）といった頓田川周辺と

桜井郷内に確認でき、今後の発掘で報告事例が増える可能性がある。この範囲を網羅する市場と

して可能性が指摘できるのは、一遍上人絵伝に登場する桜井の津や江戸時代に町場であった拝志

の周辺である。これらは国府津・国衙市の流れを引く可能性があり、国衙とのつながりが深いと

考えられる。集積地である可能性を完全に否定するものでぱないが、商圏の広がりが現時点では

本遺跡近隣に存在し、広範囲ではないことから、生産及び販売の拠点自体がこの周辺に存在して

いたと考えられる。

16―A区から検出された土坑群は、13～14区にかけても検出されている。13区では、いずれも

黄褐色粘性土層内まで掘り込まれており、黄褐色粘性土の堆積は調査区北側で認められる。14区

では、暗褐色粘性土層を貫いて黄茶褐色土層まで掘り込まれている。16区では、淡灰色細砂層を

貫いて暗褐色粘性土層内まで掘り込まれている。暗褐色粘性土層の堆積は、16区北側に認められ

る。各調査区内のいずれの土坑も粘性土層まで掘り込まれていることが確認できる。これらの土

坑群は切り合いが確認されていないものがほとんどである。掘り込みは肩をもたずほぼ垂直に掘

り込まれ、土坑内の底の形状はほぼ平らである。これは京都大学構内遺跡や香川県の西村遺

跡（注6）の粘土採掘坑の形状と類似している。今治市教育委員会が行った今治市旦地区での試掘調

査（注7）では、灰茶褐色粘質土層下から暗灰黄褐色粘性土及び厚さ22cm以上の黄褐色粘土層の堆積

が確認されている。粘土採掘坑の場合、それに関わる土器造りや鋳物師は粘土の使用量と重量と

の関係から粘土採集地の近くに工房を設けることが西村遺跡や埼玉県嵐山町の金平遺跡（注8）で報

告されている。土坑群は調査区の北側に広がりをみせており、全体像は明らかではない。今後の

発掘で土坑群の広がりが確認されると、その採掘土量から土器生産に関わるものであるか否かが

ある程度明らかになるものと考えられる。

これら瓦質製品に使用痕跡が見られないこと、粘土採掘坑と考えられる土坑群や作業小屋と考

えられる掘立建物及び井戸が検出されていることから、16区の遺構は瓦質土器の製造に関わる作

業場の可能性が考えられる。平地上に土器焼成窯が設けられる事例は、大阪府堺市の平井遺

跡（注9）や西村遺跡で報告されており、平井遺跡や西村遺跡では集落内に焼成窯が設けられている。

遺構の広がりについては、調査区西の15区とは煮沸具の形態が異なることや北部は土坑群が存在

することから、東部もしくは南部に広がりをもつものと考えられる。
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13～15区の北側に広がる土坑群については、鋳造鋳型製作用の粘土採掘坑の可能性も考えられ

る。瓦質土器生産と鋳物生産の並立については、16区の瓦質土器自体が包含層出土である上に、

陶磁器や備前焼・東播系こね鉢も遺構に伴うものではないため、相互の供伴関係が明確ではない。

従って、16区の遺構の時期は確証に欠けるため、鋳物作業場の稼働時期と前後するものか、並立

していたものかは確定できない。16区の遺構の時期と関係が指摘できるのは4区で、この調査区

からは瓦質の口縁から体部にかけて直立するタイプの土釜と、口縁から体部にかけて外傾する夕

イプの土釜・脚が出土している。4区は遺構外出土遺物しか確認されていたいが、概ね14世紀を

中心とする時期の遺物が出土している。

2 鋳造関連遺構について

11～15区及び17区は、頓田川右岸の後背湿地上に立地する。現在の集落の立地する丘陵縁辺部

の緩傾斜地よりやや北にあたる。本遺跡の遺構検出面は西部の10区から東部の16区にかけて緩や

かに傾斜しており、西側ほど標高がやや高くなり、16区側になるにつれ標高が低くなる傾向か認

められる。16区から東で集落が途切れ、旦地区で再び集落が確認されているのも地形上の立地条

件によるものと考えられる。

本遺跡からは鋳造関連遺物が13～15区で主に出土している。そのうち13～14区にかけて掘られ

た同一の溝状遺構の北部（13区：SD04）からは土師質及び兀質の鍋・釜や備前焼の擂鉢ととも

に、鋳型と鉄滓が出土している。溝状遺構の南部（14区：SD02）からは土師器の杯・皿、土師

質及び瓦質の鍋・釜、瓦質の脚付きミニチュア鍋、風炉の脚、亀山焼の甕、青磁碗とともに鉄滓・

鋳型・鞴羽口・溶融炉片・三叉状工具が出土している。13区のSD04からは鋳型よりも鉄滓の出

土が比較的多く、14区のSD02からの出土が多い。溝状遺構（SD04・SD02）を挟んで東と西

に、建て替えが確認できる掘立柱建物が検出されている。掘立柱建物の周辺のいずれからも焼土

面や還元面、炭の堆積層や炉の地下構造は検出されていない。

15区のSK01からは土師質の鍋・釜・風炉の脚、備前焼の壺とともに鋳型・鞴羽口・鉄滓・溶

融炉片が出土している。鉄滓の出土量は少なく、鋳型の出土量がやや多いが、再利用を目的とす

る鋳型の集積土坑と考えるには鋳型の出土量が少ない。15区で出土した鋳造関連遺物は、遺構内

埋土出土でないためSK01出土扱いとはしていないが、そのほとんどがSK01直上の包含層から

出土している。従って、本来SK01内にあった遺物が、後世の削平などにより散乱したものと考

えられる。調査区全体では鉄滓・鋳型・溶融炉壁・鞴の羽口の順に出土量が多い。

調査区周辺は花崗岩の風化土が基本土層で、本遺跡出土の鋳型は花崗岩質の砂礫を多く含む。

13区の北側西部及び東部や14・15区の北部から土坑群が検出されている。真土はその移動の簡便

さから採取地の近くに作業場を設けることが、金平遺跡や金井遺跡で報告されているほか、田中

は「河内丹南部狭山郡日置庄の鋳物師と鉄の鍋」の中で、日置庄の鋳物師も鋳物土の採取地の近

くに所在していたことにふれている（注10）。本遺跡内の土坑群も真土の採集土坑の可能性が考えら

れる。15区の土坑については規格性が認められることや、15区からも鉄滓や鋳型の出土が認めら
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れることから、鋳造土坑の可能性が考えられる。

平地上に立地することについては、梵鐘等の大型で持ち上げることが容易でないものを除げば、

平地での方が作業は容易である。本遺跡の背後には高縄山系が広がり、燃料炭の確保も比較的容

易であったと考えられる。

倉吉の鋳物師や枚方の鋳物師の鋳物の製作工房では、造型・精錬・溶解・型ばらし・仕上げの

それぞれの工程に付随する建物なり間取りがされていたことが分かる。また、鋤柄は「中世丹南

における職能民の集落遺跡」の中で、日置庄遺跡の中の鋳物師の作業場や住居を復元し、各工程

に関わる作業場の存在を指摘している（注11）。本遺跡は14区のSD02からの鉄滓の出土が集中する

といった状況から、鋳込みの工程が行われる作業場は、14区の南部近辺に存在したものと考えら

れる。また、13区からは土坑群が検出されていること、鉄滓や鋳型及び鞴の羽口がの出土が確認

されていないことなどから、13区から検出された掘立柱建物は「造型」に関わる可能性が考えら

れるが、その実態は明らかではない。

燃料となる炭の供給は重要な事柄で、樋口は「炭の長距離輸送がおこなわれる現代に入るまで

は、金属加工は常に炭の補給を基本条件としておこなわれてきた（注12）」と述べている。本遺跡は

高縄山系をひかえ、炭の供給が可能であったと考えられる。鉄については佐々木が兵庫北関入船

納帳に記載されている「銕」が銑鉄である可能性を指摘し、鉄素材としての銑鉄の流通を想定し

ている。鋼の場合鋌として流通していたことは、青森県の浪岡城跡や広島県の草戸千軒町遺跡出

土の棒状の鉄製品の出土により確認できる（注13）。これらの原料をもとに作られた製品は「売り庭」

を確保する必要があるが、その場を補償する者が守護か国人領主かは不明であるが、何らかの権

力が想定できる。この鋳造遺構が出職によるものか、ある程度恒常的な集落なのかは、本遺跡の

状況からは確定できない。しかし、国府域や国分寺に近く、ある程度の恒常的な需要が存在する

ことが考えられる。なお、本遺跡からは鉄滓は出土しているが、銅滓は確認されていない。

鉄滓や鋳型の出土量が少ないことから出職の可能性が考えられるが、本遺跡は集落の全体を網

羅するものでないため確定することはできないものの、集落北側の土坑群が真土の採掘坑の可能

性を持っていることや、鋳物師は火を使うため集落の縁辺に立地していることが本遺跡の状況に

合致し、溝状遺構（13区SD04、14区SD02）や15区のSK01に隣接する場所に建て替えが確認

できる作業場と考えられる掘立柱建物が2棟検出されていること、作業場と考えられる区域の遺

物と居住区域と考えられる区域の遺物の年代観がほぼ同じであることなどから、ある程度恒常的

な鋳物師の集落である可能性も考えられる。

3 伊予国鋳造関連史料

中世前期の金属工業製品は、「各地の荘園・公領内に居住し、荘園領主・国衙・地頭などから

一定の給田給名を支給された鍛冶・鋳物師によって、支配者や、その農民層の需要に応じて貢納・

注文生産が行われていた。銅鉄の産出がなかったり、加工技術の未熟な地域では、先進地の鋳物

師・鍛冶の出職や、製品を携帯して行商を行う座商人などによって充足されていた（注14）」とされ
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ている。伊予で梵鐘を新しく造る際、桑村郡の西山興隆寺では、二度の梵鐘鋳造を丹治国忠と河

内助安のいずれも河内鋳物師によって行っている。

西山興隆寺梵鐘銘文

願主　僧良則大徳　僧慶賢大徳

興隆寺　建長三季　＊六月八日　大工河内國丹治国忠

任御示現　彼鐘自河内國来臨也

菅生山大宝寺　＊＊大旦那大伴朝臣大野紀　利直

一結衆 東西眞俗施主等

天文十七＊年十一月吉日

十貫合力＊吉久

この鐘は現在石手寺の所蔵であるが、もとは桑村郡古田郷の西山興隆寺のために造られた鐘で

ある。西山興隆寺は、桑村郡古田郷（現：周桑郡丹原町古田）に所在する真言宗寺院である。寺

伝によると、平安時代の開基とされている。当寺には、鎌倉時代から室町時代に至る国宣、奉書

下知状、禁制、知行状などが残されている。この鐘は、石手寺の所蔵になったのち、天文17年に

大宝寺に渡り、再び石手寺の所蔵となった経緯をもつ。石手寺は、温泉郡（現：松山市石手町）

に所在する真言宗寺院である。寺伝によると、奈良時代の創建とされている。河野氏との関係が

深く、文保から元弘年間（1317～1334）にかけて河野氏の後ろ盾により堂宇が再建されてから、

再び文明13年（1481）に再建されている。

興隆寺の寺伝によると、先記の鐘を石手寺に移したのち、造らせたとする弘安9年の銘の入っ

た鐘が興隆寺に残されている。以下はその銘文である。

西山興隆寺梵鐘銘文

伊與國道前分桑村郡古田郷西山興隆寺鐘也

右所奉勧進十方諸人鋳如件

弘安九年＊五月日

勧進金剛佛子永賢大工河内助安

願聲此鐘諸群類

必護無上菩提心

生生世世永不退悉得往生安樂図

願諸賢聖 同人道場 願諸悪趣

倶時離苦
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願以此功徳 普及於一切 我等與衆生

皆共成彿道

国衙は、自らの再生産のために工人達に免田を支給して物資の製造にあたらせた。次の史料は、

建長七年十月付の国衙によるそれぞれの工人への支給面積が記載された国分寺所蔵の文書である。

伊豫国神社仏閣等免田注進状案

中略

道々外半人等 五十二丁七反

経師

紙工

七反

二丁

織手 廿五丁

傀儡師 一丁

銅細工 一丁

紺掻 一丁

五丁

一丁五反

二丁

木工

塗師

笠張

造府 一丁

轆轤師 一丁

白革造 三丁五反

国細工 四丁

鞍打 二丁

土器工 二丁

温免 三反

後略

建長七年十月 日 田所 木工充 紀

これによると、銅細工には免田が1町支給されている。このようにして工人達を保護していた

国衙が、いつまで存在したかは明らかでない。

中世後半になると荘園・公領の解体に伴い、鍛冶・鋳物師の生産、販売の形態が一変する。こ

の状況について佐々木は「室町期以降になると、地方の金属手工業は、小農民経営の自立化の方

向にともなう市場の拡大深化、技術の地方普及などを背景にして大きく変貌していった」とし、

その変貌を「手工業者の分散居住から特定地への同業者の集住化傾向一金属手工業の新興特産地

の形成」「新興特産地と、古くから地方に進出していた河内・和泉などの畿内特産地との市場の

争奪」（注15）としている。

永徳三年（1383）銘の入った鐘を、西方寺が豊後州丹生荘の大工正悦に造らせていることが確

認できる。

大楽山 西方寺梵鐘銘文

大日本図与州和気郡大楽山西方寺撞鐘

豊後州丹生荘大工正悦造

永徳三年＊卯月三日

西方寺（現：西法寺）は、温泉郡（現：松山市下伊台町）に所在する天台宗の寺院である。寺
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伝によると、延暦年間の創建である。この鐘は和気郡（現：松山市太山寺町）の太山寺に所蔵さ

れている。

現在まで伝わる鐘の数が少ないことや、注文主である寺の宗派や所在地が異なるため、当然工

人とのつながりが問題となり、これを一概に河内・和泉の古特産地から新興特産地へという図式

で考えることはできない。しかし、少なくともこの時代には豊州丹生荘という河内・和泉ではな

い地域の工人とのつながりが存在したという事実は注目に値する。

高度な技術を必要とする梵鐘や仏具の製作や鍋・釜の製造販売及び使えなくなった鍋・釜の回

収や鋳掛けが重層的に行われ、仏教界や武士階層、そして一般の人々の需要に応じていたものと

考えられる。先に出てきた国衙め細工所の工人達や各荘園に付属した工人達は、細工所の解体の

のち経営を自立化させ、大工職を頂点とする新しい組織を形成していったと考えられる。真継家

文書中にみられる戦国時代の伊予の近隣の鋳物師は、備後国海裏鋳物師、太宰府鋳物師、石見国

鋳物師、廿日市鋳大工、尾道鋳師が確認できる（注16）。

戦国時代の真継家文書には伊予国の記載はみられず、江戸時代のものに温泉郡と宇麻郡及び伊

豫郡の鋳物師の名前が記載されている。

4 伊予国分寺領域

国分寺は鎌倉時代に西大寺の末寺となり、西大寺の手によって再興が成される。伊予国分寺の

再興のいきさつは、国分寺文書の中の「霊乗申状案」の中に記されている。

霊乗申状案

副進

一巻 綸旨井西園寺大納方家御庁宣案

守護人御施行案 通直

一通 年中行事案

中略

爰頼朝卿諸国々分二寺於破処修造、御願令遂之、追彼先蹤、尊氏＊同毎国当時修復、仰西

大寺井極楽寺、中下綸旨、故先師知承上人蒙朝武之仰、下向当国、改此地、雖致与力、未

返預件所帯、所詮去正平廿三年十月十五日、在御出荷、両骰千国之御沙汰始、寺社之沙汰

之聞、依為国中第一之寺、御庁宣井守護御状明察也、任

此佳例如元開寺令之眉

後略

これによると、「尊氏が、国ごとに国分二寺の修復を命じ、西大寺併極楽寺が綸旨を受けて、

極楽寺の知承上人が、伊予国に下向した」としている。国分寺は、鎌倉時代に西大寺の末寺であ

ったことは、西大寺の末寺帳から確認できる。文永・弘安の役を境に国分寺を見直す動きが見え
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るようになり、西大寺が、鎌倉時代末から南北朝時代にかけて、西日本各地の国分寺で再興に着

手している（注17）。その際、西大寺流の職人が投入され、現地の国衙在庁とつながりをもつように

なることが指摘されている（注18）。再興には番匠・鍛冶・瓦工人達が動員されたものと考えられる。

南北朝期になると、寺領の横領が横行するようになるが（注19）、いずれの勢力も伊予国支配のた

めに国分寺の掌握に務め、寺領内での甲乙人の違乱の禁制及び寺領の保護の文書がこの時期に多

く発給される。14世紀中葉から後葉の文書で、横領を受けて後に返還された土地を記したものに

青木里、坦田里、穴堀里の里名が記されており、これらの里の中に国分寺領が存在したことが確

認できる。越智郡内の条里地割や里名の比定は羽山が国分寺文書や小字名をもとに「条里と開

発」（注20）の中で復元している。これによると、本遺跡は堤田里と穴堀（窪）里の中に位置するこ

とになる。国分寺文書中の浅海通智下知状には、乾元（1302～1303）並びに文永年間（1264～

1275）に作成された国検帳には、桜井郷内の坦田里八坪、同九坪、穴堀里十八坪等が国分寺領で

ある旨が記載されていたことが確認されている。現在この国検帳は残っていない。

浅海通智下知状

国分寺与余戸田蔵人相論桜井郷内坦田里八坪、同九坪、穴堀里十八坪等事、乾元并文永国

検帳披見之処、 為国分寺之条、無異議上者、可被沙汰付下地於寺家雑掌之条如件、

建徳二年壬三月十六日 飛 弾 守 在判

5 登畑遺跡の集落

この遺跡内に営まれた集落には、12世紀後半、13世紀前半、14世紀後半、15世紀後半に画期が

確認できる。集落の立地する場所は頓田川右岸の後背湿地にあたり、後背湿地上での集落立地は、

治水事業の整備や水利設備の充実が図られなければ難しい。また、条里と方向を合わせた集落の

区画溝は、条里区割内部の「一定程度の満作化」が実現されていた（注21）ことが想定される。

頓田川沿いの後背湿地上には、10世紀後半～12世紀にかけて、新居系図から新居一族の足跡が

確認できる拝志や高市が所在する。この時期に新居氏は新居郡から桑村郡、越智郡、伊予郡、浮

名郡域に拡散していく。沖積低地や微高地の開発を進め、荘園の開発や国衙領の横領を進めて勢

力を伸ばしていくことが指摘されている（注22）。拝志氏は14世紀後半に桑村郡内の周布、桑村と共

に観念寺を氏寺として一族の結集を図り、この時、観念寺に拝志郷内の土地を寄進してい

る（注23）。高市・拝志は、いずれも現在の頓田川左岸に立地する。本遺跡では、古墳時代後期の遺

物の後は、古代の遺物と考えられる土師器の盤が出土しているものの、7～12世紀の遺構が確認

されていない。少なくとも本遺跡内には7～12世紀にかけての間、集落は営まれなかったと考え

られる。

12世紀後半になると、本遺跡内にも7・9区に集落が形成される。集落を営む諸条件がある程

度克服されたものと考えられる。13世紀前半には古代からの豪族層が承久の乱に京方として参加

して没落したのも、新補地頭が入部して来ることはよく知られている（注24）。伊予国も河野氏や越
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智氏の一族が没落する。支配層 とその土地支配の在り方が変化したことを受けたためか、13 世紀

前半にこの集落が廃絶されてい る。14 世初期の史料から安芸沼田荘地頭小早川氏が、高市郷の地

頭職を兼ねていたことが確認できる（注25）。

14世紀後半になると、室町時代は鎌倉時代からの貨幣経済の成長及び南北朝の争乱中の物流の

活発化を受け、商品流通が活発化する。伊予国分寺は鎌倉時代に西大寺の末寺 とな り、足利尊氏

の命を受げた西大寺により再興が成されている。南北朝時代に横領を受けていた土地は「伊予国

第一の寺（注26）」として河野氏や西園寺氏の保護を受け全体ではないにしろ、ある程度は返還され

ている。寺域の充実は再興に与力した国分寺付属の工匠、あるいは西大寺系またぱ在地の工匠の

活動の幅を広げ、近隣の商工業者の経済活動の活発化をも促した可能性が考えられる。13～16 区

で出土した鋳造 ・鍛造遺物に関わる工匠は、いかなる性格をもつ工匠の集団であるかは明らかで

ぱないが、国衙や荘園に付属する細工所の工匠や、先進地の工匠の統廃合の結果生み出されたも

のであると考えられる。1～6 区では、この時期の集落は確認されていないが、この付近は他よ

り若干標高が高く、弥生の遺物が出土していることから削平を受けている可能性や自然流路が検

出されていることから頓田川の流路があった可能性が考えられる。10 区の集落と11～16 区と17区

のつながりは明らかではない。一方、集落の東限は16区の東方の旦遺跡ではこの時期の集落は確

認されていないことから、少なくとも本集落の広が りは、16 区付近に縁辺鄙が存在すると考えら

れる。

15世紀後半になるとこの集落も廃絶される。この時期には領主の居館とのつなが りが強くなる

ことが指摘されており（注27）、その可能性も考えられる。この時期の集落の廃絶は、県内では樽味 

  Ⅱ遺跡や久枝遺跡で報告されており、全国的にもこの時期が集落の画期であることが指摘されて

いる。 この時期河野氏は、国人領主 の謀反や国外勢力の侵攻が相次ぎ、越智郡内では大永三年

（1523）に国人領主の鷹取山城主正岡常貞が一 族とともに謀反を企て近隣を攻略したのち、鎮圧

されている。また、享禄三年（1530）府中石井山城主重見通種が村上通康に より討伐されている。

城館 と集落との関係はこの近隣の発掘報告からは明らかにはできないが、全国的な事例から何ら

かの関わ りが存在するものと考えられる。本遺跡周辺の城郭は、秀吉の四国征伐の時には霊仙山

城（中山山城守親武）、要害山城（広川主膳）、 国分山城 （村上武吉）、鷹取城（正岡紀伊守常長）

が確認されている（注28）。

（原畑）

注

注1　愛媛大学埋蔵文化財調査室(1993）『尊味遺跡Ⅱ一樽味遺跡2次調査報告－』

広島県草戸千軒町遺跡調査研究所（1994）『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅲ』

（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター（1988）「耳金城跡」『お筆山古墳・耳金城跡』

「耳金城跡」では脚が付いた状態で報告されているが、これがこの釜の脚か否かは報告者自体確定してい
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ない。

注2　中野良一（1988）「愛媛県における古代末から中世の土器様相」『中近世土器の基礎研究Ⅳ』

注3 菅原正明（1989）「西日本における瓦器生産の展開」『国立歴史民俗博物館研究報告第9 集』

注4 脇田晴子（1989）『室町時代』中央公論社

注5 今治市教育委員会（1987）『今治市内遺跡詳細分布調査報告書』

（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター（1987）『伊予国分尼寺跡』

注6 京都大学埋蔵文化財調査研究センター（1987）「京都大学医学部構内AL20 区の発掘調査」『京都大学構内

遺跡調査研究年報』

香川県教育委員会（1980・1981）『西村遺跡Ⅰ』・『西村遺跡Ⅱ』

注7 今治市教育委員会（1995）『市内遺跡試掘確認調査報告書』

注8 埼玉県嵐山町（1997）「金平遺跡」『鋳造遺跡研究会資料』

注9 大阪府教育委員会（1988）『平井遺跡』

注10 田中久夫（1988）「河内国丹南郡狭山郷日置庄の鋳物師と鉄の鍋」『橿原考古学研究論集 第十』

注11 鋤柄俊夫（1993）「中世丹南における職能民の集落遺跡」『国立歴史民俗博物館研究報告 第48集』

注12 樋口清之（1993）『ものと人間の文化史71 木炭』

注13 佐々木稔（1993）「鉄と日本刀」『中世を考える いくさ』

注14 佐々木銀弥（1990）『中世商品流通史の研究』

注15 注14と同じ

注16 名古屋大学文学部国史研究室編（1989）「真継家文書」『中世鋳物師史料』

注17 追塩千尋（1986）『国分寺の中世的展開』

注18 松尾剛次（1995）『勧進と破戒の中世』

注19 愛媛県史編さん委員会（1983）「国分寺文書」『愛媛県史 資料編 古代・中世』

注20 羽山久夫（1984）「条里と開発」『愛媛県史古代Ⅱ・中世』

注21 広瀬和雄（1991）「中世への胎動」『岩波講座 日本考古学6 』

注22 注21と同じ

注23愛媛県史編さん委員会（1993）「観念寺文書」『愛媛県史資料編古代・中世』

注24 愛媛県史編さん委員会（1993）『愛媛県史古代Ⅱ・中世』

注25 東京大学史料編纂室（1997）「小早川家文書」『大日本古文書家別け』

注26 注19と同じ

注27 前川要（1992）「中世都市遺跡調査の視点」『季刊考古学第39号』

注28 伊予史談会（1993）『伊予の古城跡』
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出土遺物観察表



出土遺物観察表の観察事項と記載方法

［番号］上段は遺物番号を表し、下段は図番号を表す。

［出土位置］出土遺構番号を表し、遺構に伴わないものは包含層扱い とした。

［種類］土師器、土師質土器、瓦器、瓦質土器、須恵器、須恵質土器、白磁、青磁の別を表記し

た。

［器種］椀、杯、皿、鍋、釜、蓋、壺、甕の別を表記した。

［法量］器高、口縁部径、底部径などの計測値を表記した。

［成形・調整技法］ 各土器の部位ごとに外面（略号O）、内面 （略号i）の成形・調整技法を記

載した。遺物 の当該部分が残存していて調整が不明の場合は、表中に不明と表記し、欠損してい

る場合は-で表記した。なお、口縁部、体部、底部以外の表記がある場合のみ、表中に口・鍔・

頸・体・底・脚の略称を表記した。それ以外のものは、外面（略号o）、内面（略号i）のみ表

記した。鍔部 ・頸部は 口縁部の欄に記載し、脚部は底部の欄に記載した。

［色調］色調の記載においては、1994 年版の農林省農林水産技術会議事務局監修、財団法人日本

色彩研究所色票監修の標準土色帖を使用し、土器内外面の色調を表記した。

［備考］特記事項を記載した。 （原畑）

凡 例

口縁部
鍔部

体部

脚部

底 部

口縁部

体部

底部

脚部
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表3 出土遺物観察表
［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考番号 出土位置 種類 器種

上段：外面 下段：内面

o：回転ナデ17 3区 o：回転ナデ o：不明 2.5Y7/1灰白

土師器 皿 （1．3）［8 ．9］［6．6］ i：回転ナデ1 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ
2.5Y8/1灰白

o：不明17 3区 o：不明 o：回転ナデ 10YR7/3 にぶい黄橙
土師器 皿 （1 ．8）［10．7］［8 ．5］

2 包含層 i：不明 i：ナデ i：不明 10YR7/3にぶい黄橙

：不明 明3区7 o o：不
1 瓦器 椀 （1 ．5） ［4 ．2］

o： 2.5Y7/6明黄褐

包含層 1： i：不明 i：不明3 5Y8/2 灰 白

口o: 体o ：3区 底o ：17 瓦質 土釜 （3.5 ） 2.5Y3/1黒褐
口i:4 包含層 体i ： 底i ： 2.5Y7/3浅黄
鍔o 指頭押圧→横ナデ

口o:
17 ：3区 瓦質 土釜 4 体o 底o ： 2.5Y3/1黒褐

（ .2 ） 口i:
5 包含層 体i ： 底i:

鍔o 指頭押圧→横ナデ
2.5Y6/1 黄灰

17 3区 o：横ナデ o： o： ( 釉調)7.5R4/1 暗赤灰
常滑焼 甕 （5.4）［33．0］6 包含層 i：指頭押圧→横ナデ i： i： ( 胎土)N7/ 灰白

17 3区 o： o：
常滑焼 甕 （2．8 5） o：横ナデ 自然釉付着

7 包含層 i： i：i:横ナデ

( 釉調)10YR3/4 暗褐

緑色の釉が斑に被る

(胎土) 淡青灰[ 標準土色帖記載外]

( 釉調)7.5Y4/2 灰オリーブ
17 3区 o：横ナデ o： o：常滑焼 甕 （3、4 ） ( 胎土)10Y6/1 灰 自然釉付着
8 包含層 i：横ナデ i： i： (釉調)5Y4/1灰

20 6区
白磁 碗 （2 ．6）［17．6］ （分類） 森田分類V類 (釉調)5Y6/2灰オリーブ

9 包含層 ( 胎土)10Y8/1 灰白

20 6区 陶磁器 皿 （2 ．0）［15．3］ （分類） (釉調)7.5YR4/2灰褐

10 包含層 (胎土)10YR6/2 灰黄褐

20 6区
青磁 碗 （2 、8） ［5 ．2］ （分類）

(釉調)7.5Y6/1灰

11 包含層 ( 胎土)5Y6/1 灰

20 6区 白磁 碗 （2 ．1） ［5 ．6］ （分類）
(釉調)2.5Y6/2灰黄

12 包含層 (胎土)2.5Y7/3浅黄

o：不明
38 5区 o： o： 7.5YR5/4にぶい褐

弥生土器 壺 （4 ．2） 5．3
13 包含層 i：不明i： i： 7.SYR6/6

38 5区
弥生土器 甕 （3.15） 5．2 o： o： o：ヘラミガキ 10YR6/3にぶい黄橙

14 包含層 i： i： i：ナア 7.5YR3/3暗褐

区 体部最大径 ：不明
38 5 o o： o：弥生土器 甕 （6 ．1）［22．1］15 包含層 ［19．6］i：ナデ？ i： i：

10YR7/3にぶい黄橙、2.5Y3/1黒褐
2.5Y7/1灰白

デ o：不明 10YR812灰白、2.5YR7/6橙
39 5区 o：回転ナデ o：回転ナ 二次焼成痕土師器 小皿 1.6 ［7.7］ 5．3
16 SX02 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 7.5YR8/2灰白、2.5YR7/6橙

39 o：回伝ナデ o：回転ナデ o：不明5区 土師器 小皿 1．2 ［8 ．2］［5．3］ 10YR8/2 灰白 二次焼成痕
17 SX02 i：回転ナデ i：回転ナデi：回転ナデ 10YR8/2 灰白

o：回転ナデ o：回転糸切り40 5区 o：回転ナデ 2.5Y8/2灰白
土師器 皿 内面に黒斑あり（1 ．3）［7 ．4］ 5.6 i：回転ナデ18 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ、ナデ 2.5Y8/2灰白

o ： o：回転ナデ40 o：不明5区 土師器 皿 （1 ．2） ［6．6］
7.5YR7/6橙7

19 包含層 i： i：回転ナデ i：不明 .5YR7/4にぶい橙

5区 (釉調)7.5Y7/2灰白
40 白磁 （4 ．5）［16．5］ （分類） 森田分類V－3類碗20 包含層 ( 胎土)7.5Y7/1 灰白

40 5区 (釉調)5Y5/3灰オリーブ
白磁 碗 （2 ．1） ［5．5］ （分類）

21 包含層 ( 胎土)7.5Y7/1 灰白

5区 o：横ナデ o ： o：
40 10YR6/4 にぶい黄橙

土師質 壺か甕 （3.5）
22 包含層 i：横ナデ i： i： 10YR6/4にぶい黄橙

長さ
5区 4．95 壁厚さ 重さ41 銅製 煙管 銅板接合 10GY7/1 明緑灰

23 包含層 径 0．1 2．89g
0.55

4区 o：回転ナデ o：回転糸切り
45 土師器 杯 （2 ．3） ［8．8］ o： 5YR7/6 橙 外面に赤色塗彩の可能性あり
24 包含層 i： i：回転ナデ i：回転ナデ 10YR8/2 灰白

o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り
45 4区 10YR8/3浅黄橙土師器 杯 4．0 12．7 6.5
25 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：指頭押圧 2.5Y8/3淡黄

4区 o：回転ナデ ：回転ナデ o：回転糸切り 10YR8/2灰白
45 o

土師器 抔 4.1 11.4 7.2
26 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i:回転ナデ 10YR8/2灰白、7.5YR7/6橙

o：回転ナデ45 4区 外面口緑部赤色塗彩o：回転ナデ o：回転糸切り 7.5YR8/3浅黄橙
土師器 皿 1．5 ［6 ．3］［4.2］ 二次焼成痕27 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 7.5YR8/3浅黄橙

4区 1．5 7．5 6．4 o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り45 2.5Y7/3浅黄
土師器 皿

28 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：指頭押圧 2.5Y7/3浅黄

o：回転ナデ4区 o：回転ナデ o：回転糸切り 2.5Y5/2暗灰黄
45 内面に黒斑あり土師器 皿 1．3 ［7 ．3］ 5．0
29 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i:回転ナデ 2.5Y6/2灰黄

4区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 2.5Y3/1黒褐
45 瓦器 椀 （4 ．2）［11.2］
30 包含層 i：横ナデ i：ナデ i： 5Y6/1 灰

( 釉 灰
4 4区 調)2.5GY6/1 オリーブ
5 青磁 碗 （1 ．9） ［6 ．2］ （分類）
31 包含層 ( 胎土)N7/ 灰白

10BG5/1 青灰

45 4区 染付 皿 （1 ．3） ［3 ，8］ （分類） (釉調)10GY7/1明緑灰

32 包含層 ( 胎土)5GY8/1 灰白

4 4区 ( 釉調)5Y7/2 灰白
5 陶磁器 皿 （3 ．1）［17．0］ （分類）
33 包含層 ( 胎土)5RP7/l 明紫灰

4 4区 東 幡 系 o：不明 o：不明 o：
5 2.5Y6/3にぶい黄 森田稔分類第Ⅱ期第1段階こね鉢 （8 ．3）［28．3］34 包含層 i：回転ナデ須 恵 質 i：不明 i： 5Y8/1 灰白

口 o 横ナデ
45 4区 口 i 横ナデ 体o ：格子状タタキ 底o ：

焼 甕 （7 ．3）［32．0］ N6/ 灰
亀山 底i ：35 包含層 5Y6/1 灰頸 o 格子状タタキ→ナデ 体i ：ナデ

頸 　　i　横ナデ

：横ナデ (
o o：不明 釉調)2.5Y7/1 灰白

45 4区 o：
常滑焼 甕 自然釉付着（10．9）［42．6］ (胎土)N5/灰

36 包含層 i：横ナデ i：指頭押圧→横ナデ i： (釉調)7.5YR4/2 灰褐

4区 o：横ナデ45 （5
( 黄 然釉付着．8）

O： 釉調)2.5Y4/1 灰 自常滑焼 甕 ［42.0］
37 包含層 i：横ナデ

o：指頭押圧→横ナデ
i：指頭押圧→横ナデ ( 胎土)2.5Y6/1 黄灰i：
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法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備考

上段：外面 下段：内面

45 4区 o：横ナデ o： o： （釉調）2．5Y4／1黄灰
常滑焼 甕 （6．8）

（胎土）2．5Y6／1黄灰 自然釉付着38 包含層 i：横ナデ i： i：

口o 横ナデ46 4区
（4．6）

体o ：指頭押圧4 縦方向のナデ 底o ： 2．5Y3／1黒褐
包含層 瓦質 土釜 ［24．1］ 口i 指頭押圧→ナデ

39 体i ：指頭押圧→ナデ 底i ： 2．5Y6／2灰黄鍔o 指頭押圧→横ナデ

46 4区 o： o：ミガキ o：不明 N3／暗灰
瓦質 風炉 （3．6） ［18．4］40 包含層 i： i：ミガキ i：ミガキ N4 ／灰

口o： 横ナデ
46 4区 体o ： 底o ： 2．5YR6／6橙
41 瓦質 土釜 (3.2） 口i： 横ナデ 二次焼成痕包含層 体i ： 底i ： 5YR4／6赤褐

鍔o: 指頭押圧→横ナデ

46 4区 口o: 横ナデ
体o ： 底o ：

（3．5） 口i: 指頭押圧→横ナデ 10YR2／黒1瓦質 土釜42 包含層 体i ： 底i ： 外面鍔下部に炭化物付着
10YR5／3にぶい黄褐

鍔o: 指頭押圧→横ナデ

口o: 横ナデ46 4区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR2／1黒
包含層 瓦質 土釜 （4．6 5） 口i: 横ナデ

43 体i ：指頭押圧→横ナデ 底i ： 10YR7／2にぶい黄橙鍔o: 指頭押圧→横ナデ

口o: 横ナデ
46 4区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 2．5Y4／1黄灰

瓦質 土釜 （5、7 5） 口i: 横ナデ
44 包含層 体i ：指頭押圧→ナデ 底i ： 2．5Y5 ／1黄灰

鍔o: 指頭押圧→横ナデ

口o: 横ナデ
46 4区 口i: 横ナデ 体o ： 2．5Y3／1黒褐

瓦質 土釜 （2．6） 底o ：
45 包含層 鍔o: 指頭押圧→横ナデ 体i ： 底i： 2．5Y7／4浅黄

頸i: 指頭押圧→横ナデ

4区 口o: 横ナデ46 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 土釜 （3．45） 口i: 指頭押圧→横ナデ
2．5Y3 ／2黒褐

46 包含層 体i ：指頭押圧→横ナデ 底i ： 2．5Y8 ／1灰白
鍔o: 指頭押圧→横ナデ

2．5Y6／1黄灰46 o：不明 o： ○ ：

瓦質 土釜 （3．2）
47 包含4区層 i：不明 1：

I ： 2．5Y8／2灰白

46 4区 直径 2．5Y4／1黄灰
瓦質 脚 （8．4） 指頭押圧、ナデ

48 包含層 2．8 2．5Y4／黄灰

46 4区 直径 2．5YR7／4淡赤橙
土師質 脚 （9．3） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕49 包含層 3．35 2．5YR7／4淡赤橙

46 4区 直径 2．5Y2／1黒
土師質 脚 （9．6） 指頭押圧、ナデ

50 包含層 2．75 2．5Y2／1黒

51 2区 弥生土器・ o：不明 o： o： 10YR7／3にぶい黄橙
古式土師器 甕 （4．7）［13．3］51 包含層 i：不明 i： i： 10YR7／2にぶい黄橙

51 2区 弥生土器・ o：不明 o： o： 10YR7／3にぶい黄橙
古式土師器 甕 （4．0）［18．2］52 包含層 i：不明 i： i： 10YR8／2灰白

51 2区 弥生土器・ o：不明 o： o：
古式土師器 甕 （5．4）［25．0］53 包含層 i：不明 i： i：

2．5YR6／6橙
10YR7／3にぶい黄橙、5YR7／4にぶい橙

51 o：2区 弥生土器・ o：不明 o： 10YR7／4にぶい黄橙
包含層 古式土師器 甕 （4．3）［15．0］ i：54 i：不明 i： 2．5Y7／4浅黄

51 2区 弥生土器・ o：不明 o：不明 o：
古式土師器 甕 （5.8） ［19．8］

55 包含層 i：不明 i：ナデアゲ i：
10YR7／6明黄褐
7．5YR7／6橙、2．5Y4／1黄灰

51 弥生土器・ O：ナデ o：o：不明 2－5Y7／3浅黄
包含2区層 古式土師器 甕 （5．4）［18．0］56 に不明 i：不明 i： 2．5Y6／ 2灰黄

51 2区 o： o： o：タタキ→ヘラミガキ？ 10YR7／2にぶい黄橙
包含層 弥生土器 壺 （10．5） ［5．5 i：57 i： i ：ヘラケズリ 10YR6／2灰黄褐 弥生時代後期

51 o：2区 o： o：ナデ？弥生土器 壺 （7．5） ［8．0 i： 弥生時代後期58 包含層 i： i：不明
10YR8／3浅黄橙、2．5Y4／1黄灰
2．5Y5／2暗灰黄

51 o：2区 o： o：指頭押圧 5YR6 ／6橙
弥生土器 壺 （3．3） ［5．5

59 包含層 i： i： 弥生時代後期i：指頭押圧 N3 ／暗灰

51 2区 o： o： o：指頭押圧 10YR6／4 にぶい黄橙弥生土器 壺 （3．6） ［7－6 弥i： 生時代後期60 包含層 i： i：棒状圧痕 2．5Y7／3浅黄

51 2区 o： o： 7．5YR7／3にぶい橙
弥生土器 壺 （6．9） ［7．6

o：指頭押圧？
61 包含層 i： i： 弥生時代後期i：棒状圧痕 N3／暗灰

51 2区 o： o：
弥生土器 甕 （4．0） 4．9 i：

o：不明
62 包含層 i： i：不明

7．5YR6／4にぶい橙、5Y4／1灰
2．5Y5／3黄褐

51 2区 o：回転ナデ o：回転ヘラケズリ o： 灰［標準土色帖記載外］須恵器 杯蓋 （4．3）［14．0］63 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i： 灰［標準土色帖記載外］

弥生時代後期

田辺編年TK－43～TK―209式

併行期

52 2区 o： o： o：不明 2．5Y8／1灰白
土師器 椀 （2．0） 5．7

64 包含層 i： i： i：回転ナデ 2．5Y8／1灰白

52 2区 o： o：不明 o：不明 10YR7／4にぶい黄橙黒色土器 杯 （1.6） ［8．0] A類65 包含層 i： i：不明 i：不明 10YR1．7／1黒

52 2区 o： o：不明 o：不明 10YR7／4にぶい黄橙
土師器 杯 （1．8）66 包含層 ［6.2] i： i：不明 二次焼成痕i：不明 10YR7／4にぶい黄橙

52 2区 o： o：一部横ナデ o：不明 2．5Y8／3淡黄
土師器 杯 （2．2）67 包含層 ［10.0] i： 二次焼成痕i：不明 i：不明 10YR8／3浅黄橙

52 東幡系2区 o：回転ナデ o：不明 o： 5Y7 ／2灰白
こね鉢 （7．5）［26．0］68 包含層 土師質 i：回転ナデ i：不明 i： 7．5Y7／1灰白

52 2区 東幡系 o：回転ナデ o： o： 10YR8／4浅黄橙
こね鉢 （3．45）69 包含層 土師質 i：回転ナデ i： i： 10YR8／4浅黄橙

52 2区 （3．5）青磁 碗 ［4．7］ （分類） －70 包含層
（釉調）2．5GY7／1明オリーブ灰
（胎土）N6／灰

60 区 広口 o：不明 o： o： 7．5YR8／3浅黄橙
1 弥生土器 （8．8）［22．4］71 包含層 長頸壺 i：ナデ i： i： 7．5YR7／4にぶい橙

60 1区 弥生土器・ 体部最大径 o：ナデ o：ハケ o：
古式土師器 広口壺 （12．6）［14．3］72 包含層 19．2 i：ハケ i：ヘラケズリ i：

7．5YR7／4にぶい橙、10YR8／2灰白
10YR8／2灰白

60 1区 弥生土器・ 短頸 o：ナデ o： o： 2．5Y8／3淡黄
古式土師器 （6.2）［16．9］

73 包含層 直口壺 i：ハヶ i： i： 2．5Y8／3淡黄

60 1区 弥生土器・ 複合 o：o：ナデ 7．5YR6／6橙o：ハケ
古式土師器 （15．2）［16．5］

74 包含層 口緑壺 i：不明 i：八ヶ、指頭押圧 i： 10YR7／3にぶい黄橙

60 1区 弥生土器・ 複合 o：ナデ o：ハケ o：（11．4）［15．0］
75 包含層 古式土師器 口緑壺 i：ナデ i：ハケ i：

7．5YR8／4 浅黄橙
10YR4／1褐灰 10YR8／1灰白
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

番号 出土位置 種類 器種

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

色 調

上段：外面 下段：内面

備 考器高 口径 底径 口 緑 部 体 部 底 部

60
76

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器
複合
口縁壺

（12．7） 5．8
o：

i：

o：ハケ
i：ハケ

o：ハケ
i：棒状圧痕

7．5YR7／4にぶい橙
2.5Y4／1黄灰

61
77

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器

o
広口壺 （4．4）［13．7］

：ナデ
i：ナデ

o：

i：

o：

i：

7．SYR5／4にぶい褐

7．5YR5／6明褐

61
78

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 広口壺 （4．5）［14．0］
o：ナデ
i：不明

o：不明
i：ヘラヶズリ

o ：

i：

7．5YR6／6橙
10YR8／3浅黄橙

61
79

1区
包含層 弥生土器 直口壺

（33．5）
体部最大径

［26 ．0］ 6.2 i：不明
o：ハケ→ヘラミガキ
i：ハケ

o：ヘラミガキ
i：ハケ

10YR7／2にぶい黄橙
2．5Y6／1黄灰

61
8O

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 小型壺 （7 7）
体部最大径

［9．8  ］ ［2.2］
o：不明
i：不明

o：ナデ
i：ナデアゲ

o：ナデ
i：ナデアゲ

10YR6／4にぶい黄橙
10YK6／4にぶい黄橙

61
81

1区
包含層 弥生土器 ）（4．8甕？ 3．2

o：
i：

o：
i：

o：タタキ→ナデ
i：不明

7．5YR7/6橙
7．5YR7／6橙

61
82

1区
包含層 弥生土器 壺 ）（6 ．8 7．6

o ：

i：

o ：

i：

o：ミガキ、指頭押圧
i：不明

10YR6／3にぶい黄橙

10YR5／3にぶい黄褐

61
83

1区
包含層

［8 ．0］（4．0）壺弥生土器
o：
i：

o：
i： o：ミガヤ

i：不明

7．5YR5／4にぶい褐

7．5YR6／4にぶい橙

61
84

1区
包含層 弥生土器 壺 ）（6 ．9 5．4

o ：

i：

o：

i：

o：不明
i：ナデアゲ

10YR7／6明黄褐
10YR7／3にぶい黄橙、10YR4／4褐

61
85

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 甕
o

（4 ．9）［12．9］
：ナデ
i：ナデ

o：不明
i：ヶズリ

o：
i：

2．5YR5／6明赤褐

5YR6／6橙
布留式土器

61
86

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 甕 5）［17.8］（4．4
o：ナデ
i：ハケ→ナデ

o：不明
i：ナデ

o：

i：
7.5YR6／6橙
7.5YR6／4にぶい橙

61
87

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 （7．0）［15．8］甕
o：ナデ
i：不明

o：不明
i：不明

o：

i：
5YR6／6橙
7．5YR8／3浅黄橙、5YR7／6橙

61
88

l区
包含層

弥生土器 甕
o：不明

（15 ．0） 11．8 2．4 i：不明
o：タタキ→ハケ
i：不明

o：タタキ→ハケ
i：ナデ

7．5YR5／4にぶい褐

10YR6／2灰黄褐

62
89

1区
包含層

（18 ．9）甕弥生土器
体部最大径

18．6 2 ．5
o：
i：

o：タタキ
i：ナデ？

o：タタキ
i：ナデ？

7．5YR7／4にぶい橙
7．5YR7／3にぶい橙

62
90

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 甕 （6．3） 2 ．0
o：
i：

o：タタキ→ハケ
i：ハケ

o：タタキ→ハケ
i：ハケ

10YR6／2灰黄褐
10YR6／3にぶい黄橙

62
91

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 甕 ［2．5］）（4 ．0
o ：

i：

o：指頭押圧
i：ナデ？

o：指頭押圧
i：ハケ？

10YR7／4にぶい黄橙
2．5Y6／1黄灰、7．5YR8／4浅黄橙

62
92

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 甕 （9．0） 3．4
o：
i：

o：タタキ→ナデ？
i：ナデ？

o：タタキ→ナデ？
i：ナデ？

5YR7 ／4にぶい橙

7.5YR8／4浅黄橙

62
93

1区
包含層

弥生土器 鉢 13.7 5．5
o：
i：

o：タクキ
i：ハケ

o：タタキ→ハケ
i：ハケ

5YR8／4淡橙

5YR7/3にぶい橙

上半部の製作を省略して鉢に
転用した土器

62
94

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 無頸鉢 （5 ．1）［17．4］
o：ナデ
i：ハケ

o：タタキ→ハケ
i：ハケ

o：

i：

7．5YR7／4にぶい橙

7．5YR7／4にぶい橙

62
95

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 高杯
杯o：ナデ

（5 ．2）［16．6］
杯i ：不明

脚o ：
脚i ：

10YR7／3にぶい黄橙、2.5Y4／1黄灰
2．5Y5／1黄灰、10YR8／2灰白

62
96

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 高杯
杯o

（4 ．1）［16．1］
：ナデ

杯i ：ナデ

脚o ：
脚i ：

7．5YR8／2灰白、5YR7／6橙
10YR8／2灰白、10YR4／1褐灰

62
97

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 高杯
杯o ：不明

（9 ．6）［16．6］
杯i ：不明

脚o：不明
脚i ：しぼり

5YR6 ／6橙
10YR3／1黒褐、10YR8／3浅黄橙

脚部挿入法

62
98

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 高杯 （7 ．15）［11．7］
杯o ：不明
杯i ：不明

脚o ：不明
脚i ：不明

5YR7 ／4にぶい橙

5YR7 ／6橙 脚部挿入法

62
99

1区
包含層

弥生土器・

古式土師器 高杯 （8 ．6）
杯o ：不明
杯i ：不明

脚o ：不明
脚i ：不明

10YR7／3にぶい黄橙
2．5Y8／3淡黄

脚部接合法

62
100

1区
包含層

受部幅
弥生土器 支脚 （12 ．4） 11.9

受部o ：指頭押圧、ナデアゲ

受部i ：指頭押圧、ナデアゲ
体o ：指頭押圧、ナデフゲ
体i ：指頭押圧、ナデアゲ

底o ：
底i ：

10YR7／2にぶい黄橙

10YR6／1褐灰

62
101

1区
包含層

古式土師器 ？ （5 ．0）
口o：
口i：

体o ：
体i ：
把手o ：指頭押圧
把手i ：不明

底o ：
底i ：

5YR6／6橙
7．5YR7／4にぶい橙

カマドもしくは甑の舌状把手

63
102

1区
包含層

o
杯身 （3 ．0） ［8 ．7］須恵器

：回転ナデ
i：回転ナデ

o：
i：

2．5Y6／1黄灰

5YR6／3にぶい橙
田辺編年TK―20式9併行期

63
103

1区
包含層

須恵器 杯身
o

（2．6）［11．4］
：回転ナデ
i：回伝ナデ

o：
i：

灰［標準土色帖記載外］
灰［標準土色帖記載外］

田辺編年TK―20式9併行期

63
104

1区
包含層

o
．5］杯身 （2.5） ［11須恵器

：回転ナデ
i：回転ナデ

o ：

i：

灰［標準土色帖記戴外］
灰［標準土色帖記載外］ 田辺編年TK―20式9併行期

63
105

1区
包含層

（3.3）［13．0］杯身須恵器
o：回転ナデ
i：回転ナデ

o：回転ヘラケズリ
i：回転ナデ

o：

i：

10YR7／2にぶい黄橙
10YR8／1灰白、10YR6／6明黄褐田辺編年TK―20式9併行期

64
106

1区
包含層

瓦質 土釜 （2.95）
口o:

鍔o

横ナデ
横ナデ
指頭押圧→横ナデ

体o ：
体i ：

底o ：
底i ：

10YR7／2にぶい黄橙
10YR8／2灰白

64
107

1区

包含層 土釜 （4 ．0）瓦質
口o

鍔o
口i

横ナデ
横ナデ
指頭押圧4横ナデ

体o：指頭押圧→ナデ
体i ：ナデ

底o ：

底i ：

10YR7／2にぶい黄橙
10YR6／4にぶい黄橙

二次焼成痕

64
108

1区
包含層 瓦質 脚 （5．6）

直径
指頭押圧、ナデ

10YR8／2灰白
2．5YR7／6橙 二次焼成痕

64
109

1区
包含層

頁岩 砥石
長さ

（6 ．4）
幅
4．0

厚さ
4．0

10YR7／6明黄褐

79
110

17   区
包含層

弥生土器・

古式土師器 広口壺 （4 ．4）
o

［13．8］
：横ナデ
i：横ナデ

o ：

i：

o：
i：

10YR6／3にぶい黄橙
7．5YR5／4にぶい褐

79
111

17   区
包含層

弥生土器・

古式土師器 壺 （3.8） 6．7
o：

i：

o ：

i： i：ナデ
i：タタキ→ナデ？7．5YR7／6橙

10YR3／1黒褐

79
112

17   区
包含層

弥生土器・

古式土師器 壺 ［3 4． ]）（4 ．6
o：
i：

o：不明
i：ナデ

7．5YR6／3にぶい褐
10YR6／4にぶい黄橙

79
113

17   区
包含層

弥生土器・

古式土師器 ［6 6． ]（6 ．0）壺
o ：

i：

o：ナデ？
i：ナデ

2.5YR6／6橙
2.5YR6／6橙

79
114

17   区
包含層

弥生土器・

古式土師器 壺 ）（3 ．6 5．0
o：

i：

o：ナデ

i：くもの巣状簾状しぼり

7．5YR6／6橙

10YR7／6明黄褐
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短  頸 o：不明

口i:

o：
i：

o ：

i：

o：

i：

o：
i：

o：
i：

o ：
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［］：推定値()：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 緑 部 体 部 底 部 色調 備 考
上段：外面 下段：内面

79 17  区 弥生土器・ o： o： o：指頭押圧 10YR5/4 にぶい黄褐

古式土師器 壺 （3．7） 3．6
115 包含層 i： i： i：指頭押圧 10YR5/3 にぶい黄褐

79 17   区 o： o：不明 o：指頭押圧 7.5YR7/4にぷい橙

壺弥生土器 （6.1）116 包含層 ［5．6］ i： i：ハケ i：ハケ、指頭押圧
7､5YR6/4 に ぶ い 橙

79 17   区 o： o：ナデ？ o：指頭押圧 5YR6/6橙
弥生土器 壺 （6．7） 3．5 i： i：不明117 包含層 i：指頭押圧 7.5YR6/4にぶい橙

80 17   区 o： o：横ナデ→横ハケ o：ヘラ切り 10YR7/4 にぶい黄橙
土師器 杯 （2．9）

118 包含層 ［10．4］i： i：横ナデ i：不明 10YR7/4にぶい黄橙 底部に赤色塗彩

80 17   区 o： o： o：不明
瓦器 椀 （1．25）

2.5Y4/1黄灰
［6．7］ 内・外面に炭素付着119 包含層 i： i： i：不明 2.5Y4/1黄灰

80 17 区
120 陶磁器 ？ 1.6 2．6 （分類）包含層

(胎土)2.5Y8/3淡黄
(釉色)2.5Y8/2 灰白、

10YR7/3にぶい黄橙

80 17   区 o： o：指頭押圧→ナデ o：指頭押圧→ナデ 7.5YR5/4にぶい褐
土師質 擂鉢 （3．45）121 包含層 ［15．8］i： i：ナデ→櫛目 i：指頭押圧→ナデ 7.5YR5/3にぶい褐

80 17   区 o： o：指頭押圧→ナデ o：指頭押圧→ナデ 外面に炭素付着瓦質 土釜 （5．6） ［12．35］
122 包含層 i： i：縦方向のナデ i：ナデ

2.5Y3/1黒褐、2.5Y5/2暗灰黄
2.5Y7/2灰黄 底部に炭化物付着

80 17   区 直径 7.5YR7/4にぶい橙
瓦質 脚 指頭押圧、ナデ123 包含層 （10.9） 3．0 5YR6/4にぶい橙

80 17   区 直径 10R6/4にぶい赤橙
瓦質 脚 （6．5） 指頭押圧、ナデ124 包含層 2．6 2.5YR6/4にぶい橙 二次焼成痕

135 10   区 体部最大径 o：不明 o：条痕？ 7.5YR7/3にぶい橙
縄文土器 浅鉢 （3．9） i：

125 包含層 o： N3/暗灰 縄文時代晩期［26 ．0 ］ i：不明 i：黒色魔研

135 10区 o：指頭押圧 o：ヘラミガキ？ o： 弥生時代前期
7.5YR6/4にぶい橙

126 包含層 弥生土器 甕 （6．7） 口縁端部＝刻目烈点紋i：指頭押圧 i ：不明 i： 10TR6/4にぶい黄橙 体部＝ヘラ描直線紋3条

135 10区 弥生時代中期後半o：横ナデ o ： o： 7.5YR7/2明褐灰
包含層 弥生土器 甕 （4．1）［23．6］ 口緑端部＝1条凹線127 i：横ナデ i： i： 7.5YR7/3にぶい橙

頸部＝圧痕紋突帯

135 10   区 o：横ナデ o： o： 弥生時代中期後半
弥生土器 広口壷 （1 ．5） ［8．0］128 包含層 i：横ナデ i： i：

5YR5/4 にぶい赤褐
5YR5/4にぶい赤褐、N3/暗灰 口緑端部＝3条凹線紋

135 10   区 裾部径 杯o ： 脚o ：横ナデ
（2 ．7） 2.5YR5/6明赤褐

弥生時代中期後半

透かし孔痕跡あり。「矢羽根」

包含層 弥生土器 高杯129 ［9．0］杯i ： 脚i ：横ナデ 2.5YR5/6 明赤褐 形か?

3 条凹線紋

135 10   区 o：ナデ o：ヘラミガキ
弥生土器

把手付
8．85 ［13．1］

o：ヘラミガキ、指頭押圧 5YR7/6橙、N5/灰
［7．2］130 包含層 無頸鉢 i：ナデ i：ナデ i ：ナデ 10YR8/2 灰白

135 10   区 体部最大径 o：ナデ o：八ケ？ o： 5YR6/6 橙
弥生土器 甕131 包含層 （6.6）［15．4］［14 ．8 ］ i：ナデ i：ヘラケズリ、指頭押圧 i： 5YR7/6 橙

135 10   区 o： o： o：指頭押圧 5YR6/6 橙
弥生土器 壷 （2．9） 5．3 i：132 包含層 i： i：ナデ 5YR5/4にぶい赤褐

135 10   区 o： o： 黄

弥生土 壺 （6．4）
10YR6/3 に い 橙

器
ぶ

［7．4］ o：タタキ→ハケ
133 包含層 i： i： i：ハケ 10YR5/3にぶい黄褐

136 10   区 直径
瓦質 脚 （15．8） 指頭押圧、ナデ

134 SE02 2．4 二次焼成痕
2.5Y3/1黒褐、2.5Y8/1灰白
2.5Y3/1黒褐、2､5Y8/1灰自

136 10   区
白磁 碗 （2．1） (釉詞)7.5Y6/2灰オリーブ

（分類）135 SD04 (胎土)7.5Y7/1灰白

137 10区 o：回転ナデ 0.9 o：回転ナデ o：不明[8.0] 7.5YR7/6橙
土師器 皿 [6.2]136 SD10 7.5YR7/4にぶい橙 二次焼成痕i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ

137 10   区 o： o：回転ナデ o：回転糸切り 5YR6/6 橙
土師器 杯 （l．l） ［5．6］

137 SD10 i： i：ナデ i：回転ナデ 5YR6/6 橙

137 10区
青磁 碗 （2．55） ［6．6］ （分類）138 SDlO

( 釉調) 緑〔標準土色帖記載外〕

(胎土)10Y7/1 灰白

137 10   区 東播系 o：回転ナデ o： o： 淡灰[ 標準土色帖記戴外]
こね鉢 （3.15）

139 SD10 須恵質 i：回転ナデ i： i： 淡灰[ 標準土色帖記載外] 自然釉付着

137 10   区 o：横ナデ o： o：甕？ （6．9） 7.5YR3/1黒褐
備前焼140 SD10 i：i：横ナデ i： 2.5Y4/1黄灰 外面に自然釉付着

口o137 10区 横ナデ
141 SD10 土師質 土鍋 （4．3） 口i

体o ： 底o ： 10YR4/3 にぶい黄褐
横ナデ 体i ：

o 底i ： 外面に煤付着
頸 10YR8/2 灰白

指頭押圧→ナデ

137 10   区 o： o：指頭押圧→ナデ o：不明
土師質 擂鉢 （3．9） 10YR6/4 にぶい黄橙

142 SD10 ［14．0］ i： i：不明 i：不明 10YR5/2 灰黄褐 内面に炭化物付着

137 口o 横ナデ 底o ：10   区 外面に炭化物付着
143 土師質 土釜 （13．35）［22．6］［24 指頭押圧→横ナデ

体o：指頭押圧→ナデ 2.5Y6/2灰黄
．0］口iSD10 体i ：指頭押圧→横ハケ→ナデ 底i ： 2.5Y7/2灰黄 脚に二次焼成痕

鍔o 指頭押圧→横ナデ 脚 指頭押圧、ナデ

137 10   区 口o 指頭押圧→横ナデ 体o：指頭押圧→縦ハケ→ナデ 底o：- 2.5Y3/1黒褐
土師質 土釜 （11．9）［21．0］144 SD10

口i 指頭押圧→横ナデ 体i ：横・斜めハケ→ナデ 底i ： 外面に煤・炭化物付着10YR7/2にぶい黄橙
鍔o 指頭押圧→横ナデ

137 10区 口o 横ナデ
体o ：指頭押圧→ナデ

土師質 土釜 （5－5）［19．9］ 口i 底o：o 2.5Y5/1黄灰、10YR7/4にぶい黄橙 二次焼成痕
SD10 横ナデ145 体i ：指頭押圧→横ハケ 底i ： 2.5Y7/3 浅 黄

鍔o 指頭押圧→横ナデ
外面に炭化物付着

137 10   区 直径
脚 二次焼成痕土師質 （17.5）SD10 指頭押圧、ナデ146 2.9

2.5Y3/1黒褐、7.5YR6/4にぶい橙

5YR6/6 橙 炭素付着

137 10   区 直径
瓦質 2.5Y3/1黒褐

脚 （8．6） － 指頭押圧、ナデ147 SD10 2.5Y2/1 黒 二次焼成痕

137 10   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 指頭押圧、ナデ148 SD10 （9．8） 3．1 2.5Y7/3 浅黄

137 10   区 長軸 短軸
瓦質

2.5Y3/2黒褐
土釜の鐶付 指頭押圧、ナデ149 SD10 5.75 2.8 2.5Y6/1 黄灰

137 10   区 長さ 幅 厚さ
頁岩 砥石 褐

150 SD10 （9．3） 3．3
10YR3/1 黒

0.8

口o 横ナデ

137 口i10   区 横ナデ
体o ：格子目タタキ亀山焼 甕 （12．4）［39．0］ 頸o 底o ：

縋ハケ→指頭押圧 7.5YR6/6橙
151 SD10 頸i 底i ： 7.5YR5/6明褐

頸下
横ハケ、斜め上方ハケ 体i ：指頭押圧→ナデ
：縦ハケ
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[]：推定値（）：残存値o：外面i：内面　単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考
上段：外面 下段：内面

138 10   区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR8 ／2灰白
土師器 杯 3 ．7 ［11．5］［6 ．8］ 二次焼成痕152 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 10YR8 ／3浅黄橙

o：回転糸切り138 10   区 o：回転ナデ o：回転ナデ 10YR8／4浅黄橙
土師器 杯 3.9 ［12．7］［8.6] 二次焼成痕

153 包含層 i：回転ナデ i:回転ナデ i：不明 10YR7 ／2にぶい黄橙

138 10   区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り 10YR8 ／2灰白
土師器 杯 3 ，6 ［11．7］［6 ．6］

154 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 10YR8 ／2灰白

138 10   区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR8／2 灰 白

土師器 杯 3 ．4 ［10．5］［6．6］ 二次焼成痕155 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 5YR7／6橙

138 10   区 東幡系 o：回転ナデ o： o： 7.5YR6／3にぶい褐 二次焼成痕
こね鉢 （3 ．1）

156 包含層 須恵質 i：回転ナデ i： i： 7．5YR6/1褐灰 自然釉付着

o：138 10   区 東幡系 o：回転ナデ o： 青灰［標準土色帖記載外］
（4 ．0）こね鉢

157 包含層 須恵質 i：回転ナデ i： i： 青灰［標準土色帖記戴外］

重ね焼きのためか、口縁部外面

にのみ自然釉付着

138 10 区 東幡系 底o ： 青灰［標準土色帖記載外］
こね鉢 （4 ．3）

158 包含層 須恵質 底i ： 青灰［標準土色帖記載外］ 自然釉付着

口o： 不明

口i： 回転ナデ 体o：
頸o： 回転ヘラヶズリ、回転ナデ 体i ：
頸i： ナデ

138 10   区 （釉調）7.5Y7／2灰白

白磁 豌 （1 ．8） ［3 ．1］ （分類）森田分類Ⅱ－1類
159 包含層 （胎土）7.5Y7／1灰白

138 10   区
青磁 碗 （3.1） ［5.8］ （分類）横田・森本・山本分類Ⅳ類

160 包含層
（釉調）緑〔標準土色帖記峨外〕

（胎土）N7 ／灰白

138 10   区 （釉跼）10Y5 ／2オリーブ灰

青磁 碗 （2 ．4） ［6 ．4］ （分類）
161 包含層 （胎土）N6 ／灰

138 10   区 瀬戸 （釉調）5Y5 ／4オリーブ
皿 （1 ．5） ［6 ，0］ （分類）

162 包含層 美濃焼 （胎土）2.5Y8／1灰白 削り込み高台

138 10   区 亀山焼 o：横ナデ、指頭押圧→縦ハケ o： o：

甕 （3 ．45） 2.5Y3／1黒褐
163 包含層 瓦質 i：指頭押圧→横ハケ 1： 1： 10YR6／4にぶい黄橙

口o 横ナデ138 体o ：指頭押圧→ナデ10区 底o ： 2.5Y5／2暗灰黄

包含層 瓦質 土釜 （5 ．3）［21．1］ 口i 横ナデ
体i ：ナデ 2．5Y3 ／1黒褐 外面に炭化物付着

164 底i ：
鍔o 指頭押圧→横ナデ

端 横 デ

138 10   区 口o 指頭押圧→横ナデ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：瓦質 2.5Y3／1黒褐
土釜 （4.5）［21．0］

165 包含層 口i 底i ： 2．5Y5 ／1黄灰 二次焼成痕

鍔o
指頭押圧→横ハケ→ナデ 体i ：ナデ
指頭押圧→横ナデ

13S 10区 口0 横ナデ 10YR5 ／1 褐 灰

包含層 土師質 土釜 7．8 20．0 口i 横ナデ 外面に炭化物付着
166

体o：指頭押圧→ナデ 底o ：
体i ：ナデ 底i ：

鍔o 指頭押圧→横ナデ
7．5YR6／4にぶい橙

10区 口o 横ナデ
138 横ナデ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 2.5Y5／1黄灰
167 包含層 瓦質 土釜 （9 ．8）［22．0］ 口i 内・外面に炭化物付着体i ：ナデ 底i ： 2．5Y6／1黄灰

鍔o 指頭押圧→横ナデ
口o 横ナデ 底o ：

138 10区 横ナデ 体o ：指頭押圧→ナデ 2．5Y5／2暗灰黄
包含層 土師質 土釜 （12．2）［26．5］ 口i 底i ： 外面に炭化物付着

168 体i ：横ナデ 10YR5 ／4にぶい黄褐
鍔o 指頭押圧→横ナデ 脚 指頭押圧、ナデ

138 10   区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 2.5Y4／1黄灰
瓦質 土鍋 （4 ．55）

169 包含層 i：横ナデ i：ナデ i： 2 ．5Y4 ／1黄灰

138 10 区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR3 ／1黒褐

瓦質 土鍋 （5 ．6） 外面に炭化物付着
 170 包含層 i：横ナデ i：指頭押圧→横ナデ i：　 10YR2 ／1黒

138 10 区 o：横ナデ o：指頭押圧→横ナデ o： 2.5Y3／2黒褐 二次焼成痕
瓦質 土鍋 （7 ．2）

171 包含層 i：横ナデ i：指頭押圧4ナデ i： 2．5Y4／1黄灰 内面に炭化物付着

138 10 区 o：横ナデ o：指頭押圧→横ナデ o：土鍋
10YR4 ／1 褐 灰

瓦質 （4 ．7） 10YR7／3にぶい黄橙 外面に煤付着
172 包含層 i：横ナデ i：指頭押圧→ナデ i：

144 9区 体部最大径 o：横ナデ o：不明 o：
弥生土器 鉢 （6 ．4）［14．1］

173 包含層 ［14．6］ i：横ナデ i：ヘラミガキ？ i：
10YR6／l褐灰、10YR7／3にぶい黄橙

10YR7 ／3にぶい黄橙

144 9区 o： o： o：ヘラミガキ？ 5YR6/6橙、N3／暗灰

弥生土器 甕 （4．6） 5．5
包含層 i： i： i：ナデ174 10YR4 ／2灰黄褐

144 9区 o: o： o：指頭押圧 7.5YR6／4にぶい橙
弥生土器 壺 （6．5） 7．8

175 包含層 i： i： i：不明 10YR5 ／2灰黄褐

裾部径
ヘラ描沈線7条

144 杯o ： 脚o ：ヘラミガキ、ナデ9区 2.5YR5／4にぶい赤褐
176 弥生土器 高杯 （8 ．0）包含層 ［11．2］杯i ： 脚i ：しぼり、ナデ 2．5YR5／4にぶい赤褐

凹線紋3条
「矢羽根」形透かし6孔

o：145 9区 o：ナデo：不明 10YR8 ／1灰白
黒色土器 椀 （4．05） ［6．8］i： A類

177 SD01 i：不明 i：不明 2．5Y2／1黒

o：145 9区 o 横ナデ o：指頭押圧→ナデ 10YR8 ／4浅黄橙
土師器 椀 （4．75）［12．8］ ：

178 SD01 i：不明 i：不明 i： 10YR8 ／4浅黄橙

145 o： o：指頭押圧→ナデ9区 o：不明 2.5Y8／3淡黄
土師器 椀 （2．3） ［6．4］

179 SD01 i： i：不明 i：不明 10YR8 ／3浅黄橙

o： o：指頭押圧→ナデ145 o：9区 2.5Y8／4淡黄
土師器 椀 （3.7） ［6．0］i：180 SD01 i：ナデ i： 2．5Y8／4淡黄

o：145 o：9区 o：不明 10YR8 ／2灰白
土師器 椀 （1．4） ［5、8］

181 SD01 i： i： i：不明 10YR8 ／2灰白

145 o：9区 o： o：不明 2.5Y8／4淡黄
土師器 椀 （2．0） 11．4 ：SD01 i： i182 i：不明 2．5Y8／3淡黄

145 9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： N4 ／灰
瓦器 小皿 （2．1）［9.6］

183 SD01 i：横ナデ i：ヘラミガキ i： 2．5Y5／1黄灰

145 9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： N5 ／灰
瓦器 小皿 （1．4）［8．2］

184 SD01 i：横ナデ i：ナデ i： 2．5Y6／1黄灰

145 和泉型 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ9区 o：不明 2.5Y5／1黄灰
椀 5．1 ［15.0］[4.4]

185 SD01 瓦器 i：横ナデ i：不明 i：不明 2．5Y7／2灰黄

145 9区 和泉型 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR5 ／2灰黄褐
椀 5．55 ［14.8］［3．6］ 10YR5 ／4にぶい黄褐 二次焼成痕

186 SD01 瓦器 i：横ナデ i：ヘラミガキ i：

和泉型145 9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o ：
椀 （4．2）［15．0］

187 SD01 瓦器 i：横ナデ i：不明 i：

10YR5 ／1褐灰、10YR6 ／4にぶい黄橙

10YR6 ／4にぶい黄橙

145 和泉型9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：
椀 （3 ．3）［14．6］

188 SD01 瓦器 i：横ナデ i：ヘラミガキ i：

10YR4 ／1褐灰、10YR6 ／6明黄褐

2．5Y4／1黄灰、7.5YR4／4褐

145 和泉型9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 5Y5 ／1灰
椀 （4．65）［16．4］

189 SD01 瓦器 i：横ナデ i：ヘラミガキ i： 5Y5 ／1灰
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考

上段：外面 下段：内面

145 和泉型9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：
椀 （4 ．1）［13.1］

190 SD01 瓦器 i：横ナデ i：ヘラミガキ i：
2.5Y7/1灰白、2.5Y6/1黄灰
2.5Y7/1灰白、2.5Y6/1黄灰

145 和泉型9区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： N4/灰、7.5YR8/1灰白
椀 （3．0）［14．0］

191 SD01 瓦器 i：横ナデ i：不明 i： N4/ 灰

145 9区 o： o： o：不明 7.5YR5/8明褐
瓦器 椀 （1．4） ［5 ．4］

192 SD01 i： i： i:ヘラミガキ N3/暗灰

145 o：9区 o： o：不明 5Y8/1 灰白
瓦器 椀 （2．3） ［5 ．4］ i：

193 SD01 i： i：不明 5Y5/1 灰

145 9区 o： o：
瓦器 椀 （1 ．25） ［6 ．2］

194 SD01 i： i：
o：不明 10YR3/1 黒褐

i：ハケ→ヘラミガキ 10YR3/1 黒褐、7､5YR4/6 褐

145 o： o：9区 o：不明 5Y6/1 灰
瓦器 椀 （0．8） ［4 ．2］ i：195 SD01 i： i：ヘラミガキ 5Y4/1 灰

145 9区 o： o： o：不明 N6/ 灰
瓦器 椀 （1 ．65） ［6 ．8］

196 SD01 i： i： i：不明 N5/灰

145 9区 o：横ナデ ：指頭押圧→ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5Y4/1黄灰
瓦質 椀 3．9 10．9 3．8 o 2.5Y8/2 灰白

197 SD01 i：横ナデ i：指頭押圧→ナデ i：指頭押圧4ナデ

146 (釉調)7.5Y7/2灰白9区
白磁 碗 （3、2）［16．0］ （分類）森田分類Ⅴ－4

198 SD01 (胎土)10Y8/1灰白

146 9区 (釉調)7.5Y7/2灰白
白磁 碗 （4.3）［15.8］ （分類）森田分類Ⅴ－3

199 SD01 (胎土)10Y7/1 灰白

146 9区 (釉調)10Y8/1灰白
白磁 皿 （2．1）［11．3］ （分類） (胎土)7.5Y8/1灰白200 SD01

146 9区 (釉調)7.5Y7/2 灰白
白磁 碗 （1．6） ［7 ．8］ （分類）森田分類Ⅳ－l

201 SD01 (胎土)7.5Y8/1 灰白

146 9区 (釉調)5Y7/2 灰白
白磁 碗 （1.9） ［6.6］ （分類）

202 SD01 (胎土)7.5Y8/1 灰白

146 9区 (釉調)5Y7/2 灰白
白磁 皿 （2 ．3） ［4 ．2］ （分類）森田分類Ⅴ類

203 SD01 (胎土)5Y8/1 灰白

146 o：不明 o：不明 o：回転糸切り 10YR8/3 浅黄橙9区
土師器 杯 3．6 ［11．1］ 6 ．5 底部外面に二次焼成痕

204 SD01 i：不明 i：不明 i：不明 2.5Y6/4にぶい黄

146 o：不明9区 o：不明 o：不明 7.5YR7/4にぶい橙
土師器 皿 1．4 ［8．2］［6 ．2］

205 SD01 i：不明 i：不明 i：不明 7.5YR7/4にぶい橙

146 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明9区 5YR6/8橙
土師器 皿 1．5 ［9．2］［7 ．5］

206 SD01 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 7.5YR6/6橙

146 9区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 7.5YR6/6橙
土師器 皿 1.6 8.5 4．4 底部に簀の子痕あり

207 SD01 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 7.5YR6/6橙

146 東幡系 o：回転ナデ、指頭押圧9区 o：回転ナデ o： 2.5Y6/1黄灰こね鉢 （4 ．2）［21．0］ 森田稔分類第Ⅱ期第2段階
208 SD01 須恵質 i：回転ナデ i：回転ナデ i： 2.5Y6/1 黄灰

146 東幡系9区 o：回転ナデ o：回転ナデ o： N6/ 灰
こね鉢 （2 ．9） 森田稔分類第Ⅰ期第2段階

209 SD01 須恵質 i：回転ナデ i：回転ナデ i： N6/ 灰

146 東幡系9区 o： o：回伝ナデ o：回転糸切り N6/ 灰
こね鉢 （5 ．1） ［11．0］

210 SD01 須恵質 i： i：ナデ i：不明 N6/ 灰

146 9 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR4/2 灰黄褐 外面に煤付着
土師質 土鍋 （9 ．2）［36．3］

口o ：横ナデ
口i：横ナデ→横ハケ211 SD01 体i ：ナデ→横ハケ？ 底i: 10YR4/3にぶい黄褐 内面に炭化物付着
頸o ：指頭押圧→横ナデ

146 9区 体部最大径 o：横ナデ o：指頭押圧、ナデ o：
土師質

212 SD01
土鍋 （11.6）［39.4］［37 、］4 ケ i 外面に

i：横ハ i：ナ ： 炭化物付着
デ

7.5YR6/6橙、7.5YR3/1黒褐
10YR7/4にぶい黄橙

(被火部.)7.5YR6/2灰褐

146 (原胎土)10YR8/3 浅黄橙9区 長軸 短軸 幅
土製 鞴の羽口 ナデ

213 SD01 （2 ．1）
7.5YR6/4にぶい橙

(被火郤)7.5YR6/6橙

146 9 (原胎土)10YR8/4 浅黄橙
区 長軸 短軸 幅

土製 鞴の羽口 ナデ
214 SD01 （2.6） 7.5YR5/4にぶい褐

(溶融物付着部)7.5Y3/2 オリーブ黒 二次焼成痕146 9区 長軸 短軸 幅
土製 鞴の羽口 ナデ 先端部に滓あるいは器壁等の

215 SD01 （2．3）
(被火部)5YR5/4 にぶい赤褐
(原胎土)10YR8/4 浅黄橙 溶融物付着

口o ：横ハケ、縦ハケ147 9区 体o ：不明 底o ： 10YR5/3にぶい黄褐
包含層 土師質 土鍋 （6 ．2）［34．6］ ロi ：横ナデ

216 体i ：不明 底i ： 10YR7/4にぶい黄橙
頸o ：ナデ→右斜めハケ

155 8区
白磁 ？

3.15 ［6 ．1］ 2.4 （分類）
217 包含層

(釉調)2.5GY7/1 明オリーブ灰
(胎土)N8/ 灰白

155 8区 (釉調)2.5Y8/2 灰白
白磁 ？ （2 ．0） ［3.8］ （分類）

218 包含層 (胎土)2.5Y8/1 灰白

155 8区 o：指頭押圧→横ナデ o： o： 2.5Y4/1黄灰
瓦質 土鍋 （1．55）219 包含層 i：指頭押圧→横ナデ 1： i： 2.5Y4/1黄灰

o ： 凹線紋6条
188 o ：ナデ o: 7.5YR7/4にぶい橙
220 7区 弥生土器 広口壺 （4 ．5）［29.6］ 刻目烈点紋

i ：ナデ i： i： 10YR7/4にぶい黄橙
円形浮紋

弥生時代中期前半
188 o ：ヘラミガキ o ： o： 7.5YR6/4にぶい橙
221 7区 弥生土器 広口壺 （7 ．0）［15.8］ 3条

： i： ケズリ出し突帯i ：ナデ i 5YR6/4にぶい橙
竹管による剌突烈点紋

188 体認最大径 o：ナデ o：不明 o：
7区 弥生土器 鉢 （9．5）［18．1］

222 ［16 ．］8 i：ナデ i：ナデ？ i：
10YR7/3にぶい黄橙
10YR5/3 にぶい黄褐、I0YR3/1 黒褐

188 体部最大径 o：不明 o：7区 弥生土器 鉢
3

（7.2）［13．2］［13.4］
o：不明

22 i：不明 i：不明 i：
5YR6/4 にぶい橙、10YR8/2 灰白
5YR7/4 にぶい橙

188 o： o： 10YR6/3にぶい黄橙7区 弥生土器 壺 （5 ．3） ［5．6］ i：
o：指頭押圧

224 i： i：ナデ 10YR7/2 にぶい黄橙

189 7区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o ： N3/ 暗灰、2.5Y5/1黄灰
瓦質 土鍋 （8.5）［39．0］

225 SE01 i：横ナデ i ：ナデ→横ハケ、斜め上方ハケ i： 2.5Y7/1灰白 外面に炭化物付着

189 7区 o：横ナデ o： o ： N3/暗灰
瓦質 土鍋 （2.2）［30．2］

226 SE01 i：横ナデ i： i： N3/暗灰

189 o： o：不明 o：不明 10YR7/4 にぶい黄橙7区
土師器 杯 （1.1） ［7．0］SE0 橙 二次焼成痕

227 1 10YR7/4 にぶい黄i： i：不明 i：不明
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

色 調 備考
番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部

上段：外面 下段：内面

直径189 7 2.5Y4/1黄灰、N3/暗灰
区 瓦質 脚 （13.4） 指頭押圧、ナデ 外面に炭化物付着

3 2.5Y4/1黄灰
228 SE01 ．4

190 直径7区
曲物 柄杓 乾燥のため原寸より縮小229 （7.5） 14 ．9

柄の長さ 幅 厚さ
39．0 　2.0　 1．2SE01

191 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明7区 10YR8/2 灰白
土師器 皿 1.4 8．0 6．2

230 SE02 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 10YR8/3浅黄橙
黒斑あり、底部にスノコ状の
痕跡

191 7区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR8/3浅黄橙
土師器 皿 1．4 7．8 5．0 二次焼成痕

231 SE02 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 10YR8/2 灰白

厚さ191 直径7区 乾燥のため原寸より縮小曲物 底板
232 SE02 0．7 14 ．7

192 o：ナデ7区 o：ナデ 10YR4/2 灰黄褐o：回転糸切り
土師器 杯 3．1 ［13．9］［7.8］

233 SE02 i：ナデ i：不明 i：不明 2.5Y8/3 淡黄

o：指頭押圧→横ナデ o：不明192 o：指頭押圧→ナデ7区
瓦器 皿 （2.6）［13.0］［7．6］

234 SE02 i：横ナデ i：ナデ i：不明
2.5Y8/1灰白、2.5Y2/1黒
2.5Y8/1 灰白

193 7区 o：横ナデ o：横ナデ o：ナデ 2.5Y7/3浅黄
6．6 ［15．3］ 6．7黒色土器 椀 A類

235 小穴 i：横ナデ i：ヘラミガキ i：ヘラミガキ N4/ 灰

193 7区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：指頭押圧
瓦器 椀 4．8 ［15．0］ 4．7 二次焼成痕

236 小穴 i：ヘラミガキ i：不明
2.5Y8/1灰白、2､5Y3/1黒褐
2.5Y8/1 灰白、2.5Y3/1黒褐

193 7区 o：指頭押圧→ナデ o：不明
瓦器 椀 二次焼成痕

o：横ナデ
4．6 ［14．8］［5．2］i：横ナデ237 小穴 i：ヘラミガキ i：ヘラミガキ

2.5Y8/2灰白
10YR8/4浅黄橙、2.5Y3/1黒褐

193 7区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：不明
瓦器 椀 4．6 ［15．0］［3．6］ 二次焼成痕

i：横ナデ i：ヘラミガキ i：ヘラミガキ
7.5YR8/3浅黄橙
2.5YR6/6橙、2.5Y3/2黒褐

238 小穴

193 7区 o： o： o：不明 2.5Y5/1黄灰
椀 （0．9）瓦器 5．0

239 小穴 i： i： i：ヘラミガキ 2.5Y5/1 黄灰

7区193 o：回転ナデ？ o：回転ナデ？ o：不明 7.5YR7/6橙
土師器 皿 1．5 ［7．9］ 5．1 7.5YR7/6橙

小穴 i：回転ナデ？ i：回転ナデ？ i：不明240

193 7区 o：回転ナデ ：回転ナデ o：不明 7.5YR5/6明褐

土師器 杯 3．0 11．5 7．5 o i：回転ナデ 7.5YR5/6 明褐 北宋銭・籾が中に納められる。

241 小穴 i：回転ナデ i：回転ナデ

7区193 o：ナデ o：不明 o：不明 10YR7/2にぶい黄橙
杯 二次焼成痕土師器小穴 i：ナデ i：ナデ i：不明 10YR7/2にぶい黄橙

242

193 7区
銅銭 北宋銭の元符通宝 2.5Y6/2灰黄

243 小穴

3．4 ［11.7］［7．3］

直径 重さ
2．3 2．07g

口o ：横ナデ 体o：指頭押圧→ナデ7区193 底o： 二次焼成痕
瓦質 ロi ：横ナデ

底i ：
2.5Y5/1黄灰、2.5Y8/2灰白
2.5Y5/1 黄灰、2.5Y8/2灰白

244 外面に炭化物付着小穴

体部最大径

土鍋 （16．3）［35．0］［32 ．］4 体i ：不明
頸o ：指頭押圧→横ナデ

o ：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR7/4 にぶい黄橙
194 7区

土師器 皿 1．3 ［8.7］ ［6.9］ 10YR7/4 にぶい黄橙
245 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明

194 7区 o： o： o：不明
黒色土器 椀 （1．9） ［7．4］

包含層 i： i： A類
i：不明

10YR7/3 にぶい黄橙
2.5Y3/1 黒褐、2.5Y4/1黄灰
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(釉調)5Y7/2 灰白194 7区
白磁 碗 （l.8） ［6．7］ （分類） (胎土)5Y7/1灰白

247 包含層

厚さ195 7区 直径
曲物 底板 乾燥のため原寸より縮小

248 包含層 0．85 14.1

厚さ195 7区 直径
底板 乾燥のため原寸より縮小曲物 0．8249 包含層 22．0

195 7区 草履状 最大長厚さ
芯板 乾燥のため原寸より縮小

250 包含層 木製品 0．85 18.1

201 11区 o：－ o：不明 o：不明 10YR7/3にぶい黄橙
土師器 杯 （1.4） 5．8

251 SD01 i：－ i：回転ナデ i：回転ナデ 2.5Y7/2灰黄

201 o：不明 o： 7.5YR6/6橙11区 o ：

土師質 土釜 （3．7）［24.4］
252 SD01 i：不明 i： i： 7.5YR6/4にぶい橙

o：201 11区 o：横ナデ o ： 10YR4/2 灰黄褐
（8．5）［30．6］土師質 土鍋

253 SD01 i：横ナデ i： i： 10YR3/2 黒褐

10YR3/1黒褐
201 11区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：

土師質 土鍋 （5．6）［28．0］ 7.5YR6/6橙 外面に炭化物付着
254 SD01 i：横ナデ i：横ナデ i：

201 11区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR6/4 にぶい黄橙
土師質 土鍋 （5.2） i：横ナデ i：指頭押圧→ナデ i： 10YR6/6 明黄褐 内・外面に煤付着

255 SD01

201 ll区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR2/1 黒
土師質 土鍋 （7.3） 外面に炭化物付着i:ナデ i：256 SD01 i：横ナデ 10YR6/3 にぶい黄褐

o：横ナデ201 11区 o：指頭押圧 o： 2.5Y6/4にぶい黄
瓦質 土鍋 （6.2） 外面に炭化物付着

SD01 i：横ナデ i：横ナデ→横ハケ 2.5Y5/2
257

i： 暗灰黄

201 直径11区 5YR4/4 にぶい赤褐
脚 （9．9）土師質 指頭押圧、ナデ 外面に煤付着

258 SD01 2．95 5YR4/4 にぶい赤褐

直径201 11区
土師質 脚 （22．55） 指頭押圧、ナデ

10YR3/2黒褐、7.5YR7/4にぶい橙
10YR3/2黒褐、7.5YR7/4にぶい橙 外面に煤付着

259 SD01 3．2

201 11区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR7/4にぶい黄橙
土師質 擂鉢 （10．7）［33．0］

SD01 i：指頭押圧→横ナデ i：ナデ→櫛目 i： 10YR7/4にぶい黄橙
260

201 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o：11区 10YR6/6 明黄褐
（8．1）［37．5］土師質 擂鉢 i：ナデ→櫛目 i：261 SD01 i：横ナデ 10YR6/6 明黄褐

11区202 o：横ナデ o：指頭押圧 o： I0YR2/2 黒褐
土師質 土鍋 （8．3）［28．8］ 外面に煤付着

デ i：横ハケ、ナデ i：
262 小穴 i：横ナ 7.5YR7/6橙

202 11区 長さ鉄釘 幅 重さ 7.5YR5/8明褐
263 小穴 （鍛造） 7．2 1．2 14.27g

203 11区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 2.5Y7/3浅黄

土師器 皿 1．8 ［7.3］ ［5．4］ 2.5Y7/3 浅黄
264 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ

o：不明203 11区 o： o：回転ナデ 7.5YR7/6橙
（1．3）土師器 杯 ［6．4］i： i：不明 i：不明 7.5YR7/6 橙

265 包含層

203 11区 o：回転ナデ ：回転ナデ o：不明 10YR8/4浅黄橙
土師器 杯 2.8 11．3 8.0 o

包含層 i:回転ナデ i：不明 7.5YR7/6橙
266 i：回転ナデ
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[]：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成形・調整技法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備考

上段　：外面 下段：内面

口o 横ナデ203 11区 体o ： 底o ：

包含層 土師質 土釜 （3 ．85）［16．9］ 口i 横ナデ
267 体i ： 底i ：

2.5Y3/1黒褐、10YR5/4にぶい黄褐

10YR6/4にぶい黄橙、10YR4/2灰黄褐 外面に煤付着
鍔o 指頭押圧→横ナデ

203 11区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ 7.5YR4/6褐
土師質 蓋 （2 ．5）

268 包含層 i：不明 i：不明 10YR5/2 灰黄褐

11区 o：指頭押圧→ナデ203 o：横ナデ o： 10YR4/6 褐
土師質 土鍋 （7 ．3）［31．6］ i： 外面に煤付着269 包含層 i：横ナデ i：ナデ 10YR7/4 にぶい黄橙

203 11区 o：横ナデ o：o：指頭押圧→ナデ 7.5Y3/1オリープ黒

瓦質 土鍋 （6 ．0） i： 7.5Y2/1 黒 内・外面に炭化物付着270 包含層 i：横ナデ i：指頭押圧→ナデ

203 11区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 7.5YR6/6 橙

土師質 土鍋 （5 ．2）
包含層 i：横ナデ i:指頭押圧→ナデ i： 7.5YR5/4にぶい褐 外面に煤付着

271

203 11区 直径 ．2.5Y4/1黄灰

瓦質 脚 （9 ．5） 指頭押圧、ナデ
272 包含層 2.5Y4/1黄灰、5YR6/6橙

203 11区 長幅 振幅 7.5YR7/2明褐灰

瓦質 土錘 7．9
273 包含層 5．6 5．6 ナデ 5YR7/4にぶい橙

203 11区 o： o：指頭押圧→ナデ o：指頭押圧→ナデ 7.5YR4/6褐

土師質 擂鉢 （3．9） ［11．2］
274 包含層 i：

i：ナデ→櫛目 i：不明 7.5YR6/6橙

212 12 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR8/3浅黄橙、7.5YR4/1褐灰
瓦質 鉢 （8 ．8）［28．4］

275 SP02 i：横ナデ i:横ナデ i： 2.5Y8/2 灰白

213 12   区 o ： o：指頭押圧→ナデ o： 7.5YR6/6橙
備前焼 擂鉢 （4．6）

276 SD05 i： i：ナデ→櫛目 i： 7.5YR6/8橙 櫛目あり

213 12   区 2.5YR6/6橙
土製 鋳型

277 SD05
長軸 短軸 幅 o：不明

（18．7）（16．0）（7 ．4） i：ナデ ( 仕上げ真土)2.5Y8/2 灰白

o：214 12 区 o： o：不明 7.5YR5/6明褐

土師器 椀 （1.9）
278 包含層 ［7．0］i： i： i：不明

7.5YR6/6 橙

214 12 区 o：指頭押圧、ナデo：横ナデ
瓦質 蓋 （3 ．5）［29．3］

279 包含層 i：横ナデ i：ナデ
N4/灰
2.5Y5/1黄灰、2.5Y3/1黒褐

214 12 区 10YR6/4にぶい黄橙

土製 鋳型
280 包含層

長軸 短軸 幅 o：不明
（11．7）（6 ．4） （5 ．4） i：ナデ (仕上げ真土)2.5Y4/1黄灰

(釉調)2.5Y3/3暗オリーブ褐

225 13   区 ( 胎土)5Y6/1 灰
青磁 碗か皿 （1 ．7）［18 ．8］ （分類）

281 SD03 (釉調)2.5Y3/3 暗オリーブ褐、

2.5Y8/2 灰白

229 13   区 (釉調)10Y5/2オリーブ灰

皿？ （1 ．8） 底部内面施釉白磁 5．8 （分類）
282 SD04 (胎土)10Y8/1 灰白 2cm幅で蛇の目状に掻き取り

229 13   区 (釉調)10Y6/2 オリーブ灰
青磁 碗 （1 ．7） ［6.2］ （分類）横田・森本一山本分類龍泉窯系Ⅳ類 底都円形に露胎283 SD04 (胎土)10Y8/1灰白

229 13   区 o：横ナデ o：指頭押圧→ナデ o： 10YR4/2灰黄褐
土師質 土鍋 （5.1）［25．6］SD04 i： 7.5YR5/4にぶい褐 外面に煤付着284 i：横ナデ i：ナデ

横ナデ229 13区 口o 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：
10YR2/1 黒

瓦質 土鍋 （8 ．0） 横ナデ 外面に炭化物付着285 SD04 口i 体i ：不明 底i ：
10YR3/l 黒 褐

頸o 指頭押圧→横ナデ

229 13   区 o：横ナデ o：不明 o： 2.5YR5/8明赤褐
土師質 擂鉢 （3 ．7）5 ［22．8］

286 SD04 i：横ナデ i：不明 i： 5YR5/8明赤褐

横ナデ229 13   区 口o 体o ： 2.5Y2/1黒
瓦質 土釜 （3 ．5）

底o ：
横ナデ287 SD04 口i 体i ： 底i ： 2.5Y6/2 灰黄

鍔o 指頭押圧→横ナデ

229 13   区 直径
土師 脚 （13．0） 10YR7/2にぶい黄橙

質 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕
288 SD04 3．1 7.5YR6/4にぶい橙

口o 指頭押圧→横ナデ
230 13区 体o ：指頭押圧→ナデ 2.5Y3/1黒褐

瓦質 土釜 （4 ．4）
底o ：

28 29 SK0 口i 横ナデ
体i ：不明 底i ： 2.5Y7/1 灰白

鍔o 指頭押圧→横ナデ

230 13   区 o：不明
o： 2.5Y6/1黄灰

瓦質 土釜 （2 ．8） o：
290 SK03 i：不明 i： i： 2.5Y7/3 浅黄

231 13区 o： o：不明 o：不明 10YR7/4にぶい黄褐
土師器 杯 （1 ．6） ［3 ．0］ 内面に二次焼成痕291 土坑群02 i： i：不明 i：不明 5YR7/6橙

231 o：13 区 o：不明 o：不明
土師器 杯 （2.1） ［7 ．0］

10YR6/4 に ぶ い 黄 橙

292 土坑群02 i： i：不明 i：不明 10YR6/4にぶい黄橙

口0 横ナデ231 体o：指頭押圧→ナデ13   区 底o：
土師質 土釜 （5 ．9）［19 ．6］ 01 横ナデ293 土坑群02 ：ナ 底i ： 内・外面に煤付着

体i デ
10YR4/2灰黄褐
10YR3/2黒褐、7.5YR7/3にぶい橙

鍔o 指頭押圧→横ナデ

231 13区 o：横ナデ o： o： 10YR1.7/1 黒
土師質 土鍋 （3 ．9） i： i： 10YR6/4にぶい黄橙 外面に煤・炭化物付着294 土坑群02 i:横ナデ

横ナデ231 13区 口o 体o ： 底o ： 10YR1.7/1黒
295 土坑群02 土師質 土鍋 （5 ．5） 口i 横ナデ 体i ： 外面に煤付着

底i ： 2.5Y7/4浅黄
頸o 指頭押圧→横ナデ

232 13   区 ( 釉調)10Y4/2 オリーブ灰
青磁 碗 （2 ．8） ［6 ．0］ （分類）横田・森本・山本分類龍泉窯系Ⅳ類

296 SK関連 ( 胎土)N5/ 灰

232 13   区 ( 釉調)10Y6/2 オリーブ灰
青磁 碗 （2．6） （分類） 上田分類 龍泉窯系B類297 SK関連 (胎土)7.5Y7/1灰白

232 13   区 ( 釉調)7.5Y7/2 灰白
青磁 碗 （2.15） ［5.0］ （分類） 上田分類 龍泉窯系B類298 SK関連 〔胎土)7.5Y7/1灰白

232 13   区 o：横ナデ o： 2.5Y7/1灰白 二次焼成痕瓦質 蓋 （4.9）［25．0］299 SK関連 i：横ナデ
o：不明
i：不明 i： 10YR7/4にぶい黄橙 内・外面に炭化物付着

横ナデ口o232 13   区 体o ： 底o ：口i 横ナデ 10YR5/4にぶい黄褐
土師質 土鍋 （4.8） 外面に炭化物付着300 SK関連 頸o 指頭押圧→不明 体i ： 底i ： 10YR7/3にぶい黄橙

頸i 指頭押圧→横ナデ

232 13   区 o：不明 o： o： 7.5YR7/6橙
土師質 土釜 （3．85）

301 SK関連 i：横ナデ i： i： 7.5YR7/6 橙

232 13   区 o： o：ナデ o：不明 10YR4/6 褐
備前焼 壺 （5．1） ［28 ．0］ i： 粘土紐積み上げ痕302 SK関連 i：ナデ i：不明 10YR5/1 褐灰

232 13   区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り
土師器 杯 2．1

10YR4/6 褐
10．4 5．2SK関連 10YR4/6 褐 ヘラ状の工具で段状に調堅303 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ
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［］：推定値()：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考

上段：外面 下段：内面

233 13区 o：横ナデ o o：
瓦質 土鍋 （5．7） ：指頭押圧→ナデ 10YR3/1 黒褐

304 包含層 i：指頭押圧→横ナデ i：ナデ l： 10YR5/1 褐灰

233 13区 o： o 2.5Y7/1灰白瓦質 土鍋 （5．1） ［11．1］ ：指頭押圧→ナデ o：不明
305 包含層 i ： i：ナデ i：不明 5Y4/1 灰

口o ：横ナデ
233 13区 体 o：指頭押圧→ナデ 10YR2/1黒底o：
306 土師質 土鍋 （4．9）［33．0］ 口i：横ナデ

包含層 体 i：ナデ 底i ： 7.5YR6/6橙 外面に煤付着
頸o ：指頭押圧→横ナデ

233 13区 o： o：横ナデ o：不明 10YR4/1 褐灰備前焼 擂鉢 （3．）2 ［10．2］
307 包含層 l： i：横ナデ i：不明 粘土紐積み上げ痕10YR4/1 褐灰

233 13区 直径 7.5YR3/1黒褐土師質 脚 （10．7） 指頭押圧、ナデ
308 包含層 2 ．9 5YR5/6 明赤褐

233 13区 直径 10YR2/1 黒、7.5YR6/6橙土師質 脚 （7．3） 指頭押圧、ナデ 外面に煤付着
309 包含層 3．3 5YR6/6橙

233 13区 （9．2） 直径
土師質 脚 指頭押圧、ナデ． 外面に煤付310 包含層 3 0

10YR2/1 黒、10YR7/3 にぶい黄橙
7.5YR7/6橙 着

244 14区 底o： 2.5YR7/4淡赤橙
瓦質 土釜 （4．0）

311 SD01 底i ： 2.5YR6/8橙 二次焼成痕

口o：
口i ： 体o：
鍔o ：指頭押圧→ナデ 体i ：
頸i ：指頭押圧→ナデ

245 14区 o：回転ナデ o：回転ナデ o 7.5YR6/4にぶい橙土師器 皿 ：不明（1．9）［11．0］［6 ．9］
312 SD02 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 7.5YR6/4 にぶい橙

245 14区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR8/2 灰白
土師器 杯 3．6 ［10．5］ 5．6

313 SD02 7.5YR7/4にぶい橙 二次焼成痕
i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ

245 14区 o： o：回転ナデ o 7.5YR8/4浅黄橙土師器 杯 （2．1） ［6．2］ ：不明
i： 二次焼成痕

314 SD02 i：回転ナデ i：不明 10YR8/3浅黄橙

245 14区 (釉調)2GY6/1オリーブ灰青磁 碗 （4．5） ［13．9］ （分類）上田分類B－Ⅲ類315 SD02 (胎土)5Y7/1 灰白

245 14区 (釉調)5Y8/2 灰白
陶磁器 碗？ （1．45） 2．95 （分類）

316 SD02 (胎土)2.5Y8/2 灰白

口o ：横ナデ245 14区
（4．8）［16．6］ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 2.5Y4/2暗灰黄

土師 土釜 口i ：横ナデ
SD02 質

317 体i ：ナデ 底i ： 10YR5/3にぶい黄褐 内・外面に煤付着
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
245 14区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

318 SD02 瓦質 土釜 （5．7）［24．0］ 口i ：横ナデ
体i ：ナデ 底i ：

2.5Y7/1灰白、2.5Y6/2灰黄
2.5Y8/2灰白 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o：
口i：245 14区 体o ： 底o ：

瓦質 土釜 （3．5） 鍔上o：：
ヘラケズリ 2.5Y5/1黄灰

319 SD02 体i ： 底i ： 2.5Y5/1黄灰 外面に炭化物付着
鍔o 横ナデ
頸i ：横ナデ

245 14区 o 2.5YR7/4淡赤橙：ナデ瓦質 幅蓋つまみ？ （5．0）
320 SD02 3．5 二次焼成痕

i：不明 2.5Y6/1黄灰

245 14区 瓦質 土釜の鐶付 長軸 短軸 7.5YR7/4にぶい橙
ナデ

321 SD02 （4．85）（2．1） 10YR5/3 にぶい黄褐 管状工具で穿孔

245 14区 土釜の鑞付 長軸 短軸 2.5Y6/1黄灰瓦質
322 SD02 （5．35）（2．3） ナデ 管状工具で穿孔

2.5Y4/1黄灰

：横ナデ
245 14区 口o ：横ナデ 体o ：格子目タタキ 底o ：

亀山焼 甕？ （6．2） 10YR4/1 褐灰
323 SD02 口i ：縦ハケ 体i ：上位横ハケ 底i ：頸o 10YR5/1褐灰

頸i ：横ハケ

245 14区 o：ナデ o：指頭押圧→ o：
土師質 土鍋 （13．4） ナデ

324 SD02 i：不明 i：不明 i：

7.5YR5/6明褐､10YR3/l黒褐
2.5Y8/1灰白、2.5Y4/1黄灰

14区 底o ：245 ミニチュア 口o ：ナデ 体 o ：ナデ 2.5Y6/1黄灰
SD02 瓦質 土鍋 （5．0） 底i ：

325 口i ：ナデ 体 i ：ナデ 2.5Y5/1黄灰
脚 ナデ

245 14区 o：横ナデ o：横ナデ o：
備前焼 擂鉢 （7．7）

326 SD02 i：横ナデ i：横ナデ l：

10R4/1暗赤灰、10R5/2灰赤
10R5/2灰赤、2.5YR4/3にぶい赤褐

245 14 区
土製 7.5TR4/6褐

327 SD02
鋳型 長軸 短軸 幅 o：ナデ

（内型） （8．9）（6 ．1）（2 ．7）i：ナデ、指頭押圧 2.5Y5/1黄灰

245 14区 直径 重さ
銅銭 北宋銭の大観通宝 2.5GY4/1暗オリーブ灰

328 SD02 2．4 2．93g

245 14区 o：横ナデ o：不明 o：
瓦質 土鍋 （6．4） ［52．4］ 10YR5/2 灰黄褐

329 SD02 i：横ナデ i：不明 i ： 2.5Y5/2 暗灰黄

246 14区 (釉調)5Y5/3 灰オリーブ
陶磁器 皿 （2．6） ［17．2］ （分類）

330 SK03 (胎土)10YR6/2 灰黄褐

246 14区 o：不明 10GY5/1緑灰
土製 炉壁

331 SK03
長軸 短軸 幅

（7．8）（6．3）（1．6） 10YR4/4 褐 溶融物が付着
i：不明

247 14区
陶磁器 碗 （2．2） ［7．6 ］ (釉調)5GY8/1 灰白

（分類）332 包含層 青磁か染付か
(胎土)N8/ 灰白

口o ：横ナデ
247 14区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR5/3 にぶい黄褐口i ：横ナデ333 瓦質 土釜 （5．05）［28．8］包含層 体i ：不明 底i ： 内・外面に炭化物付着10YR6/2灰黄褐鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
247 14区 体o ：指頭押圧→ナデ

瓦質 土釜 （4．4）［17．4］
底o ： 10YR6/3にぶい黄橙

口i ：横ナデ334 包含層 体i ：ナデ 底i ： 7.5YR7/6橙 外面に煤付着
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
247 14区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR2/1黒

土師質 土鍋 （6 ．85）［40．0］ 口i ：横ナデ
335 包含層 体i ：ナデ 底i ： 5YR6/8橙 外面に炭化物付着

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
247 14区 体o ： 底o ： 10YR8/2 灰白

土師質 土釜 （2．75） 口i ：不明
336 包含層 体i ： 底i ： 10YR8/1 灰白 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

長軸
247 14区 （7．9） 幅 直径 (溶融物付着部)N3/暗灰

土製 鞴の羽口 不明337 包含層 (被熱部)7.5YR5/1褐灰 溶融物が付着短軸 （3．0）［14．0］
（6．7） (原胎土)7.5YR6/6橙

247 14区 (釉調)7.5YR2/3 極暗褐
陶器 碗？ （2．1） － ［3．4］包含層 （分類） －338 (胎土)5Y8/1灰白

(釉綢)7.5Y7/3浅黄

253 15区 口o ：横ナデ 体o ：指頭押圧、ナデ
土師質 土鍋 （11．2）［31．4］ 底o

339 SK01 口i ：横ナデ 底i

：指頭押圧、ナ デ 10YR4/1 褐灰
：ナデ 2.5Y4/1黄灰 外面に炭化物付着

体i ：横ナデ
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面中位：cm

法量 成形・調整枝法

口緑部 底部番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 体 部 色 調 備考

上段：外面・下段：内面

底o ：指頭押圧、ナデ
口o ：横デデ 体o ：指頭押圧、ナデ253 15区 10YR3/1黒褐

三足土
SK01 土師質 鍋 （18．2）［29．2］ 21．2 底i ：ナデ 2.5Y4/1黄灰 内・外面に炭化物付着

340 口i ：横ナデ 体i ：横ナデ
脚 指頭押圧、ナデ

底o ：指頭押圧、ナデ
253 15区 体o ：指頭押圧、ナデ

底i ：ナデ
341 SK01 土師質 三足土鍋（20．3）

口o ：横ナデ
29．0［22．2］口i ：横ナデ 体i ：横ナデ

N2/ 黒 外面に炭化物付着
10YR3/1黒褐、7.5YR6/3にぶい褐 底部外面に二次焼成痕脚 指頭押圧、ナデ

底o：指頭押圧、ナデ
254 15区 体o ：指頭押圧、ナデ

土師賈
342 SK01

底i：ナデ ﾀﾄ面に炭化物付着
口o ： 横ナデ

三足土鍋 26．2 30．8 24．0 口i ：横ナデ 体i：横ナデ
7.5YR6/4にぶい橙、10YR2/1黒
7.5YR6/4にぶい橙

脚 指頭押圧、ナデ

底o ：指頭押田、ナデ
254 15区 体o ：指頭押圧、ナデ

土師資 三足土鍋 底i：ナデ
7.5YR7/4にぶい橙、N2/黒
7.5YR7/4 にぶい橙 外面に炭化物付着343 SK01

口o ： 横ナデ
29．1 ［31．0］［25．8］口i ：横ナデ 体i ：横ナデ

脚 指頭押圧、ナデ

体o：指頭押圧→ナデ255 15区 底o ： 10YR3/1 黒褐
土鍋

SKOl 土師賈 （8．9）［33．0］ 内．外面に煤付着
344 体i：指頭押圧→横ナデ 底i： 10YR4/1 褐灰

口o ：横ナデ
口i ：横ナデ
頸o ：指頭押圧→ナデ

口o ：横ナデ
底o ：255 15区 体部最大径 体o ：指 頭押圧 →デデ 2.5Y2/1黒

外面に煤．炭化物付着土師質 土釜 （9．9）［21．9］［26 ．9］ 口i ：横ナデ 体i ：横ハケ→縦方向のナデ 底i ：345 SK01 10YR6/3 にぶい黄橙
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

15区255 体o ：指頭押圧→ナデ 10YR4/2 灰黄褐底o ：
師6 土 （7．8）

34 SK01 質 土釜
体部最人径 口o ：
［24 ．2］ 口1 ： 底i： 7.5YR5/3にぶい褐 外面に炭化物付着体i：横ハケ→ナデ

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

255 15区 2.5Y3/1黒褐
（13．4） 直径土師質 脚 指頭押圧、ナデ2 二次焼成痕

347 SK01 3．2 SYR6/6橙2.

255 15区 直径
土師質 脚 （9．5） 指頭押圧、ナデ

7.5YR4/1褐灰、7.5YR6/4にぶい橙
7.5SR4/1褐灰、7.5YR6/4にぶい橙外面に煤付着

SK01 3．2348

255 7.5YR7/4にぶい橙
15区 直径

土師質 脚 （21．3） 指頭押圧、ナデ 10YR3/1黒褐 内面に煤付着
349 SK01 3．3

255 15区 直径 7.5YR7/4にぶい橙
土師質 脚 （16．4） 指頭押圧、ナデ

3．0 5YR7/6橙 外面に煤付着
350 SK01

15区255 直径
土師質 脚 （8．8） 指頭押圧、ナデ3．

2.5Y5/1黄灰、2.5Y8/2灰自
5YR6/6橙 粘土貼り付け痕

351 SKO1 4

15区255 直律土師質 脚 （5．O） 指頭押圧、ナデ
10YR4/2灰黄褐、7.5YR8/4浅黄橙
5YR6/6 橙 外面に煤付着

352 SK01

15区255 直径 2.5Y3/1黒褐
瓦質 脚 （11．45） 指頭押圧、ナデ

353 SK01 2．3 2.5Y3/1黒褐

255 15区 直径 2.5Y3/1黒褐
瓦質 脚 （7．2） 指頭押圧、ナデ

354 SK01 2.5Y7/1灰白

255 15区 10YR4/2 灰黄褐
焼 壺 （6．3） ［13．8］備前

o：指頭押圧→横ナデ o：不明 o：

i：指頭押圧→横ナデ i：指頭押圧→横ナデ i：355 SK01 10YR6/2 灰黄褐

255 15区 横 幅縦 o：ナデ
土師質 風炉の脚 7.5YR6/6橙

356 SK01 （4．7） 9．4 2.2 i：ナデ

(仕上げ真土)N7/ 灰白
長軸256 15区 (中真土)10YR8/3 浅黄橙

357 SK01 土製 鋳型 （8．7）

短軸 幅 o：不明
（6．3） （5．2） i ：引き型によるものか？ 粗型の上に真土で成形

(粗真土)7.5YR6/4にぶい橙

257 15区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：不明 10YR7/4にぶい黄橙
土師器 杯 （2．2） ［10．8］ ［8 ．0］ 10YR7/4にぶい黄橙

358 包含噌 i：回転ナデ i：回皿ナデ i：不明

15区 o：回祐ナデ o：不明 10YR8/4浅黄橙257 O ：
土師器 杯 （2．4） 7．3

359 1 ： i：回転ナデ i：不明 10YR8/4 浅黄橙
包含層

257 15区 (釉調)5Y6/2 灰オリーブ
青磁 碗 （2．5） （分類）

360 包含層 (胎土)2.5Y7/1 灰白

257 15区 (釉調)10Y6/2オリーブ灰
青磁 碗 ［5．4］（2．15） （分類）

361 包含層 (胎土)N7/ 灰白

257 15区 長軸 短軸 2.5Y3/1黒褐
瓦質 土錘 （7．0）

4．9 4．25 ナデ
362 包含層 5Y4/1 灰

幅257 15区 o：ナデ 10YR3/1 黒褐
瓦質 蓋つまみ？ （4．1）

i：不明 内面に炭化物付着
363 包含層 4．0 2.5Y4/1黄灰

257 15区 幅 o：指頭押圧→ナデ 2.5Y3/1黒褐
蓋 二次焼成痕

瓦質 つまみ？ （3．3）
364 包含層 3．5 i：ナデ 2.5Y2/1黒 内面に炭化物付着

257 15区 蓋つまみ？ 幅 o：指頭押圧→ナデ 2.5Y2/1黒
瓦質 （4．2） 内面に炭化物付着365 包含層 4．8 i：ナデ 2.5Y2/1黒

257 o：指頭押圧→ナデ o：不明 10YR7/4 にぶい黄橙15区
土師質 擂鉢 （3．8） ［15．2］

i：不明 10YR7/4にぶい黄橙
366 包含層 i：指頭押圧→横ナデ

257 15区 o：指頭押→ナデ o：ナデ 10YR4/2 灰黄褐土師質 擂鉢 （2．2） ［22．］0
367 包含層 i：不明 i：不明 10YR6/2 灰黄褐

257 15区 o：不明 o： 7.5YR7/4 にぶい橙
土師質 擂鉢

体部最大径 o：横ナデ（4．0) ［33．O］
368 包含層

［34．］4 i：横ナデ i：不明 i： 7.5YR6/6橙

257 15区 体部最大径 o：横ナデ o：拒頭押圧→ナデ o： 7.5YR7/4にぶい橙
土師質 擂鉢 （5．8）［34．0］

369 包含層
［36．2］ i：横ナデ i：ナデ i： 7.5YR7/4にぶい橙

257 15区 o：横ナデ o：指頭  押圧、ナデ 2.5Y5/1黄灰 条線
土師質 蓋 （2．9） ［27．0］

370 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y5/2暗灰黄 内面に炭化物付着

口o ：横ナデ
体o257 15区 ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR2/1 黒

土師質 土鍋 （5．65 ：横ナデ 外面に煤・炭化物付着底37 ）［29．0］ 口i
1 包含層 体i：指頭押圧→横ハケ→ナデ i ： 2.5Y6/3にぶい黄

鍔o：指頭押圧→横ナデ

257 直径 重さ15区 銅銭 永楽通宝 7.5Y5/2灰オリーブ372 包含層 2．5 2．53g

257 幅 重さ15区 鉄釘 長さ
7.5YR3/4暗褐

373 包含層 （鍛造） 6．9 0．7 6．85g

口o 横ナデ 外面に煤付着
底o ：258 15区 体o：指頭押圧→ナデ

374 包含層 土師質 土釜 （10．7）［20．0］ 口i：横ナ： デ 2.5Y7/2灰黄 内面に炭化物付着
体i：緝・横方向のナデ 底i ： 10YR4/2 灰黄褐

鍔o ：指  皿 押 圧→横ﾅﾃﾞ 二次焼成痕

口o：横ナデ
258 15区 体o：指頭押圧→ナデ 底o：

瓦質 土釜 （4 ．8）［21    ．0］ 口i：横ナデ 底i ：

7.5YR7/3にぶい橙
7.5YR5/2灰褐、10YR4/1褐灰 内・外面に炭化物付着

375 包含層 体i ：ナデ
鍔o ：指頭押圧→ 横ナデ

口o：横ナデ
体o：指頭押圧→ナデ 底o ：258 15区 瓦質 土釜 （5．7）［21     ．4］ 口i：横ナデ

底i ：376 包含層 体i ：ナデ

2.5Y5/4黄褐
10YR7/3 にぶい黄橙、2.5Y5/4黄褐鍔o ：指頭押圧→ 横ナデ
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成形・調整技法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考

上段：外面 下段：内面

：横ナデ
258 15区 口o 体o 指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR3/1 黒褐

瓦質 土釜 （5．0）［32 ．0］ ：横
377 ロi ナデ ： 外面に炭化物付着包含層 体i ：ナデ 底i ： 2.5Y7/2灰黄

鍔o ：横ナデ

258 15区 直径 7.5YR8/4浅黄橙
土師質 脚 （15．2） 指頭押圧、ナデ 外面に炭化物付着

378 包含層 3 ．1 7.SYR8/4浅黄橙

258 15区 直径 10YR3/1 黒褐
土師質 脚 （8．6） 指頭押圧、ナデ

379 包含層 3 ．1 10YR3/1 黒褐

258 15区 直径 2.5Y3/1黒褐
土師質 脚 （7．9） 指頭押圧、ナデ

380 包含層 5YR6/6 橙

258 直径 2.5Y4/1黄灰
15区 土師質 脚 （6 ．9） 指頭押圧、ナデ 2.5Y4/1黄灰 二次焼成痕

381 包含層

258 直径15区 2.5Y3/1黒褐
瓦質 脚 （11．9） 指頭押圧、ナデ

382 包含層 2．4 2.5Y7/2灰黄

258 15区 直径 2.5Y5/1黄灰
瓦質 脚 （11．3） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕

383 包含層 2．6 5YR6/4 にぶい橙

10YR5/4にぶい黄褐258 15区 直径
瓦質 脚 （8．8） 指頭押圧、ナデ 2.5Y8/2灰白

384 包含層 2．2

258 直 2.5Y4/1黄灰
15区 径瓦質 脚 （8．9） 指頭押圧、ナデ

2． 2.5Y4/1黄灰
385 包含層 5

258 15区 直径 2.5Y3/1黒褐
瓦質 脚 （10．6） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕

386 包含層 2．5 2.5YR6/6 橙

直径258 15区 10YR8/4 浅黄橙瓦質 脚 （7．8） 指頭押圧．ナデ
387 包含層 10YR3/2 黒褐

258 15区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （8 ．5） 指頭押圧、ナデ

388 包含層 2．5 2.5Y4/1黄灰

258 15区 直径 2.5Y7/1灰白
瓦質 脚 （7．8） 指頭押圧、ナデ

389 包含層 2．2 2.5Y5/3黄褐

258 15区 直径 2.5Y3/1黒褐
瓦質 脚 （6 ．55） 指頭押圧、ナデ

390 包含層 2 ．1 2.5Y3/1黒褐

258 15区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （5 ．0） 指頭押圧、ナデ

391 包含層 1．7 2.5Y4/1黄灰

縦
259 15区 （7．5） 厚さ 重さ

鉄 鋤の先端 10YR6/8 明黄褐
392 鉄製品関連 横 （1．0）135．25g

（12．0）

長軸 (溶融部)7.5GY2/1緑黒
259 15区 （10．6） 幅 羽口直径 (貼付部)N4/ 灰

土製 鞴の羽口 ナデ
393 鉄製品関連 (羽口部)5YR5/8 明赤褐

木炭片が付着

羽口部焼成後粘土で炉壁に挿着短軸 （2．5）（7．0）
（9．0） 10YR7/4 にぶい黄橙

259 短軸15区 土製 長軸 幅 o 7.5YR8/4浅黄橙 全体に酸化焼成
鋳型 ：不明

394 鉄製品関連 （6．4）（5．2）（4．7） i：不明 2.5Y7/1灰白 真土が表面に少し付着

259 15区 土製 5YR6/4 にぶい橙
395 鉄製品関連

鋳型 長軸 短軸 幅 o：不明
（内型？） （6．5）（5．3）（4．6）i：ナデ 5YR6/6 橙

259 15区 長軸 短軸土製 炉壁 幅 o：不明 10BG4/1 暗青灰
396 鉄製品関連 （7．3）（5．1）（2．5）i：不明 木炭片が付着5G1.7/1緑黒

15区 (上真土)10YR4/1 褐灰
259 (中真土)7.5YR8/4浅黄橙
397 土製 鉄・錆が付着鉄製品関連

長軸 短軸 幅 o：不明
鋳型 （14．4 ）（10．3 ） （4．9 ） i：不明

(粗真土)5YR6/6 橙

282 o：横ナデ o：－ o： 10YR7/3にぶい黄橙16区 古式土師器 甕 （5．65 ）［18．0 ］ －

398 i：ナデ i：－ 山陰系二重口縁甕i： 10YR8/4 浅黄橙

282 弥生土器・ o：ハケ？ o：
16区 鉢 （6．85）［20．0 ］［3．6］ o：ハケ？

399 古式土師器 i：ハケ？ i：ハケ？ i ：

7.5YR6/4にぶい橙
7.5YR5/6明褐、10YR7/3にぶい黄橙

282 弥生土器・ o：指頭押圧、ハケ？ o：指頭押圧、ハケ？ 7.5YR6/4にぶい橙16区 鉢
o

6 ．9 ［16．6］［3．0］ ：指
i：ハケ

頭押
？
圧、ハケ？

400 古式土師器 i：ハケ？ i：ハケ？ 7.5YR6/6橙

283 16区 ：回転ナデ ：回転ナ
土師器 杯 2 ．8 11．1 7．6 o o デ o：不明 10YR7/4にぶい黄橙

401 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 10YR7/4にぶい黄橙

283 16区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り 7.5YR7/4にぶい橙
土師器 杯 3．8 12．0 7．3 二次焼成痕

402 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：ナデ 7.SYR7/4にぶい橙

283 16区 o：回転ナデ
8．0 o：回転ナデ o：回転糸 7.5YR6/6橙土師器 杯 3．9 12 ．3

切り
二次焼成痕

403 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：回転ナデ 7.5YR4/6褐

283 16区 o：回転ナデ土師器 o：回転糸切り 10YR8/4 浅黄橙杯 内面に二次焼成痕
404 包含層

3．3 ［11．4］［7．4］ o：回転ナデ
i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 2.5YR7/4淡赤橙

283 16区 o：回転ナデ o：回転ナデ o：回転糸切り 10YR8/3 浅黄橙土師器 杯 （3．9 ）［11．4］［6．6］ 黒斑あり
405 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 5YR7/8 橙

283 16区 ：回転ナデ ：回転ナデ ：不明土師器 皿 1．6 6．7 4．6 o o o 10YR8/2 灰白
406 包含層 i：回転ナデ i：回転ナデ i：不明 10YR8/2 灰白

283 16区 (釉調)10Y7/1 灰白
白磁 碗 （2．4 ） ［5．7］ （分類）

407 包含層 (胎土)7.5Y7/1 灰白

283 16区 (釉調)10GY6/1 緑灰
青磁 碗 （3．4 ）［13．0 ］ （分類）

408 包含層 (胎土)5Y7/1 灰白

283 16区 (釉調)5Y5/3 灰オリーブ青磁 碗 （2．5 ） ［6．3］ （分類）
409 包含層 (胎土)2.5Y8/3淡黄

283 16区 (釉調)5GY6/1オリーブ灰
青磁 碗 （2．9） ［6．2］ （分類）森田分類Ⅰ－2類

410 包含層 (胎土)N7/ 灰白

283 16 区
411 染付 碗 （2．9） ［6．0 ］包含層 （分類）

10BG5/1 青灰
(釉調)2.5GY6/1オリーブ灰
(胎土)5Y5/1 灰

283 16区 東播系 o：回転ナデ o： o ：
こね鉢 （2．6 ）［22．0 ］ 2.5Y7/1灰白 自然釉付着412 包含層 須恵質 i：回転ナデ i： i ： 2.5Y7/1灰白

283 16区 東播系 o：回転ナデ o： o ： 淡青灰[標準土色帖記載外]
こね鉢 （1．8 ） 自然釉付着

413 包含層 須恵質 i：回転ナデ i ： i ： 淡青灰[標準土色帖記載外] 重ね焼き痕

o：回転ナデ283 16区 東播系 o ： o ：
こね鉢 （2．85 ） 2.5Y8/1灰白

414 包含層 須恵質 i：回転ナデ i ： i ： 2.5Y8/1灰白
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考
上段：外面 下段：内面

283 16  区 東播系 o：回転ナデ o：－ o： 5Y8/1 灰白
こね鉢 （3．85）

415 包含層 須恵質 i：回転ナデ i：－ i： 5Y8/1 灰白

283 16  区 o：横ナデ o：－ 10YR4/1 褐灰
o ：

備前焼 甕 （4．7 ） 7.5YR5/2灰褐
416 包含層 i：横ナデ i：－ i：

283 16  区 o：横ナデ o：－ o ： 10YR5/1 褐灰
備前焼 甕 （3．1 ）

417 包含層 i：横ナデ i：－ i ： 7.5YR5/3にぶい褐

283 16  区 o：横ナデ o：－ o ： 10YR4/2 灰黄褐
備前焼 擂鉢 （2．2 ）

418 包含層 i：横ナデ i：－ i： 5YR5/4 にぶい赤褐

283 16  区 長幅 短幅
瓦質 土錘 6．3 ナデ 2.5Y3/1黒褐

419 包含層 3．7 2．1 2.5Y2/1黒

283 16  区 短幅長幅 2.5Y3/1黒褐
瓦質 土錘 7．0 ナデ

420 包含層 3．65 2．3 2.5Y3/1黒褐

283 16  区 長幅 短幅 2.5Y5/1黄灰
瓦質 土錘 5．4 ナデ

421 包含層 2．8 2．8 2.5Y6/1黄灰

283 16  区 幅 o：ナデ 2.5Y4/1黄灰
瓦質 蓋つまみ？ （3 ．25）422 包含層 3．3 i：不明 10YR7/1灰白

283 16   区 o：ナデ 10YR4/1 褐灰
瓦質 蓋つまみ？ （4．3 ） 幅 10YR3/1 黒褐 二次焼成痕

423 包含層 3．3 i：ナデ

283 16   区 幅 o：ナデ 2.5Y5/1黄灰
瓦質 蓋つまみ？ （4．0 ）

424 包含層 2．7 i：不明 2.5Y8/2 灰白

283 16 区
砥石 長さ 幅 厚さ

流紋岩 10YR8/2 灰白
425 包含層 7．2 2．4 （2．5）

283 16 区 長さ 幅 厚さ流紋岩 砥石 2.5Y8/2灰白
426 包含層 （3．1） 4．0 （2．5）

283 16 区 角釘 長さ 重さ
鉄器 幅 10YR5/6 黄褐

427 包含層 （鍛造） 5､3 1．0 7．86g

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ 10YR7/2にぶい黄橙

瓦質 土釜 （ －
428 5．4）［20．8］ 口i ：横ナデ包含層 体i ：ナデ 底i ：－ 10YR7/2にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

包含層 瓦質 土釜・ （4．9）［20．4］ － 口i ：横ナデ
429 体i ：横ナデ 底i ：－

10YR7/2にぶい黄橙
10YR8/3 浅黄橙、10YR6/1 褐灰 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

284 口o ：横ナデ16区 体o ：指頭押圧→ナデ 2.5Y4/1黄灰、5Y8/1灰白底o ：－
瓦質 土釜 12．7 ［21．4］ － 口i ：横ナデ N5/ 灰、2.5Y6/1黄灰

430 包含層 体i ：ナデ 底i ：－ 鍔下部に炭化物付着
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ N3/ 暗灰

瓦質 土釜 （5．6）［20．2］ － ロi ：横ナデ
431 包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ N4/ 灰

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 10YR4/1 褐灰

瓦質 土釜 （3．7）［32．0］
－ 口i ：横ナデ 底o ：－

432 包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ N4/ 灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ 2.5YR7/6橙

瓦質 土釜 （5．6）［26．8］ － 口i ：横ナデ
433 包含層 体i ：指頭押圧→横ナデ 底i ：－ 5YR7/6橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ 10YR5/1 褐灰

（5．3）［18．4］
含層 瓦質 土釜

－ 口i ：横ナデ
434 包 体i ：指頭押圧→横ナデ 底i ：－ 10YR7/2にぶい黄橙

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

28 口o ：横ナデ
4 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

瓦質 土釜 （4．0）［20．2］ － 口i ：横ナデ
435 包含層 体i ：横ナデ 底i ：－

2.5YR7/8橙、10YR6/4にぶい黄橙
2.5YR7/8 橙、10YR7/3 にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ 2.5Y7/1灰白

瓦質 土釜 （3．85）［18．4］ － 口i ：横ナデ
436 包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ 10YR6/1褐灰

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区

－ － 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ N3/ 暗灰
瓦質 土釜 （4．6） 口i ：横ナデ

包含層 底i ：－ 10YR3/1 黒褐
437 体i ：横ナデ鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：
284 16区 体o ： 底o ：－ N4/ 灰

瓦質 土釜 （3．7） － － 口i ：
包含層 体i ： 底i ：－ N6/ 灰 外面に炭化物付着438 鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
284 16区 体o ： 底o ：－

（3．0）瓦質 土釜
－ － 2.5Y6/1黄灰、N4/灰

包含層 口i ：横ナデ
439 体i ： 底i ：－ 鍔下部に炭化物付着10YR6/3にぶい黄橙鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区

－ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ N3/ 暗灰
瓦質 土釜 （6．6）［20．3］ 口i ：横ナデ

包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ 2.5Y6/2灰黄 外面に炭化物付着440 鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

－ N6/ 灰、5Y8/1 灰白
441 包含層 瓦質 土釜 （5．6）［20．6］ 口i ：横ナデ 体i ：横ナデ 底i ：－ 10YR7/2にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

（4．2）［18．9］ － 2.5Y6/2灰黄
442 包含層 瓦質 土釜 口i ：横ナデ

体i ：横ナデ 底i ：－ 二次焼成痕
鍔o ：指頭押圧→横ナデ 10YR7/2にぶい黄橙

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ 10YR8/3 浅黄橙

瓦質 土釜 － 口i ：横ナデ
443 （5．2）［21．4］包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ 10YR6/4にぶい黄橙

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

－ N6/ 灰
444 包含層 瓦質 土釜 （6．2）［19．0］ 口 デ横ナ 体i ：ナデ 底i ：－ 10YR5/3 にぶい黄褐鍔

i
o

：
：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ N4/灰、7.5YR8/3桟黄橙

包含層 瓦質 土釜 （5．7）［24．6］ － 二次焼成痕ロi ：横ナデ
445 体i ：横ナデ 底i ：－ 10YR5/2灰黄褐 外面に炭化物付着鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16  区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－ N4/ 灰
446 瓦質 土釜 （4．7）［21．8］ 口i ：横ナデ

包含層 体i ：横ナデ 底i ：－ 5Y8/1 灰白、N4/ 灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

：横ナデ
285 16 区 口o 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

447 瓦質 土釜 （5．0）［21．0］
2.
N3/ 暗灰口i ：横ナデ包含層 体i ：ナデ 底i ：－ 15Y7/ 灰白鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16  区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：－

釜 （5．2）［ ］ N2/ 黒
448 包含層 瓦質 土 14．6 口i ：横ナデ

体i ：不明 底i ：－鍔o ：指頭押圧→横ナデ 10YR6/1 褐灰

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：－ 底o ：－ 10YR4/1 褐灰

包含層 瓦質 土釜 （3．8）［18．9］ 口i ：横ナデ
449 体i ：－ 底i ：－ 2.5Y5/1 黄灰鍔o ：指頭押圧→横ナデ
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［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成形・調整技法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調
備 考

上段：外面 下段：内面

16区 口o ：横ナデ
285 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR6/3 にぶい黄橙
450 瓦質 土釜 （4．8）［18．6］ 口i ：横ナデ包含層 体i ：ナデ 底i ： 10YR7/3にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N2/ 黒、10YR8/3 浅黄橙

瓦質 土釜 （5．7）［20．1］ 口i ：横ナデ 10YR7/3にぶい黄橙
451 包含層 体i ：ナデ 底i ： 鍔下部に炭化物付着

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

16区 口o ：横ナデ
285 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N4/ 灰
452 瓦質 土釜 （5．2）［25．4］ 口i ：横ナデ

包含層 体i ：ナデ 底i ： N4/ 灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
285 16区 10YR612 灰黄褐体o ： 底o ：

453 瓦質 土釜 （6．1） 口i：横ナデ包含層 体i ： 底i ： 7.5YR6/4にぶい橙
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

16区 口o ：横ナデ
285 体o ： 暗灰

（ 底 N3/
釜 ．4 o ：

4 口i ：横ナデ
454 瓦質 土 ）

包含層 体i ： 底i ： 10YR4/1褐灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

286 16区 口o ：横ナデ
体o ：－ 底o ： 10YR7/3 にぶい黄橙

瓦質 土釜 （2．9）［27．4］ 口i ：横ナデ
455 包含層 体i ：－ 底i ： 10YR7/2にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o
286 ：横ナデ

16区 10YR8/3浅黄橙体o ：－ 底o ：
瓦質 土釜 （3．4）［27．6］ 口i ：横ナデ 10YR5/1 褐灰

456 包含層 体i ：－ 底i ： 二次焼成痕
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
286 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N57 灰
457 包含層 瓦質 土釜 （4．5）［30．0］ 口i ：横ナデ

体i ：横ナデ 底i ： N5/灰、7.5YR6/6橙
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
286 16区 体o ：指頭押圧→横ナデ 底o ： N4/ 灰

包含層 瓦質 土釜 （4．3）［35．8］ 口i ：横ナデ
458 底i ： N5/ 灰体i ：横ナデ鍔o ：指頭押圧→横ナデ

1 口o ：横ナデ
286 6 区 体o ：－ 底o ： N3/ 暗灰
459 瓦質 土釜 （3．3）［25．0］ 口i ：横ナデ

包含層 体i ：－ 底i ： N3/ 暗灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
286 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 2.5Y7/1灰白
460 瓦質 土釜 （3．7）［31．7］ 口i ：横ナデ包含層 体i ：横ナデ 底i ： 2.5Y8/3淡黄 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o
286 16 区 ：横ナデ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 土釜 （4．1）［24．0］ 口i ：横ナデ
461

2.5Y5/1黄灰、10YR6/4にぶい黄橙
2.5Y5/1 黄灰、10YR6/4にぶい黄橙包含層 体i ：不明 底i ：鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
286 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o：－ 10YR6/6 明黄褐
462 包含層 瓦質 土釜 （3．9）［27．7］ 口i ：横ナデ 体i ：横ナデ 底i ： 2.5Y5/1 黄灰、N3/ 暗灰

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o
286 16 区 ：横ナデ

体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 2.5Y6/1黄灰
瓦質 土釜包含層 （4．0）［31．1］ 口i ：横ナデ

463 体i ：ナデ 底i ： 2.5Y6/1黄灰 二次焼成痕
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

16 区 口o ：横ナデ
286 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

464 瓦質 土釜 （4．4）［32．0］ 口i ：横ナデ
包含層 体i ：横ナデ 底i ：

N5/ 灰
10YR5/2 灰黄褐、10YR8/1 灰白

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
286 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N3/ 瞶灰
465 瓦質 土釜 （4．0）［29．6］ 口i ：横ナデ包含層 体i ：ナデ 底i ： 外面に炭化物付着10YR6/3にぶい黄橙鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o
286 16 区 ：横ナデ

体o ： 底o ： N6/ 灰、10YR8/2 灰白
釜 i

466 瓦質 土 （4．2） 口 ：横ナデ 10YR7/2にぶい黄橙 二次焼成痕包含層 体i ： 底i ：鍔o ：指頭押圧→横ナデ

16 区 口o ：横ナデ
286 体o ： 底o ：
467 瓦質 土釜 （3．9） 口i ：横ナデ包含層 体i ： 底i ：

N4/ 灰、10YR6/4 にぶい黄橙
10YR6/4 にぶい黄橙

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
287 16区 体o：－ 底o ： N4/ 灰

包含層468 瓦質 土釜 （2．8） 口i ：横ナデ 体i ： 底i ： N4/ 灰
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
287 16区 体o ： 底o ： 10YR6/2 灰黄褐

口
469 包含層 瓦質 土釜 （3．5） i ：横ナデ

体i ： 底i ： 10YR6/2 灰黄褐、N5/ 灰 二次焼成痕
鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
287 16区 体o ： 底o ： N4/ 灰、5Y8/1 灰白
470 包含層 瓦質 土釜 （3．6） 口i ：横ナデ 体i ： 底i ： N4/ 灰鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o
287 16 区 ：横ナデ

体o ： ：
471 瓦質 土釜 （4．1） 口i ：横ナデ包含層 体i ：

底底oi ：
10YR7/2にぶい黄橙
10YR5/1褐灰、7.5YR7/4にぶい橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

16 区 口o ：横ナデ
287 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

口i ：横ナデ
472 瓦質 土釜 （5．4）包含層 体i ：ナデ 底i ：

10YR6/1 褐灰、10YR8/2 灰白
10YR6/3 にぶい黄橙 二次焼成痕

鍔o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
287 16区 体o ： 底o ： 10YR5/1 褐灰
473 包含層 瓦質 土釜 （4．4） 口i ：横ナデ 体i ： 底i ： 10YR4/1 褐灰

鍔o ：横ナデ

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰瓦質 脚 （6 ．5） 指頭押圧、ナデ
474 包含層 2 ．1 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰瓦質 脚 （10．2） 指頭押圧、ナデ
475 包含層 2 ．2 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （9 ．1） 指頭押圧、ナデ

476 包含層 2 ．25 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰瓦質 脚 （9．4） 指頭押圧、ナデ
477 包含層 2 ．25 10YR7/2にぶい黄橙

288 16   区 直径
瓦質 脚 （7．5） 2.5Y4/1黄灰指頭押圧、ナデ

478 包含層 2 ．3 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （7．8） 指頭押圧、ナデ

2 ．3 二次焼成痕
479 包含層 10YR7/2 にぶい黄橙

288 16   区 直径
瓦質 脚 （9．5） 2.5Y4/1黄灰指頭押圧、ナデ

480 包含層 2 ．3 2.5Y8/1灰白

288 16   区 直径
瓦質 脚 （10．4） 指頭押圧、ナデ

481 包含層 2 ．35 2.5Y8/12.5Y4/1黄灰灰白

288 16   区 直径 7.5YR6/1褐灰瓦質 脚 （9．9） 指頭押圧、ナデ
482 包含層 2 ．35 5YR7/4にぶい橙

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰瓦質 脚 （10．2） 指頭押圧、ナデ
483 包含層 2 ．2 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰瓦質 脚 （7．5） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕
484 包含層 2 ．4 10YR7/2 にぶい黄橙
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288 16   区 直径 2.5Y8/1灰白
瓦質 脚 （12．7） 指頭押圧、ナデ

485 包含層 2．4 2.5Y8/1灰白

288 16   区 直径 10YR5/6 黄褐
瓦質 脚 （10．15） 指頭押圧、ナデ

6 包含層 2 黒褐
48 ．4 2.5Y3/1

288 16   区 直径 10YR7/2にぶい黄橙
瓦質 脚 （8 ．1 ） 指頭押圧、ナデ

487 包含層 2．5 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （9．2） 指頭押圧、ナデ 10YR7/2にぶい黄橙

488 包含層 2．55

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （9．2） 指頭押圧、ナデ 2.5Y7/6 明黄褐

489 包含層 2．6

288 16   区 直径 5YR8/2 灰白
瓦質 脚 （10 ．4 ） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕

490 包含層 2．6 5YR8/3 淡橙

288 16   区 直径 10YR7/2 にぶい黄橙
瓦質 脚 （10．0） 指頭押圧、ナデ

491 包含層 2．6 10YR7/2にぶい黄橙

288 16   区 直径 7.5YR4/1褐灰
瓦質 脚 （16 ．1 ） 指頭押圧、ナデ

492 包含層 2．65 5YR7/4にぶい橙

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （8．3 ） 指頭押圧、ナデ

493 包含層 2．7 2.5Y4/1黄灰

288 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （10．75） 指頭押圧、ナデ

494 包含層 2．8 2.5Y8/1灰白

288 16   区 直径 7.5YR4/1褐灰
瓦質 脚 （15．5 ） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕

495 包含層 2．8 5YR7/4にぶい橙

289 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （10．55） 指頭押圧、ナデ

496 包含層 2．8 2.5Y4/1黄灰

289 16   区 直径 2.5Y8/1灰白
瓦質 脚 （9．2） 指頭押圧、ナデ 成痕

7 包含層 2．9 10YR7/2 にぶい黄橙 二次焼
49

289 16   区 直径 7.5YR4/1褐灰
瓦質 脚 （11．2） 指頭押圧、ナデ

498 包含層 2．95 7.5YR6/1褐灰

289 16   区 直径 10YR7/2にぶい黄橙 二次焼成痕
瓦質 脚 （16．5） 指頭押圧、ナデ

499 包含層 2．95 2.5Y8/1灰白 基部に炭化物付着

289 16   区 直径 10YR7/2 にぶい黄橙
瓦質 脚 （10．5） 指頭押圧、ナデ

500 包含層 3．0 2.5Y4/1黄灰

289 16   区 直径 2.5Y4/1黄灰
瓦質 脚 （12．4） 指頭押圧、ナデ 2.5Y4/1黄灰

501 包含層 3．2

289 16 区 直径 10YR7/2にぶい黄橙
瓦質 脚 （10 ．1 ） 指頭押圧、ナデ 二次焼成痕

502 包含層 3．35 2.5Y4/1黄灰

289 16   区 直径 5YR7/4 にぶい橙
瓦質 脚 （10．15） 指頭押圧、ナデ 7.5YR6/1 褐灰 基部に炭化物付着

503 包含層 3．4

289 16 区 直径 10YR7/2 にぶい黄橙
瓦質 脚 （9．5） 指頭押圧、ナデ

3．5 10YR7/2 にぶい黄橙 二次焼成痕
504 包含層

口o ：横ナデ 10YR4/1 褐灰16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：290
瓦質 土鍋 （7．1）［36．0］ 口i ：横ナデ 7.5YR7/6 橙

505 包含層 体i ：ナデ 底i ：
頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ N4/ 灰底o ：
瓦質 土鍋 （5．7）［35．0］ 口i ：横ナデ N4/ 灰

506 包含層 体i ：ナデ 底i ：頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ 2.5Y5/1黄灰
290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 土鍋 （3．7）［34．7］ 口i ：横ナデ 2.5Y5/1黄灰
507 包含層 体i ：ナデ 底i ：

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 土鍋 （5．8）［37
50 ．8］ 口i ：横ナデ

8 体i ：ナデ 底i ：

10YR7/2にぶい黄橙
10YR6/1褐灰、10YR7/3にぶい黄橙二次焼成痕包含層 頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N3/暗灰、7.5YR5/6明褐
瓦質 土鍋 （5．2）［31．6］ ロi ：横ナデ 5Y8/1灰白、N3/暗灰

509 包含層 体i ：ナデ 底i ：
頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N3/ 暗灰

瓦質 土鍋 （10．0）［31．6］ ロi ：横ナデ
510 包含層 体i ：ナデ 底i ： N3/ 暗灰

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
290 16区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N2/ 黒 二次焼成痕
511 包含層 瓦質 土鍋 （9．4）［35．6］ 口i ：横ナデ 底i ： 2.5Y5/1黄灰体i ：ナデ 外面に炭化物付着頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ 2.5Y5/1黄灰
290 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

512 瓦質 土鍋 （4．8）［33．4］ 口i ：横ナデ 体i ：ナデ 底i ： 10YR7/1 灰白包含層
頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
291 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： N2/ 黒
513 瓦質 土鍋 （5．8）［41．4］ 口i ：横ナデ

包含層 体i ：ナデ 底i ： 外面に炭化物付着N3/暗灰頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ1 底 ：291 6 区 o体o ：指頭押圧→ナデ

514 瓦質 土鍋 （8．7）［38．5］ 口i ：横ナデ
体i ：ナデ 底i ： 二次焼成痕包含層

10YR7/1 灰白
10YR6/2 灰黄褐、10YR7/1 灰白

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
291 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR7/3 にぶい黄橙

瓦質 土鍋 （5．0）［38．7］ 口i ：横ナデ
515 包含層 体i ：ナデ 底i ： 10YR7/3 にぶい黄橙 二次焼成痕

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
291 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ： 10YR8/1 灰白

瓦質 土鍋 （4．6）［35．4］ 口i ：横ナデ
516 二次焼成痕体i ：ナデ 底i ： 10YR6/1 褐灰包含層 頸o ：指頭押圧→横ナデ

ナデ16 口 底o ：291 区 o ：横
体o ：指頭押圧→ナデ 10YR5/1 褐灰

517 瓦質 土鍋包含層 （3．5）［39．5］ 口i ：横ナデ
体i ：ナデ 底i ：  N4/ 灰

頸o ：指頭押圧→横ナデ

口o ：横ナデ
291 16 区 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 土鍋 （4．6）［38．4］ 口i ：横ナデ 10YR6/1 褐灰
底i ：518 包含層 体i ：ナデ 10YR6/1 褐灰

頸o ：指頭押圧→横ナデ

292 16   区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 10YR6/1 褐灰瓦質 蓋 （2 ．1 ）
519 包含層 i：横ナデ i：ナデ 10YR8/1 灰白

292 16   区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ N3/暗灰
瓦質 蓋 （3 ．6 ） N3/

520 包含層 i：横ナデ i：ナデ 暗灰

292 16   区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5Y5/1黄灰
瓦質 蓋 （3．0）［33 ．6 ］

521 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y6/1黄灰

－256 －



［］：推定値（）：残存値o：外面i：内面単位：cm

法 量 成 形 ・ 調 整 技 法

番号 出土位置 種類 器種 器高 口径 底径 口 縁 部 体 部 底 部 色 調 備 考
上段：外面 下段：内面

292 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5Y7/2灰黄
瓦質 蓋 （2．55）［28．0］522 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y7/1灰白

o：指頭押圧→ナデ292 16 区 o：指頭押圧→横ナデ
瓦質 蓋 （2．25）［31．0 ］ 二次焼成痕

523 包含層 i：横ナデ i：ナデ

10YR6/1褐灰、10YR5/1褐灰
2.5Y5/1 黄灰

292 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ N5/ 灰
瓦質 蓋 （2．3 ）［33．4 ］

524 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y6/1黄灰

o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ292 16 区 5Y8/1 灰白、N4/ 灰
（2．6 ）［24．2 ］瓦質 蓋 二次焼成痕

525 包含層 i：横ナデ i：ナデ 5Y8/1 灰白、N5/ 灰

292 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5YR7/6橙
瓦質 蓋 （2 ．1 ） 二次焼成痕

526 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5YR6/6 橙

16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ293 5Y8/1 灰白、N3/ 暗灰
瓦質 蓋 （2．4 ）［21．8 ］

527 包含層 i：横ナデ i：ナデ 5Y8/1灰白、N3/暗灰

293 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ
瓦質 蓋 （2．25）

5YR8/3 淡橙、10YR5/1 褐灰
7.5YR8/3浅黄橙、10YR7/1灰白

528 包含層 i：横ナデ i：ナデ

16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5Y7/1灰白293 瓦質 （2．1 ）［23．4 ］蓋 2.5Y7/1 灰白
529 包含層 i：横ナデ i：ナデ

293 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ
瓦質 蓋 （2 ．8 ）［34．4 ］

530 包含層 i：横ナデ i：ナデ
2.5Y3/1黒褐、10YR7/2にぶい黄橙
N2/ 黒

16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ293 2.5Y4/1黄灰
瓦質 蓋 （2．9 ）［28．2 ］ 内・外面に炭化物付着

531 包含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y3/1 黒褐

o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ293 16 区 2.5Y6/2灰黄、N4/灰
瓦質 蓋 3．0 ［24．2 ］

532 包含層 i：横ナデ i：ナデ N4/ 灰

294 16区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 2.5Y8/1灰白
瓦質 蓋 （2 ．4 ）［23．4 ］ 内面に炭化物付着

533 包含層 i：横ナデ i：ナデ N3/暗灰

o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ294 16 区 2.5Y6/2灰黄
瓦質 蓋 （3．4 ）［29．4］含層 i：横ナデ i：ナデ 2.5Y6/1 黄灰

534 包

294 16 区 o：指頭押圧→横ナデ o：指頭押圧→ナデ 10YR8/2 灰白
瓦質 蓋 （2 ．2 ）［29．2 ］

535 包含層 i：横ナデ i：ナデ 10YR8/2 灰白

： o：指頭押圧→ナデ293 16 区 o o： 2.5Y8/1 灰白
瓦質 土釜？ （10．2） 二次焼成痕

536 包含層 i ： i：ナデ i： 2.5Y7/1 灰白

294 16 区 口o ：ナデ 体o ：ナデ 脚o ：ナデ 2.5Y2/1黒 外面に炭化物付着
瓦質 五徳 （4．8 ）［18．0 ］ 10YR4/2 灰黄 内口i ：ナア 体i ：ナデ 脚i ：ナデ 褐 面に二次焼成痕537 包含層

294 16 区 o：横ナデ o：縦・横のナデ ：o 2.5Y7/3浅黄、N4/灰
瓦質 風炉？ （4 ．5 ）

538 包含層 i：横ナデ i：横ナデ i： N3/ 暗灰

294 16 区 o o： ：o
） ：横ナデ 2.5Y5/1黄灰

瓦質 ？ （3 ．4
539 包含層 i：横ナデ i： i： 10YR7/4にぶい黄橙

294 16 区 o：横ナデ ：o ：o 2.5Y5/1黄灰
瓦質 ？ （3．1 ）

540 包含層 i：横ナデ i： i： N4/ 灰

294 16 区 o o： o： 2.5Y5/1黄灰
瓦質 ？ ：横ナデ

（2 ．1） 内・外面に煤付着
541 包含層 i：横ナデ i ： i： N4/ 灰

294 16  区 o：横ナデ ：o o： N4/ 灰
瓦質 ？ （2 ．6 ）

542 包含層 i：ナデ i ： i： N5/ 灰、2.5Y7/1灰白

294 16  区 o：横ナデ o ：指頭押圧 ：o N4/ 灰、2.5Y7/1灰白
瓦質 椀 （4．7 ）［11．8］

543 包含層 i：横ナデ i ：指頭押圧、縦方向のナデ i： N6/ 灰

口o ：指頭押圧→横ナデ
295 16  区 口i ：指頭押圧→横ナデ 体o ：指頭押圧→ナデ 底o ：

瓦質 甕 （13．6）［27．1］ 頸o
4 含 ：指頭押圧→横層 ナデ 炭素の付着が少ない

54 包 体i ：指頭押圧→ナデ 底i ：
10YR7/1灰白、2.5Y6/1黄灰
2.5Y6/1黄灰、2.5Y7/1灰白

頸i ：指頭押圧→横ナデ

－257 －
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