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第1章 調査の経緯と経過

第1節 調査の 経緯

1 経 緯

愛媛県は松山市西野町から砥部町宮内にまたがる地域に、大規模な児童公園として「えひめこ

どもの城（仮称）」の建設を計画した。建設予定地付近は松山南部における窯跡及び古墳の密集地

である。愛媛県教育委員会（以下県教委）は平成7年6月に踏査を実施し、試掘箇所を選定した。同

年12月には県教委と愛媛県埋蔵文化財調査センター（以下埋文センター）が試掘調査を実施し 埋

蔵文化財の有無を確認した。その結果をもとに愛媛県と県教委が協議した結果、遺跡を確認した

地点において、発掘調査を行うこととなり、埋文センターが愛媛県の委託を受け、発掘調査を実

施することとなった。

2 調査体制

（平成8年度） （平成9年度）

阿部 茂 理事長 阿部 茂

郷田 良雄 常務理事 郷田 良雄

川元 栄一 綛務課長 川元 栄一

谷若 倫郎 調査課長 大山 正風

西川 真美 調査第三係長 谷若 倫郎

三好 一史 調査員 西川 真美

理事長

常務理事

担当主任

調査員

調査員

調査員

嘱託員 山崎 友紀 臨時調査員 平田 慶子

臨時調査員 豊田 倫典

第2 節 調 査 の 経 過

発掘調査は最初に西野地区（平成8年7月10日～平成8年10月27日）、続いて砥部地区（平成8年10月

28日～平成8年12月27日）を実施した。発掘調査は西野地域10,000㎡、砥部地域2,600㎡を対象として

行った。

西野地区においては、調査区を北方向から谷筋に沿って3区画に分け、それぞれを1区・2区・3

区とし1区の西側を1a区、東側を1b区と設定し、1区～3区の順に作業を行った。

各地区の調査の手順としては、トレンチを人力で掘削し、堆積土層を確認した後表土を機械で

除去した。その後公共座標を持つ基準杭を5mメッシュで設置し、順次人力で遺構・遺物の検出

を行った。調査の結果、西野地区では古墳時代後期の窯跡及び集落、砥部地区では、同期の古墳

の存在が明らかとなった。

検出した遺構・遺物については基準杭をもとにした平・断面図の測量、写真撮影等の記録を行 

った。遺構測量は西野地区は縮尺1/20の50cmコンタで実施し、主要遺構の遺物出土状況は縮尺1/10

の微細図を作成し取り上げ、その他はグリット単位のドット方式で行った。砥部地区は、古

墳の地形測量は縮尺1/20の10cmコンタ、それ以外を縮尺1/50の50cmコンタで実施した。石室の展

開図及び遺物出土状況は縮尺1/10、それ以外は縮尺1/20で行った。

1



西野地区では平成8年10月13日に 砥部地区においては平成9年2月8日に一般の説明会を開催し、

調査成果の公表を行った。

図2 遺跡の範囲
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第2章 遺跡の環境

第1節 地理的環 

四国山脈中の三坂峠に水源を発する御坂川（720m）と上尾峠（456.9m）に水源を発する砥部川は、

その両岸に河岸段丘や扇状地を形成しながら下流の砥部町高尾田で合流し重信川に流入し、重信

川は松山平野を東から西へ貫流し伊予灘へ流入している。御坂・砥部両河川に挟まれた地域は、

南から黒森山（1,154m）、塩ヶ森（328m），大友山（407m），古鎌山（128m)と続く山塊がひろがっている。

この山塊の北端には標高80m前後の洪積台地が存在し、御坂川の形成した沖積平野へと続いている。

本地域の地体構造は、塩ヶ森から障子山（885m）の北麓を東西に走る中央構造線により西南日

本外帯と西南日本内帯の南北に区分される。西南日本外帯は結晶片岩類で構成される三波川変成

岩類からなり、西南日本内帯は砂岩と頁岩の互層の和泉層群からなっている。砥部川と御坂川が

合流する付近では、河岸段丘及び扇状地が発達し、砂岩・頁岩・安山岩・緑泥片岩等の段丘堆積

物で覆われている。

今回、発掘調査を実施した西野春日谷遺跡は、砥部町と松山市にまたがる県営運動公園の南東

に形成される河岸段丘の東端に位置し、通谷池2号墳は大友山から北に延びる舌状段丘上に位置

している。

第2 節 歴 史 的 環 境

松山平野の南部、特に砥部川の河岸段丘上は愛媛県でも屈指の遺跡の密集地として知られてい

る。特に今回調査を行った両遺跡の周辺には古窯跡や古墳が多く分布している。

旧石器時代から縄文時代

旧石器時代の遺物は土壇原Ⅴ遺跡・長田遺跡出土のサヌカイト製のナイフ形石器がある。

縄文時代においては、早期の土壇原Ⅱ遺跡、前期の谷田Ⅰ遺跡、後期の上野遺跡、晩期の長田遺跡

等が検出されており、縄文時代を通じ、永続的に集落が営まれていたことがわかっている。

弥生時代

前期は、集落跡が検出されておらず不明な点が多いが、墳墓が比較的多く発見されている。西

野3遺跡において石詰め式・敷石式木棺墓、土壇原V遺跡で壺棺墓、土壇原遺跡で円形土壙墓等、

墓制を考える上で貴重な資料が検出されている。

中期は、後半段階になると、西野Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡、釈迦面山遺跡、谷田Ⅲ・Ⅳ遺跡など多くの集 

 落が高位の河岸段丘上に営まれるようになる。集落は主に円形の竪穴住居により構成されている

が、西野及び釈迦面山遺跡においては掘立柱建造物も検出されている。

後期は、中期後半の集落が継続し営まれるが、集落立地が高位の河岸段丘だけでなく、中位か

ら低位の段丘にも広がっていく。特に土壇原28遺跡においては竪穴住居23棟、掘立柱建造物34棟

等の大規模集落が検出されている。墳墓においても水満田・土壇原Ⅵ・西野Ⅲ・釈迦面山等多く

の遺跡が挙げられる。
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扇状地堆 積物（砂礫）

扇状 地堆 積物（礫）

段 丘堆 積物（礫・砂・シ ルト・粘土）

段丘堆積物Ⅲ（砂礫）

段丘堆積物Ⅱ（礫）

段丘堆積物Ⅰ（礫）

砂岩・頁岩互層

崖錐堆積物

岩屑流堆積物（礫）

黒色片岩

閃緑 ひん岩

安山岩質岩石

礫岩がち堆積物

凝灰岩質岩石

緑色片岩

珪質片岩

図3 周辺の表層地質
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     21  城ノ向古墳群

22通谷池2号窯跡
23通谷池1号窯跡

  24 通谷池4号窯跡
25通谷池3号窯跡

1西野春日谷遺跡
2通谷池2号墳

3西野大池窯跡群
4古鎌山窯跡群

5谷田1号窯跡  

6 谷田2号窯跡
7大下田南古墳群 
8運動公園古墳群   

26通  谷山古墳

27春日・松ヶ谷古墳群
28   八塚古墳群

9 釈迦面山北遺跡（古墳）群  
10土壇原遺跡（古墳）群   

11  麻生小学校南遺跡
12 高尾田遺跡

13拾町Ⅱ遺跡 
14水満田遺跡群
15三角遺跡

16宮内大畑遺跡
17重光古墳群 
18水満田古墳群
19 三角古墳群

20梁瀬山遺跡（古墳）群

図4 周辺の遺跡分布
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古墳時代

前期・中期の集落は検出されていないが、最近の調査により後期の集落資料が蓄積されつつあ

る。後期の集落跡としては砥部川に面する低位河岸段丘上に高尾田・水満田・三角・麻生小学校

南遺跡などの竪穴住居と掘立柱建造物で構成される集落跡が検出されている。その他、高位の河

岸段丘上には、6世紀中葉から7世紀初頭の須恵器・埴輪などを窯業する集団の集落である谷田

Ⅰ・Ⅳ・Ⅵ遺跡がある。

須恵器の窯跡は砥部川右岸の古鎌山地域を中心に18基周知されており、谷田窯跡群（谷田1・2

号窯跡）が正式に報告されている。本地域の窯業の始まりは6世紀中葉の須恵器・埴輪併焼窯の谷

田2号窯・古鎌山1号窯・西野大池3号窯・通谷池1号窯と考えられる。続いて6世紀後葉から7世紀

初頭の谷田1号窯・古鎌山2号窯・西野大池1・2・4号窯が営まれる。この時期から砥部川左岸に

おいても柳瀬山窯跡で窯業経営が始まり、7世紀代においては砥部川左岸が窯業経営の主体を占

めるようになる。

古墳は、前期のものは報告されていない。

中期古墳は主体部から捩文鏡が出土した三角1号墳、箱式石棺や割竹形木棺を主体部とする土

壇原Ⅰ遺跡や円筒埴輪棺を検出した土壇原Ⅴ遺跡、珠文鏡が出土した土壇原5号墳、その他にも土

壇原3・10号墳、釈迦面山1・2号墳等がある。

後期になると古墳の造営が盛行し、6世紀後半に河岸段丘上や丘陵上に多くの群集墳を形成す

る。砥部川の左岸には、木満田（金比簇山支群）・水満田西（金比簇山支群）・長田・三角・梁

瀬山・城ノ向・宮内大畑・の各古墳群、右岸には土壇原・釈迦面山・大下田・大下田南・古鎌

山・西野・谷田・通谷池の古墳群、やや離れるが御坂川流域に春日・松ヶ谷・八塚の各古墳群が

立地している
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第3章 西野春日谷遺跡

第1節 遺跡の概要

1   遺構の概要（図5・7・8）

西野春日谷遺跡は松山市と砥部町にまたがる愛

媛県総合運動公園の南の分岐丘陵の傾斜地（標高約

66～72cm）に営まれ、絶対位置は北緯33°45′36″、

東経132°48′06″で、行政的位置は松山市西野町

485 番1である。本遺跡の北側は、谷田1号窯跡ほ

か12基の窯跡が確認されている古代の大窯業地域

（表1）である。本調査区内では確認調査の段階より、

多量の須恵器片や窯壁が見つかっており、調査前

図5 窯業区域
から須恵器の窯跡の存在が想定されていた。

今回西野春日谷遺跡において検出した遺構は、その性格により3区域（焼成・作業・居住）に分

けることができる。遺構内容は馬蹄形の周溝を伴う半地下式登窯1基、窯跡に伴う灰原（焼成区

域）、溝5条、テラス状遺構5基、土坑3基、土器溜まり1基（作業区域）、方形竪穴住居2棟（居住区

域）である。窯は調査区の北東隅、遺跡の立地する丘陵の先端付近に築かれており、窯跡の直ぐ

西側に作業区域、その外側に居住区域が広がっている。

各区域の遺構の高位（山側）には排水用の溝が掘られ、窯を操業していた工人の防水への気配り

が見てとれる。

表1 窯跡一覧

番号

1

窯跡名

柳瀬窯跡

所在地
砥 部 町

・

上 原 町

標高（m）

100

構造 埴輪の有無 時期 備考

半地下式 登窯？
無

6C後半～7C

2 宮内窯 跡 砥部町・宮内
83 半地下式 登窯？

無
7～8C

3 北 川毛窯 跡 砥部町・北 川毛 120 不 明 無 7～8C

4 谷田1号窯跡 松山市西 野町
92 半地下式 登窯 有 6C後半～7C初

5 谷田2号窯跡 松山市西野町
95 半地下式 登窯 有 6C 中葉～後半

愛媛県総合運動公園報告書Ⅲ

愛媛県総合運動公園報告書Ⅲ

6 古 窯山1号窯跡 松山市西野町
95 半地下式 登窯？ 有 6C 中葉

7 古窯山2号窯跡 松山市西野町
80 半地下式 登窯？ 無 6C 後半

73 半地下式 登窯？ 有 6C 後半

73 半地下式 登窯？ 無 6C 後半

8 西野大池1号窯跡 松山市西野町

9 西野大池2号窯跡 松山市西野町

10 西野大池3号窯跡 松山市西野町 73 半地下式 登窯？ 有 6C 中葉

11 西野大池4号窯跡 73 半地下式 登窯？ 無 6C 後半

76 半地下式 登窯？ 無 6C 後半

？ 不明 有 不明

12 西野1号窯跡

13 上野1号窯 跡

14 通谷池1号窯跡

松山市西野町

松山市西野町

松山市西野町

砥部町宮内 110

半地下式登窯？

有 6C 中葉

15 通谷池2号窯 跡 75

半地下式登窯？

無

6C 後半

16 通谷池3号窯 跡 110 不明

無

不明

17 通谷池4 号窯 跡 93

半地下式登窯 無

8C 前半

18 千足1 号窯跡

砥部町宮内

砥部町宮内

砥部町宮内

砥部町千足 104

半地下式登窯

無

8C

19 西野春日谷遺跡 松山市西野町 69 半地下式登窯

無

6C 後半 ～7C 初

砥部町埋蔵文化財報告書Ⅱ

砥部町埋蔵文化財報告書Ⅱ

1号窯 本書収録
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表2 遺構一覧
単位：cm

遺 構 グリット 形態 埋土［Munsell］ 長さ 幅 深さ
他の遺構との関連
＜切る＞切られる

出土遺物 備考

窯跡

1号窯 J－9.10 楕円 図9参照 400≦ 190 100 須恵器 半地下式登窯

灰原

灰原 　C－11．12 扇形 図16参 1，000 400 50～80 ＞SD- 04 須恵器・円筒埴輪・窯壁

溝

SD－01 A－9．10 馬蹄形 図8参照 1，650 150～200 52～72 ＞SK－04 須恵器・円筒埴輪・土師器・窯壁

SD－02 J－5 屈曲 明黄褐色土10YR6 ／6 1，150 60～84 30 SI－01（付属）

SD－03 F－7 直線 明黄褐色土10YR6／6 830 44 40 須恵器

SD－04 C－9．10 湾曲 図8参照 2,350  60～110 10～60 ＜SY－01 須恵器・窯壁

SD－05 B－6．7 直線 暗褐色土10YR3／3 284 76 20

SD－06 I－11～C－13 湾曲 黒褐色土10YR3／2 3,000 80～360 20 須恵器・窯壁

テラス状遺構

SY－01 D－9 不整形 図24参照 620 270 22 ＞SD－04 作業場

SY－02 B－8．9 長方形 明黄褐色土10YR6 ／6 510 340 12 作業場

SY－03 B－7．8 方形 黄褐色土10YR5／6 350 350 12 作業場

SY－04 E－8．9 長方形 図30参照 730 520 50 作業場

SY－05 J－5．6 方形 明黄褐色土10YR6／6 306 204 6 SI－01（付属）

須恵器・窯壁

須恵器・鉄斧・窯壁

須恵器・円筒埴輪・窯壁

須恵器・鉄斧・窯壁

台石 作業場

土坑

SK－01 K－5 楕円 図43参照 84 60 18 SI－01（付属） 火処？

SK－02 C－8 楕円 褐色土10YR4 ／6 120 82 14 SX－01下 面出土 作業場

SK－03 C－7 隅丸方形 暗褐色土10YR3／3 208 112 28

SK－04 A－9.10  楕円   暗褐色土10YR3 ／3 264 125 136 ＜SD－01

須恵器

須恵器・台石

須恵器・円筒埴輪・土師器・窯壁

須恵器・土師器・窯壁 焼土との互層

土器溜まり

SX－01 D－8 楕円状 暗褐色土10YR3 ／3 380 90 須恵器・土師器

竪穴式住居

SI－01 J－5．6 方形 図43参照 410≦ 410≦ 18 SD－02．SK－01 須恵器・土師器

SI－01 H－7．8 方形 黄褐色土10YR5／6 500≦ 500≦ 24 須恵器
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図6 全測図

図7 遺構の配置
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杯蓋 杯身 高杯

Ⅰa類

Ⅰa類

脚部 杯部

Ⅱa類

Ⅱa類

Ⅰ類

a類

Ⅱb類

Ⅱb類
Ⅲa類

Ⅱ類

b類

Ⅲa類 Ⅲb類

Ⅲ類

C類

Ⅲb類
Ⅳb類

Ⅳb類
Ⅴa類

Ⅳ類

Ⅴb類

Ⅴ類Ⅵb類

図8 須恵器形態分類

2 遺物の概要

遺物は、窯体内からはほとんど検出されなかったが、窯の周辺の各遺構から出土した遺物の種

類と数量を見ると須恵器1496・須恵質円筒埴輪281・土師器8・装身具1・鉄器2・石器2の総数

1790点（注1）である。その内訳は須恵器（杯身144・杯蓋166・高杯148・高杯蓋2・𤭯3・椀4・鉢

11・壺139・壺蓋4・ 甕864点（注2）・甕蓋4点・装飾土器5点・陶製紡錘車1点・三足付円面硯1点）、

土師器（堝7・甕1）、装身具（土玉1）、鉄器（鉄斧2）、石器（台石2）である。以下順次遺構毎に種類

別・器種別に報告していく。個別を観察するにあたって、多量に出土している須恵器の供膳具

（杯蓋・杯身・高杯）と円筒埴輪を分類・記号化した。須恵器の分類は形態・法量・調整技法を基

準に行った。杯の分類は奈良国立文化財研究所の分類（注3）を基準にしたが、法量は西野春日谷

出土須恵器のデータをもとにした。須恵器の時期は、主に大阪・陶邑編年（注4）に拠り、必要に

応じて京都・隼上がり瓦窯の須恵器編年（注5）も援用する。
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（1）須恵器の分類（図6）

今回出土した杯身・杯蓋は総て杯H 及び杯H蓋である。 

杯蓋（杯H蓋）

    Ⅰ類⁷天井部は平坦でやや角ばる。大型で深い。(口径14cm以上、器高4.4cm以上）

    Ⅱ類⁷天井部はやや丸く、椀を伏せた形である⁹中型でやや深い。(口径13～14cm、器高4～5cm） 

    Ⅲ類⁷天井部は平坦で、扁平な椀を伏せた形である。やや小型で浅い。( 13cm 、器高

3cm前後）

   Ⅳ類⁷天井部は平坦で、扁平な椀を伏せた形である。小型で浅い。(口径12cm前後、器高3

～4cm ）

  杯身 （杯H）口径・器高以外に容積を計測した。

Ⅰ類⁷底部は丸く、立ち上がりは長く内湾する。大型で深い。（口径14cm以上、器高4cm

前後、破片資料のため容積値は不明）

Ⅱ類⁷底部は平坦で、立ち上がりはやや長い。やや大型でやや浅い。（口径13cm前後、器高

3.7～4.0cm未満、容積200cc・175cc）

Ⅲ類⁷天井部は丸く、立ち上がりはやや短く内傾する。中型で深い。（口径12.5cm前後、器高

4cm 前後、容 積200cc）

Ⅳ類⁷底部は平坦で、立ち上がりは短く強く内傾する。やや中型で深い。（口径11．5cm、器

高4cm前後、容積175cc）

Ⅴ類⁷底部は平坦で、立ち上がりは短い。やや小型で浅い。（口径11cm前後、器高3cm前後、

容積125cc）

Ⅵ類⁷底部は平坦で、立ち上がりは短い。小型で浅い。受部・立ち上がりの器壁が薄く仕上げ

られている。（口径11cm 前後、器 高2.5cm前後、容積100cc）

天井部及び底部調整は回転ヘラ削 り調整のものa、回転ヘラ切り後 ナデや静止削 りなどの追加

調整を行うものb、回転ヘラ切り未調整のものcとする。

高杯 完形品が少ないため脚部の形状と杯部の形状を分けて分類する。

脚部

長脚で2段の透かしが入る。

長脚でヘラによる切り込みが入る。

（脚高4.5cm前後）中脚で1段の透かしが入る。

中脚で透かしが入らない。 （脚高3.0cm前後）

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

Ⅳ類

Ⅴ類 短脚

杯部

a類

b類

c類

立ち上がりのある椀形

立ち上がりのない椀形

直立気味に外反するやや角張った椀形
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（2） 埴 輪 の分 類

本遺跡において、須恵質系円筒埴輪が約280点出土している。 器面に2次調整を施さないことか

ら川西編年5期新段階（注6）に相当する。完形のものは無く、全容は不明である。ここでは、タガ

の形態 及 び外 面 調整 を基 準 に分類 を行 い たい。

A  外面縦あるいは斜めハケ（単位7本以上）、内面ナデ。タガは幅狭で高めの明瞭なもの。

B

最下段のタガに断続ナデ技法が採用。上位2段目に円形の透かしが施される。

外面粗い斜めハ ケ（単 位6本）、内面ナデ。 断面「M」字形 で、やや角が丸く、 鈍い。

位2段目に透かしをが施される。 断続ナデ技法は採用されていない 。

C   外面粗い縦ハケ（単位4本）、内面ナデ。タガは断面台形だが、低く鈍い。円形の透かし

が施 さ れる。

注

1 数量は破片総数であるが、復元により個体を識別できるものは1点とした。

2 小破片においては内面に同心円文の当て具痕が残る破片を積極的に甕と認定し、数量計測を行った。

3   奈良国立文化財研究所編『平城宮発掘調査報告Ⅱ・Ⅳ』．1962、『飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅲ』．1990�

を参照した。

4 陶邑編年は中村編年（大阪文化財センター編『陶邑Ⅲ大阪府文化財調査報告第30輯』大阪府教育委員

会。1978、中村浩著『和泉陶邑窯の研究－須恵器生産の基礎的考察－』柏書房．19881）を主用した。

5 宇治市教育委員会編「隼上がり瓦窯跡発掘調査概報」『宇治市埋蔵文化財発掘調査概報』第3冊

宇治市教育委員会．1983．菱田哲郎「畿内の初期瓦生産と工人の動向」『史林』第60巻第3号．1980

6 川西宏幸「円筒埴輪総論」『考古学雑誌』第64巻第2号．1978．

第2節 遺構と遺物

1 焼成区域

（1）窯跡

1号窯 （図9・10 ）

1号窯は、調査区の北東隅、 標高68mの緩斜面の先端部に築か れ、 地 山を約1mほど掘り込 んで

作られた半地下式登窯であり、山側に馬蹄形の溝（SD-01）が巡っている。窯体は、検出部から推

測すると斜面に対しほぼ直交して構築してあり、主軸方向はW-9°-Sである。後の開墾のため、

天井部 、燃焼部 ・焚き口 ・前庭部 ・煙道部は削平 さ れてい たが、 焼成部の半地下部分か 遺存して

いた。焼成部の残存規模は、残存長4.0m、最大幅1.9mであり、約20度の傾斜を持って登っている。

窯は削平が著しく天井部も崩落しており、全容は不明であるが 、窯断面や窯内・各遺構から検

出した窯壁片を観察することにより、 窯の構築状況を類推することがでる。1号窯の特徴とし

ては、 窯体の崩落を防ぐため、 直径約3cmの棒状のものを窯体の傾斜に平行にわたして 天井部を

築いているところであり、壁面はスサ（3cm位に裁断した藁 ）を混入した粘土を数cmの厚さで塗る

ことにより造られていたと考えられる。

12

窯体 断面 を観察 す る と、 最初 の窯 壁 の外 面 は、 酸 火炎 焼 成 を受 け てお り、1 号窯 の 築造 時 に空

焚きを行ったことが考えられる。また大規模な側壁補修痕が2回確認でき、2回目の補修時に1回

目 の床 面 を約0.35m掘り下げ、 補 修窯の床としている。 補修方法は壁面は基本的に構築時と同じ



であるが、スサ入り粘土で窯体を造る前に黄褐色 の粘質土を数cm 張ってい る。床面の補修 にお

いては、砂礫土を数cm入れ、新たな床面としている。その床幅は、1.3mである。床面の確認は

還元層（灰層）を1つの指標として行っている。1号窯では還元層 の床面が3面確認されてお り、補

修前の壁体とあわせて、最低5回の窯の操業が推定される。

窯内からは須恵器片 とともに埴輪片が出土 してお り、1号窯 は、須恵器・埴輪の併焼窯と考え

られる。

SD-01（図11）

1号窯の西側 に巡る馬蹄形をした溝である。1号窯への水の進入を防ぐ排水溝と考えられる。溝

幅は1.5m～2.0mを測る。埋土は、掘削土（1層：にぶい黄褐色土）と焼土（2・3層：明赤褐色土）の互

層堆積であり、1号窯の焼成後の残存物（灰や土器片）で埋められたと考えられる。溝には3回の焼

土層の堆積が確認出来、1号窯の3度の焼成後溝の機能が停止したことが考えられる。また、2回

目の焼土 の堆積後、南側に存在するSD-04が掘られている。埋土中からは、窯壁や須恵器片 ・埴

輪片が多量に出土している。須恵器の復元作業において、溝の上下の遺物が接合し、周辺のSY-

02及びSK-04の遺物と接合することがわかっ た。このことはSD-01の1号窯の排水溝としての機能

は短期間に終了し、その後焼成土器の不良品の廃棄場所となったことが推測できる。

遺物は須恵器が316点（杯身46・杯蓋52・高杯36・高杯の蓋2・壺25・甕148・甕蓋1・短頸壺の

蓋2・鉢1・椀1・甑1・装飾須恵器1）、須恵質円筒埴輪53点出土し、そのうち須恵器25点、須恵質

埴輪A類4・B類1・C類1を図示した。溝の埋没時期は出土須恵器から陶邑編年Ⅱ型式4段階と考え

られる。

須 恵器（図12・13）

蓋

1～3は杯蓋Ⅰa類である。器高の高い（4.4～4.9cm）法量の大きな（口径13.5～14.8cm）杯蓋である。

形態的には、平坦気味の天井部からカーブ を描いて口縁部に下りる もので、口縁が屈曲するもの

（1）としないもの（2・3）がある。端部はすべて丸く仕上げられているが、1は外方向につまみ出さ

れている。総て天井部外面は回転ヘラ削 り調整であるが、調整は天井の平坦 な部分のみである。

天井部内面は回転ナデ調整である。1・2は天井部に窯壁が付着してお り、3は焼成が軟質で灰白

色をしており、外面に煤が付着している。

4・5は杯蓋Ⅳb類である。器高の低く（3.2～3.5cm前後）、小型の（口径12.7～13.2cm）扁平な杯蓋

である。口縁が僅かに屈曲するもの（5）としない もの（4）がある。天井部外面は回転ヘラ削り調整、

内面は回転ナデ調整である。

杯身

6～8はたちあがりを有する杯である。6は杯身Ⅰa類である。器高の高い（4cm）大型（口径14cm）の

杯身である。たちあがりは長く内傾し、端部は丸い。底部は回転ヘラ削り調整、内面は回転ナデ

調整である。内外面灰被りが顕著である。

7・8は器高の低く（3.1～3.2cm）、小型（口径11.0～11.2cm）の扁平な杯身である。たちあがりは短

く内傾し、端部はやや尖り気味である。7は杯身Ⅴa類である。底部はやや丸みをおびており、外

13



1 にぶい黄褐色土⁷10YR5／4（炭を含む）

10YR6／61′明黄褐色土⁷

2 明赤褐色土⁷

3 明赤褐色⁷

5YR5 6(焼土・炭を含む）

2 5YR5／6（焼土を多量に含む）

図9⁷1 窯・SD-01・04
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1回目の壁面

2回目の壁面 （補修後）

酸化層

還元層

土層説明

1 表土
2黄褐色砂質土
3黒褐色砂質土
4灰黄褐色砂質土
5明赤褐色砂質土
6暗褐色砂質土
7にぶい黄褐色砂質土
8黒褐色砂質土
9黄褐色砂質土
10黄褐色砂質土
11明赤褐色砂質土

12黄色土
13明赤褐色砂質土
14橙色砂質土
15明黄褐色砂質土
16橙色砂質土：酸化

17橙色粘性土：酸化
18灰色砂質土：還元
19灰白色砂質土：還元
20 褐灰色砂質土：酸化
21灰白色砂質土：還元

22 にぶい橙色粘性土
23 黄橙色粘性土
24灰色砂質土

図10⁷ 1 窯 窯体
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面は回転ヘラ削り調整、内面は回転ナデ調整である。受部内面に窯壁が付着している。

8は杯身Ⅴb類である。底部は平坦で、底部外面は回転ヘラ切り後静止ナデ調整、内面は回転ナ

デ調整である。

高杯

9は有蓋高杯の蓋（口径14.8cm・器高4.75cm）である。天井部に扁平で中央の窪んだつまみ（直径

2.7cm）を持つ。つまみ以外の形態・調整は杯蓋Ⅰa類に似ている。焼成が軟質で灰白色をしている。

10・11は無蓋高杯の杯部c類である。やや丸みを持つ底部から外傾して開く杯部で、端部はや

や尖り気味である。2箇所に鋭い稜が巡り、その間に10は「ノ」字状のヘラ描き文、11は右上が

りの刺突列点文が施されている。

12は丸い椀形の高杯の杯部（体部最大径11.9cm）である。杯体部中央に浅い沈線が2条巡り、そ

の間に刺突列点文が施されている。杯底部外面は回転ヘラ削り調整、内面は静止ナデ調整である。 

13～17は高杯の脚部である。13～15は脚部Ⅰ類である。直線的に下る脚柱部から「ハ」字状に外

反する形態のものである。総て透かしを持っている。13は中位1/2に浅い沈線が2条巡り、その前

後に長方形の透かし（透かし幅0.4m）が2方向に入っている。脚柱部上面に回転ヘラ削り調整、脚

柱部内面に絞り痕が見られる。14は中位1/2に沈線が2条巡り、沈線の下位に三角形の透かしが4

方向に入っている。脚柱部内面に絞り痕が見られる。15の裾端部は尖り気味で、内面で接地して

いる。長方形の透かしが4方向に入ると推定できる。16・17は脚部Ⅲ類である。16は裾部付近で

屈曲し、端部は僅かに上方に肥厚している。長方形の透かしが認められる。17は裾部で屈曲する

もので、端部は丸みをおびた長方形である。長方形の透かしが2方向に入っている。脚中位外面

に「×」のヘラ記号が入る。高杯は焼成・胎土によって3種類に分かれる。内外・断面共に灰色

のもの（10・11・15・16）、灰白色のもの（12）、内外面は灰色だが、断面が暗赤褐色を呈するもの

（13・14・17）である。

壺

18～20は壺の一部である。完形品は1点もなかった。18は脚付壺の底部～脚部にかけての破片

である。脚部には円形の透かしが見られる。底部外面は回転ヘラ削り調整、内面は静止ナデ調整

である。脚内面に焼成時のひび割れ痕が放射状に入っている。19は長頸壺の口縁部である。直線

的に外方向に延びた後、緩やかに内湾するもので、口縁端部はやや尖り気味である。口縁内面に

窯壁の付着がみられる。20は脚付壺の脚部である。「ハ」字状に下りた後屈曲し、内湾気味に開

いた裾部に至る。脚柱部と脚裾部の境は鋭い稜によって区別される。脚裾部内面は僅かな段を持

ち、端部は丸い。脚柱部には長方形の透かしが2方向に入っている。焼成時の焼き歪みが裾端部

に見える。

甕

21は小型甕の口縁部（口径15.6cm）である。口縁部は頸部より直線的に延びた後内湾し、端部は

内傾する面をなす。外面には2条1単位の沈線が2箇所巡り、その間に右下がりの斜行ヘラ描き文

が施されている。内外面とも回転ナデ調整である。
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図11 1号窯・SD-01)遺物出土状況
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12

13

14 15

16 17

18

19

20

図12  SD-01出土遺物1（須恵器）
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甕蓋

22は大型の甕蓋（口径36cm）である。今回検出した天井部に環状のつ まみを持ち、傘状に大きく

開くものを甕蓋ととして報告する。（注1）丸い天井部から大きく「ハ」字状に下り口縁部に至る。

口縁端部は粘土紐の外方向への折り曲げによって肥厚しており、形状は丸い。つまみ（口径4.5cm、

つまみ高11cm）は環状で、内傾して僅かに延び、端部は丸みを持ち、天井部とつまみの内面は区

切れがない。天井部外面1/2回転ヘラ削 り調整、内面1/2はハケ状工具による横 ナデ調整、1/2は同

工具による不整方向ナデ調整、以外は回転ナデ調整である。焼成は不良で色調は黄橙色である。

注1 岡山県古代吉備文化財センター「大年古墳群ほか」『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告102』岡山県文

化財保護協会1995

脚台

23は装飾の著しい脚台部片である。大きく「ハ」字状に開くものである。3条のキザミ目突帯

が張 り付 き、その間を右上が りの刺突列点文が施されている。破片 のため全容は不明であるが、

横長い透かしの痕跡が見られる。壺の脚台の一部と考えられる。

装飾須恵器

24は馬鈴を模した須恵器の陶鈴（器高2.6cm）である。装飾須恵器の一部分と思われる。つまみ

には方形状 の孔（孔径0.2cm）が穿たれている。

甑

25は角状の把手が付い た長胴の甑の体部（口径23.1cm）である。体部から口縁部まで直線的に外

方向に延びてるもので、口縁端部で外方向に僅かにつ まみ出されている。端部は丸い。外面は縦

方向のハケ調整、内面は指頭圧痕が残る。内外面に煤の付着が見える。

円筒埴輪 （図14・15）

26～31は円筒埴輪片である。26～28・30はA類である。26は口縁上面が凹面を呈す。口縁部内

面（口縁端部下6cm）はA種横ハケ、そのほかは指押さえの痕跡が明瞭に残る。色調は内外面共明

赤褐色で、焼成は良である。27は色調が内外面共暗赤褐色で、焼成は良好である。28・30 は両者

とも歪みが著しく、焼成時の不良品である。28は口縁端部が内外 に肥厚し、端面は平坦である。

色調は内外面はにぶい赤褐色で断面は赤色、焼成は良である。30はタガの間隔が狭いものである。

上から2段 ・4段目に円孔 を穿つ。色調は内外面は暗赤褐色で断面は灰色、焼成は良好である。29

はB類である。タガ間はA類より広く、タガの張り付け時にタガ下面を指で等間隔に強く押さえ

ている。色調は内外面灰 褐色で、焼成は良好である。31はC類である。還元焼成している。色調

は内面は灰色、外面はオリ ーブ黒色で焼成は良好である。
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21

22

23

24

25

図13   SD-01出土遺物2（須恵器）
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26

27

28

図14   SD-01出土遺物3（円筒埴輪1）
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29

31

30

図15   SD-01 土遺物4 円筒埴輪2）
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（2） 灰原 （図16）

1号窯の南西部に10m×4mの範囲で扇状に広がっている。灰原は50cm～80cm堆積しており、

上層から1．橙色弱粘性土層、2．黒褐色弱粘性土層、3．オリーブ褐色弱粘性土層＋黒色中粘性土層、 

4．灰褐色土層、5．黒色中粘性土層である。遺物は2・4・5層を中心に出土している。堆積状況を観

察すると、まず1号窯の南東の少し離れた低位に灰層（6層）が形成されている。間層（5層）の後に2

度目の灰層（4層）が堆積している。SD -01の南東端は4層によって埋没し、4層を切ってSD-04が掘

り込まれ、SD-04埋没後厚い灰層（2層）が堆積している。灰原の形成状況においては1号窯は3回

ないし4回の焼成が推測できる。

1橙色弱粘性土
2 黒褐色弱粘性土

3オリーブ褐色弱粘性土+ 土
4 灰褐色弱粘性土

5黒色中性粘土
6明褐色弱粘性土

 7黄褐色粘性土
8にぶい黄褐色粘性土
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2 作業区域

（1） 溝・自然流路

溝は6条検出した。5条の溝（SD-01～05）は丘陵の傾斜に直交するように掘られており、溝の低

位にある窯跡や住居やテラス状遺構の防水溝であったと考えられる。SD-06は1号窯の東側の低

位で検出された自然流路である。出土遺物はSD-01・SD-04以 外は極めて少なく、器種・器形の

わかるものも少数であった。

SD-01（図9・12）

 SD-01は1号窯で記述している。 

SD-02（図43）

SD-02は1号住居の0.7m山側（K-5，J-5．6グリット：標高71.5m）を周壁に沿って「く」字状に巡る溝

で東側で途切れている。溝幅は0.5m～1.0mである。埋土は基本的に明黄褐色である。遺物は須

恵器の小片が数点出土した。SD-02はSI-01の防水溝と考えられ、時期はSI-01と同時期である。

SD-03（図17）

SD-03はSY-04の山側（G-8，F-8，E-8グリット：標高69.5m）を南北に走る溝で、北端は、後世の土地

利用のため不明であるが、恐らく北側に位置するSD-05 のびていたと考えられ、作業区域への
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32

33

図18SD-03 遺物（須恵器）

防水を目的とした溝と考えられる。全長8.3m、

幅0.44m、深さ0.4mである。埋土は基本的に暗

褐色である。遺物は須恵器が4点（杯身1・高杯

2・甕1）、そのほか窯壁片が少量出土しており、

そのうち須恵器2点を図示した。溝の埋没時期

は、古墳時代終末（Ⅱ型式5段階古相）と考えられ

る。

須恵器 （図18）

杯身

32は杯身Ⅱb類である。やや大型（口径12.9cm）

でやや器高の低い（3.5cm）扁平な杯身である。た

ちあがりは短く内傾し、端部はやや尖り気味で、

底部は平坦である。底部外面は回転ヘラ切り未

調整後静止ナデ調整、内面は静止ナデ調整、そ

の他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色

調は青灰色である。

高杯

33は高杯の脚部Ⅴ類（底径8.2cm、脚高3.0cm）で

ある。やや太めの基部（基部径3.0cm）からラッパ

状に開いた後水平に延びるものである。端部内

面を僅かに肥厚させている。内外面回転ナデ調

整である。焼成は良好で、色調は灰白色である。 

SD-04（図9・19）

図17⁷SD-03及び遺物出土状況

SD-04はSD-01の南側（B-10～D-11グリット：標

高67.5m）に平行して検出した「コ」字状を呈す

る溝である。全長23.5m、幅0.6～1.1m、深さ0.1

～0.6mを測り、層位的には北接するSD-01埋没
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図19 SD-04遺物出土状況

後に掘り込まれており、埋土はにぶい黄褐色土、焼土や炭を含む明赤褐色土である。溝の北端は

1号窯の灰原により埋没していた。埋土中から須恵器の小片が出土しており、特に北側中央部か

らは多量の須恵器片に混じり、多量の窯壁片が出土している。SD-04の機能は、SD-01と同様、

水の進入を防ぐ排水溝と考えられるが、SD-04の内外・周辺を精査した結果、窯跡やピットなど

の内部施設は検出されず、このことからSD-04は1号窯の燃料（木材）の保管や製陶した土器（焼成
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前）の保管が行 われてい た空間の排水溝 と考えることがで きる。遺物 は須恵器が316点（杯身26・

杯蓋18・高杯29・1・壺26・甕214・鉢2）、須恵質円筒埴輪23点（A類3,B類18,C類2）を出土し、

そのうち須恵器15点を図示した。溝の埋没時期は、古墳時代終末（Ⅱ型式5段階古相）と考えられる。

須恵器（図20・21）

杯蓋

34は杯盖Ⅲa類である。やや大型（口径13.8cm・器高3.3cm）の扁平な杯蓋である。やや窪んだ天

井部からカーブを描いて下り、丸い端部へと至る。天井部外面は回転ヘラ削り調整、その他は回

転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色、天井部外面に暗オリーブ色の自然釉、口縁部

に土器片が付着している。天井部が焼け歪んでいる。

35は杯蓋Ⅲa類である。中型（口径13.2cm・器高3.8cm）の杯蓋である。丸い天井部からカーブを

描いて下り、丸い端部へと至る。天井部下に浅い 窪みを持つ。天井部外面は回転ヘラ切り未調整

後静止ナデ調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色である。

36・37は杯蓋Ⅲb）類である。中型（口径12.9～13.0cm・器高3.2～3.4cm）の扁平な杯蓋である。36

は丸 みをもつ天井部からカーブを描いて下り、丸い端部へと至る。天井部外面は回転ヘラ切り未

調整後静止ナデ調整、その他は回転 ナデ調整である。焼成 は良好で、色調は灰白色である。天井

部外面にヘラ記号を持つ。灰被りが著しい。37は平坦 な天井部よりカーブを描いて下り、口縁付

近で僅かに屈曲するものである。端部はやや尖り気味である。天井部外面は回転ヘラ切り未調整

後静止ナデ調整、その他は回転 ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色である。灰被りが

著しい。

杯身

38は杯身Ⅲa類である。中型（口径12.8cm）でやや器高の高い（3.75cm）杯身である。たちあがりは

短く内傾したのち直線的に立ち上がり端部は尖り気味に丸い。底部外面は回転ヘラ削り調整、そ

の他は回転ナデ調整である。焼成 は良好で、色調は灰色である。外面にオリーブ黒色の自然釉が

付着する。

39は杯身Ⅲb類である。やや大型（口径13.2cm）で器高の高い（4.0cm）杯身である。たちあがりは短

く内傾し、端部は丸い。受部下に浅い窪みを持つ。底部外面は回転ヘラ切り未調整後静止ナデ調

整、その他 は回転ナデ調整、底部 と体部の境に回転ヘラ削り調整が残る。焼成は良好で、色調は

灰色である。外面にオリ ーブ灰色の自然釉が付着する。口縁に蓋が付着してお り、重ね焼きの痕

跡が残る。

40は杯身Ⅲb類である。中型（口径12.4cm）で器高の高い（4.0cm）杯身である。たちあがりは短く内

傾し、端部はやや尖り気味である。受部は深く、端部が内湾気味 に外上方に延び、底部は凸凹し

ている。底部外面は回転ヘラ切り未調整後手持ちヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整である。

焼成は良好で、色調は灰色である。外面にオリーブ黒色の自然釉が付着する。

　41～43は杯身Ⅵb類である。小型（口径11.4～11.6cm）で器高の低い（2.4～2.8cm）扁平な杯身であ

る。たちあがりは短く内傾し、端部は尖り気味である。底部は平坦である。調整は総て底部

は回転ヘラ切 り後追加調整がなされ、その他 は回転ナデ調整である。41 は回転ヘラ切り後静止ナ　　
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デ調整が施され、42と43は底部と体部の境に回転ヘラ削り調整が残る。焼成は良好で、色調は灰

色である。外面には灰オリーブ色の自然釉、43の底部には窯壁が付着している。41は口縁部に杯

蓋が溶着しており、重ね焼きの痕跡が残る。

高杯

44は有蓋高杯の杯部a類（口径13.4cm）である。杯H と同形態で、たちあがりは短く内傾し、端部

はやや尖っている。杯部の器壁は薄く仕上げられている。細い脚部（基部径3.5cm）は2箇所に透か

しが施される。杯部内面は回転ナデ調整である。焼成は良好で色調は灰色、外面は灰被りが顕著

に認められる。

45は無蓋高杯の杯部c類である。底部から、外に直線的に延びる杯部で、端部は尖り気味に丸

い。底部と口縁の中位に鋭い稜が巡っている。焼成は良好、色調は褐灰色、灰被りが著しい。

46は高坏の脚部Ⅳ類である。46は太めの基部よりラッパ状に開き、端部近くで水平に延びるも

の（底部径10.8cm・基部径3.3cm）である。端部は上端を僅かに肥厚させている。内外面共に回転

34 35 36

38
37

39

41 42
40

4543

44

4 6 図20⁷ SD-04 土遺物1（須恵器）
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47

48

図21⁷SD-04 土遺物2（須恵器）
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ナデ調整である。焼成は不良で、色調は

にぶい黄橙色である。

広口壺

47は広口壺（口径15.2cm・器高22.8cm・

体部最大径24.7cm）である。口縁部は強

く外反して立ち上がり、端部は丸い。体

部は球形で、最大径 をほぼ中位に とり、

丸い底部へと続く。体部外面は平行たた

き調整、内面は同心円文の当て具痕が残

る。焼成は良好で、口縁及び肩部に暗オ

リーブ色の自然釉、底部外面 には黒灰色

の自然釉が付着している。口縁部には土

器片が付着し、体部下方には土器の付着

痕とそれによる歪みが明瞭に残る。全体

的に歪みが著しい。

甕

48は中型の甕（口径24.0cm・ 器 高 図22⁷SD-05 び遺物出土状況

48.0cm・体部最大径50 .2cm）である。 頸

部から外反して外方向に延び、端部近くで外方向に屈曲したのち肥厚している。端部断面は長方

形を呈す。体部は球形で、最大径を中位にとり、丸い底部へと続く。体部外面は平行たたき後横

ハケ調整、内面には同心円文の当て具痕が残る。焼成は良好で、口縁内面に灰オリーブ色の自然

釉が付着し、体部外面は灰被りが顕著である。

SD -05（図22）

49

図23⁷SD-06 土遺物（須恵器）
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SD-05はSK-03の北側（C-7グリット：標高68.5m）を北西から南東に走る溝である。北側は調査区

外に延び、南は土坑SK-03に切られているいるが、本来はSD-03と一体の溝と考えられる。全長

2.84m、幅0.76m、深さ0.2mを測り、埋土は基本的に暗褐色である。遺物は須恵器が70点（坏蓋

15・杯身13・高杯2・壺7・甕32）出土しているが、小破片であるため図示は出来なかった。

SD-06（図8）

SD-06は調査区の東端、丘陵の裾部に南北に蛇行して延びる自然流路あるが、後に窯の残存物

（灰や土器片）で埋没している。遺物は須恵器の小破片が多量に出土しているが、形態がわかる須

恵器1点を図示した。

須恵器 （図23）

横瓶

49は底部から体部がいわゆる俵形をなす横瓶（口径10.3cm・器高23.0cm）である。底部は丸みを

持ち、安定性に欠ける。頸部から口縁部は外湾し、丸い口縁端部に至る。体部は正面は偏球形、

側面はやや縦長の円形を呈す。外面は平行たたき後ナデ調整、内面には同心円文の当て具痕が残

る。焼成は良好で、体部全面に灰オリーブ色の自然釉が付着し、底部に杯身片が付着している。

（2） テラス状遺構

テラス状遺構は、平面形が隅丸方形ないし長方形を呈し、底面が浅く、平坦に掘り込まれた遺

構である。規模・形状は竪穴住居に類似するものもあるが、柱穴やカマドは検出されていない。

遺構内より、鉄斧・台石・粘土塊のほか、焼け歪みや窯壁付着や灰被りの顕著な須恵器の破損品

が多量に出土していることから、燃料の集材・製陶・製品の選別・廃棄を行った作業場と考える

ことができる。テラス状遺構は1号窯の南西側で4箇所とSI-01の北側で1箇所、計5箇所確認され

ている。1号窯の南西に広がるテラス状遺構は出土遺物及び出土状況から判断し、若干の新旧関

係が想定できる。まず1号窯の西に、SD-01に接するようにSY-02が1号窯の操業開始期（陶邑Ⅱ型

式4段階）に造営され、続いて1号窯の盛行期(陶邑Ⅱ型式5段階)にSY-03・04・01の3基が拡張され

ている。

SY-01（図24）

SY-01は1号窯の南方向（E-10，D-9．10グリット：標高68.0m）で検出し、SD-04に切られている。中

央が大きく窪み、平面形は南側は隅丸長方形、北側はいびつな楕円形である⁹主軸方向はN-39°-

Wである。規模は長辺6.2m、短辺2.7m、深さ22cmを測る。埋土は基本的に暗灰黄色土である。

遺物は床面直上から須恵器34点（杯蓋1・高杯1・甕26・壺5・装飾付須恵器1）が出土したが小破片

が多く、特徴的な須恵器2点を図示した。時期は、古墳時代終末（陶邑Ⅱ型式5段階古相）に造営さ

れた作業場と考えられる。

須恵器 （図25）

高坏

50は低脚の高杯の脚部Ⅴ類（底径7.7cm、脚高2.5cm）である。細い基部からラッパ状に開くもの

である。内外面回転ナデ調整である。脚部外面は灰被りが著しい。

装飾付須恵器
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1黄褐色土（2．5Y5 ／4）
2 にぶい黄色土（2．5Y6／4）

3 暗灰黄色土（2．5Y5／2）

3 黄灰色土（2．5Y6／2）

4 灰黄褐色土（10YR4 ／2 ）

5 浅黄色土（2．5Y7／3）

図24⁷SY-01及び遺物出土状況
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51は装飾付須恵器の人物像

（高さ4.7cm）と考えられる。両

50

51

腕は欠損しているが、痕跡よ

り、左腕は下に右腕は上に挙

げた状態で貼り付けられてい

たと推定できる。また、頭部

図25⁷SY-01 土遺物（須恵器）

にはみずらが表現されている。

頭部の上を指で押さえ、両目

の部分をつ まみ出すことによ

り鼻を、目と口は切り込みに

より表現している。細長い粘

土塊を捻り切った後指で成形したと考えられる。 

SY-02 （図26）

SY-02はSY-01の約4m北（C-9グリット：標高68.0m）で検出され、SD-01の南西コーナーに接して

いる。南東及び北東コーナーは検出されなかったが、平面形は隅丸長方形を呈する。主軸方向は

E-1°-Sであ る。規模 は長辺5.1m、短辺3.4m、深さ12cmを測る。埋土は基本的に明黄褐色土であ

る。出土遺物は床面直上から須恵器が217点（杯身16・杯蓋33・高杯17・甕136・甕蓋1・壺13・椀

1・装飾付須恵器1）、円筒埴輪片（A 類3・B 類1）、鉄器（鉄斧1）が出土している。そのうち須恵器9

点と鉄斧 を図示した。そのほかにも北西コーナー付近では幅約40cmの粘土塊が出土している。

時期は、1号窯の開始期（Ⅱ型式4段階）に造営され、1号窯最盛期（Ⅱ型式5段階古相）まで使用された

作業場と考えられる。

須恵器 （図27 ）

杯蓋

52は杯蓋Ⅰa類である。1/2欠損している。大型（口径14.0cm）の杯蓋である。丸みを帯びた天井部

からカーブを描いて口縁部に下りるものであり、天井部と口縁部の境が大きく窪んでいる。口縁

端部は丸く仕上げられている。天井部外面は回転ヘラ削 り調整であり、その他 は回転ナデ調整の

である。天井部外面 には窯壁が付着してお り、暗緑灰色の自然釉も見られる。焼け歪みが著しい、

杯身

53は器高（3.9cm）の高い杯身Ⅰa類である。丸い底部を持ち、たちあがりは長く外反し、口縁端部

は尖り気味である。底部外面及び体部外面1／2は回転ヘラ削り調整、内面は回転ナデ調整である。

焼成は良好で色調は暗青灰色である。1/2欠損しており、焼け歪みが著しい。

32

54はやや中型（口径13.9cm）の杯身Ⅲa類である。丸い底部を持ち、たちあがりは短く内傾し、

端部はやや尖り気味である。底部外面及び体部外面1／2は回転ヘラ削り調整、内面は回転 ナデ調

整である。焼成は良好で色調は灰黄色である。体部外面に黒色の自然釉が付着し、焼け歪みが著

しい。



1明黄褐色土10YR6/8

図26⁷SY-02 び遺物出土状況

椀

55は椀（口径12.5cm・器高7.0cm）である。平坦な底部から内湾してたちあがり、口縁端部は丸

い。体部の上位には2条、下位 に3条鈍い沈線が巡っており、沈線の間に右上がりの［ノ］字状の

ヘラ描 き文が施されている。底部外面回転ヘラ切 り後ナデ調整、その他は回転ナデ調整である。

底部内面にオリーブ黒色の自然釉、体部外面に土器片が付着し、やや焼け歪んでいる。底部外面

には「×」のヘラ記号が入る。
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53 5452

5 7

55 56 58

6059

61

図27⁷SY-02出土遺物（須恵器・鉄器）

壺

56は脚杯壺の体部～脚部（体部最大径13.9cm）である。体部最大径を肩部にとり、肩で強く屈曲

した後内傾して延びるもので、口縁部は欠損している。脚部（基部径5.4cm）は欠損し形態不明で

あるが、2箇所に方形の透かしが入る。内外面a共に回転ナデ調整であるが底部内面に不整方向の
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ナデ調整が残り、肩部上面に「ノ」字状のヘラ描き文が施されている。透かしの左右外面に削り

痕が見られる。

57は注ぎ口付壺である。底部から注ぎ口にかけての残存のため、器形の全容は不明である。平

坦な底部より外に開く体部へと続く。肩は丸みを持ち、肩部に注ぎ口（口径4.5㎝）が貼り付けら

れている。内外面共に回転ナデ調整である。内外面にオリーブ黒色の自然釉が付着する。

装飾付須恵器

58は装飾付須恵器の小壺（体部最大径3.9 ㎝）と考えられる。小片のため、器形の全容は不明で

ある。体部最大径をやや上位に持ち、偏球形を呈する。口縁部は欠損している。体部外面及び本

体接合面に指頭圧痕が残る。

甕蓋

59は中型の甕蓋（口径22.6 ㎝・器高9.0 ㎝）である。深く丸い天井部から大きく内湾して下り口

縁部に至る。口縁端部は粘土紐の外方向への折り曲げによって肥厚しており、断面は長方形を呈

す。つまみ（口径3.1㎝、つまみ高0.5㎝）は環状で、内傾して僅かに延び、端部は尖り気味であり、

天井部とつまみの内面は区切れがない。天井部外面2/3回転タタキ成形後カキ目調整、内面2/3は

同心円文の当て具痕、その他は回転ナデ調整である。口縁外面に斜格子状のヘラ描き文が施され

ている。

杯

60は焼成不良の杯（口径18.8㎝・器高5.6㎝）である。平坦な底部から内湾気味に立ち上がり、

口縁端部は外に突出している。端面は僅かに内傾する。底部外面は回転ヘラ削り調整、体部外面

はカキ目調整、内面は回転なで調整である。焼成は不良で、須恵器の生焼け製品である。

鉄器 （図27）

鉄斧

61は着柄部が袋状を呈する鍛造製の鉄斧である。形態的には、柄と刃部の境がすぼまる長方形

のものである。法量は全長9.9 ㎝、着柄部長4.4㎝、同径3.2×2.6 ㎝、同厚0.35 ㎝、刃部長5.5㎝、

刃部最大幅3.5cm、刃部厚0.9㎝、重量139.5gを測り、やや小型である。柄部はほぼ中央で突き合

わせており、着柄孔は楕円形を呈し、突き合わせ幅は0.2㎝を測る。刃は両刃であり、鋭く、片

側の磨滅が著しい。

SY-03 （図28）

SY-03 はSY-02の西側に隣接（C-8グリット：標高68.5m）している。南東コーナーは検出されなか

った。平面形は隅丸方形を呈する。主軸方向はN-5°-Wである。規模は一辺3.5m測る。埋土は基

本的に黄褐色土である。遺物は床面直上から須恵器が287点（杯身21・杯蓋25・高杯29・壺25・甕

176・短頸壺の蓋1・長頸壺の蓋1・把手4・椀1・脚1・紡錘車1）、装身具（土玉1）、須恵質円筒埴輪

が6点（A類2,B類4）、そのほか窯壁片が出土している。そのうち須恵器12点、土玉1点、須恵質円

筒埴輪（B類）1点を図示した。時期は1号窯の最盛期（Ⅱ型式5段階古相）に造営され、1号窯の衰退期

（Ⅱ型式5段階新相）まで使用された作業場と考えられる。
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須恵器 （図29）

杯蓋

62・63は杯蓋Ⅳb類である。小型（口径12.1～12.4㎝、器高3.4～3.9㎝）の杯蓋である。62は平坦

な天井部から内湾した後直線的に下る。端部はやや尖り気味である。天井部外面は回転ヘラ切り

後静止ナデ調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、内外面に灰オリーブ色の自然釉

が見られる。63は丸い天井部からカーブを描き体部中位で僅かに角度を変え、外に開くもので、

内面ににぶい段を持つ。端部はやや丸い。天井部外面は回転ヘラ切り後静止ナデ調整その他は回

転ナデ調整である。天井部外面に緑色の自然釉と窯壁が付着し、口縁内面には重ね焼きの痕跡が

残る。口縁部が焼け歪む。

杯身

杯身は3種類出土している。64・65は杯身Ⅱa類である。やや大型（口径12.6～13.0㎝）でやや器高

の低い（3.7～3.9㎝）扁平な杯身である。たちあがりは長く内傾し、口縁端部は尖り気味で、底部

は丸みを持つ。両者とも底部外面は回転ヘラ削り調整、内面は回転ナデ調整である。66は杯身

Ⅴb類である。中型（口径12.0㎝）の器高の低い（3.3㎝）扁平な杯身である。立ち上がりは短く内傾し、

口縁端部は丸みを持つ。底部は平坦で、底部と体部の境に段を持っている。67は杯身Ⅵb類であ

る。小型（口径11.4㎝）の器高の低い（2.8㎝）扁平な杯身である。受部端で外方向に屈曲し、立ち上

がりは短く直線的に延び、口縁端部はやや丸い。両者とも底部外面は回転ヘテ切り後静止ナデ調

整、その他は回転ナデ調整である。66は底部と体部の境に手持ち削り調整が施されている。

椀

68は椀（口径13.4㎝）である。平坦な底部から直線的にたちあがり、口縁端部は丸い。体部の中

位に2条のにぶい沈線が巡っている。底部外面は回転ヘラ切り後静止ナデ調整、その他は回転ナ

デ調整である。底部と体部の境に手持ち削り調整が施されている。焼成は良好で、青灰色である。

蓋

69はかえりのない蓋（口径10.1㎝・器高3.85㎝）である。丸い天井部からカーブを描いて下りた

後屈曲し、外面に明瞭な段を形成して直線的に下りるもので、口縁端部は丸い。段の下ににぶい

沈線が1条巡る。内外面共に回転ナデ調整である。用途は短頸壺の蓋の可能性がある。焼成は良

好で、色調はにぶい黄橙色である。

壺

70は短頸壺の体部（体部最大径17.1㎝）である。体部最大径を上位にとり、肩の張った偏球形の

体部で、底部は平底である。口縁部は欠損している。外面は回転ヘラ削り後回転ナデ調整、内面

は回転ナデ調整である。肩部の中位と下位ににぶい沈線が1条づつ巡り、その間に右下がり斜行

ヘラ描き文が施されている。焼成は良好で、色調は黒褐色、肩部に灰被りが顕著に認められる。

把手

71は円柱状の把手（基部径4.0㎝）である。基部に粘土を貼り付け、刺突列点文を施す。基部下

2.5㎝まで螺旋状に回転ナデ調整を施し、その上位に2条のにぶい沈線を巡らせた後、基部から沈

線に向かい11本の縦方向の細いキザミが不整方向に施される。焼成は良好で、色調は灰色である。
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窯璧

1黄褐色土 10YR5/6

図28 SY-03及び遺物出土状況

脚（獣脚）

72は脚（獣脚）の一部である。円柱状を呈し、下端部を若干摘みだし、足を表現している。底部

は平坦である。摘みだした足はヘラ削り調整、それ以外の外面はハケ調整で、底部上1/3に螺

旋状の細い沈線が施されている。焼成は良好で、色調は灰色である。

紡錘車

73は台形を呈する紡錘車である。上面径2.5㎝、下面径4.7㎝、器高2.4㎝を測る。中央に円孔

（孔径1.0㎝）を穿つ。上面・下面共ナデ調整、側面にハケ状工具による押さえ痕が残る。

円筒埴輪

74は円筒埴輪B類（底部径22.0㎝）である。最下段のタガには断面ナデ技法は採用されていない。

タガの上位に楕円形の透かしが施される。色調は内外面橙色で、焼成不良の生焼け製品である。

装身具 （図29）

丸玉

37

75は土製の丸玉（直径0.7㎝・器高0.5㎝）である。上面は平坦に仕上げられている。色調は黒色
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図29 SY-03出土遺物（須恵器）

である。

SY-04 （図30）

SY-04はSY-01 の北側に隣接（E-9グリット：標高68.5m）している。南西コーナーのみの検出であ

る。平面形は不整形な方形を呈する。主軸方向はN-19°-Wである。規模は長辺7.3m、短辺5.2m、

深さ50㎝を測る。埋土は黒褐色土とにぶい黄褐色土である。遺物は床面直上から須恵器が65点

（杯身7・杯蓋8・高杯6・鉢2・壺4・甕36・把手1・三足付円面硯1）、土師器1点（鍋1）、そのほか窯

壁片が出土している。そのうち須恵器5点、鉄斧1点を図示した。時期は1号窯最盛期（Ⅱ型式5段
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階古相）に造営された作業場と考えられる。

須恵器 （図31）

杯身

76は杯身Ⅲa類である。中型（口径12.6㎝）でやや器高の高い（4.1㎝）杯身である。たちあがりは短

く内傾し、端部は尖り気味に丸い。底部は丸みを持つ。底部外面は回転ヘラ削り調整、底部内面

は不整方向のナデ調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は暗灰黄色である。

外面3/4に灰被りが見られる。

高杯

77・78は高杯の脚部である。77はⅡ類で、直線的に下る脚柱部から「ハ」字状に外反する形態

のものである。脚柱部下1/3に浅い沈線が2条巡り、沈線の上位に縦方向のヘラによる切り込みが

2方向に入っている。内外面回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰オリーブ色で、脚外

面及び裾部にオリーブ黒の自然釉が付着し、焼成による歪みが著しい。

78は低脚の高杯の脚部Ⅴ類（底径9.0㎝、脚高3.0㎝）である。やや太めの基部（基部径3.2㎝）から

ラッパ状に開いた後水平に延びるものである。端部内面を僅かに肥厚させている。内外面回転ナ

デ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色である。

蓋

79はかえりのない蓋（口径10.2㎝・器高4.6㎝）である。平坦な天井部からカーブを描いて下り

た後、端部近くで外に屈曲するもので、端部は丸い。天井部外面は回転ヘラ切り未調整、他は回

転ナデ調整である。天井部外面に同様の形をした蓋が窯着しており、重ね焼きの痕跡を残す。用

途は短頸壺の蓋の可能性がある。焼成は良好で、口縁部及び窯着している蓋の外面にオリーブ黒

色の自然釉が付着する。

三脚付円面硯

80は三脚付円面硯（硯部径11.7㎝、陸部径8.1㎝）ある。硯面は外堤を持つ凸形硯面である。陸

部は外堤上端より若干高く、海部は浅く（深さ1.1㎝）、海部端より低く幅狭（0.5㎝）の外堤に続く。

外堤は海部から一体成形で、外堤端部は丸く仕上げられている。底外面には円形の窪みがある。

足は3本とも欠損しているが、剥離痕（長辺4.0㎝.短辺3.2㎝）から焼成後剥離したもの（2本）、焼

成前に剥離したもの（1本）が確認できる。足は窪みの内側から外堤下端に貼り付けられている。

遺構からは足に相当する須恵器は検出しなかったが、獣脚状のものが付けられていたと考えられ

る。全面回転ナデ調整で、底部外面は不整方向のナデ調整である。底部外面及び足の剥離部に黒

色の自然釉が付着している。

鉄器 （図31）

鉄斧

81は着柄部が袋状を呈する鍛造製の鉄斧である。形態的には、柄より刃部の幅が広い長方形の

ものである。法量は全長14.9㎝、着柄部長8.0㎝、同径5.1×3.4㎝、同厚0.5㎝、刃部長6.9㎝、

刃部最大幅5.0㎝、刃部厚1.6㎝、重量420.5gを測り、大型である。柄部はやや左よりに突き合わ

せており、着柄孔は楕円形を呈し、突き合わせ幅は0.2㎝を測る。刃は両刃であり、片側の磨滅
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窯壁

1にぶい黄褐色土10YR5/4
2褐色土10YR4/4
3明黄褐色土2.5Y6/6
4黒褐色土10YR3/1

図30　SY-04及び遺物出土状況
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図31　SY-04出土遺物（須恵器・鉄器）

が著しい。柄と刃部の境でひびが入り、歪んでいる。

SY-05 （図43）

82

SY-05はSI-01の北側に隣接するSD-02に接している（J-6グリ 

ッド：標高71.5m ）。掘り込みは浅く、平面形は隅丸長方形を

呈し、埋土は明黄褐色土である。主軸方向はN-26°Eである。

規模は長辺3.0m、短辺2.0mを測る。出土遺物は台石のみで

ある。台石は本遺物が入る程度に掘りこまれた浅い土坑状の

窪みから検出された。時期は隣接するSI-01・SD-02と同時期

に存在した考えられる。

石器 （図32）

台石

82は台石（長さ37.1㎝・幅27.3㎝・厚さ8.0㎝）と考えられ

る。上面が平坦な扁平な楕円礫を素材としている。端部が欠
図32　SY-05出土遺物（石器）
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83

石器
図34　SK-02出土遺物1（須恵器）

窯壁

1褐色土10YR4/6

図33　SK-02及び遺物出土状況

損している。石材は結晶片岩である。

（3） 土坑 84

SK-01 （図43）

SK-01は竪穴住居SI-01の南（K-5グリット・標高71.0m）

に隣接し、SI-01を切っている。平面形は隅丸方形で、長辺 図35　SK-02出土遺物2（石器） 

0.85m、短辺0.65m、深さ15㎝を測り、坑底は南側で段をな

している。埋土は1層：明赤褐色土、2層：明黄褐色土で、1層は焼土や炭を含んでいる。このこと

から、SK-01はSI-01の火処の役割を担っていた可能性がある。遺物は、須恵器片が数点出土して

いる。時期は隣接するSI-01・SD-02と同時期に存在した考えられる。

SK-02 （図33）

SK-02はテラス状遺構SY-03の南2m（D-8グリット・標高68.5m）に位置しており、土器溜まり

の下位より検出された。平面形は隅丸長方形で、長辺1.2m、短辺0.82m、深さ14㎝を測り、埋土

は褐色土である。遺物は、須恵器2点（杯蓋1、甕1）、台石1点、そのほか窯壁片、焼成をうけた石

が出土している。そのうち須恵器1点、台石1点を図示した。土坑内に台石が存在することから、

作業用の土坑と考えられ、、時期は1号窯最盛期（陶邑Ⅱ型式5段階古相）と推定される。

須恵器 （図34）

杯蓋

らカーブを描いて口縁部に下りるものであり、口縁端部は丸く仕上げられている。天井部外面は

粗い回転ヘラ削り調整であり、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰色である。

天井部外面には土器片が溶着しており、暗緑灰色の自然釉や灰被りが見られる。口縁端周縁部

1/3が僅かに欠損している。
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83は杯蓋Ⅱa類である。やや大型（口13.7㎝・器高3.9㎝）の杯蓋である。丸みを帯びた天井部か



窯壁

図36　SK-03及び遺物出土状況

石器 （図35）

台石

84は台石（長さ28.5㎝・幅13.3㎝・厚さ9.6㎝）と考えられる。上下面が平坦な扁平な亜角礫を

素材としている。表面中央より下位に敲打による窪みが1箇所見られる。石材は和泉砂岩である。

SK-03 （図36）

SK-03はテラス状遺構SY-03の西（C-7.8グリット・標高68.5m）に隣接しており、平面形は長楕

円形で、長辺2.08m、短辺1.12m、深さ28㎝を測り、埋土は暗褐色土である。遺物は、須恵器が

65点（杯身4・杯蓋1・高杯12・壺16・甕28・*2・鉢1・装飾土器1・器台1）、須恵質円筒埴輪2点

（A 類1・B類1）、土師器の鍋1点が出土している。出土須恵器は歪みの著しいものや窯壁の付着し

たもの等不良品が多く、本土坑はそれらの廃棄土坑と考えられる。時期はSY-03と同時期（陶邑Ⅱ

型式5段階古相～陶邑Ⅱ型式5段階新相）と考えられる。

須恵器 （図37）

杯身

85は杯身Ⅵb類である。小型（口径11.6㎝）の器高の低い（2.75㎝）扁平な杯身である。立ち上がり

は内傾し、端部は鋭い。受端部も鋭く仕上げられている。底部外面は回転ヘラ切り後静止ナデ調

整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰色である。外面に緑色の自然釉が付

着している。

高杯

86は無蓋高杯の杯部c類である。やや平坦な底部から、やや直立気味に延びる杯部で、端部は

丸い。中位に鋭い稜が巡っている。杯底部外面は回転ヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整であ
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る。焼成は良好、色調は灰色、口縁から底部外面にかけて黒色の自然釉が付着し、焼け歪みが

著しい。

87～89は長脚高杯の脚裾部Ⅰ類である。ラッパ状に外反する形態のものである。87は裾端部が

僅かに上方に肥厚し、端面は僅かに段を持つ。浅い沈線が2条巡り、その間に長方形の透かしが

入っている。内外面共回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰赤色である。88は裾端部

が僅かに上下方に肥厚し、端面は丸みを持つ。長方形の透かしが2箇所に入っている。内外面共回

転ナデ調整、外面にカキ目調整も確認できる。焼成は良好で、色調は青灰色である。89は裾端部

が僅かに上方に肥厚し、端面は丸みをもつ。長方形の透かしが2箇所入っている。内外面共回転ナ

デ調整である。焼成は良好で、外面は灰白色の灰被り、内面はオリーブ灰色の自然釉が著しい。

90は杯底部から脚部Ⅳ類（底部径10.5㎝・脚部高4.0㎝）である。やや太めの基部（基部径2.9㎝）

からラッパ状に開いた後外上方に延びるものである。端部は丸い。内外面回転ナデ調整である。

焼成は良好で、色調は青灰色である。杯部は焼成時に欠損し、残存する杯底部の焼け歪みも著

しい。脚外面には緑色の自然釉と灰被りが著しく、脚内面には環状（径8.5㎝）の重ね焼きの痕跡

が残る。

𤭯

91は頸部が細い*（最大径9.3㎝・頸部径3.5㎝）である。体部は上半が直線的に下った後、肩

部で内湾し、半球形の底部へ続く。最大径を体部1/2に求めるものである。頸部には2条の沈線が

巡り、その上位には縦方向のハケ調整が施される。肩部と体部の中位にそれぞれ1条の沈線が巡

り、その間に右上がりの「ノ」字のヘラ描き文が施されている。沈線とヘラ描き文を切り込み

円孔（径1.9㎝）が穿たれる。焼成は良好で、色調は淡黄色である。

92は＊の体部（最大径7.9㎝)で、1/2欠損している。体部は球形を呈し、最大径を体部の上位に

取り、肩部はやや張り気味である。肩部に2条、体部中位に1条の沈線が巡っている。底部及び

体部中位外面は回転ヘラ削り調整、それ以外は回転ナデ調整である。焼成は良好で、肩部外面

に細かな窯壁が、底部内面に緑色の自然釉をおびた窯壁が付着している。

壺

93は短頸壺（口径10.6㎝・器高15.3㎝・体部最大径19.7㎝）である。口縁部は短く外反して開き、

端部は下方に僅かに肥厚し丸みを帯びた面をなす。頸部には粘土紐を貼り付け、その上に右下

がり斜行ヘラ描き文が施されている。体部最大径はほぼ体部1/2にとり、最大径より屈曲し丸い

底部へと続く。底部は安定性を欠く。体部外面はハケ状工具による回転ナデ調整、底部外面は

不整方向のナデ調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、口縁及び肩部に灰被りが

著しく、体部から底部にかけて灰オリーブ色の自然釉が流れている。底部外面には蓋と思われ

る土器片、底部内面には窯壁が付着している。

装飾付須恵器

94は装飾付須恵器の小壺（口径3.5㎝）の口縁部と考えられる。頸部より内湾して上方に延びた

後僅かに内傾する。口縁端部はやや丸い。内外面共に回転ナデ調整である。焼成は良好で、色

調は灰色である。
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図37　SK-03出土遺物1（須恵器）
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96

97

図38　SK-03出土遺物2（円筒埴輪・土師器）

器台

95は器台（受部径38.2㎝・器高25.2㎝・底部径19.4㎝・頸部径6.9㎝）である。細い頸部から大

きく直線的に外に広がる浅い受部を持ち、口縁端部断面は長方形を呈する。受部内面には粘土板

（幅15㎝・高さ4.0㎝・厚み1㎝）が横長く貼り付けられている。受部は2/3が欠損しているため、

受部の全容は不明である。頸部には粘土紐を貼り付け、その上に右上がりの「ノ」字状のヘラ描
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き文が施されている。脚

部はラッパ状に開くもの

で、裾部で僅かに角度を

変え内湾気味 に外へ下

る。端部は粘土紐を張り

付け肥厚させている。端

部内面は僅かに内傾して

い る。頸部下には円孔

（径2.1㎝）が2箇所穿たれ

ている。受部外面には粘

土の張り付け痕（受部を

拡張させるため？）が明瞭

に残る。内外面は回転ナ

デ調整、裾内面には指頭

圧痕が残る。焼成は良好

で、色調は黄橙色、口縁

部内面に僅かに煤が付着

している。

円筒埴輪 （図38） 窯壁

96は須恵質の円筒埴輪

B類（口径30.0㎝）である。

底部は欠損している。

外に大きく開く円筒形を

呈し、口縁端部は凹面を

持つ。器壁（0.9㎝）はやや

薄く、3 箇所に低く角が

明瞭な、断面台形を呈す

るタガ（タガ高0.7cm）が貼

り 付けられており、その

痕跡が明瞭に残る。タガ

は上下を摘んで強く横ナ

デしており、上下の角が

より明瞭に突出し 台形

の突出面が凹面状を呈

す。上より2・4番目のタ 図39　SK-04及び遺物出土状況

ガの間に円孔（径5.5㎝）が
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位置をずらして穿たれている。タガの内側には指頭圧痕が明瞭に残っている。焼成は良好で、色

調は外面灰色一部灰褐色、内面灰褐色である。

土師器 （図38）

堝

97は土師器の堝の口縁部である。口縁は外反し、端部は僅かに平坦な面を持つ。体部は内湾気

味に下る。口縁外面は縦方向のハケ後ナデ調整、体部は横ハケ調整、口縁内面は横ハケ調整であ

る。調整は良好で、色調はにぶい赤褐色、体部外面に煤が付着する。

SK-04 （図39）

SK-04はSD-01 の北壁に掘り込まれた土坑である。（A-10グリット・標高68.0m）平面形は長楕

円形で、長辺2.64m、短辺1.25m、深さ1.36㎝を測り、埋土は暗褐色土と焼土（明赤褐色土）の互層

堆積である。出土遺物は、須恵器が13点（杯蓋1・高杯1・壺4・甕26・把手1）、土師器の甕1点が

出土している。そのうち須恵器4点、土師器1点を図示した。時期は1号窯最盛期（陶邑Ⅱ型式5段階

古相）と推定される。

須恵器 （図40）

杯蓋

98は杯蓋Ⅱa2類である。中型（口径13.3㎝・器高3.8㎝）の杯蓋である。丸い天井部から内湾して

98 100

99 101

102

図40　 SK-04出土遺物（須恵器・土師器）
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下り、中位に浅い窪みを持つもので、丸い口縁端部へと至る。天井部外面は回転ヘラ削り調整、そ

の他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色、天井部外面に窯壁片が付着している。

99は杯蓋Ⅱc2類である。中型（口径13.5㎝・器高3.9㎝）の杯蓋である。

平坦な天井部から内湾して下り、丸い口縁端部へと至る。天井部外面は回転ヘラ切り未調整後手

持ちヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色、外面に火襷痕

が格子状に確認できる。

高杯

100は有蓋高杯の蓋（口径15.4㎝・器高4.8㎝）である。天井部に扁平で中央の僅かに窪んだつま

み（直径2.1㎝）を持つ。つまみ以外の形態・調整は杯蓋Ia1類に似ている。焼成は良好で、色調は

灰白色、外面は緑黒色の自然釉が付着する。焼成時の焼き歪みが顕著である。

壺

101は脚付壺の脚部である。「ハ」字状に開くもので中位に鋭い稜を持つ。裾部は外方向に屈曲

し、端部内面は平坦に仕上げられており、端部は丸い。脚柱部には三角形の透かしが2方向に入

っている。脚外面に回転ヘラ削り痕が残り、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調

はにぶい黄褐色、裾部外面に灰被りが見られる。焼成時の焼き歪みが顕著である。

土師器

甕

102は土師器の甕（口径22.5㎝）の口頸部である。口縁は直線的に延び、中位ににぶい稜線を持

つ。端部は丸い。調整は磨滅が著しいため、不明である。焼成は良好で、色調は明黄褐色、内面

一部黄橙色である。

（4）土器溜まり

SX-01 （図41）

SX-01はSK-02の上面に広がる（E-8.D-8グリット：標高68.5m）土器溜まりである。遺物範囲は楕円

形を呈し、規模は長径3.8m、短径0.9mを測る。遺物は集散状況から大きく2箇所に分けられる。

北側の集中箇所からは須恵器の中型甕の破砕片が出土しており、この場所で廃棄されたことがわ

かる。遺物は須恵器が43点（杯身3・杯蓋2・高杯5・甕26・壺7・甑1）が出土している。時期は1号

窯最盛期（陶邑Ⅱ型式5段階古相）と推定される。

須恵器 （図42）

杯蓋

103は杯蓋Ⅱa2類である。中型（口径13.6㎝・器高3.6㎝）の杯蓋である。平坦な天井部から内湾

して下り、尖り気味に丸い口縁端部へと至る。天井部外面は回転ヘラ削り調整、その他は回転ナ

デ調整である。焼成は良好で、色調は灰白色、天井部外面に暗灰黄色の自然釉が付着している。

高杯

104は有蓋高杯の杯部a類（口径12.8㎝）である。杯Hと同形態で、たちあがりは短く内傾し、端

部は尖り気味である。受部外面下ににぶい1条の沈線が巡る。内外面回転ナデ調整である。焼成

は良好で、色調は灰白色である。
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窯壁

108

108

図41  SX-01遺物出土状況
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10 3 104
105

106

107

10 8

図42 SX-01出土遺物（須恵器・土師器）
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105は無蓋高杯の杯部である。やや丸みを持つ底部から、外傾して開く杯部で、端部はやや尖

り気味である。口縁部中位と底部2箇所に鋭い稜が巡り、その間に右上がりの「ノ」字状のヘラ

描き文が施されている。焼成は良好で、色調は灰色である。

壺

106は小型の短頸壺（口径7.4㎝・器高8.1㎝・体部最大径13.5㎝）である。口縁部は短く直立し

て立ち上がり、端部は丸く外方に肥厚する。体部は扁平で、最大径を中位にとり、丸い底部へと

続く。内外面ともに底部は不整方向のナデ調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好で、

口縁及び肩部に灰オリーブ色の自然釉、底部外面には黒灰色の自然釉が付着している。底部が凸

凹しており、全体的に安定性に欠けている。

107は壺の体部（体部最大径19.6㎝）である。体部は球形を呈し、最大径をほぼ中位にとり、肩

は張らず丸い。底部は平坦である。体部上位と最大径ににぶい2条の沈線が巡り、その間に左下

がりのヘラ描き文が施される。内外面共回転ナデ調整である。焼成は良好で、色調は褐灰色であ

り、暗オリーブ色の自然釉が肩から底部へ流れている。内面には窯壁片が付着し、底部外面には

逆転し、つぶされた杯身（受部径約12.3㎝）が付着している。

甑

108は長胴の甑の体部（口径28.0㎝・器高24.8㎝）である。体部から口縁部まで直線的に外方向

に延びてるもので、口縁端部で外方向に僅かにつまみ出されている。端部は丸い。外面は横方向

のハケ調整である。底部に三角もしくは楕円形の孔が2個確認できる。焼成は不良で、色調は浅

黄橙色である。

3 居住区域

（1）竪穴住居

SI-01（図43）

SI-01は調査区の南端の斜面（G-5,6,7グリット：標高70.5～71.5m）で検出した竪穴住居である。南

東側は後世の土地利用で削平され遺存しないが、遺存している北西側の一辺より推定して、一辺

約4.1m前後の隅丸方形住居と考えられる。埋土は、明黄褐色土の単一層である。支柱構造は、

壁から約1m 内側で検出されたSP-01とSP-02に加えて、削平された部分にもピットを想定すると、

4本柱構造と考えることができる。なお、SI-01内には周壁溝・カマドは未確認である。

付属施設としてSI-01の南側には住居を切るように焼土の堆積した土坑（SK-01）、住居の東側に

は住居の壁に沿うように周溝（SD-02）、SD-02の北側には僅かに掘り込み平坦面を形成し、その中

央に台石を設置する作業場（SY-05）が設けられている。

遺物は床面の直上から、須恵器が35点（杯身3・杯蓋3・高杯6・壺4・甕17・甕蓋2）や土師器の

甕が出土している。そのうち須恵器11点を図示した。時期は1号窯最盛期（陶邑Ⅱ型式5段階古相）

と推定される。

須恵器 （図44）

杯蓋

109・110は杯蓋Ⅱb類である。器高の高い（4～4.4㎝）中型（口径13.6～13.7㎝）の杯蓋である。形
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1 明赤褐色土2.5YR5/8

2 明黄褐色土10YR6/6

図43 SI-01・SD-02・SY-05・Sk-01及び遺物出土状況

態的には、平坦な天井部からカーブを描いて口縁部に下りるもの（109）と、丸い天井部を持ち、

口縁部で僅かに屈曲するもの（110）がある。端部はすべて丸く仕上げられている。109の天井部外

面は回転ヘラ切り未調整であるが、静止ナデ調整の痕跡も認められる。110は焼成不良のもので

磨滅も著しく、調整は不明である。

杯身

112は杯身Ⅱa類である。器高（3.5㎝）の低いやや大型（口径13㎝）の扁平な杯身である。たちあが

りは短く内傾し、端部は尖り気味である。底部外面は回転ヘラ削り調整、内面は回転ナデ調整

である。111は杯身Ⅳb類である。器高（3.7㎝）の高い小型（口径11.5㎝）の杯身である。たちあがり

は短く、強く内傾し、端部はやや丸い。底部は平坦で、口縁に向かって外傾する。底部外面は

回転ヘラ切り未調整であるが静止ナデ調整の痕跡も認められる。杯蓋Ⅱb類は杯身Ⅳb類とセット
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と考えられるが、杯身Ⅱa類の杯蓋は確認できなかった。

高杯

113は有蓋高杯の杯部a類（口径12.9㎝）である。杯Hと同形態で、たちあがりは短く内傾し、端

部は尖り気味で、小さく外方向につままれている。杯部内面は回転ナデ調整の後静止ナデ調整で

ある。外面は灰被りが顕著に認められる。

114は無蓋の高杯（口径13.7㎝，器高9.1㎝）である。杯H蓋の逆転形態をなし、やや不明瞭な稜で、口

縁部と杯体部を区別する。口縁は内湾して開き、端部は丸い。脚部は中型のラッパ状を呈する。口

縁はやや焼け歪みが認められる。杯底部外面は回転ヘラ削り調整、それ以外は回転ナデ調整である。

壺

115は長頸壺の体部（体部最大径12.1㎝）と推定される。体部は扁球形を呈し、最大形を中位に

とる。肩部は丸く張らない。口頸部は張り付けによるもので、頸部内面に粘土の張り付け痕が残

る。底部外面は不整方向のナデ調整、体部外面は回転ヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整であ

る。肩部から底部にかけて灰被りが顕著で体部と底部の境に「×」のヘラ記号が入る。

116は脚付壺の脚部（底部径14.0㎝）である。「ハ」字状に下りた後屈曲し、内湾気味に開いた裾

部に至る。脚柱部と脚裾部の境は鈍い稜によって区別される。裾端部近くで外方向に小さく屈曲

する。端部は丸く、内端面で接地する。内外面共に回転ナデ調整である。残存している壺の体部

内面に指頭圧痕が残る。

甕

117は甕の口頸部（口径22.2㎝）である。口縁部は頸部より直線的に延び、端部は外に肥厚させ、

断面は長方形を呈する。体部外面は縦方向の平行タタキ成形、口縁部内外面は回転ナデ調整であ

る。焼成はやや不良で、色調は内外面灰黄色、断面橙色である。

甕蓋

118は大型の甕蓋（口径32.6㎝）である。つまみの部分が欠損しており、その形状から中村浩の

和泉陶邑窯の研究において大型の皿状の鉢と分類しているものの可能性も考えられるが、ここで

は甕蓋と報告しておく。平坦な天井部から大きく外方向に開く傘状を呈し、端部は僅かに上方向

に肥厚する。天井部外面は回転ヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整である。焼成は良好堅緻、

外面黒灰色、内面は灰被りが顕著である。

119は中型の甕蓋（口径25.2㎝，器高12.0㎝）である。香川・下川津遺跡においては漏斗形土器と

報告されているものであるが、本報告書においては甕蓋として報告しておく。深くなだらかな天

井部から大きく内湾して下り口縁部に至る。口縁端部やや丸く、外に肥厚している。。つまみ（口

径4.9㎝、つまみ高3.2㎝）は環状で、ほぼ直立して延び、端部は尖り気味であり、天井部とつま

みの内面は区切れがない。天井部外面は手持ちヘラ削り調整、体部外面はカキ目調整、その他は

回転ナデ調整である。焼成は良で、色調は淡灰黄色である。

SI-02 （図45）

SI-02はSI-01の約10m 北東側の斜面（G-8，H-8，I-8グリット：標高70.0～70.5m）で検出した竪穴住居

である。東側は後世の土地利用で削平され遺存しないが、遺存している西側の一辺より推定して、
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図44　SI-01 土遺物（須恵器）
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1 黄褐色土 10YR5/6

図45 SI-02及び遺物出土状況

一辺約5m前後の隅丸方形住居と考えられる。埋土は、黄褐色土の単一層である。柱穴は14口検出

したが、主柱穴はSP-3・4・9・10あるいは12と考えられ、4本柱構造と考えることができる。なお、

西壁から連続して北に延びた後屈曲し北壁に平行に走る溝（幅0.4～1.0m）が確認できた。また住居

内には西壁の内側0.4mに、周壁溝（幅25㎝）が西辺から南辺へ連続して巡り、一度途切れてはいる

が、北辺では壁直下に確認できた。本住居において、炉やカマドなどの施設は未確認である。
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図46 SI-02出土遺物（須恵器）

遺物は周壁溝や床面の直上から、須恵器が30点（杯身2・杯蓋6・高杯1・壺1・甕19・椀1）出土

している。そのうち須恵器6点を図示した。時期は1号窯最盛期～衰退期（陶邑Ⅱ型式5段階古相～

新相）と推定される。

須恵器 （図46）

蓋

完形のものはない。120は杯蓋Ib類である。器高の高い（4.8㎝）大型（口径14.7㎝）の杯蓋である。

丸い天井部からカーブを描いて口縁部に下りるものである。端部は丸く仕上げられている。天井

部外面は回転ヘラ切り未調整であるが、静止ナデ調整の痕跡も認められる。口縁部外面には、ハ

ケ状工具による回転ナデ調整の痕跡がある。内面に成形痕が明瞭に残る。内面は自然釉及び灰被

りが顕著である。121は杯蓋Ⅱb類である。器高の高い（5.0㎝）中型（口径13.4㎝）の杯蓋である。平

坦な天井部から内湾して下り、中位で鈍い稜を持ち、その後僅かに角度を変え、丸い端部へと至

る。天井部外面は回転ヘラ切り未調整である。口縁部に暗オリーブ色の自然釉が見られる。122

は杯蓋Ⅱ類である。器高の高い（4.0㎝）中型（口径12.9㎝）の杯蓋である。平坦な天井部からカーブ

を描いて下り、口縁端部近くで僅かに外に開くものである。端部は丸い。磨耗が著しく、調整は

不明である。焼成は不良で、色調は灰白色、外面に煤が付着している。

高杯

123は低脚の高杯の脚部V類（底径7.4㎝，脚高3㎝）である。細い基部からラッパ状に開くもので、

裾部で外方向に反り上がっている。内外面共回転ナデ調整であるが、僅かに残った杯部外面に回

転ヘラ削り調整が見られる。杯部内面には暗緑色の自然釉が見られるほか、焼成段階で付着した

土器片が確認できる。脚部外面は灰被りも著しい。

蓋

124はかえりのない蓋（口径11.0㎝）である。天井部は丸く、口縁部は小さく外反し、端部は丸

い。内外面共回転ナデ調整である。用途は短頸壺の蓋の可能性がある。
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図47 その他の遺物1（石器1）

椀

125は椀（口径11.6㎝）である。底部から直線的にたちあがり、口縁端部で僅かに外反する。端

部は丸い。体部の上位には2条、下位に1条鈍い沈線が巡っており、上位の下の沈線は途中で止ま

っている。沈線の間には波状文が施されている。内外面回転ナデ調整で、底部内面にオリーブ灰

色の自然釉が付着している。

4 その他の遺物

石器

石鏃

石鏃は総数11点出土している。これらは、基部形態から凹基無茎式と平基無茎式に大別できる。

126～134は凹基無茎式の石鏃である。126～132は長さと幅がほぼ同じで、全体形が正三角形を

呈するものであり、133・134は、縦に長い、全体形が二等辺三角形のものである。ほとんどが

2㎝程度の小型品であるが、132は石鏃長が3㎝近い大型品で、他よりも抉りの浅いものである。
135・136は平基無茎式の石鏃である。135は全体形が正三角形を呈し、136は不定形な三角形で

ある。石材は総てサヌカイトである。

スクレイパー

スクレイパーは2点出土した。137は横長のもので、直線状の刃部を形成する。刃部調整は主に
表面から行われている。また裏面背部にも僅かに調整痕が残る。

138は側面につまみ状の突起をもつ横長の「石匙」である。直線状の刃部を形成し、刃部調整

は表裏両面から行われている。背部に自然面を残す。石材は両者ともサヌカイトである。
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図48 その他の遺物2（石器2）

石包丁

139は打製の石包丁である。横長の長方形を呈し、直線状の刃部を形成し、表裏両面から粗い

調整剥離が行 われている。表面に自然面を残す。石材はサヌカイトである。

石斧

140は扁平片刃石斧である。基部は欠損し、刃部のみの遺存である。刃部は僅かに弧を描 き、

刃部両面及び側縁は、研磨により丁寧に仕上げられている。石材は緑泥片岩である。

剥片

剥片 の中から主なものを12点あげる。141 ・142 はやや大型の横長剥片である。どちらも表面に

剥離調整が施されている。142 は1辺に自然面を持つ。石材は両者とも安山岩（在地）である。

143～150は小型の剥片である。143・144・145・149・150は縦長剥片、146・147・148は横長剥

片である。145・146は自然面を1辺に持ち、両者とも表面に剥離調整が行われている。石材は143

～146 が黒曜石（姫島産）、147 ～148 がチャート（147から順に緑色・赤色・灰色）、150 は水晶である。
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第3節 小結1 

はじめに

松山平野南部、砥部川流域周辺の丘陵は「松山南部古窯跡群」と呼ばれ、現在18基の須恵器窯

の存在が確認されている。今回調査した西野春日谷遺跡では、古墳時代終末期の須恵器・埴輪の

併焼窯が、焼成区・作業区・居住区に分かれて操業されたことが明らかとなった。県内では、近

接して所在する谷田1・2号窯跡において、窯と作業場が検出されているのみであり、県内の須恵

器生産の操業形態を知る上で貴重な調査例となった。ここでは出土須恵器の時期を整理し、それ

を基に集落の変遷を述べ調査報告の結びとしたい。

2 杯 蓋 ・杯 身につい て

西野春日谷遺跡の各遺構から出土した杯蓋・杯身の分類を、陶邑編年と対比し、西野春日谷I

～Ⅲ期（以下「春日谷I～Ⅲ期」と略す）に大きく区分した。

春日谷I期　杯身Ⅰ類を目安とする。口径14cm以上を測り、底部調整は回転ヘラ削り（a類）である。

杯 蓋 杯 身 埴 輪

春
日
谷
Ⅰ
期

（
陶
邑
Ⅱ
型
式
4
段
階
）

Ia類

A類

春
日
谷
Ⅱ
期

（
陶
邑
Ⅱ
型
式
5
段
階
古
相
）

Ⅱa類 Ⅱb類

Ia類

Ⅲa類　　　　Ⅲb類

B類

Ⅱa類 Ⅱb類 Ⅳb類
C類

（
陶
邑
Ⅱ
型
式
5
段
階
新
相
）

春
日
谷
Ⅲ
期

Ⅲa類　　　Ⅲb類 Ⅴa類　　　　 Ⅴb類

Ⅳb類 Ⅵb類

図49 杯蓋・杯身・埴輪の形態変化

60



杯身Ia類に対応する杯蓋は確認されていない。I期は陶邑編年�型式4段階に併行すると考えられ

る。

春日谷Ⅱ期杯蓋Ⅰ・Ⅱ類、杯身Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ類である。杯蓋口径13cm～14cm、杯身口径11．5～

13cm を測り、底部調整は回転ヘラ削り（a類）と回転ヘラ切り後ナデ（b類）のものが併存する。�期

は陶邑編年�型式5段階でも古相に併行すると考えられる。

春日谷Ⅲ期杯蓋Ⅲ・Ⅳ類、杯身Ⅴ・Ⅵ類である。杯蓋口径12～13cm、杯身11cm前後を測る。

底部調整はほとんどがb類の回転ヘラ切り後ナデ調整であるが僅かに回転ヘラ削りのものも残る。

Ⅲ期は陶邑編年Ⅱ型式5段階の新相に併行すると考えられる。

西野春日谷出土の須恵器の特徴をあえて挙げるならば、天井部・底部がヘラ切りの後、ナデや

静止削りなどの追加調整を行う資料が目立つことである。大阪・陶邑や京都・隼上がりの底部調

整は回転ヘラ削りからヘラ切り未調整へと明確に移行するように報告されている。

表4は今回出土した杯蓋・杯身を形態分類別にあらわしたものである。回転ヘラ削り調整のも

のをa類、回転ヘラ切り後追加調整を行うものをb類とすると、春日谷Ⅱ期のb類は杯蓋では9個中

8個（約90％）、杯身は8個中4個（50％）出土している。春日谷Ⅲ期になると杯蓋は6個中5個（約80％）、

杯身は15個中14個（90％以上）までb類となる。b類は両時期を通じて高比率を示し、特に春日谷Ⅲ

期においてはほとんどがb類の調整となる。b類は松山平野を中心に地域的に共通した調整技法の

1つと考えられるが、b類が回転ヘラ削り調整から次のヘラ切り未調整の間を埋める技法であるか

の判断は、今後の課題としておきたい。

表3 須恵器・円筒埴輪組成表

杯蓋 杯 身 円筒埴輪

区 域 遺構 Ⅰa Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳb Ⅰa Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳb Ⅴa Ⅴb Ⅵb A B C

焼 成 1号窯

SD －01 4 1 22 25 6

作業 SY －02 1 1 1 3 1

SY －03 1 2 2 1 1 2 4

SD －04 1 1 2 1 2 3 3 18 2

SK －03 1 1 1 1 1

SK －04 2 1 1 1

SD －05 4 2

SX －01 1 2 4

SD －03 1

SY －01 1

SY －04 1 2 1

居住 SI－01 2 1 1

SI－02 1 2

合計 6 1 8 1 2 3 2 4 1 4 2 1 1 8 6 36 53 8

総計 21 29 97

61



3 西野春日谷 遺跡の変遷

西野春日谷遺跡の遺構の変遷を出土須恵器（特に杯身・杯蓋）から大きく3期に区分した。

（1）西野春日谷I期（陶邑2型式4段階併行）

I期は1号窯の操業開始期である。この時期の遺構は、1号窯本体とそれをとりまく馬蹄形の溝

（SD-01）、作業場1箇所（SY-02）のみでる。作業場は小規模で、工人達の住居もまだ営まれない。

この時期には須恵器のほか主に円筒埴輪A 類が焼成されており、古墳時代的な操業形態をとる。

（2）西野春日谷Ⅱ期（陶邑2型式5段階古相併行）

Ⅱ期になると、1号窯を巡る馬蹄溝（SD-01）は埋没しており、この時期に窯本体は大がかりな補

修が行われたと推測される。作業場はSY-02が引き続き使用されると共に、新たな作業場3箇所

（SY-01・03・04）が生まれ、特にSY-03の周辺には、作業用の土坑（SK-02）や廃棄土坑（SK-03・

04）・土器溜まり（SX-01）が集中する。これらの拡張された作業空間は、細長い溝（SD-03・05）で区

画され、その外側となる丘陵の南端には工人の住居（SI-01・02）が営まれ、SI-01は作業場を伴う。

このほか1号窯の南に接して溝（SD-04）が掘られ、この溝の内側は焼成前の土器あるいは燃料の保

管場所と推定される。Ⅱ期の最大の特徴は、焼成区・作業区・居住区が明確となり、盛行期を迎

えることである。この時期の各遺構からは円筒埴輪B・C類と共に円面硯等、新たな時代の須恵

器生産が開始している。

（3）西野春日谷Ⅲ期（陶邑2型式5段階新相併行）

春日谷Ⅲ期は1号窯の衰退期である。溝はすべて埋没し、僅かに作業場1箇所（SY-03）、廃棄土坑

（SK-03）1箇所が引き続き存在する。住居は作業場を持たない1棟（SI-02）が継続するのみである。

なおこの時期に埴輪は焼かれていない。

表4 遺構の変遷

春日谷Ⅰ 春日谷Ⅱ 春日谷Ⅲ須恵器編年

焼成 1号窯

SD－01

作業 SY －02

SY －03

SK －03

SK －04

SX －01

SD －01

SY －01

SY －04

SK －02

SD －03

居住 SI－01

SI－02

62



4 成果 と課題春日谷Ⅰ期
西野春日谷遺跡は古墳時代終末期の須恵器・

埴輪の併焼窯と窯を操業していた工人達の集落

である。本遺跡では杯蓋・杯身・高杯などの一

般的な須恵器のほかに円筒埴輪や円面硯等も生

産している。このことは古墳時代的な須恵器（円

筒埴輪等）の生産を行っていた松山平野南部の豪

族が、引き続き新時代の須恵器（三脚付円面硯等）

の生産に積極的に取り組んだことを示しており、

時代の過渡期における地方豪族の革新的な気風

を垣間見ることができる。

春日谷Ⅱ期

本遺跡の周辺は作業場（アトリエ）を持つ谷田

1・2号窯跡を始め、同時期の多くの須恵器窯が

存在しており、松山平野における古墳時代終末

期の須恵器生産の中心地の1つである。ここで生

産された須恵器の多くは松山平野に供給されて

いたと推測されるが、出土須恵器の供給先の詳

細な検討を行い、当時の窯業経営や流通等を解

明していくことが今後の課題である。

春日谷Ⅲ期

今回、付章の自然科学分析において、奈良教

育大学三辻利一教授に胎土分析の執筆をしてい

ただいた。その結果、西野春日谷遺跡の各遺構

から出土した須恵器・埴輪はすべて1号窯の製品

であり、外部からの持ち込み品は無いと言う結

果がでた。この結果から西野春日谷遺跡は自ら

で須恵器を自給しつつ、須恵器生産を行ってい

た工人集団の遺跡であると考えることができ、

古墳時代終末期における窯業生産の形態を知る

上で大きな成果を得ることができた。

図50 遺構の変遷
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西野春日谷遺跡須恵器観察表 表5     ［残存高]単位:cm

番号 遺構 器種 口 径 調整 内 （文）施文 胎土

器高 調整 外 （文）施文 焼 成

（推定値)単位：cm   

色調 内

色調 外

備考：ロ クロ 回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉 （ヘラ）ヘラ記号 その他分類

1 SD －01杯蓋 （14．6）回転 ナデ 密 N7/ 灰白 色

4．5回転 ナデ（天） 回転ヘ ラ削り 良好 N6/ 灰色Ia

2 SD －01 杯蓋 14．8回転 ナデ 密 N6/ 灰色

右方向 ・（灰）

（釉）5Y3/1オリーブ黒色

左方向 ・（灰）

4．9回転 ナデ（天） 回転ヘ ラ削り 良好 N6/ 灰色Ia

3 SD －01 杯蓋 （13．5）回転 ナデ 密

窯壁付着

左方向

Ia 4．4回転 ナデ（天） 回転ヘ ラ削り 良

2．5Y7/1灰白色

2．5Y7/1灰白色

4 SD －01 杯蓋 （13．2）回転 ナデ 密 10Y5/1 褐灰色

Ⅳb 3．5回転 ナデ（天）回転ヘラ削り 良好 N6/ 灰色

5 SD －01杯蓋 12．7回転ナ デ 密

IVb 3．2回転ナ デ（天）回転ヘラ削り 良好

5PB7/1 明青灰色

5PB3/2 暗青灰色

6 SD －01 杯身 （14．0）回転ナデ 密 N3/ 暗灰色

（灰）

（釉）2．5Y5/3黄褐色

右方向・（灰）

（釉）5Y5/3灰オリーブ色

右方向・（灰）

Ia 4．0回転ナデ（底）回転ヘラ削り 良好 N4/ 灰色

7 SD －01 杯身 （11．0) 回転ナデ 密 5PB6/1 青灰色

Ⅴb 3．2回転ナデ（底）回転ヘラ削り 良好

8 SD －01 杯身 （11．2） 回転ナデ 密

Ⅴb 3．1回転ナデ（底）回転ヘラ 切り後ナデ 良好

N5/  灰色

7．5Y6/1 灰色

N6/  灰色

9 SD －01 高杯 （14．8 ）回転ナデ 密

［4．75］回転ナデ（天）回転ヘラ削り 良好蓋

10 SD －01 高杯 密

右方向

（釉）7．5Y4/1灰色・窯壁付着

左方向

（釉）7．5Y4/2灰オリ ーブ色

右方向・（灰）

（釉）2．5Y7/2灰黄色

右方向

c

回転ナデ

[2.5］ 回転ナデ 良好

2．5Y7/1 灰白色

2．5Y7/1 灰白色

N5/ 灰色

7．5Y6/1 灰色

（底）回転ヘラ削り後ナデ

（文）突帯2条・斜行キザミ

11 SD －01 高坏 密 N6/ 灰 色

c

（9．5）回転ナデ

［3．2］回転ナデ 良好 N7/ 灰 白色 （釉）7．5Y6/1灰色

12 SD －01 高杯

（文）（杯）凹線2条・刺突列点文

回転ナデ 密 2．5Y7/1 灰白色 右方向

［4.9] 回転ナデ（杯）回転ヘラ削り 良好 5Y7/1    灰白色

（文）凹線2条・刺突列点文

13 SD －01 高杯 密 右方向 ・（灰）

I

回転ナデ（脚）絞り痕

[11.1] 回転ナデ 良好

2．5GY3/1暗オリーブ灰色

N6/  灰色

14 SD －01 高杯

（文）凹線2条・すかし

回転ナデ（脚）絞り痕 密 N4/  灰色 右方向 ・（灰 ）

I ［6．8］回転 ナデ 良好 10Y6/1  灰色 （釉）5Y2/1黒色

（文）凹線2条

15 SD －01高杯 密 2．5Y5/2 暗灰黄 色 右方向 ・（灰）

I

回転 ナデ

［5．0］回転 ナデ 良好 2．5Y3/1 黒 褐色

（文） すかし
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[残存高]単位：cm

番号 遺構 器種

分類

口 径

器高

調整 内 （文）施文

調 整 外 （文）施文

胎土

焼 成

備考：ロ クロ回転 （灰）灰か ぶり

（釉）自然釉 （ヘラ）ヘラ記号 その他

16 SD －01 高坏

Ⅲ

回転 ナデ

［3．5］回転 ナデ

（文） すかし

密

良好

（推定値）単位：cm

色調 内

色調 外

N5/ 灰色

5PB5/1 青灰色

右方向 ・（灰）

（釉）N3/暗灰色

17 SD －01高坏

Ⅲ

回転 ナデ

［5.1］ 回転 ナデ

密

良好

10R4/4 赤褐色

5B4/1 暗青灰色

右方向 ・（灰）

（ヘ ラ）

18 SD －01 高坏

（文）すかし

回転ナデ

［3．2］回転ナデ（杯）回転ヘラ削り

（文）すかし

密

良好

5PB7/1  明青灰 色

5PB7/1 明青灰色

左方向 ・（灰）

（釉）5Y4/4暗オリーブ色

19 SD －01 長頸壺

口縁

（8．8）

［6．8］

回転ナデ

回転ナデ

密

良好

2．5Y7/1 灰白色

2．5Y8/1 灰白色

20 SD －01 脚台 回転ナデ

［4．7］回転ナデ

（文）すかし

密

良好

N4/ 灰色

N5/ 灰色

右方向

（釉）5Y2/2オリーブ黒色

右方向・（灰）

21 SD －01 甕 （15．6）

[7.3］

回転ナデ

回転ナデ

密

良好

5PB7/1  明青灰色

5PB5/1 青灰色

右方向・（灰）

（釉）2．5Y2／1黒色

22 SD －01 甕蓋

（文）凹線4条・刺突列点文

（32．0）回転ナデ 板ナデ

［9．6］（体）回転ヘラ削 り

密

不良

10YR8/3 浅黄橙色

10YR8/4 浅黄橙色

23 SD －01 脚 密

良好

5Y6/1 灰色

N4/  灰色

24 SD －01 装飾

須恵 器

回転ナデ

回転ナデ （文）斜行キザミ

突帯 （2・1 ）・すかし

指押 さえ

指押 さえ

密

良好

25 SD －01

甑
2．6

（23．0）

［22．6］

密

良

5Y6/1 灰色

5Y6/1 灰色

10YR5/1  褐灰色

2．5Y6/4 にぶい 黄色

32 SD －03杯 身

Ⅱb

12．9

3．5

指頭圧痕

縦ハケ

回転 ナデ

回転 ナデ（底 ）回転ヘ ラ削 り

密

良好

5PB6/1   青灰色

5PB4/1  暗青灰色

右方向 ・（灰 ）

33 SD －03 高杯

V ［4．3］

回転 ナデ

回転 ナデ

密

良好

右方向 ・（灰 ）

34 SD －04 杯蓋

Ⅲb

密

良好

2．5Y7/1 灰白色

N7/      灰白色

2．5Y6/1 黄灰色 右方向 ・（灰 ）

35 SD －04 杯蓋

Ⅲa

13．2

3．8

13．8

3．3

回転 ナデ

回転ナ デ（ 天）回転ヘラ 切り後 ナデ

回転ナデ

回転ナデ（天）回転ヘラ削 り

密

良好

5PB7/1   明青灰色

2．5Y7/1 灰白色

2．5Y7/1 灰白色

右方向

（釉）7．5Y4／2灰オリーブ色

36 SD－04 杯蓋

Ⅲb

（12．9）

3．4

回転ナデ

回転ナデ（天）回転ヘラ切り後ナデ

密

良好

5P6/1 紫灰色

2．5Y7/1 灰白色

土 器片付着

右方向 ・（灰）
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［残存高］単位：cm

番号 遺構 器種 口 径 調 整 内 （文）施文 胎土

分類 器高 調整外（文)施文 焼成

備考：ロクロ 回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉 （ヘ ラ）ヘラ記号 その他

37 SD-04  杯 蓋 （１３．0）回転ナデ 密 右方向・（灰）

Ⅲb ［3．2］回転ナデ 良好

（推定値）単位：cm

色調 内

色調 外

2．5Y7/1 灰白 色

N7/ 灰 白色

（天）回転ヘ ラ切り後静止削 り

38 SD －04 杯身 　（12．8）回転ナデ 密 2．5Y7/1 灰白色

Ⅲa 3．75回転ナデ（底）回転ヘラ削り 良好 10Y5/1 褐灰色

39 SD －04 杯身 （13．2）回転ナデ 密 2．5Y7/1 灰白色

Ⅲb 4．0回転ナデ（底）回転ヘラ切り後ナデ 良好 2．5Y5/2 暗灰黄色

40 SD －04 杯身 12．4回転ナデ 密 2．5Y8/1  灰白色

Ⅲb 4．0回転ナデ（底）手持ちヘラ削り 良好 5PB5/1  青灰色

41 SD －04 杯身 密 10YR7/1 灰白 色

Ⅵb

11．4回転ナデ

[2.8］ 回転ナデ（底）回転ヘラ削り 良好 2．5Y6/2 灰黄色

42 SD －04 杯身 （11．4）回転 ナデ 密 5PB6/1 青灰色

右方向・（灰）

（釉）5Y2/2オリーブ黒色

右方向

（釉）7．5Y4/3暗オリーブ` 色・蓋付着

（灰）

（釉）７．5Y2/2オリーブ黒色

右方向・（灰）

（釉）2．5Y3/3暗オリーブ褐色

土器片付着

右方向 ・（灰）

Ⅵb 良好 2．5Y6/2 灰黄 色

43 SD －04 杯身

2．4回転 ナデ（底） 回転ヘラ削り

（11．6）回転 ナデ 密 5PB6/1  青灰色 右方向

Ⅵb 2．5 回転 ナデ 良好 2．5Y5/2 暗灰黄 色

（底）回転ヘラ削 り

44 SD －04 高坏 密 N6/ 灰色

（釉）2 ．5Y3/3暗 オリ ーブ褐色

窯 壁付 着

右方向 ・（灰）

a 良好 5PB5/1  青 灰色

45 SD －04 高杯 密 N3/   暗灰 色 （灰）

c

（１３．4） 回転 ナデ

［6．1］回転 ナデ

10．5回転 ナデ

［3．65］回転ナデ 良好 5R5/1 赤灰色

46 SD －04高杯 密

Ⅳ

回転ナデ

［７．7］回転ナデ 粗

47 SD －04 短頸壺 密15．3同心円文

23．0平行タタキ 良好

10YR7/6 明黄褐色

10YR6/4にぶい黄橙色

10YR5/2灰黄褐色

7．5YR5/1褐灰色

48 SD －04 壺 密24 ．0同心円文

［48．0］平行タ タキ後横ハケ 良好

50 SY －01 高杯 密

（灰）

（釉）7．5Y4/3暗オリーブ色

土器片付着跡

（灰）

（釉）2．5Y4/2暗灰黄色

右方向・（灰）

V 良好

52 SY －02 杯蓋

回転ナデ

［3．9］回転ナデ

（14．1） 回転ナデ 密

2．5Y6/2 灰黄色

2．5Y6/1 黄灰色

5PB6/1 青灰色

N７/     灰白色

5PB5/1 青灰色 右方向・（灰）

Ia 良好 5B5/1 青灰色

53 SY －02 杯身

［3．8］回転ナデ（天）回転ヘラ削り

（10．9）回転ナデ 密 N6/  灰色 右方向

Ia 良好 N4/ 灰色

54 SY －02 杯身

3．9回転ナデ（底）回転ヘラ削り

12．1回転ナデ 密

va 2．7 回転ナデ（底） 回転ヘラ削り 良好

2．5Y8/6 黄色

2．5Y6/3 にぶい黄色

右方向

（釉）2 ．5Y2/1黒色
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[残存高] 単位：cm

番号 遺構 器種

分 類

口径

器高

貽土

焼 成

備考：ロ クロ 回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉 （ヘラ）ヘラ記号 その他

55 SY －02 椀 （12．5）

7.0

調 整 内 （文）施文

調 整 外 （文）施文

回転 ナデ

回転 ナデ

密

良好

（推定値）単位：cm

色調 内

色調 外

10YR5/2　灰 黄褐色

7．5YR5/2灰褐色

（灰）

（釉）5Y2/2オリーブ黒色

（ヘラ）

56 SY －02 台付壺

（底） 回転ヘ ラ切 り後板 ナデ

（文）斜行キザミ・凹線（2・3）

回転 ナデ

［8．2］回転 ナデ（底） ナデ後板押 さえ

（文）斜行 キザミ・凹線2 条

すか し

密

良好

7．5Y6/1 灰色

7．5Y6/1 灰色

57 SY －02 装飾

須恵器

（4．8）

［10．1］

（体）回転ヘラ削り

（体）回転ヘラ削り

密

良好

2．5Y7/1 灰白色

2．5Y6/2 灰黄色 （釉）７．5Y3/2オリーブ黒色

58 SY －02 装飾

須恵器 ［2．8］

回転 ナデ

回転 ナデ（底）指押さえ

密

良好

5B6/1  青灰 色

5Y5/1  灰色

59 SY －02甕蓋 （22．5）（天）同心円文

［9．0］（天） タタキ後 カキ目

密

良好

5PB5/1 青灰色

N6/  灰色

60 SY －02 杯

（文）斜格子キザ ミ

（18．0）回転ナデ

カキ目

密

良好

5YR4/3   にぶい赤褐色

5YR4/4  にぶい赤褐色

酸化炎焼成

62 SY －03 杯蓋

IVb

密

良好

7．5YR7/2 明褐灰色

5Y6/1 灰色 （釉）5Y2/2オリーブ黒色

63 SY －03 杯蓋

IVb

5．6

（12．4）

［3．4］

12．1

3．9

回転ナデ

回転ナデ（天）回転ヘラ切り後ナデ

回転ナデ

回転ナデ（天）回転ヘラ削り

密

良好

N6/  灰色

N5/ 灰色

右方向・（灰）

（釉）5Y2/2オリーブ黒色・重ね焼疸

64 SY －03 杯身

Ⅱa

13.0

3．7

回転ナデ

回転ナデ（底）回転ヘラ削り

密

良好

10Y6/1 灰色

10Y6/1 灰色

右方向

65 SY －03 杯身

Ⅱa

12．6

3．9

密

良好

2．5Y7/2 灰黄色

N6/ 灰色

左方向

66 SY －03 杯身

Vb

12．0 密

良好

5Y6/1 灰色

5Y6/1 灰色

左 方向

67 SY －03 杯身

Ⅵb

3．3

11．4

2．8

回転ナデ

回転ナデ（底）回転ヘラ削り

回転ナデ

（底）回転ヘラ切り後 ナデ

回転ナデ

（底）回転ヘラ切り後ナデ

密

良好

2．5Y8/3 浅黄色

2．5Y8/3 浅黄色

68 SY －03 椀 （13．4） 回転ナデ

（底）回転ヘラ切り後ナデ

（体）手持ち削り（文）凹線2条

密

良好

5Y6/1 灰色

5Y6/1 灰色

右方向

69 SY-03  短頸壺

蓋

（10．1）

3 ．85

回転ナデ

回転ナデ

（天）回転ヘラ切り後ヘラナデ

密

良

2．5Y7/2 灰黄色

2．5Y7/2 灰 黄色

右方向
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68

番号 遣構 器種

分類

口径

器高

胎土

焼成

備考：ロクロ回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉（ヘラ）ヘラ記号　その他

70 SY －03 壺

　[11．5］

調整 内 （文）施文

調整 外 （文）施文

回転ナデ

回転ヘラ削 り後ナデ

（文）刺突列点文・凹線2条

密

良

（推定値）単位：cm     

色調 内

色調 外

7．5YR4/2 灰褐色

5YR4/1  褐灰色

（灰）

71 SY －03 脚

［6．5］ （端）縦ナデ 縦ハケ

（文）斜行キザミ・螺旋状凹線2条

密

良好

なし

5PB5/1 青灰色

72 SY －03 把手

［9．6］ 回転ナデ（文）凹線2条

斜行キザミ・縦キザミ

密

良好

なし

5Y6/1 灰色

73 SY －03 須恵質

紡錘車 2．4板ナデ（側面）板押さえ

密

良好

2．5Y8/4 淡黄色

N5/ 灰色

76 SY －04 杯身 

Ⅲa

12．6

4．1

回転ナデ（底）不整方向ナデ

回転ナデ（底）回転ヘラ削り

密

良好

2．5Y6/2 灰黄色

2．5Y5/2 暗灰黄色

右方向 ・（灰）外面

78 SY －04 高杯

V

回転ナデ

［4．3］回転ナデ

密

良好

2．5Y7/2 灰黄色

2．5Y7/2 灰黄色

左方向 ・（灰）

80 SY －04 円面硯 11．7

［2.1］ 回転ナデ

密

良好

5PB5/1  青灰色

10YR5/1 褐灰 色

左方向

（釉）底面2．5Y2/1黒色

83 SK －02 杯蓋

Ⅱa

（底）不整方向ナデ

13．7回転ナデ 密

良好

N6/ 灰色

2．5Y6/2 灰黄色

85 SK －03 杯身

Ⅵb

3．9

　（11．6）

2．75

回転ナデ（天）回転ヘラ削り

回転ナデ

回転ナデ

（底）回転ヘラ 切り後ナデ

密

良好

5PB7/1   明青灰色

5PB5/1 青灰色

左方向 ・（灰）

（釉）2 ．5Y3/2黒褐色

右方向 ・（灰）

（釉）7．5Y4/3暗オリーブ色

86 SK －03 高坏

c

15．2回転ナデ

［4．0］回転ナデ（杯）回転ヘラ削り

（文）突帯1 条

密

良好

2．5Y7/2 灰黄色

2．5Y7/2 灰黄色

左方向

（釉）7．5Y2/1黒色

87 SK －03 高坏

I

回転ナデ ．

[7.7］ 回転ナデ

密

良好

5PB4/1 暗青灰色

5R4/1 暗赤 灰色

（灰）

（釉）N3/暗灰色

88 SK －03 高坏

I

回転ナデ

［6.0] カキ目

密

良好

5B5/1 青灰色

5PB5/1 青灰 色

右方向

指紋

89 SK －03 高坏

I

（文）すかし

回転 ナデ

［5．4］回転ナデ

密

良好

2．5Y5/2 暗灰黄色

2．5Y6/2 灰黄色

左方向 ・（灰）

（釉）2 ．5Y3/1黒褐色

90 SK －03高坏

［6.45]

（分）すかし

回転 ナデ

（杯）回転ヘラ削り

密

良好

5PB5/1 青灰色

N5/ 灰色

右方向 ・（灰）

（釉）5Y3/2オリーブ黒色

[残存高］単位：cm

Ⅳ



番号 遺構 器種

分類

口径

器高

調整 内 （文） 施文

調整 外 （文）施文

胎土

焼成

[残存高] 単位：cm

備考：ロクロ回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉 （ヘラ）ヘラ記号 その他

91 SK －03 はそう 回転 ナデ

［9．9］回転 ナデ （頸）縦ハケ

やや密

良好

（推定値）単位：cm     

色調 内

色調 外

2．5Y8/4 淡黄色

2．5Y8/2 灰白色

右方向

円孔

92 SK －03
はそう

（底）不整方向ナデ

（文）（頸）凹線2条

凹線2 条・刺突列点文 ・円孔

回転 ナデ

［6．5］（体）回転ヘラ削り

（文）凹線（2 ・1）

密

良好

10YR5/2 灰黄 褐色

2．5Y5/2 暗灰黄色

93 SK －03 短頸壺 10．6

15．3

回転 ナデ

回転 ナデ

（体）回転ヘラ削 り後ナデ

（底）不整方向 ナデ

（文）刺突列点文

密

良好

７．5Y6/1 灰色

10YR4/1 褐灰色

右方向・（灰）

（釉）7．5Y2/2オリーブ黒色

窯壁付着

右方向・（灰）

（釉）2．5Y3/3暗 オリ ーブ 褐色

（底）土器片・窯壁付着

94 SK －03 装飾

須恵器

3．5回転 ナデ 密

良好

7．5Y5/1⁷灰色

7．5Y4/1 灰色

左方向・（灰）

95 SK －03 器台

[2.8]

（16．1）

19．4

回転 ナデ

回転ナデ（杯）板ナデ・指頭圧痕

回転 ナデ

（文）突帯・斜行キザミ

密

不良

5YR7/6 橙 色

7．5YR7/6橙色

酸化炎焼成

98 SK －04 杯蓋

Ⅱa

回転 ナデ 密

良好

2．5Y6/1 黄灰色

2．5Y6/1 黄灰色

右方向

99 SK －04 杯蓋 やや密

良好

2．5Y7/2 灰黄色

5Y6/1 灰色

100 SK －04 高坏

蓋

13．3

3．8

（13．5）

3．9

15．4

4．8

回転 ナデ（天） 回転ヘラ削り

回転 ナデ

回転 ナデ（天）手持ちヘラ削 り

回転 ナデ

回転 ナデ（天） 回転ヘラ削 り

密

良好

N7/     灰白色

N6/ 灰色

101 SK －04 脚 部 回転 ナデ

［4．6］（脚） 回転ヘ ラ削 り

密

良

5Y5/3 にぶい赤褐色

10YR3/2  黒 褐色

右方向

火 だす き

右方向 ・（灰）

（釉）7．5GY2/1緑黒色

右方向 ・（灰）

102 SK －04 甕

（文 ）すかし

（22．5）回転 ナデ

回転 ナデ

密

不良

10YR7/6 明黄褐色

10YR7/8 黄橙色

103 SX －01 杯 蓋

Ⅱa

密

良

2．5Y5/1 黄灰色

10YR5/2 灰黄褐色

左方向 ・（灰）

104 SX －01 高坏 密

良

2．5Y7/3 浅黄色

5Y7/1    灰白色

105 SX-01 高杯

［8．5］

（13．6）

［3．6］

（12．8）

［3．1］

（9．9）

［4．4］

回転ナデ

回転ナデ（天） 回転ヘ ラ削 り

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

回転ナデ

（文 ）突帯2 条

刺突列点文 ・すかし

密

良好

N6/ 灰 色

N6/ 灰色

左方向
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[残存高]単位：cm

番号 遺構 器種

分類

口 径

器 高

調整 内 （文）施文

調整 外 （文）施文

胎土

焼成

（推定値）単位：cm     

色調 内

色調 外

備考：ロ クロ 回転 （灰）灰かぶり

（釉）自然釉 （ヘ ラ）ヘラ記号 その他

106 SX －01 短頸壺 7．4

8．1

回転ナデ

回転ナデ（底 ）不整方向 ナデ

密

良好

N6/ 灰色

5Y7/1    灰白色

107 SX －01壺 回転ナデ

［13．2］ 回転ナデ（底）回転ヘ ラ削 り

密

良好

5Y4/1 灰 色

7．5YR3/1黒褐色

右方向

（釉）5Y3/1オリーブ黒色

左方向 ・（灰 ）

（釉）7．5Y3/2オリーブ黒色

窯 壁・土器付 着

108 SX －01 甑

24．8

（文）刺突列点文・凹線（2・2）

不明

横ハケ

密

不良

2．5Y8/3淡黄 色

10YR8/3浅黄橙色

109 SI－01 杯 蓋

Ⅱb

13．6回転ナデ

4．0回転ヘ ラ削 り

（天）ヘラ切 り後不整方向 ナデ

密

良好

N6/ 　灰色

N6/ 　灰色

右方向

110 SI－01 杯 蓋

Ⅱb

13．7

4．4

回転 ナデ

回転ナデ

密

不良

右方向

111 SI－01 杯 身

Ⅱa 3．5

（天） 回転ヘ ラ削り

13．0回転 ナデ（底） 不整方向 ナデ

回転ナ デ（底） 回転ヘラ削 り

密

良

左方向

112 SI－01 杯 身

Ⅳb

11．5 密

良好

右方向

（ヘ ラ）・指紋

113 SI－01 高杯

a

3．7

（12．9） 密

良好

2．5Y8/3 淡黄色

2．5Y8/3 淡黄色

10R6/4 にぶい赤 橙色

7．5YR7/4にぶい橙色

2．5Y6/1 黄灰 色

N6/　 灰色

7．5Y6/1　灰色

5RP5/1　 紫灰 色

5PB6/1　 青灰 色

右方向・（灰）

114 SI－01 高杯

Ⅳb

［3．9］

13．7

9．1

回転ナデ

回転ナデ（底）ヘラ切り 後ナデ

回転ナデ

回転ナデ（杯） 回転ヘラ削 り

回転ナデ

回転ナデ（杯） 回転ヘラ削り

密

良好

N6/ 　灰色

N6/　 灰色

右方向・（灰）

115 SI－01 壺 （7．0） 回転ナデ 密

良好

5R5/1　 赤 灰色

5R1 ．7/1 赤黒 色

右方向・（灰）肩部全面

（ヘラ）

116 SI－01 脚部

回転ナデ（体） 回転ヘラ削り

（底）不整方向 ナデ

回転ナデ

［4．4] 回転ナデ

密

良好

N6/ 　灰色

N5/ 　灰色

（灰）

117 SI－01 甕 22．2

（8．6）

回転ナデ・ 密

不良

5YR7/6   橙色

2．5Y7/2 灰黄色

（灰）

118 SI－01 甕蓋 32．6

［4．8］

密

良好

5Y5/1  灰色

5Y4/1 灰色

右方向・（灰）内面

119 SI－01 甕蓋 25．2

12．0

密

良好

2．5Y7/2 灰黄色

2．5Y7/2 灰黄色

右方向・（灰）

120 SI－02 杯甕

Ia

（14．7)

［4.8]

回転ナデ（体）平行 タタキ

回転ナデ

回転ナデ（底）回転ヘラ削り

回転ナデ

カキ目調整（天）手持ちヘラ削り

回転ナデ

回転ヘラナデ

密

良好

5R5/1 　赤灰 色

N6/ 灰色

左方向

（釉）7．5Y4/3暗オリーブ色

121 SI－02 杯蓋

Ⅱb

（13．4）

5．0

回転ナデ

回転ナデ（天）ヘラ切り未調整

密

良好

N7/ 灰白色

5B6/1  青灰 色

5Y2/2オリーブ黒色

右方向・（灰）

（釉）2．5Y3/1黒褐色
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（推定値）単位：cm・　[残存高］単位：cm

調整 内 （文）施文番号 遺構 器種 口径 胎土 色調 内 備考：ロクロ回転（灰）灰かぶり

分類 器高 (釉）自然釉（ヘラ）ヘラ記号 その他調整 外 （文） 施文 焼成

122 SI－02 杯蓋 密
（12．9）回転ナデ

Ⅱb 不良5．0回転ナデ

密 右方向・（灰）123 SI－02 高坏

良好

回転ナデ

［4．6] 回転ナデ（杯）回転ヘラ削り

色調 外

2 /．5Y8 2 灰白色

2．5Y8/1 灰白色

N7/ 灰白色

10YR6/3 にぶい黄橙色5

密 N７/

（釉）10YR4/2灰黄褐色・土器片付着

（灰）124 SI－02 短頸壺 （11．0） 回転ナデ 灰白色

良好 N6/ 灰色蓋

125 SI－02 椀

［3.1] 回転ナデ

（11．6）回転ナデ 密

良好
7．5 回転ナデ

2．5Y5/1 黄灰色

2．5Y7/2 灰黄色

（灰）

（釉）7．5Y4/3暗オリーブ色

（文）波状文・凹線（2・1）

表6 西野春日谷遺跡土師器観察表 （推定値）単位：cm　　　[残存高］単位：cm

胎土 備考：ロ クロ 回転 （灰）灰かぶり番号 遺構 器種

分類

口径 調整 内 （文）施文

器 高 調整 外 （文）施文 焼成

色調 内

色調 外 （釉）自然釉 （ヘラ）ヘ ラ記号 その他

96 SK －03甕 （24．2）横ハケ やや密

［8．3］縦後横ハケ 良

密
102SK －04甕 （22．5）回転ナデ

不良

2．5YR5/6明赤褐色

5YR4/6 ⁷赤 褐色

10YR7/6⁷明黄褐色

10YR7/8⁷黄橙色［8．5］回転ナデ

表7　　　西野春日谷遺跡円筒埴輪観察表      （推定値）単位：回［残存高］単位：cm

部位番号 遊構 法量 調整 内 胎土 色調 内 備考：透かし

分類 調整 外 焼成 色調 外 タガ

密 不明26 SD －01 口縁 － 横ハケ 指押さえ 5YR7/6 橙色

－ 良 低い 「M 」字形A 左上がりハケ 5YR7/6　痕色

円形
SD －01 胴部 － 指ナデ 密 10R4/3 　赤褐色27

－
鋭い三角形

A 縱ハケ 良 10R4/3　 赤 褐色

円形
28 SD －01 口縁 － 指押さえ 密 10R4/3　赤褐色

良A 10R4/3 　赤 褐色 高い台形

29 SD-01 口縁 密 5YR3/6　 暗赤褐色 不明

高い「M 」字形

－ 左上がりハケ

（口径）指ナデ

（45．0）左上がりハケ 5YR3/ 6　 暗赤褐色
B 良

円形
30 SD －01 口縁 －指ナデ 密 5YR4/2 灰 褐色

良 5YR4/2 灰 褐色 鈍い「M 」字形
A

胴部 密 円形
31 SD－01

良

5Y5/1 灰色

5Y3/1 オリ ーブ黒色 低い「M 」字形C

－縦ハ ケ

－ 指ナデ

－ 縦 ハ ケ

密 5YR6/6　　橙色 隅丸方形？74 SY －03 底部 －指ナ デ

不良 5YR6/6　　橙色 鈍い「M 」 字形B

円形
96 SK －03 口縁

－左上が りハケ

（口径）指ナデ 密 7．5YR4/2灰褐色

良 5Y6/1灰色 やや高い台形
B （30．0）左上が りハケ

71



表8　西野春日谷遺跡鉄器観察表　　　　　　　（推定値）      単位：cm.g

器種 最大幅 厚 み 重量番号 長 さ 出土遺構 残存度 備考

61 鉄斧 9．9 3．5 0．9 139．5　SY－02 完存

81 鉄斧 14．9 5．0 1．6 420．5SY－04 完存

表9　西野春日谷遺跡石器観察表　　　　　　　（推定値）　　　単位:cm,g

器種 最大幅番号 長さ 厚み 重量 材質 残存度 備考

126 石鏃 （1.2）1．3   0．3 0．18 サヌカ イト 基部欠損

127 石鍍 1．3 1，1 0．2 基部欠損

128 石鏃 1．4 1．45 0．3 完存

129 石鏃 1．6 1．3 0．5 完存

130 石鏃 1．8 1．4 0．3 基部欠損

131 石鏃 2．1 1．75 0．35

0．17サヌカ イト

0．49サヌカ イト

0．5サヌカ イト

0．4サヌカ イト

0．68サヌカ イト 完存

132 石 鏃 2．8 2．15 0．5 基部欠損

133 石 鏃 1．6 1．15 0．35 先端部欠損

134 石 鏃 2．1 1．3 0．25 完存

135 石 鏃 2．1 1．6 0．35 基部欠損

136 石 鏃 2．9 1．4 0．4

1．79サヌカ イト

0．49サヌカイト

0．53サヌカ イト

0．96サヌカイト

1．46サヌカ イト 完 存

137 スクレ ーパー 4 6．95 0．5 15．83サヌカイト 完 存

138 スクレ ーパー 1．7 4 0．7 完存

139 打 製石 包丁 5 10．1 1．4 完存

140 扁平片刃石斧 4．9 4．05 0．8

2．47サヌカイト

64．46サヌカイト

16．75結晶片岩 刃部 のみ

141 剥片 3．5 5．6 0．75

142 剥片 2．8 5．3 0．7

143 剥片 2．4 1．7 0．5

9．67安 山岩 （在地）

8．56安 山岩 （在地）

1．73黒曜石

144 剥片 2．7 2．4 0．3

145 剥片 3．8 1．7 1．1

146 剥片 2．75 2．6 1．2

1．68黒曜石

3．78黒曜石

7．22 黒曜石

147 剥片 0．9 1．05 0．3

148 剥片 1．55 2．45 0．55

0．25チ ャート（緑色）

1．67チ ャート（赤色）

149 剥片 2 1．6 0．4

150 剥片 2．35 1．3 0．8

1．14チ ャート（灰色）

3．59水晶
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第4章 通谷池2号墳

第1節 遺跡の概要

通谷池2号墳は西野春日谷遺跡の南西約600m、砥部町が松山市と東接する人工池（通谷池）を見

おろす標高95mの分岐丘陵上に位置している。絶対位置は北緯33°45’18"、東経132°47’48"で、

行政的位置は伊予郡砥部町宮内1522番である。

2号墳のある通谷池古墳群（5.000㎡）は、従来、5基の円墳として認識されていた。周辺には、北

側丘陵に大下田南古墳群・谷田古墳群・西野古墳群、古鎌山古墳群、西側丘陵には通谷山古墳

群等の後期の古墳群が分布している。

今回古墳群の東側（2,600㎡）を調査した結果、丘陵の中央部において、複室の両袖型横穴式石室

を内部主体とする方墳が1基検出された。石室は丘陵尾根筋にほぼ直行するように築造され、南

西方向に開口している。

第2節 遺構と遺 物

1 古墳 の現状 （図51）

今回調査した通谷池2号墳のある丘陵は、頂上部が削平され、東西に緩やかな馬の背状を呈し、

古墳の西側は、後世の土地利用のために、深さ約1.5m削られていた。また、南北方向は、池に

向かって急峻な斜面（高低差約20m）となっており、多量の土砂が池に向かって流れ落ちたと考え

られる。そのため、墳丘はほとんど確認できず、瘤状の高まりが微かにわかる程度であった。

2 墳丘 と外表施設 （図52）

墳丘は地山削りだしにより成形し、盛り土をしたものと考えられるが、後世の開墾や土砂の

流出により、残存していない。今回古墳の東側に周溝か検出されたことにより、ある程度墳形

と規模を推定することができた。

周溝は、石室の東側にほぼ直線的に延びるもので、南端で僅かに西方向に屈曲している。規

模は残存長約10m、幅2m～2.5m、深さ約0.3mを測り、断面は丸く幅広の「U」字形を呈してい

る。結果、通谷池2号墳の墳形と規模は、検出した周溝から推測して、周溝の外側で1辺約14m

の方墳を想定することができる。

前庭部の西側では、羨道端より90°屈曲し、西に伸びる外護列石を約0.9m検出している。列

石は主に約30cm程度の亜角礫を使用しており、今回の調査では3段まで確認できた。墳丘造営当

初は石室羨道端から墳丘の裾に巡らされていたと考えられるが、上部が既に削られ、石室の南

東側も大きく撹乱を受けているため、全容は不明である。

石室内及び石室の南側（羨道・前庭部）では酸化鉛焼成の須恵器系円筒埴輪が出土している。埴

輪はすべて窖窯焼成のものであるが、軟質と硬質の2つのタイプが存在する。分布状況をみると、

石室内のものは、すべて硬質タイプであり、石室の南側では、入口に近いところに軟質のもの

が、その外側に硬質のものが分布しているようである。しかし埴輪は総て小破片で、完存する

ものはなく、使用の状況も不明であり、通谷池2号墳が埴輪を伴っていたかどうかは不明である。
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図51 通谷池2号墳全側図

1褐色土
2にぶい黄橙色土
3黄橙色土

4黄褐色土

5にぶい黄褐色土
6黄褐色土

7にぶい黄褐色土
8にぶい黄橙色土

9にぶい黄褐色土
10にぶい黄橙色土

11黄橙色土
12にぶい黄橙色土

13にぶい黄橙色土
14にぶい黄橙色土
15黄橙色土

16にぶい黄橙色土
17明黄褐色土

図52 通谷池2号墳平・断面図
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3 横穴式石 室 （図53）

本古墳の主体部は、N-14°-Eに主軸方向を示し、南西方向に開口する横穴式石室である。上

部が削平されていたため、天井部の状況は不明である。石室は玄室を前後に分かつ複室構造を

とり、玄門および前門はそれぞれ両袖をなしてある。規模は石室全長6m 、玄室長1.5m、同幅2m、

前室長1.8m、同幅1.6m、玄門幅1.5m、前門幅は1.3mを測り、玄室は奥行きが短く幅広、前室は

奥行きがやや長く幅狭の長方形を呈している。前室の床面は玄室より僅かに高くなっており、

玄門には境石、前門には框石をそれぞれ3個の石で設けている。

羨道の西側は直線的に、東側はやや開き気味に延びている。東側は大きな陥没のため不明だ

が、西側で羨道長2.2m、前門付近で羨道幅1.5mを測る。羨道は、石室の中軸より若干東方向に

ずれている。

墓坑は長辺6m、短辺玄室付近4m、前室付近3.5m、深さ約0.9mの石室を配置するための坑に続

いて外護列石のための掘方が掘られている。掘り方の傾きは、奥壁・玄室では垂直に、前室で

は広くなっており、東西壁面の断面は基底石の上部で段がついた後、床面で狭くなる逆「凸」

形を呈している。

石室の構築手順は、奥壁、玄門、前門、東西の側壁の順で構築しており、最初に玄室の東西

規模、続いて南北規模を決定したことがわかる。

東西の側壁は東壁において7段（約12m）の石積みが確認されており、築造当初には7段以上の構

築が推定される。玄室・前室共に基底部には4個の中型の板状の石材を広口積みにしている。そ

のほかは、やや小型の石材を小口ないしは横口積みで積み上げている。持ち送り幅は、東壁7段

目において約0.4mを測り、両側壁は緩やかな弓形を描いているが、奥壁においてはほぼ垂直に

近い状態となっている。

奥壁は、3段残存しており、5個の石材を広口積みして基底部をつくっている。内中央の3個は

石室に使われている石材の中で最大のものである。奥壁の東側は小型の石材を小口に積み、東

壁の長さまで調整をしている。

玄門は西側では中型の石を3段広口積みしており、東側では基底部に立柱状の石を据え、上部

2段はやや小型の石材を横口積みしている。前門は立柱状の石材を垂直に立てている。

羨道は前門より1m手前に中型の石材を縦位に据え、羨道床面から約0.3m掘り込み羨門としてい

る。その上面にあわせて1から2段の小型の石材が小口ないし横口積みで積まれている。

玄室及び前室では敷石や棺台等の石材は確認されなかった。石材はほとんどが和泉砂岩である。 

4 遺物 の出土状況 （図53）
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遺物は前室と羨道及び前庭部の南側において出土した。前室について見ると、須恵器10点、

埴輪片7点、鉄釘3点てある。出土須恵器を器種別に見ると高坏の蓋2点（1・2）、有蓋高坏5点（4～

8）、杯蓋2点（9・10）、小型短頸壺1点（11）である。特に境石付近の高坏2点（5・7）は伏せた状態で出

土している。羨道からは須恵器1点（高坏の蓋・3）、前庭部からは須恵器1点（甕・12）で、埴輪

片29点である。羨道の須恵器は、前室内の高坏の蓋と同形のものであり、前室には3セットの有

蓋高杯が存在したと考えられる。前庭部南にある須恵器の甕は、破損が著しく、復元作業にお



・ 鉄釘
図53 石室展開図及び遺物出土状況
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1 2 3

4 5 6

7
8

9

10

11 12

図54 通谷池2 号墳出土遺物1（須恵 器）
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いて1個体と確認できたものである。出土状況から古墳造営後の墓前祭祀を目的として据え置か

れた須恵器が破損したか、周溝内に投棄され破損したかのどちらかと考えられる。

玄室、前室共に被葬者を想定する遺物は出土しておらず、前室の西壁近くからの鉄釘の出土

が棺の存在を推測するにとどまる。

5 出土 遺物 の観察

須恵器 （図54）

通谷池2号墳から出土した須恵器は合計12点である。器種別に見ると有蓋高杯5点、高杯の蓋3

点、杯蓋2点、短頸壺1点、甕1点である。各須恵器の時期を見ると、1～8が中村編年のⅡ型式6段

階、その他がⅢ型式の1～2段階と考えられる。

蓋

1～3は、口径約11.0cm、器高4.1～4.5cmを測る、天井部中央に宝珠様つまみを有する高杯の蓋

である。丸い天井部から緩やかに内湾した後、僅かに下方向に屈曲し、丸い口縁端部に至る。

天井部～体部上位1/3まで回転ヘラ削り調整、それ以外は回転ナデ調整である。3は、天井部内面

に手持ちナデ調整が施されている。

高坏

4～8は、口径8.8～9.5cm、受部径11.2～11.9cm、器高8.0～9.0cmを測る有蓋高坏である。坏部

はいずれも立ち上がりが短く内傾し、短く鋭い受け部から内傾し杯底部に至る。杯部は浅い。

脚部は細い基部から外反して下った後、脚端部近くで水平にのびるものである。8は水平よりや

や上方にのびている。脚端部は鋭く仕上げられ、下方にわずかし肥厚している。杯部外面1/2が

回転ヘラ削り調整、その他は回転ナデ調整である。

杯蓋

9は口径8.7cm、器高3.1cm、基部径10.9cmを測る、天井部中央に擬宝珠様つまみを有する杯蓋

である。やや平坦な天井部から鈍く屈曲して「ハ」字状に開いた後、口縁付近でさらに外方に

開き、尖り気味の端部に至る。短いかえりを有する。調整は天井部が回転ヘラ削り調整、それ

以外は回転ナデ調整である。天井部外面に『川』字状のヘラ記号が施されている。

10は口径12.9cm、器高3.7cm、基部径15.7cmを測る、天井部中央に宝珠様つまみを有する杯蓋

である。。丸い天井部から緩やかに外方向に下り、やや丸い口縁端部に至る。口縁端部内側

1.5cmに貼り付けによる短いかえりを有する。

天井部上位1/3に回転ヘラ削り調整、それ以外は回転ナデ調整である。天井部内面にはつまみ貼

り付けの為、手持ちナデ調整が施されている。

小型壺

78

11は口径8.6cm、器高5.9cmを測る、器高に対し口の大きな小型の壺である。僅かに外反する

口縁部と偏球形の体部を持つ。体部最大径は上位1/3に持ち、明瞭な肩を形成した後、内湾し平

底に至る。底部外面は、ヘラ切り後ナデ調整、その他は、回転ナデ調整である。底部外面には

土器片が付着している



13 15

4
16

17 18

図55 通谷池2号墳出土遺物2（埴輪）

甕

12は口径21cm、器高43cmを測る中型の長胴形

の甕である。口縁は外反し端部は丸く、口縁端

部を上につまみ上げることにより、口縁内面に

稜を持つ。体部は最大形を上位に持った後、僅

かに内傾し平坦な底部へ至る。体部外面は平行

タタキの後回転ハケ調整、底部はカキ目調整、

内面は同心円文の当て具痕、口縁部内外面は回

転ナデ調整である。

19 20  21

図56 通谷池2号墳出土遺物3（鉄器）
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埴輪 （図55）

出土総数は29点てある。すべて細片であったため、全体の形状は不明であるが、円筒埴輪片と

考えられる。焼成はすべて窖窯焼成であるが、焼成の状況により2種類に分けることができる。

そのうち6点を図示した。

円筒埴輪

13～16は内外面橙色をした硬質の埴輪の体部で、器壁1～1.3cmを測り、タガの断面は丸みを帯

びた台形をしている。夕方は埴輪本体に貼り付けられており、15の埴輪には、タガを貼付する位

置を示す2状の沈線が刻まれており、埴輪の作成技法の1つをみることができる。透かしを持つも

のは1点で、円形の透かしである。調整をみると、外面は全体を5本/1cmの縦ハケ調整、内面は指

頭あるいは布によるナデ調整を行い、タガをナデ調整で貼付けている。

17・18は焼成不良の埴輪片である。器壁は1cm 弱を測り、タガはやや低めの台形をしている。 

17は口縁部で、端部を外に僅かにつまみ出しており、端面は平坦である。調整は外面を4本/1cm

のハケ調整、口縁外面及び内面はナデ調整である。18は17同様の埴輪の体部である。

鉄器 （図56）

鉄釘

前室から4点出土しているが、すべて欠損品で

ある。19～21は、幅0.5cm、厚さ0.4cmを測る、
22

2 3 24

断面四角形を呈する鉄釘である。頭部は欠損し

ているため不明であるが、身下部は徐々に先細

り、先端で尖っている。

6 その他の遺物

図57 通谷池2号墳出土遺物4（弥生土器）
通谷池2号墳では、表土直下、及び周溝の埋

土中より弥生土器片や石器が出土している。特

に墳丘の北東側に集中して出土しており、古墳

の造営以前に弥生時代の遺物包含層が存在して

いたと考えられる。

弥生土器 （図57）
25 26 27

22は複合口縁壺の口縁部である。口縁部を上

に大きく肥厚させ、端部は丸い。内外面ナデ調

整を施している。

23・24は甕の破片である。

23は口縁が「く」字状を呈し、端部は外傾す

る面をなす。内外面ナデ調整を施している。 28

24は外に突出した上げ底の底部である。底部

から直線的に上外方向にのび、体部に至る。外

面は体部が縦方向の粗いハケ調整、底部に指頭 図58 通谷池2号墳出土遺物5（石器）
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圧痕が残る。内面は板状工具によるナデ調整である。

時期は弥生時代後期後半段階である。

石器 （図58）

石鏃3点、石核1点が出土している。

石鏃

25は凹基無茎式の黒曜石の石鏃である。先端部と基部を欠損している。抉りは深く、丸みを持

つ。両面とも細かな調整剥離を行っている。

26は凹基無茎式のサヌカイトの石鏃である。基部が僅かに欠損している。

基部が内湾し、先端部から基部にかけて、途中で角度が僅かに変わっている。両面とも細かな調

整剥離を行っている。

27は凹基無茎式のサヌカイトの石鏃である。基部の抉りは浅く、緩やかな内湾である。周縁に

は細かな剥離調整を行っている。

石核

28は赤色チャートの石核である。

第3 節 小 結

ここでは、通谷池2号墳の諸特徴を、墳丘・石室・副葬品の点から松山平野の関連古墳と比較し

つつ墳丘・石室・副葬品の点から再度整理し、古墳の造営時期及び性格を考察しまとめとしたい。

1 墳 丘と外 表施設

通谷池2号墳における墳丘の遺存状態は必ずしも良くないが、周溝のあり方から、一辺約14m

の方墳を復元することが可能である。外表施設としては、羨道開口部から連続する外護列石が確

認されている。松山平野で外護列石を伴う古墳の事例は、伊予市・上三谷2号墳、砥部町・城の

向3号墳、水満田2号墳、松山市・大池東1号墳などであり、現在のところ砥部川流域に発見例が

多いが、必ずしも地域性を示すものとは即断できない。なお、通谷池2号墳のように方墳で外護

列石を伴う例は、伊予市・上三谷2号墳であり、同様に複室構造の横穴式石室を構築している点

て興味深い。

その他の外表施設として円筒埴輪の存在がある。ただ、少量の出土であり、出土状況からも、

本古墳に円筒埴輪が立てられていたとは考えにくい。

2 複室構造の横穴式石室 （図59）

はじめに

通谷池2号墳の最大の特徴は、横穴式石室が複室構造をなす点である。ここでは、松山平野に

おける複室構造石室の検討を通じて、本墳石室の位置付けを行いたい。

事例

松山平野の複室構造石室は伊予市・上三谷2号墳（方墳）、砥部町・大下田3号墳B 石室（円墳）、松

山市・かいなご1号墳（方墳）、重信町・志津川1号墳（方墳）の4基が知られており、それぞれの古墳

の概要を説明したい。
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上三谷2号墳 伊予市上三谷甲2996他

標高約38mの扇状地上に立地する長方墳（30m×28m）である。前庭部から周溝の内側に外護列

石を巡らす。南に開口する石室は、玄室を石障においても区画しており、玄室長4.2m、同幅2.3

m、前室長2.8m、同幅1.8m、羨道長4.7m、同幅1.5mを測る。石室からは須恵器（Ⅱ型式5・6段

階)(注1)、刀装具、馬具、耳環(2点)、玉類等が多量に出土している。

志津川1号墳 温泉郡重信町大字西岡

松山平野の北東、標高174mの丘陵斜面に立地する方墳（15m×12m）である。

南東方向に開口する石室は、玄室長2.0m、同幅2.0m、前室長1.4m、回幅1.4m、羨道幅1.2mを

測る。石室出土の遺物はないが、周溝内から須恵器（Ⅱ型式5・6段階～Ⅲ型式1段階）が出土して

いる。

通谷池2号墳　伊予郡砥部町宮内1522番

本報告において既に述べているが、再度概要をまとめておきたい。

松山平野の南端、標高95mの丘陵上に立地する方墳（一辺約14m）である。前庭部から周溝の内

側に外護列石を巡らす。南西方向に開口する石室は、玄室長1.5m、同幅2.0m、前室長1.8m、同

幅1.6m、羨道長2.2m、同幅1.5mを測る。玄室・前室共に敷石は確認されず、前室から須恵器

（Ⅱ型式6段階～Ⅲ型式1・2段階)、鉄鉗等が少量出土している。

かいなご1号墳 松山市平井町谷之内253

松山平野北部、平井谷を見下ろす標高165mの丘陵に立地する方墳（13.2m×10.5m）である。南

東方向に開口する石室は、玄室を石障においても区画しており、玄室長2.4m、同幅1.8m、前室

長2.0m、羨道長1.25m、羨道幅0.6mを測る。石室からは須恵器（Ⅲ型式1段階）、銅鏡、耳環（2点）

が出土している。

分類

石室において羨道を除く部分が2室以上あるものを複室石室と呼ぶ。（注2）複室石室はその条

件として、（1）玄室・前室・羨道を袖石（玄門・前門）及び敷石、仕切り石で構造的に区別し、（2）

平面的にも羨道とは明らかに横幅の広がる空間を有するものである。桧山平野においては、前

室幅と羨道幅がほぼ同じであり、（2）の条件を満たさない「擬前室」的様相をもつ複室構造石室

墳も存在する。

上記の4古墳は、複室構造石室（特に玄室）の平面形態から大きく3つのタイプに分けることが

できる。

複室石室A 玄室（奥室）の奥行きが幅を凌ぐ縦長で、石室全体は「I」字形の平面形をなす。玄

室長幅指数（幅÷長さ×100）は50前後である。上三谷2号墳を典型とする。

複室石室B 玄室（奥室）の奥行と幅が同じで、石室平面形が正方形をなすものである。玄室長幅

指数は100前後である。志津川1号墳を典型とし、「擬前室」的様相を呈するものとしてかいなご

1号墳がある。

複室石室C 玄室（奥室）は奥行を幅が凌ぐ横長で、石室全体は「T」字形の平面形をなす。玄室

長幅指数は140前後である。通谷池2号墳を典型とする。
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現在松山平野には、以上のような3つタイプの複室構造石室がある。このタイプ差が石室系譜

によるものか時代性なのか、上記4例で判断することは難しく、今後の類例の増加を待ち判断し

たい。

3　 副葬須恵 器の特徴

通谷池2号墳の石室内から出土した須恵器は器種・量ともに非常に少ない。ここでは出土須恵

器の特徴を述べると共に、その編年的な位置付けについて考えてみることにする。

出土須恵器で注目したいのが、有蓋高杯である。高杯は5点出土しており、内3点は蓋とセット

である。高杯（4～8）は口径9cm前後、杯部は浅い杯身の形態をなし、短脚である。それに伴う蓋

（1～3）は、口径11cm前後、杯蓋の蓋に、宝珠様つまみを付すものである。両者共に小型で、古墳

時代一般に見られる立ち上がりを持つ高坏とつまみを付す高杯蓋であり、型式学的にはⅡ型式6

段階に位置付けられる。ただし、蓋には1段階新しいⅢ型式1段階に出現する宝珠様のつまみが付

けられている。これらの須恵器は、形式が変化する過渡期に作られたものと考えられ、須恵器の

型式移行期の状況を窺う貴重な例といえる。

そのほか、Ⅱ型式6段階の小型短頸壺（11）、Ⅲ型式1～2段階のかえりの付く杯蓋（9・10）が出土し

ている。9の杯蓋には、「川」字状のヘラ記号が確認でき、類例として本墳の約600m北に存在す

る古鎌山3号古墳出土の高杯が挙げられる。

これらの須恵器が古墳築造段階のものかどうかは、玄室及び前室に被葬者を推定できる遺物が

検出できなかったため、不明である。ただ、少なくとも1回あるいは2回程度の追葬が行われた可

能性が推測できる。

4 築造時期と性格

通谷池2号墳は、築造時期は不明であるが、追葬（Ⅱ型式6段階・Ⅲ型式1～2段階）を想定して築造

された古墳である。追葬は、この時期の松山平野における古墳においては一般的であるが、複室

構造の石室形態の例は少なく、特にC類の複室構造の石室墳が確認された点で特筆できるもので

ある。

出土須恵器は古墳時代後期群集墳に一般的に副葬されているものであるが、有蓋高坏（古墳文

化的）と宝珠様つまみを付す高杯蓋（仏教文化的）がセットで検出されており、新旧の形態をもつ須

恵器が同時に存在している。このことは、本古墳の被葬者が新しい形態の須恵器をより早く副葬

できる環境にあったことを示している。

注1 出土須恵器の編年は、すべて中村浩「和泉陶邑窯の研究」に拠る。

注2　石野博信ほか「横穴系の埋葬施設」『古墳時代の研究　第7巻　古墳Ⅰ　墳丘と内部構造』1992
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A B C

上三谷2号墳 　大下田3号墳B石室 志津川1号墳 通谷池2号墳

かいなご1号墳

図59 複室構造石室平面図
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表10

3 かいなご1号墳 松山市平井町谷之内253 方・13．2×10．5 銅鏡・耳環2

4 通谷池2号墳 伊予郡砥部町宮内1522番 方・14

表11 松山平野の外護列石を持つ古墳

番号 古墳名 Ⅱ－3Ⅱ－4Ⅱ－5Ⅱ－6Ⅲ－1備考

1 上三谷2号墳

2 城の向3号墳

所在地 墳形・規模（m ） 出土遺物

伊予市上三谷甲2996ほか 方・30.0×28.0 耳環2・刀装具・馬具・玉類

伊予郡砥部町上原町274 楕円・20.0×15.0 耳環3・玉類

3 水満田2号墳 伊予郡砥部町麻生425 円・16．8 鉄刀・鉄斧・鑿・馬具・鉄鏃・耳環4・玉類 埴輪有り

4 大池東1号墳
＊＊ 擬前室？

5 通谷池2号墳

松山市南江戸町

伊予郡砥部町宮内1522番 方・14

1 上記1と同じ

2 岡田敏彦「城の向3号墳」『一般国道33号砥部道路関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ』（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター1981

3 宮 崎泰好『水満田第2号墳調査報告書』砥部町教育委員 会1993

4「大峰ヶ台遺跡9次調査地（1区）」『松山市埋蔵文化財調査年報 Ⅶ』松山市教育委員会1995

松山平野の複室構造の石室を持つ古墳

番号 古墳名 墳形・規模（m ） 出土遺物

須恵器

Ⅱ－3Ⅱ－4Ⅱ－5Ⅱ－6Ⅲ－1備考所在地

伊予市上三谷甲2996ほか 方・30．0×28．0 耳環2・刀装具・馬具・玉類 外護列石1 上三谷2号墳

2 志津川1号墳 温泉郡重信町大字西岡 方・15．0×12．0 ＊＊

擬前室

外護列石

1谷若⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ 

2 森光 晴ほか『志津川古墳 群』重信町教育委員 会1996𤭯

3 森光 晴ほか『かい なご ・松ヶ谷古墳 』松山市教育委員会1975

倫郎ほか⁷『上三谷古墳群「』愛媛県埋蔵文化財調査センター1988



表12 通谷池2号墳須恵器観察表

番 号 器 種 口  径

器 高

調 整 内

調 整 外

胎 土

焼 成

色 調 内

色 調 外

備 考

ロ クロ 回転

10．9

4．5

1 高杯蓋 回転 ナデ

回転 ナデ

密

良好

5Y6 ／1 灰 色

5YR5 ／4 にぶい 赤褐色 右方向

10．9

4．1

2 高杯蓋 回転 ナデ

1／3回転 ヘラ削 り

密

良好

5Y6 ／1 灰色

5R4 ／1 暗赤灰色 右方向

11

4．1

3 高杯蓋 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好 右方向

9．5

8．9

4 高杯 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

灰か ぶり

右方向

8．8

8．4

5 高杯 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

2．5Y7／2 灰黄色

2．5Y6／2 灰黄 色

5Y6 ／1 灰色

7．5Y5／3 にぶい 褐色

2．5Y7／2 灰黄 色

7．5YR6／4 にぶい橙色 右方向

9．0

8．0

6 高杯 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

5Y7／2 灰白色

5Y7 ／2 灰白 色 左方向

9．4

8．1

7 高杯 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

5Y6 ／2 灰 オリ ーブ 色

7．5Y6／1 灰色 左方向

9．0

9．0

8 高杯 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

5Y7／2 灰白色

5Y6 ／1 灰色 左方向

10．9

3．1

9 杯蓋 回転 ナデ

1／2回転 ヘラ削 り

密

良好

N6 ／ 灰色 灰か ぶり 窯印

左方向

15．9

3．7

10 杯蓋 回転ナデ

1／2回転ヘラ削 り

密

良好

10Y6／1 灰色

2．5Y6／1 黄灰色

2．5Y5／1 黄灰色 左方向

8．6

5．9

11 短頚壺 回転 ナデ

底・ヘラ切 り未調整

密

良好

N6 ／ 灰色

N6 ／ 灰色

灰か ぶり

右方向

21．0

43．0

12 甕 同心円文

平行 タタキ後回転 ナデ

密

良好

5Y6 ／2 灰 オリ ーブ色

N6 ／ 灰色

表13   通谷池2号墳円筒埴輪観察表

番 号 遺存部位 出土位置 調整： 内 外 胎 土

焼 成

色 調 内

色 調 外

備 考

分類

13 体部 前室中央 密

良好A

14 体部 前室南西

タガ 透かし

内：指頭ナデ 外：縦ハ ケ

断面台形1 円  1

内：指頭ナデ 外：縦ハ ケ

断面台形1 円  1

密

良好

沈線2条

A

15 体部 前室北東 内：指頭ナデ 外：縦ハ ケ

断面台形1 円  1

密

良好A

16 口縁 表採 内：指頭ナデ   外：縦ハケ

断面台形1 円1

密

良好

B

A

17 口縁 前庭部西 内：指頭ナデ 外：縦ハ ケ

不明 不明

密

不良

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

7．5YR7／6 橙色

5YR7 ／8 橙 色

10YR8 ／6 黄 橙色
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番 号 遺存部位

分

出土位置 調整：内 外

類 タガ 透かし

胎 土

焼 成

色 調 内

色 調 外

備 考

18 体部 前庭部東 内：指頭 ナデ 外：縦ハ ケ 密

B 断面「M 」字 不明 不良

5YR7／8　 橙色

10YR8 ／6 黄橙色

表14 通谷池2号墳弥生土器観察表

番 号 器 種 出土位置 調 整 内

調 整 外

胎 土

焼 成

色 調 内

色 調 外

備 考

遺存部位

22　壺 墳丘北東 密

良

10YR5 ／4 にぶい 黄褐色

口縁

23 甕 墳丘北東 密

良好

7．5YR7／6 橙色

5YR6 ／6 橙色

2．5YR6／6 橙色

底部

口縁

24 甕 墳丘北東

横 ナデ

横 ナデ

横 ナデ

横 ナデ

板 ナデ

底端部：指頭押 圧後板 ナデ

胴部：板 ナデ

密

良

2．5Y7／4 浅黄色

2．5Y7／4 浅黄色

底部上げ底

胴部内面、底部外面

黒斑有 り
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付章 自然科学分析
西野春日谷遺跡出土須恵器，埴輪の蛍光X 線分析

1）はじめに

元素分析によって須恵器の産地問題を研究する場合、重要な問題がある。それは分析された元

素がすべて、産地推定に役立つとは限らないということである。どの元素加役に立つのかという

基礎研究を十分積まない限り、産地問題の研究へと発展しないのである。

筆者はこの基礎研究を進めるために、全国各地の窯跡出土須恵器片を大量に分析した。この基

礎研究のための分析作業は長期間を要する。その結果、地域差を示す有効因子として見つけ出さ

れたのが、K，Ca，Rb，Srの4元素である。

これらの元素は母岩のカリ長石や斜長石の中に含まれている。しかも、長石類は火成岩を構成

する最も重要な主成分鉱物である。

粘土は岩石が風化して生成したものである。風化の過程は複雑で十分解明されていない。それ

でも、粘土研究者たちは一次（残留）粘土と二次（漂積）粘土に大別する。岩石が在る場所でそ

のまま風化して生成した粘土が一次粘土である。従来、淡水成粘土といかれた粘土がこれに相当

する。これに対して、一旦生成した粘土が河川水で運ばれて、他の場所に堆積した粘土が二次粘

土である。海成粘土といわれたものがこれに相当する。

一般に、粘土中には母岩の残渣鉱物が微粒子となって残っており、その中に含まれている元素

が粘土の地域差を示す。したがって、一次粘土を使って須恵器を焼成すると、窯跡出土須恵器の

化学特性は後背地の岩石のそれと対応することになる。実際、このようなケースが多いので、須

恵器の素材粘土は淡水成粘土と考えられている。他方、海成粘土はあちこちの粘土が混ざってい

る可能性があるので、その化学特性は単純ではないと予想される。

このような考えから、長石類に由来するとみられるK，Ca，Rb，Srの4元素は地域差を示す元素と

して、重要な元素であることがわかるだろう。

これらの元素を使って、目に見える形で地域差を表示するのが、K－Ca分布図とRb－Sr分布図で

ある。定性的ではあるが、この両分布図を使って、各地の須恵器の化学牲注を十分把握しない限

り、須恵器の産地問題の研究の理解は困難であろう。このような考えから、筆者は根気強く、両

分布図を描いている。

本報告では西野春日谷遺跡の窯、住居跡、土坑、粘土溜りなどの遺構から出土した須恵器の分

析データから、両分布図を作成し、比較した。これらの須恵器の化学特性はよく理解できるはず

である。また、西野春日谷遺跡から出土した埴輪の分析結果も併せて報告する。

2）分析結果

表1 には、分析データがまとめられている。全分析値は同時に測定された岩石標準試料、JG－1

による標準化値で表示されている。この値は単なる屈光X 線強度ではなく、普遍化された屈光X

線強度であり、分析装置の機種が変わっても、その値は変わらない。いちいち、検量線から、％

やppm濃度に変換しなくても、普遍化された屈光X線強度で、地域差の比較は十分できる。大量
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の試料のデータ解析には、JG-1による標準化値を使った方が便利である。このような考えから、

土器の地域差を研究するための便法として考案されたのが、JG-1による標準化値法である。

各遺構から出土した須恵器の両分布図を説明する。

図1に西野春日谷1号窯（以下、1号窯）の窯体内から出土した須恵器のK-Ca，Rb-Sr分布図を示

す。両図ともよくまとまって分布していることがわかる。一般に、窯跡出土須恵器はこのように

まとまって分布するのが普通である。このことは一定の場所で選択的に素材粘土を採取したこと

を示している。

これらのすべての試料を包含するようにして一つの領域を設定し、比較対照のための領域とし

た。ここではこれを1号窯領域とする。そうすると、もし、1号窯の製品が別の遺跡で出土した場

合、当然、この領域に分布するはずである。定性的にではあるが、この領域は1号窯の製品の伝

播・流通を追跡する上に重要な目印になる訳である。

図2には、1号窯の灰原から出土した須恵器の両分布図を示す。両図には図2で設定した1号窯領

域を比較対照のための領域として描いてある。そうすると、ばとんどの灰原出土須恵器も1号窯

領域に分布することがわかる。これらはすべて1号窯の製品である。1号窯で須恵器を焼成したと

きの不良品、ないしは破損品が灰原に捨てられた訳である。

図3には、1、2号住居跡から出土した須恵器の両分布図を示す。すべての試料は1号窯領域に分

布することがわかる。つまり、1、2号住居跡出土須恵器はすべて、1号窯での製品であった訳で

ある。外部からの搬入品は一点もなかった訳である。1号窯で須恵器製作に関かった工人の住居

跡なのかもしれない。

図4，5，6には、1号溝、4号溝、5号溝から出土した須恵器の両分布図を示す。いずれの図にも

比較対照のための1号窯領域を描いてある。一部に、ほんの少し1号窯領域をずれるものがあるが、

飽くまでこの領域は定性的に領界を示しているに過ぎないので、はずれる試料も含めて、すべて、

1号窯の製品と推定される。1号窯の灰原からの流出品である可能性が高い。

図7には、3号土坑、4号土坑から出土した須恵器の両分布図を示す。ほとんどの試料は1号窯領

域内に分布しており、1号窯での製品と考えられる。この土坑は何のための土坑であるかは不明

であるが、図1の遺構配置図からみて、明らかに、住居跡から出土した須恵器と同様、人々が意

識的に1号窯での製品を持ち運んだに相違ない。この場合、須恵器の器種が問題になる。住居跡

出土須恵器に比較して、土坑出土須恵器の器種に特殊性があるかどうかである。器種に特殊性が

あるとすれば、それがこの土坑の性格を物語ることになる。単なる廃棄場所なのか、それとも、

人を葬った場所なのか、それが推察できれば面白い。

図8には、SY-01とSY-02から出土した須恵器の両分布図を示す。すべての試料が1号窯の製品

であることがわかる。当然、SY-03、04から須恵器が出土すれば、1号窯の製品であろうと予測

される。工人達の作業場でも、自分達が作った須恵器を用具として使っていたのである。作業場

跡、住居跡、さらには、外部にある1号窯の製品の供給先の遺跡から出土する須恵器の器種と、

それに製品の出来具合を比較してみると面白いであろう。恐らくは製作者自らは出来具合の余り

良くない須恵器を使っていたものと推察される。供給先へは出来の良い製品を送り出したであろ
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う。この精神は昔から受け継がれた工人の伝統的な心構えなのであろう。

図9にはSX-01から出土した須恵器の両分布図を示す。すべて、1号窯の製品であることを示し

ている。

このようにして、西野春日谷遺跡の各遺構から出土した須恵器はすべて、1号窯での製品であ

ることが確認できた訳である。外部からの持ち込み品は一点も検出されなかった。このことは西

野春日谷遺跡は須恵器工人集団の遺跡であった可能性が高いことを示している。したがって、1、

2号住居跡は工人集団の住居であろう。当然、工人の埋葬場所もこの周辺にあるはずである。も

しかしたら、土坑がその可能性をもっているのではないだろうか。そして、残る問題は1号窯の

製品は果たして、何処の遺跡へ供給されたのだろうかということである。この遺跡は何ケ所ある

かわからないが、今後、徹底してその流通の跡を追跡すれば、この工人集団と外部との関わり、

西野春日谷の地で須恵器を製作した意味など種々の、これまで見立てていなかったことがかかる

であろう。

念のため、以前に分析した通谷4号窯（以下、4号窯）の須恵器の両分布図を図10に示す。これ

らの大部分の試料を包含するようにして、4号窯領域を描き、1号窯の製品の分布領域と比較して

ある。明らかに、両者の胎土に違いがあることがわかる。各窯ではそれぞれ、窯周辺に出土する

粘土を使用して須恵器を作ったものと推察される。このようなことは全国各地の窯でみられるこ

とである。もし、4号窯周辺にも、今回分析対象となった西野春日谷遺跡のように、いろいろの

遺構が残っていれば、そこから出土する須恵器を分析してみるのもよいであろう。そして、4号

窯の製品は果たして、どの遺跡へ供給されていたのだろうか。1号窯と4号窯の製品の供給先の遺

跡の性格を比較してみるのも興味ある問題である。

図11には、通谷池1号墳（以下、1号墳）から出土した須恵器の両分布図を示す。比較のために、

1号窯領域と4号窯領域を示してある。両分布図で1号窯領域に分布する試料が一点もなければ、4

号窯領域に分布する試料も一点もないということは注目を集める。つまり、この中には、1号窯

の製品し、4号窯の製品もないということである。そして、これらの須恵器の分布が広く広がっ

ているところから、1ケ所の窯での製品ではないのではないかということがわかる。そこで仮に、 

K，Rb量の多い集団をa群、逆に、少ない集団をb群とする。

a群は非常に集中度が高く、1ケ所の窯での同時に製作された須恵器であることを示している。

この集団はRb-Sr分布図では4号窯領域に分布するが、K-Ca分布図では左側に少しずれる。した

がって、4号窯の製品ではないことを示している。しかし、4号窯の須恵器胎土に類似していると

ころから、4号窯の近くに、これらの須恵器を焼成した窯跡がある可能性は十分ある。

他方、b群はa群ほどの集中度はないが、やはり1ケ所の窯での製品とみられる。これらは4

号窯領域はもちろんのこと、1号窯領域にも対応しないことがわかる。

通谷1号墳出土須恵器が2群に分かれることはNa，Fe因子でも確認される。図12には、1号墳出土

須恵器のNaとFe因子をa,b群に分けて比較してある。明らかに、b群にはNa量が少ないことがわ

かる。そして、a群とb群はずれて分布しており、別胎土であることを示している。a群の須恵器

はK-Ca，Rb-Srの両分布図で高い集中度で分布したが、Fe因子でも集中度が高い。やはり、1ケ所
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での、同時に製作された須恵器である可能性が高い。Fe因子でも、a群とb群は少しずれて分布し

ており、別胎土であることを示している。

これらのことから、1号墳には2ヶ所の窯で別々に製作された須恵器が供給された可能性が高い。

そうすると、a群とb群の須恵器は1号墳の同じ場所から混ざって出土するのか、それとも、古墳

の別位置から出土するのかという点が問題となる。このことから興味ある情報が引き出せる可能

性がある。

最後に、西野春日谷遺跡から出土した埴輪の胎土について説明する。

図13には、埴輪A，A’の両分布図を示す。比較のために1号窯領域を描いてあるが、これらの

埴輪はすべて、1号窯領域内に分布しており、1号窯の須恵器と同じ粘土を素材として使用したこ

とを示している。このことはK－Ca，Rb－Srの両分布図のみならず、Na，Fe因子でも対応することは

表1をみればわかる。

図14には、埴輪bの両分布図を示す。ほとんどの試料は1号窯領域に分布しており、やはり、西

野春日谷遺跡で製作された埴輪であることには相違ない。

図15には、埴輪C の両分布図を示す。やはり、西野春日谷遺跡で1号窯の須恵器と同じ粘土を

素材として作った埴輪である。果たして、これらの埴輪は須恵器とともに、1号窯で焼成された

ものかどうかも問題となる。

外見上の観察から、埴輪はA,B,Cの3つに分けられているが、図13、14，15の、とくに、Rb-Sr

分布図を比較すると、その分布位置が微妙にずれていることがわかる。もしかしたら、このこと

は西野春日谷遺跡内での粘土の採掘場所が微妙にずれていたことを示しているのかもしれない。

今後、この遺跡内で出土する粘土も分析してみる必要があろう。そして、最後に、これらの埴輪

はどの古墳に供給されたのであろうか、恐らくは、埴輪が供給されている古墳からは、ここで製

作された須恵器も出土する可能性が高い。今後の課題である。
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図1 西野春日谷1号窯出土須恵器の両分布図 図2  1号窯灰原から出土した須恵器の両分布図

図3  1・2号住居から出土した須恵器の両分布図 図4  1号溝から出土した須恵器の両分布図
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図5  4号溝から出土した須恵器の両分布図 図6  5号溝から出土した須恵器の両分布図

図7  3・4号土坑から出土した須恵器の両分布図 図8   SY－01・02から出土した須恵器の両分布図
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図9  SX-01から出土した須恵器の両分布図 図10 通谷4号窯出土須恵器の両分布図

図12 通谷池2号墳出土須恵器のNa，Fe因子の比較

図11 通谷池2号墳出土須恵器の両分布図
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図13 埴輪A の両分布図 図14 埴輪B の両分布図

図15 埴輪C の両分布図
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表1 西野春日谷遺跡・通谷池2号墳出土須恵器の分析
西野春日谷遺跡

構 番 号 K遺 Ca Fe Rb Sr Na 備 考
1号窯 1 0．412 0．13 2．12 0．547 0．322 0．124
1号窯 2 0．395 0．178 1．88 0．626 0．346 0．111
1号窯 3 0．415 0．143 1．81 0．525 0．376 0．186
1号窯 4 0．425 0．139 1．28 0．582 0．336 0．172
1号窯 5 0．47 0．154 2．04 0．582 0．336 0．125
1号窯 6 0．377 0．155 2．34 0．576 0．315 0．115
1号窯 7 0．42 0．096 1．59 0．504 0．333 0．154
1号窯 8 0．481 0．163 2．38 0．696 0．351 0．158
1号窯 9 0．42 0．137 2．12 0．516 0．319 0．102
灰原 10 0．409 0．154 2．06 0．626 0．353 0．148
灰原 11 0．413 0．154 2．13 0．64 0．327 0．104
灰原 12 0．44 0．167   1．61 0．578 0．363 0．147
灰原 13 0．365 0．126 1．99 0．624 0．307 0．111
灰原 14 0．376 0．177 1．84 0．575 0．368 0．11
灰原 15 0．445 0．218 2．79 0．617 0．391 0．121
灰原 16 0．447 0．127 2．22 0．589 0．293 0．088
灰原 17 0．369 0．102 3．17 0．592 0．246 0．098
灰原 18 0．398 0．206 1．98 0．527 0．384 0．157
灰原 19 0．376 0．155 2．79 0．63 0．3 0．116

SI－01 20 0．468 0．185 1．99 0．501 0．402 0．192
SI－01 21 0．377 0．129 2．1 0．521 0．326 0．128
SI－01 22 0．345 0．133 2．29 0．478 0．323 0．137
SI－01 23 0．313 0．115 2．41 0．441 0．296 0．127
SI－01 24 0．324 0．101 1．98 0．493 0．288 0．117
S1－02 25 0．327 0．113 1．74 0．456 0．309 0．132
SI－02 26 0．387 0．129 2．53 0．613 0．275 0．08
SI－02 27 0．426 0．161 1．94 0．472 0．33 0．143
SI－02 28 0．374 0．171 1．88 0．558 0．356 0．13
SD －01 29 0．31 0．111 2．46 0．548 0．256 0．076
SD －01 30 0．458 0．082 2．86 0．551 0．306 0．227
SD －01 31 0．379 0．126 1．75 0．613 0．312 0．091
SD －01 32 0．334 0．119 2．13 0．52 0．285 0．093
SD －01 33 0．399 0．12 1．89 0．566 0．323 0．101
SD －01 34 0．474 0．166 1．81 0．608 0．381 0．137
SD －01 35 0．381 0．135 3．03 0．609 0．28 0．081
SD －01 36 0．346 0．132 1．98 0．486 0．339 0．13
SD －01 37 0．472 0．173 2．13 0．54 0．365 0．15
SD －01 38 0．353 0．141 1．8 0．506 0．32 0．121
SD －04 39 0．492 0．134 1．77 0．57 0．345 0．121
SD －04 40 0．424 0．134 2．96 0．652 0．283 0．111
SD －04 41 0．451 0．217 3．17 0．659 0．333 0．128
SD －04 42 0．41 0．127 1．57 0．548 0．382 0．222
SD －04 43 0．421 0．177 1．8 0．613 0．402 0．132
SD －05 44 0．397 0．127 1．99 0．632 0．326 0．127
SD －05 45 0．416 0．144 2．67 0．659 0．323 0．151
SD －05 46 0．379 0．181 1．81 0．581 0．373 0．124
SD －05 47 0．456 0．166 1．66 0．644 0．378 0．116
SD －05 48 0．392 0．162 1．8 0．564 0．358 0．141
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遺 構 番 号 K Ca Fe Rb NaSr 備考

SK －04 49 0．429 0．14 2．16 0．668 0．321 0．118

50 0．369 0．129 2．45 0．572 0．286 0．118

51 0．464 0．175 2．77 0．72 0．348 0．124

52 0．404 0．121 1．63 0．656 0．356 0．125

53 0．513 0．201 2．79 0．677 0．367 0．14

54 0．37 0．132 2．63 0．56 0．272 0．092

55 0．426 0．187 2．05 0．612 0．387 0．162

56 0．373 0．12 2．07 0．595 0．322 0．109

57 0．281 0．081 2．55 0．451 0．23 0．077

58 0．334 0．102 2．43 0．49 0．273 0．077

59 0．374 0．148 2．66 0．648 0．309 0．126

60 0．334 0．121 2．31 0．502 0．301 0．119

61 0．342 0．124 2．24 0．508 0．308 0．107

62 0．4 0．133 2．24 0．537 0．317 0．126

63 0．368 0．128 2．11 0．559 0．319 0．115

64 0．378 0．114 2．01 0．509 0．316 0．126

65 0．421 0．195 1．54 0．636 0．435 0．15

66 0．406 0．136 2．05 0．574 0．309 0．106

67 0．391 0．095 1．75 0．47 0．333 0．118

68 0．404 0．124 1．96 0．533 0．371 0．192

69 0．398 0．128 2．17 0．68 0．321 0．115

70 0．37 0．114 2．03 0．529 0．317 0．126 埴輪A

71 0．476 0．143 1．68 0．56 0．411 0．227 埴輪A

72 0．442 0．134　 2.11 0．632 0．346 0．139 埴輪A

73 0．483 0．135 1．62 0．573 0．405 0．214 埴輪A

74 0．477 1．67 0．573 0．409 0．213 埴輪A

75 0．398 2．03 0．594 0．328 0．144 埴輪B

76 0．391 3．23 0．643 0．308 0．129 埴輪B

77 0．384 1．89 0．538 0．25 0．111 埴輪B

78 0．401 2．86 0．667 0．307 0．111 埴輪B

79 0．401 2．27 0．534 0．226 0．109 埴輪B

80 0．433 2．79 0．669 0．3 0．119 埴輪C

81 0．443 2．82 0．677 0．396 0．129 埴輪C

SK －04

SK －04

SK －04

SK －04

SK －05

SY －01
SY －01

SY －01

SY －02

SY －02

SY －02

SY －03

SY －03

SY －03

SY －04

SY －04

SY －04

SX －01

SX －01

SX －01

SD－01

SD－01

SD－04

SY－02

SY－03

SD －01

SD －04

SY －03

SK －04

SX －01

SD －01

SD －01

SD －04 82 0．432 2．86 0．654 0．109 埴輪C

灰原 83 0．428 3 0．633 0．091 埴輪C

84 0．389

0．14

0．123

0．164

0．099

0．158

0．088

0．122

0．243

0．127

0．131

0．142 1．75 0．655

0．308

0．291

0．354 0．121 埴輪C灰原

通谷池2号墳

包含層 85 0．598 0．139 1．68 0．749 0．393 0．258 分類a

86 0．561 0．135 1．73 0．714 0．377 0．224 分類a

88 0．481 0．176 1．29 0．614 0．441 0．218 分類a

89 0．544 0．124 4．75 0．702 0．371 0．226 分類a

90 0．397 0．167 1．25 0．564 0．421 0．185 分類a

91 0．577 0．138 1．71 0．758 0．385 0．244 分類a

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層 92 0．554 0．141 1．76 0．716 0．373 0．222 分類a

石室 93 0．324 0．065 1．96 0．458 0．264 0．107 分類b

94 0．402 0．074 1．76 0．65 0．255 0．122 分類b

95 0．285 0．08 2．07 0．371 0．259 0．096 分類b

96 0．306 0．07 1．98 0．421 0．244 0．096 分類b

97 0．298 0．084 2．04 0．396 0．266 0．098 分類b

前室

包含層

包含層

包含層

包含層 98 0．31 0．071 2．52 0．357 0．204 0．078 分類b
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