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序文

このたび、一般国道196号松山・北条バイパスの建設に伴い、建設局四国地方建

設局より委託を受け、当センターが平成8年度から平成9年度にかけて実施した松

山平野北部に所在する「道ヶ谷古墳」「池の奥遺跡」「平田七反地遺跡」について、

報告書を刊行することとなりました。

今回の調査においては、古墳時代前期の土器を中心に、縄文時代の終わりから

中世にかけての貴重な資料を得ることができました。

今後、本報告書が地域の歴史や考古学研究の資料として、多くの方々に活用して

いただければ幸いに存じます。

最後になりましたが、調査に対し、温かなご理解とご支援をいただきました関係

機関及び地元の方々に、厚くお礼を申し上げます。

平成12年12月

財団法人　愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　吉野内　直光





例言

1　本書は愛媛県松山市平田町に所在する道ヶ谷古墳・池の奥遺跡および平田七反地遺跡の発掘

調査報告書である。

2　発掘調査は一般国道196号松山北条バイパスの建設に伴い、建設局四国地方建設局より委託

を受けて、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが平成8年度から平成9年度にかけて実施

した。

3　報告書作成は平成10年度から平成11年度にかけて実施した。

4　発掘調査および報告書作成は、岡田敏彦調査第一係長の指導のもとに下記の調査員が担当し

た。

担当　　善永光一・塚岡美由紀・中井宏美・野本健

西川真美・宮崎雅延・岡市喜久子・寺島由美

内容 発掘調査 報告書作成

担当 道ヶ谷古墳 池の奥遺跡 平田七反地遺跡 作図 作表 本文 写真 編集 校正

善永 ○ ○ ○

塚岡 ○ ○ ○

中井 ○

野本 ○

西川 ○ ○ ○ ○

宮崎 ○ ○ ○ ○

岡市 ○ ○ ○ ○ ○

寺島 ○ ○ ○ ○

5　発掘調査および報告書作成では下記の職員および作業員の協力を得た。

職員　　三好裕之・小黒裕二・平岡孝司・中川かおり・後藤欣子・森本幹郎・柴田圭子

土井光一朗・楠真依子

作業員　発掘調査

岡田豊数・岡本利子・菅秀信・岸令二・栗原重義・栗原洋一・佐々木忠弘

重信敏雄・白石定勝・高市公隆・竹田敏郎・田中良則・坪内一馬・中村美智子

萩野一浩・日野昭一・堀内滝子・松村淳・三好勇・三好英子・宮内正史・山口昌宏

吉岡修・米田英作・和田義博・中路美智子・沼川昭子・三好咲由利・三好利恵

整理作業

白戸美栄子・久保英子・白石和美・菊池せつ子・森咲子・大北悦子・高橋美恵子

善家栄美仲田昭子・藤原よしえ・明賀真知子・宮本峰子・高橋敬則・西村智子

6　本報告書の執筆は西川・宮崎・岡市・寺島が分担し、編集は西川が行った。

7 平田七反地遺跡の出土人骨の分析は土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの松下孝幸先生にお

願いし、あわせて玉稿を賜った。

8　平田七反地遺跡の木器・鉄器は株式会社吉田生物研究所に委託し、保存処理を行った。

9　発掘調査および報告書作成では、多くの方々の指導・助言を得た。記して謝意を表したい。

（50音順・敬称略）

伊藤実・梅木謙一・川岡勉・加島次郎・片桐孝浩・栗田茂敏・栗田正芳・下條信行

高橋照彦・田崎博之・谷若倫郎・林部均・松本岩雄・松井潔・山内譲



凡例

1　遺構名は土坑墓以外下表のとおり記号化した。

遺構種別 略号

竪穴住居

掘立柱建物

井戸

土坑

溝

自然流路

柱穴

土器溜まり

SI・

SB・

SE・

SK・

SD・

SR・

SP・

SX・

2　本文中のグリットは調査区に設定した5mグリッドの南東隅の杭名を使用した。

3　遺構図の方位は国家座標に基づく真北を示し、標高は海抜標高を表し、単位はmとする。

4　遺構の規模についての計測数値単位はcmである。

5　各遺構の指向方位は北を基準としてN－－E・W（北より度東・西に偏る。）と表記する。

なお掘立柱建物については桁方向を主軸とした。

6　土器の色調については農林水産省農林水産技術会議監修・財団法人日本色彩研究所色票監修

『新版標準土色帖（1994年度版）』に拠る。

7 本報告書掲載の図面の縮率は次のとおりである。

遺構図1/20・1/40・1/60・1/80全

測図1/100・1/200・1/400

遺物実測図1/1・1/3・1/4

8　遺物の器種・部位名称については、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター作業マニュアル

の表記に従った。
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図版81平田七反地遺跡出土遺物27

図版82平田七反地遺跡出土遺物28

図版83平田七反地遺跡出土遺物29

図版84平田七反地遺跡出土遺物30

図版85平田七反地遺跡出土遺物31

図版86平田七反地遺跡出土遺物32

図版87平田七反地遺跡出土遺物33

図版88平田七反地遺跡出土遺物34

図版89平田七反地遺跡出土遺物35

図版90平田七反地遺跡出土遺物36

図版91平田七反地遺跡出土遺物37

図版92平田七反地遺跡出土遺物38

図版93平田七反地遺跡出土遺物39

図版94平田七反地遺跡出土遺物40

図版95平田七反地遺跡出土遺物41

図版96平田七反地遺跡出土遺物42

図版97平田七反地遺跡出土遺物43

図版98平田七反地遺跡出土遺物44

図版64平田七反地遺跡出土遺物10

図版65平田七反地遺跡出土遺物11

図版66平田七反地遺跡出土遺物12

図版67平田七反地遺跡出土遺物13

図版68平田七反地遺跡出土遺物14

図版69平田七反地遺跡出土遺物15

図版70平田七反地遺跡出土遺物16

図版71平田七反地遺跡出土遺物17

図版72平田七反地遺跡出土遺物18

図版73平田七反地遺跡出土遺物19

図版74平田七反地遺跡出土遺物20

図版75平田七反地遺跡出土遺物21

図版76平田七反地遺跡出土遺物22



図版99 平田七反地遺跡出土遺物45

図版100 平田七反地遺跡出土遺物46

図版101 平田七反地遺跡出土遺物47

図版102 平田七反地遺跡出土遺物48

図版103 平田七反地遺跡出土遺物49

図版104 平田七反地遺跡出土遺物50

図版105 平田七反地遺跡出土遺物51

図版106 平田七反地遺跡出土遺物52

図版107 平田七反地遺跡出土遺物53

図版108 平田七反地遺跡出土遺物54

図版109 平田七反地遺跡出土遺物55

図版no 平田七反地遺跡出土遺物56

図版Ill 平田七反地遺跡出土遺物57

図版Ill 平田七反地遺跡出土遺物57

図版112 平田七反地遺跡出土遺物58

図版113 平田七反地遺跡出土遺物59

図版114 平田七反地遺跡出土遺物60

図版115 平田七反地遺跡出土遺物61

図版116 平田七反地遺跡出土遺物62

図版117 平田七反地遺跡出土遺物63

図版118 平田七反地遺跡出土遺物64

図版119 平田七反地遺跡出土遺物65

図版120 平田七反地遺跡出土遺物66

図版121 平田七反地遺跡出土遺物67

図版122 平田七反地遺跡出土遺物68

図版123 平田七反地遺跡出土遺物69

図版124 平田七反地遺跡出土遺物70

図版125 平田七反地遺跡出土遺物71

図版126 平田七反地遺跡出土遺物72

図版127 平田七反地遺跡出土遺物73

図版128 平田七反地遺跡出土遺物74

図版129 平田七反地遺跡出土遺物75



第1章　調査の経緯と経過

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、一般国道196号松山・北条バイパス建設工事

認した地点において、発掘調査を行い、遺跡の記録保存を図ることとなった。試掘調査の結果を

踏まえて、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、発掘調査を実施する事となった。

平成4年には松山市堀江町から同市福角町までの間で試掘調査を行い、古墳1基と中世の集落

跡を確認したため、発掘調査を実施した。平成5年度には、調査を実施した福角古墳と福角遺跡

について報告書を作成し、一般国道196号松

山・北条バイパス埋蔵文化財調査報告書Ⅰ

福角古墳・福角遺跡」を編集・刊行した。

平成7年度には平田町において踏査を行っ

た。平成8年度は平田町の用地買収済区間の

試掘調査を行い、その結果、調査の必要な

道ヶ谷古墳・池の奥遺跡・平田七反地遺跡の

発掘調査を行った。平田七反地遺跡は引き続

き平成9年度も調査を行った。

2　調査の体制

発掘調査および整理作業の調査体制は、表

1に示すとおりである。 図1　遺跡の位置

第2節　調査の経過

表1 調査体制
平成８年度 平成9年度

理事長 理事長

常務理事 常務理事

阿部茂

郷田良雄

担当主任 総務課長

調査員

阿部茂

郷田良雄

川元栄一

善永光一　塚岡美由紀 調査課長

調査第一係長

川元栄一

大山正風

岡田敏彦

調査員 善永光一野本健中井宏実

平成10年度 平成11年度

理事長 高橋弘 理事長 吉野内直光

常務理事 郷田良雄 常務理事 郷田良雄

総務課長 川元栄一 総務課長 越智巧

調査課長 犬山正風 調査課長 小林一郎

調査第一係長 岡田敏彦 調査第一係長 岡田敏彦

調査員 西川真美岡市喜久子 調査員 西川真美　宮崎雅延　岡市喜久子　寺島由美

1

を計画した。そこで、昭和63年3月に愛媛県教育委員会との間で、工事予定地内の埋蔵文化財の

調査について協議を行った。その結果、平成4年より事前に試掘調査を実施し、埋蔵文化財を確



1　調査の経過

発掘調査および整理作業の工程は、表2に示すとおりである。

2　調査の方法

表2 調査経過

調査区 面積(㎡) 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度

480

遺跡名

道ヶ谷古墳

池の奥遺跡 400
b-1 750

b-2 750

c-1 2,650

c-2 2,650

d-1 1,800

d-2 ・3 2,100

平田七反地遺跡

平田七反地遺跡

平日]七反地遺跡

平田七反地遺跡

平田七反地遺跡

平田七反地遺跡

平田七反地遺跡 e 1,200

発掘調査 整理作業

道ヶ谷古墳は調査区設定後セクションベルトを設定し、石室の範囲をトレンチで確認した後、

石室内部を掘り下げ、必要に応じ測量および写真撮影を行った。石室内より排出された土砂はす

べて水洗し、遺物の有無を確かめた。墳丘の調査は、古墳の中央から放射状にトレンチを設定し、

版築や周溝・埴輪の有無を調査した。

池の奥遺跡は調査区設定後、表土・包含層を人力あるいは重機で掘削し、堆積土層、遺構面を

確認した。

各調査区内には公共座標を持つ基準杭を5mメッシュで設置し、各グリッドはアルファベット

とアラビア数字の組み合わせで呼称した。順次人力で遺構・遺物の検出を行った。検出された遺

構・遺物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、道 

ヶ谷古墳では石室展開図および遺物出土状況を縮尺1/10、それ以外は縮尺1／20で行った。また古

墳の地形測量は株式会社村上測量設計に委託して行った。池の奥遺跡では主に縮尺1／20で行い、

遺物出土状況は主要遺構に限り縮尺1/10の微細図を作成し、遺物を取り上げ、それ以外はグリッ

ド単位のドット方式で行った。また、包含層出土遺物については、層位ごとに取り上げた。

また、調査の途中には、各遺跡の現地説明会を2度開催し（平成9年1月25日・平成10年2月7日）、

地元住民や歴史・考古学関係者など多くの参加者を得、埋蔵文化財に対する意識の高揚をはかっ

た。

2

平田七反地遺跡は調査区を東からb区・c区・d区・e区と命名し、基本的にb区～e区の順に作

業を進めた。調査の手順は池の奥遺跡と同様である。ただ、遺構面が2面存在したため、同様の

作業を2度繰り返した。



第2章　遺跡の立地と環境

第1節　地理的環境

松山市平田町は、松山平野北部に位置する。松山平野北部は現在平野中央部を北東から南西に

流れる石手川の旧流路によって形成された南北約7km、東西約2kmにわたる地溝性の沖積低地で

ある。この低地を挟んだ西側には太山寺山塊、東側には高縄山系が広がる。なお高縄山系の大部

分は中生代の領家帯粗粒花崗閃緑岩によって構成されている。

道ヶ谷古墳は高縄山系の西側、明神川によって開析された尾根の頂部からやや下った斜面上に

占地する。尾根の表層地質は花崗岩を母材とした残積比堆積物の砂質黄色土壌である。古墳から

の眺望はひらけ、斎灘を一望することができる。

池の奥遺跡は道ヶ谷古墳の存在する尾根の谷を挟んだ西側丘陵部に位置する。

平田七反地遺跡は高縄山系に源を発する小河川によって形成された扇状地に位置し、礫・砂・

泥などの沖積低地堆積物を土壌母材とした灰色低地土壌である。遺跡から堀江湾までの距離は約

2kmと近く、臨海性の集落を予感させる。また、堀江湾は、斎灘に面し、防予諸島を北西に、芸

予諸島を北東に望み、古来より松山平野における航路の要衝に位置している。

第2節　歴史的環境（図2）

縄文時代

船ヶ谷遺跡は晩期後半の県内でも有名な低地遺跡である。河川・杭列・住居跡とともに多量の

土器が出土したほか石器・土偶・漆塗釧状木器・漆塗椀が出土している。この時期に続く大渕遺

跡では、丹塗りの彩文壺をはじめとする土器や磨製石包丁や石鎌などが出土しており、稲作開始

期の遺跡として注目される。

弥生時代

低地部西側では前期・後期の包含層を検出した三光遺跡、前期前葉の重弧文小型壺が出土した

堀江遺跡が知られているが、いずれも遺構の詳細は不明である。東側丘陵では裾には潮見遺跡や

吉藤宮ノ谷遺跡があり、前期末から中期中葉の遺物や後期の壺棺が出土している。そのほか、前

期末の土器や竪穴住居を検出した座拝坂遺跡、後期末の竪穴住居を検出した金比羅山遺跡などが

ある。また、同一丘陵の南側の祝谷地区には中期～後期の大量の土器や埋納状態で平形銅剣を出

土した祝谷六丁場遺跡、中期・後期の住居跡を検出した祝谷アイリ遺跡がある。

古墳時代

この地域周辺で古墳時代の集落は確認されてないが、古墳自体は東西の丘陵上に数多く確認さ

れている。

前期の古墳としては西側丘陵部に高月山古墳がある。箱式石棺を内部主体とし、布留式併行期

3



図2　周辺の遺跡分布
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の壺や銅鏃などが出土している。中期においては東側丘陵部、潮見古墳群内に所在する蓮華寺の

境内に阿蘇凝灰岩をくりぬいた舟形石棺がある。出土地は不明ではあるが、周辺に中期古墳が存

在していたと考えられる。後期古墳は、東側丘陵部に北谷・権現山古墳群、権現古墳群がある。

北谷・権現山古墳群には松山市指定文化財の北谷古墳がある。北谷古墳は大型の両袖型横穴式石

室で、築造時期は6世紀末頃と考えられている。また同古墳群内の北谷王神ノ木1号墳も6世紀末

に築造されたと考えられている。権現古墳群に所在する塚本1号墳は横穴式石室を内部主体に持

つ方墳で、金銅装圭頭大刀や挂甲小札が出土しており、7世紀初頭の首長墓と考えられている。

塚本2号墳も1号墳と同時期の築造である。正八幡神社の裏山には正八幡神社1号墳出杜古墳）、

正八幡神社2号墳（月杜古墳）があり、正八幡神社1号墳からは円筒埴輪片、正八幡神社2号墳から

は鏡が検出しかと言われている。

表3　周辺の遺跡

37 船ヶ谷遺跡二次調査地 73 衣山遺跡

38 74 美沢遺跡

39 75 鶴ヶ峠古墳群

40

久万ノ台遺跡

久万ノ台古墳

野津子山古墳 76 朝日谷古墳

41 77 南江戸桑田遺跡

1 道ヶ谷古墳

2 池の奥遺跡

3 平田七反地遺跡

4 福角古墳

5 福角遺跡

6 船ヶ谷遺跡 42

7 堀江遺跡 43

8 潮見遺跡 44

9 北谷古墳（ろうそく山古墳） 45

10 北谷王神ノ木古墳 46

宮の谷1号墳

宮の谷2号墳

宮の谷3号墳

宮の谷4号墳

長建寺古墳

衣山窯跡

朝美遺跡11 塚本1号墳 47

48

49

50

12 塚本2号墳

13 正八幡神社1号墳（日杜古墳）

14 正八幡神社2号墳（月杜古墳）

15 蓮華寺舟形石棺 51

朝美澤遺跡

松環親和園遺跡

大峰ヶ台遺跡

祝谷山田池遺跡

長谷遺跡16 葛籠屑城 52

17 西之谷城 53
祝谷アイリ遺跡

祝谷六丁目遺跡
18 花見山城 54

55

56

57

58

19 形山城

20 大内城

21 島津木城

22 福角城

23 鏡山城 59

潮見山城24 60

坂浪古墳群25 61

26 高月山古墳群 62

27 太山寺古墳群 63

28 北山古墳群 64

65

66

67

68

69

70

71

29 東山古墳群

30 向山古墳

31 大渕遺跡

32 三光遺跡

33 権現古墳群

34 金毘羅山遺跡

35 座拝坂遺跡

36 船ヶ谷三ッ石古墳

祝谷六丁傷遺跡

丸山遺跡

祝谷本村遺跡

祝谷大地ヶ田遺跡

御幸寺東麓遺跡

御幸山城

御幸寺山古墳

若草町遺跡2次

カキツバタ遺跡

味酒山城

道後城北RNB（南海放送）遺跡

松山大学構内遺跡

松山北高等学校遺跡

文京遺跡（赤十字）

平和通り遺跡

古照遺跡

宮前川別府遺跡

宮前川北斎院遺跡72

5



古代～中世

『和名抄』によれば、古代伊予国は14郡からなり、その内和気、温泉、久米、伊予、および

浮穴の一部が松山平野にあったとされている。本遺跡のあった桧山平野北部は「和気郡」に属し

ている。「和気郡」の記載としては、天平19（747）年の「法隆寺伽藍縁起并流記資材帳」で、和気

郡内に法隆寺の庄が2箇所存在したと記されている。

中世になると、風早郡高縄山城に台頭した河野氏の家臣、大内氏の本拠地となる。河野氏は後

に松山平野内の湯築城に移るが、堀江の港は河野氏の重要な港湾として、また海上交通の要衝と

して繁栄した。堀江湾に面する丘陵上に、海からの攻撃に備えて築城された葛籠屑城があり、平

野部には形山城、花見山城、福角城などの中世城郭が築かれる。
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松山市教育委員会文化教育課松山市立埋蔵文化財センター編『祝谷六丁場遺跡』1991

財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター編『祝谷アイリ遺跡』1992

松山市教育委員会編『高月山古墳群調査報告書』1988

松山市教育委員会文化教育課松山市立埋蔵文化財センター編『北谷王神ノ木古墳・塚本古墳』1991

長井数秋『愛媛の考古学』愛媛文化双書刊行会1994
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第3章　道ヶ谷古墳

第1節　遺跡の概要

道ヶ谷古墳は斎灘を見下ろす標高75mの丘陵尾根上に位置している。絶対位置は北緯33°45′15″、

東経132°45′40″である。

本古墳は昭和35年にも調査が行われており、調査時に鉄剣2本を確認している。

今回の調査では、南東方向に開口する横穴式石室を内部主体とする古墳を1基検出した。

第2節　遺構と遺物

1　古墳の現状

道ヶ谷古墳は舌上丘陵の頂上よりやや下った中腹部に立地し、和気・堀江の海岸線まで1．5km

と近く、海を意識した占地となっている。古墳の東側の尾根は緩やかであるが、西側はかなり急

峻な斜面となっている。

図3　遺構配置
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古墳の中央には農道が通っており、墳丘は農道作成時に大幅に削られ、遺存しておらず、規

模・構造・周溝の有無については、確認できなかった。

2　横穴式石室

本古墳の主体部は、N-58°-Wに主軸方向を示し、南東方向に開口する横穴式石室である。遺存

状況は極めて悪く、奥壁の石積みが2段程度残っているだけであった。石室幅は3mを測り、腰石

は50～60cmの花崗岩を主に使用している。石室の崩落は著しく、20～30cmの角礫が石室内に散

乱している。

墓坑の掘方は奥壁側のみ検出したが、袖の有無や羨道部の位置は確認出来なかった。

3　遺物の出土状況

遺物は須恵器（19点）・鉄器（12点）・小玉（4点）が出土した。石室内においては須恵器・鉄器共

奥壁南隅よりまとまって出土しており、内訳は須恵器は蓋杯2セット・高杯3点・平瓶1点・短頸

壺1点、鉄器は馬具10点・鉄鏃1点である。また、そこからやや離れて側壁南側に平瓶1点が出土

している。ここで注目されるのは、石室の下層に粘土を敷いた痕跡があり、その中より須恵器が

1点（5）検出されたことである。また、石室内の埋土からはガラス小玉や刀子を検出した。

1褐灰色土
2にぶい黄栓色土
3にぶい黄褐色土
4黄世色土

5明黄褐色土
6浅黄橙色土

図4　基本層序
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図5　石室展開図および遺物出土状況

出土須恵器の器種・部分名称および時期については『和泉陶邑窯の研究』注1を参照し、『須恵

器大成』注2も援用する。

4　出土遺物の観察（図6・7）

須恵器

道ヶ谷古墳から出土した須恵器は合計19点出土している。器種別にみると杯蓋3点・杯身3

点・有蓋高杯1点・高杯8点・短頸壺2点・平瓶2点である。各須恵器の時期を見ると、中村編年 

Ⅱ型式6段階（田辺編年TK-217窯式）併行と考えられる。

1～3は口径10.8～112cmを測る杯蓋である。天井部は平坦でやや丸みを持って下り、口縁端部

は丸い。1は天井部1/2に回転ヘラケズリ、他は回転ヘラ切り未調整である。

4～7は口径10.9～12.2cmを測る立ち上がりを有する杯身である。立ち上がりは短く内傾し、

端部は尖り気味に丸い。底部は回転ヘラ切り未調整である。

8～15は高杯である。8～10は無蓋の高杯である。杯部は杯蓋の逆転形態をなし、口縁は杯底

部より僅かに屈曲した後外反し、端部は丸みを持つ。杯底部外面は回転ヘラケズリである。8は

短脚のもので、外に広がった後屈曲し鋭い端部に至る。9は胎土、焼成共に不良である。10は口

縁と杯底部の境に鈍い稜を持つ。

11は細い脚基部より外反して開いたのち屈曲するもので端部内面は窪んでいる。杯底部は水

平気味にのびる。12は大きく広がって下った後底端部で上方に肥厚するものである。13は柱状

9
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17
図6　出土遺物（1）
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の脚基部より外反して下るもので、脚中位に2条の沈線を持つ。14は杯部は浅い皿状を呈し、口

縁端部は丸い。脚部は細い脚基部より外反して開いた後上方に屈曲し段をなす。15は口縁は丸

みを持つ底部より外に屈曲させ端部は丸い。底部と口縁の境に1条の沈線を持つ。

16・17は短頸壺である。口縁は直立して立ち上がり、端部は尖り気味である。体部の肩の張

りは弱く、下端部は内傾気味に下る。底部は平坦である。体部下1／3に回転ヘラケズリを施す。

17は口縁が内湾し端部は丸い。体部はやや肩が張り、底部は丸く安定性を欠く。体部最大径に

鈍い沈線が1条巡る。体底部1/3に回転ヘラケズリを施す。両者共に完形品である。

18・19は平瓶である。丸い逆台形状の体部の中心よりやや偏って口頸部を付すものである。

口縁は内湾気味にのび、端部は丸く、外面中位に1条の鈍い沈線が巡る。19は口頸部接地面が段

をなす。両者共に体底部1/3は回転ヘラケズリである。

鉄器

20は方頭斧箭鏃である。頭部はややカーブを描き茎に向かい細くなる。関で一方は直角に、

一方は鈍角に屈曲し茎に至る。鏃身部の断面は平坦な方形で、頭部のみ尖り気味である。茎は断

面長方形をなす。茎に木質が付着する。

21・23・25・26・28～30は馬具の飾り金具である。25は菱形、それ以外は長方形を呈する。

23 25
21 22 24

20

26 27

32 33

302928

34 35

31

図7　出土遺物(2)
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残存部の両端は折り曲げられ、頭部が半球形の直径0.2cmの鋲が2ないし3個打たれている。

22・24は馬具の留め金具である。

27は素環鏡板付轡である。鏡板は長辺7.2cm・短辺5.4cmを測る楕円形の素環であり、方形の

立聞が付く。立聞には面繋と連結するための楕円形の透かしと鋲止めのための円孔が穿たれる。

銜は引き手と合わせて鏡板に連結している。

31は刀子で、残存長10.3cmを測る。刃部の断面は方形に近く、木質が付着する。

玉類

32～35はガラス製の小玉である。口径0.5cmを測り、色調は黄色である。

第3節　小結

道ヶ谷古墳は、遙かに斎灘を望む標高75mの丘陵上に位置している。高縄山系の西側丘陵には

権北谷古墳群・権現古墳群、潮見古墳群などの後期古墳が数多く分布している。

古墳は農道の作成によって、墳丘および石室を大幅に削平しており、墳形及びその規模、周溝

の有無は確認することができなかったが、奥壁の残存状況より内部主体は南東向きに開口する横

穴式石室であることがわかった。

玄室については、奥壁および側壁の数個の腰石以外はほとんど撹乱されており、奥壁も2段の

みの遺存に留まった。玄室の規模は奥壁および側壁の遺存状況より幅3.0mである。

玄室の南西隅からは須恵器・鉄器（鉄鏃・馬具）が纏まって出土している。玄室内からは南西隅

以外にも遺物が出土しており、上記の纏まりは追葬による「カタヅケ」とも考えられるが、玄室

内出土の須恵器に時期差はなく、確実に追葬とわかる要素は持たない。

玄室内からは須恵器が10点出土している。内訳は杯蓋2点・杯身3点・高杯3点・短頸壺1点・

平瓶1点である。杯蓋は口径10.8～11.2cmを測り、杯身は口径10.9～11.2cmを測る小型のもので

ある。底部及び天井部の調整は回転ヘラ切り未調整のものが多い。高杯は杯部が椀形を呈し短脚

長脚どちらも出土している。これらの須恵器はⅡ型式6段階（田辺編年TK-217窯式）併行に捉えら

れ、おおよそ7世紀初頭～中葉のものと考えることができる。

副葬品は須恵器のほかに馬具（素環鏡板付轡）が出土している。馬具は本古墳の北東に広がる北

谷・権現山古墳群に属する福角古墳注3（楕円形杏葉）や北谷王神ノ木古墳注4（素環鏡板付轡）から出

土している。どちらも古墳時代後期のものであり、この地域に同時期、馬具を副葬する古墳の一

群の存在を垣間見ることができる。

遺構の遺存状況が悪く、確定的なことはわからないが、古墳の築造年代は7世紀初頭～中葉と

考えられ、松山平野北部における古墳時代終末期の古墳の一つの在り方を示す資料として提示し

ておきたい。
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注

注1中村浩『和泉陶邑窯の研究－須恵器生産の基礎的考察－』柏書房1981．

注2田辺昭三『須恵器大成』角川書店1981．

注3財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター編「福角古墳」『一般国道196号松山北条バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ』

1994

注4松山市教育委員会文化教育課桧山市立埋蔵文化財センター編『北谷王神ノ木古墳・塚本古墳』1991

参考文献

坂本美夫『考古学ライブラリー34馬具』ニュー・サイエンス社1985．

杉山秀宏「古墳時代の鉄鏃について」橿原考古学研究所編『橿原考古学研究所論集第八』吉川弘文館1988．

表4　出土遺物観察表

番号 種別 器種 調整 色調 図

1 須恵器 杯蓋

法量（推定）［残存］cm

高：3．8底：10．8 灰色10YR9／1 6

2 須恵器 杯蓋 灰黄色2．5Y7／2 6

3 須恵器 杯蓋 灰白色7．5Y7／1 6

4 須恵器 杯身 灰白色7.5Y7／1 6

杯身5 須恵器 灰白色7.5Y7／1 6

須恵器 杯身

口：11．2高：3．9

口：10．7高：3．5

口：12．2高：3．9受径：10．1

口：10．9高：3．2受径：12．7

口：10．9高：2．96

内：回転ナデ，外：回転ヘラケズリ

内：回転ナデ外，：回転ヘテ切り未調整、

内：回転ナデ，外：回転ヘラ切り未調整

内：回転ナデ，外：底部に回転ヘラケズリ

内：回転ナデ，外：回転ヘラ切り未調整

内：回転ナデ、外：回転ヘラ切り未調整 灰色10YR6／1 6

須恵器 杯身 灰白色7．5Y7／17 6

8 須恵器 高杯

口：（11．6）高：［3．3］受径：（13．6） 内：回転ナデ，外：回転ナデ

口：12．1高：7．4基径：4．2底：8．6 内:回転ナ，外：回転ヘラケズリ 灰白色7.5Y7／1 6

9 須恵器 高杯 口：13．8高：6．9 内涸転ナデ，外：回転ヘラケズリ 灰白色7.5Y7／1 6

10 須恵器 高杯 内：回転ナデ，外：回転ヘラケズリ 灰白色7.5Y7／1 6

11 須恵器 高杯 灰白色7.5Y7／1 6

12 須恵器 高杯 灰白色7.5Y7／1 6

高杯13 須恵器 灰白色7.5Y7／1 6

14 須恵器 高杯 灰白色7.5Y7／1 6

高杯15 須恵器

内：回転ナデ，外：回転ナデ

内：回転ナデ，外：回転ナデ

内：回転ナデ，外：回転ナデ

内：回転ナデ，外：回転ナデ

内：回転ナデ，外：回転ナデ 灰白色7．5Y7／1 6

須恵器 短頸壺

口：13．4高：6．4

高：［7．2］底：（9．6）

高：［5．6］底：（14．2）

高：（9．8）

口：（16．2）高：［10．1］

口：（13．8）高：［4．2］

口：8．7高：14．9最大径：17．9 内：回転ナデ，外：回転ヘラケズリ16 灰白色7．5Y7／2 6

17 須恵器 短頸壺 灰白色7．5Y7／1 6

18 須恵器 平瓶 灰白色7．5Y7／1 6

19 須恵器 平瓶

口：7．5高：10．9頸径：7．3，最大径：13．6 内：回転ナデ，外：回転ヘラケズリ

口：5．3高：13．7頸径：4．1体部高：9．5 内：回転ナデ，外：底部に回転ヘラケズリ

高：［12．5］頸径：3．9体部高：9．7 内：回転ナデ，外：回転ヘラケズリ 灰白色7．5Y7／1 6

番号 種別 器種 法量（推定）［残存］cm 図

20 武器 鉄鏃

備考

茎部に水質が螺旋状に付着 7

21 馬具 飾金具 7

22 馬具 飾金具 7

23 馬具 飾金具

長：10．4幅：3．2厚：0．5

長：4．1幅：2．4厚：0．3

長：5．2幅：3．7厚：0．5

長：3．0幅2．5厚：0．2 7

24 馬具 飾金具 長：5，1幅：3．7厚：0．5 7

25 馬具 飾金具 7

26 馬具 飾金具 7

轡 素環鏡板1セット馬具27 7

28 馬具 飾金具 7

29 馬具 飾金具

長：3．0幅：2．8厚：0．7

長：［5．0］幅：2．4厚：0．4

長：14．0幅7．3：厚：0．9

長［3．2］：幅：2，3厚：0．3

長：［3．5］幅：［2．2］厚：0．5 7

馬具30 飾金具 7

31 工具 刀子

長：［3.4]幅：2．6厚：0．5

長：10．3幅：1．5厚：0．6 本質付着 7

番号 種別 材質 法量（推定）［残存］cm 備考 図

32 小玉 ガラス 色調：黄色 7

小玉33 ガラス 色調：黄色 7

小玉34 ガラス

直径：0．4孔径：0．1

直径：0．5孔径：0．2

直径：0．5孔径：0．2 色調：黄色 7

小玉35 ガラス 直径：0．45孔径：0．1 色調：黄色 7
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図8　遺構配置

14



第4章　池ノ奥遺跡

第1節　遺跡の概要

池ノ奥遺跡は松山平野の北辺部、眼下に斎灘を望む舌状丘陵の中腹斜面（標高60m）に営まれ、絶

対位置は北緯33°53′18″、東経132°45′38″である。

試掘調査時に弥生時代前期の包含層を検出し、調査を行うこととなった。

調査の結果、弥生時代前期と古墳時代後期の遺構（竪穴住居2棟・溝5条・土坑6基・柱穴57基）

を検出し、それに伴う遺物（弥生土器・須恵器）が出土した。

主要遺構の内容は弥生前期の溝1条・柱穴2基、古墳時代後期の竪穴住居2棟である。

第2節　基本層序（図9）

調査区の北壁面を観察した。それによると基本層序は8層に分層できる。調査区は北東から南

西に向かい傾斜しており、1層（暗赤褐色土）・4層（黄褐色土）・7層（黒色土：弥生時代前期包含層）・

8層（暗赤褐色）が堆積しており、北西側は7層が流失している。傾斜が強いため土砂の流出が激し

く、1層（暗赤褐色土）・5層（黒色土）は調査区上位からの2次堆積土と考えられる。

1暗赤褐色土
2明黄褐色土
3暗褐色土
4黄褐色土
5黒色土
6橙色土
7黒色土
8暗赤褐色土
9極暗赤褐色土

図9　基本層序（北壁）

第3節　縄文時代～弥生時代の遺構と遺物

1　溝

・SD3（図10）

遺構

SD3は調査区西側隅（C5グリッド・標高60．6m）に位置する。平面形は緩やかな弧状で、中央が深

く掘り込まれ、そこより遺物が出土している。規模は長さ360cm・幅32～72cm・深さ8～24cmを

測る。

遺物は弥生土器片が17点出土している。そのうち特徴的な1点を図示した。時期は出土遺物か

ら弥生時代前期後葉と考えられる。
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遺物

弥生土器

1は鉢である。如意形口縁を持つもので、屈曲部からやや下がった位置に1条のヘラ描き沈線

文を施す。内外面共に細かなヘラミガキである。

2　柱穴

・SP21（図11）

遺構

SP21は調査区西側隅（C5グリッド・標高60.0m）に位置する。平面形は円形で、規模は直径

32cm・深さ16cmを測る。

遺物は弥生土器1点が出土している。時期は遺物より弥生時代前期後葉と考えられる。

遺物

2は甕である。折り曲げ口縁のもので、体部に3条のヘラ描き沈線文、その下に刺突文を施し

以下2条のヘラ描き沈線文と刺突文を最低4回繰り返して施す。摩滅が著しく内外面の調整は不

明である。

・SP27（図12）

遺構

SP27は調査区西側隅（C5グリッド・標高60.4m）に位置する。平面形は楕円形で、規模は長辺

36cm・短辺28cm・深さ28cmを測る。遺物は柱穴の東側より壁に貼り付くように出土している。

遺物は弥生土器片1点が出土している。時期は遺物から弥生時代前期後葉と考えられる。

1

図10　SD3および出土遺物

16



2

図11　SP21および出土遺物

3

図12　SP27および出土遺物

遺物

弥生土器

3は甕である。折り曲げ口縁を持つもので、屈曲部に3条のヘラ描き沈線文を施し、口縁端部

を刻む。内外面共に細かなヘラミガキである。

3　包含層出土の遺物（図13）

第7層からは、縄文土器および弥生時代前期～中期の土器が出土している。

縄文土器

4は深鉢である。口縁は外反し、端部は外傾する面をなす。外面は条痕である。

弥生土器

5～13は壺である。5は大型の口頸部である。口縁は頸部より外湾気味にのび端部は丸い。端
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部に1条の沈線を持ち、刻みを施す。頸部下に2条のヘラ描き沈線文を施す。

6は小型の口頸部である。口縁は頸部より外湾気味にのび端部は丸い。頸部に3条のヘラ描き

沈線文を施す。

7～12は小型の壺の体部である。7は木葉文が施される。8は3条のヘラ描き沈線文の下に3条の

重弧文がヘラ描きされている。9は木葉文である。10は2条のヘラ描き沈線文の上より4条以上の

弧状文がヘラ描きされている。外面には赤色塗彩が施され、内面は細かなヘラミガキである。11

は2対の木葉文の間に棒状の区画文を施し、下に2条の沈線を施す。外面はヘラミガキである。 

12は木葉文を2条一対の沈線文で区画している。外面はヘラミガキ、内面は指頭圧痕後板状工具

によるナデである。13は口頸部である。口縁は外反し端部は外頸する面を持ち、刻みを施す。

14～16は甕である。14は折り曲げ口縁のものである。屈曲部下に1条のヘラ描き沈線を施す。

15・16は折り曲げ口縁のやや下がった位置に1条の突帯を施すものである。口縁端部および突帯

上面に刻みを施す。

17は壺の口縁である。口縁は水平気味にのび端部は丸い。端部には1条の沈線が巡りその上を

刻んでいる。口縁内面に1条の突帯が貼り付く。

18は甕である。口縁はやや外方に折り曲げ、端部は尖り気味である。口縁下には多条の櫛描

沈線文が巡り、その下に刺突文がほどこされる。

19は壺の頸部である。頸部に貼り付け突帯を付し、その上に2段の刺突文を施す。

6
4

75

8
109 11

13

12 14
15

19

16 17 18

図13　包含層出土遺物
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第4節　古墳時代の遺構と遺物

1　竪穴住居

・SI1（図14）

遺構

SI1は調査区南側（C2～C3グリッド・標高59．4m）に位置する。平面形は南東側半分が削平を受

けるがほぼ隅丸方形をなす。主軸は北を指し、規模は長辺427cm・短辺372cm・深さ24cmを測る。

柱穴は確認できず、柱構造は不明である。

住居の時期については、遺構から時期を確定できる遺物は出土してしていないが、規模・形態

図14　SI1

よりSI2と同様に古墳時代後期のものと考えられる。

・SI2（図15）

遺構

SI2は調査区南側（D2グリッド・標高59.6m）に位置する。平面形は南東側半分が削平を受けるが

ほぼ隅丸方形をなす。主軸は比較的遺存良好な西辺でN-9°-Eを指し、規模は1辺340cm・深さ

24cmを測る。柱穴は確認できず、柱構造は不明である。

遺物は須恵器の杯身1点のみである。時期は出土遺物より古墳時代後期と考えられる。
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20

図15　SI2および出土遺物

遺物

須恵器

20は立ち上がりを持つ杯身である。立ち上がりは内傾し端部は尖り気味である。底部は丸み

を持ち、回転ヘラ削りである。

第5節　小結

今回の池ノ奥遺跡の調査では、弥生時代前期後葉の遺構および遺物と古墳時代後期の住居跡を

確認することができた。また包含層（7層）より弥生時代前期後葉～中期初頭の遺物が纏まって出

土している。

弥生時代前期後葉の遺構は、溝と柱穴を検出した。これらは調査区のやや高位（標高60～61m）

に位置しており、調査区の西端に纏まって確認されている。柱穴からはほぼ完形の甕が出土して

おり、貯蔵穴の可能性が考えられる。このことは本調査地周辺に同時代の集落の存在を予想する

事ができる。

また、第7層から出土した弥生時代前期後葉の土器は、一部中期の土器も混在するが、一つの

まとまりを持った同時性の高いものである。甕は折り曲げ口縁を呈するものと口縁下に貼付突帯
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を施し、口縁端部と突帯上部を刻むものがある。壺は大型・中型・小型のものがあり、大型と小

型はヘラ描き沈線文を2ないし3条持つ。中型は口縁内面に貼付突帯を持つ。小破片にみられる

施文は本葉文、重弧文、区画文などがみられる。これらは、池ノ奥遺跡より1.5km南に位置する

座拝坂遺跡注1と同時期のものといえる。

注

注1　松山市教育委員会財団法人松山市生涯学習振興財団　埋蔵文化財センター編「座拝坂遺跡」『和気・堀江の遺跡』1993

注2　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター編『糸大谷遺跡』1996

表5　出土遺物観察表
番号 遺構 種別 法量（推定）［残存］cm，g 調整 色調 備考 図

1 弥生土器 暗赤褐色 黒斑SD3 口：（20．5）高：［7．7］ 内：ヘラミガキ，外：ヘラミガキ 10

SP21 弥生土器 明黄褐色2 11

器種

鉢

甕

壺 黒斑3 SP27 弥生土器

口：（28．0）

口：20．1高：［24．6］

内外不明

内：ヘラミガキ，外：ヘラミガキ にぶい黄橙色 12

4 包含層（7層） 縄文土器 深鉢 明褐色 13

5 包含層（7層） 弥生土器 橙色 13

6 包含層（7層） 弥生土器

外：条痕

内外不明

内外ナデ 橙色 13

7 包含層（7層） 弥生土器 橙色 13

8 包含層 弥生土器 暗赤褐色 13

9 包含層 弥生土器 橙色 13

10 包含層 弥生土器 橙色 13

包含層（7層） 弥生土器11 暗赤褐色 13

包含層（7層） 弥生土器12 にぶい黄復色 13

13 包含層 弥生土器 橙色 13

包含層（7層） 弥生土器 明褐色14 13

包含層（7層） 弥生土器15 赤褐色 13

明黄褐色16 包含層（7層） 弥生土器 13

17 包含層 弥生土器 明黄褐色 13

包含層（7層） 弥生土器 橙色18 13

19 包含層（7層） 弥生土器

壺

壺

壺

壺

壺

壺

壺

壺

甕

甕

甕

壺

壺

甕

壺 明褐色 13

20 SI2 須恵器 杯身 口：11．7高：3．6

内：不明，外：ヘラミガキ

内外不明

内外不明

内：ヘラミガキ，外：ヘラミガキ

内：不明，外：ヘラミガキ

内：ナデ，外：ヘラミガキ

内：指頭圧痕，外：ナデ

内：指頭圧痕，外：不明

内：指頭圧痕，外：不明

内：不明，外：ナデ

内：不明，外:ナデ

内：ヘラミガキ，外：不明

内：指頭圧痕，外：ナデ

外：回転ヘラケズリ 灰色 15
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続いて古墳時代後期の遺構と遺物が認められる。同時期の遺構としては竪穴住居が2棟確認で

きた。これらは調査区の南側低位（標高59m）に位置している。このような住居2棟を基礎単位と

した臨海集落の在り方は以前より指摘されている（糸大谷遺跡注2）。今回の調査ではヽ同時期の遺

物が極めて少なく、ここに暮らした人々の生活及び生業を想像する事もできない。ここでは古墳

時代後期の集落の在り方の示す1つの資料として提示したい。

以上が池ノ奥遺跡の調査成果である。特に弥生時代前期後葉の資料は松山平野内でも少なく、

少量ではあるが遺構および遺物を確認できたことは、大変重要なことといえる。





第5章　平田七反地遺跡

第1節　遺跡の概要

1　平田七反地遺跡の調査区

平田七反地遺跡は松山平野の北辺部に位置し、後背に高縄山地を負うが、大部分は平坦地であ

る。古代には和気郡大内郷（「和名抄」）に属し、今回調査を実施した地域も大内谷と呼ばれる谷の

入り口部に当たる。

調査区は東西170m・南北50mを測り、平坦地とはいえ東側が小高く（標高11m）、西に向かって

下っていく（標高8m）細長い地形をしている。今回の調査では、調査区を横切る道路や住宅の境界

によって、東からb・c・d・e区を設定した。

図16　調査区の配置

2　主な検出遺構

調査の結果、b～d区は上面（主に中世～近世、b-1区・c-1区・d-1区と示す）と下面（主に古墳時

代初頭～古代、b-2区・c-2区・d-2区と示す）の2面の遺構が、e区ではこれらが同一面で存在し、

一部においては、縄文時代晩期、弥生時代前期～中期の遺構も確認できた。

b区で検出された主要遺構は、竪穴住居2棟・掘立柱建物1棟・井戸1基・土坑13基・溝12条・

柱穴4基である。

c区で検出された主要遺構は、竪穴住居6棟・掘立柱建物5棟・井戸2基・土坑14基・溝33条・

柱穴38基・土坑墓3基である。
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図17　b-1区遺構配置
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図18　b-2区遺構配置
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図19　c-1区遺構配置
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図20　c-2区遺構配置

27



図21　e区遺構配置
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図22　d-1区 遺構配置
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図23　d-2・3区 遺構配置
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d区で検出された主要遺構は、竪穴住居1棟・掘立柱建物9棟・井戸12基・土坑17基・自然流路/

溝41条・柱穴29基・土器溜まり1基・土坑墓1基である。

e区で検出された主要遺構は、掘立柱建物1棟・井戸1基・溝8条・柱穴6基である。

遺構は多時期に渡り多量に検出しているため、時期毎、区および面毎に記述、報告していくこ

ととする。また遺構の規模、形状、出土遺物は表6の遺構一覧に記し、主要な遺構は図示し 詳

細を述べる。

遺構は各区域よりまんべんなく確認されており、この地域が各時代の安定した居住域であった

ことがわかる。ただ、縄文時代から弥生時代中期の遺構は、調査区でも東側のb-2・c-2に、古代

の遺構はc-2区、中世の遺構は西側のd-1区・e区に密にみられることから、生活域が東から西に

時代を追って移動していったことがわかる。また、e区の調査区境の溝より西からは居住を示す

遺構が検出されてないことから、平田七反地遺跡の居住空間は、東西170mの範囲に限られるこ

とがみてとれる。

3　主な出土遺物

本遺跡から出土した遺物は、縄文時代後期から中・近世まで様々である。出土遺物の中心は、

古墳時代前期の古式土師器と中世土器（中世土師器・瓦器等）である。各時期の分布状況をみると、

縄文時代から弥生時代中期の土器は、b-2区・c-2区に少量ではあるが遺構と共に出土している。

古墳時代前期はb-2区からe区までの調査区全面より多量に出土している。古代の遺物としては、

赤色塗彩土師器と緑釉陶器がc-2区およびd-1より少量ではあるが出土している。中世はd-1・eよ

り多量に出土している。

出土した遺物の種類は、縄文土器（後期・晩期）・弥生土器・古式土師器・須恵器・中世土師

器・施釉陶器・瓦器・製塩土器・土製品（有孔円盤・土錘）・石器（石鏃・石斧・砥石）・金属器（和

鏡）・木器（木簡・皿・曲物）である。

遺物は主要遺構より出土したものについては、遺構に続いて説明するが、包含層出土遺物は章

末に区毎にまとめて図示、報告する。
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第2節　 基本層序

層序は各調査区の壁面を観察した。

1　b 区の基本層序（図24）

基本層序は10層に分層した。1～2′層は表土および耕作土である。以下3～7層が堆積している。

調査区はほとんど平坦であり、水平な堆積をしているが、東側拡張部はやや小高く、西に向かっ

て傾斜している。1～2′層は褐色の花崗閃緑岩の真砂土、3～9層は黒色あるいは黒褐色の粘質土、 

6層は黒色砂質土ある。3～5層は縄文時代～中世の包含層である。3層上面が中世遺構検出面、4

層上面が縄文時代晩期～古墳時代前期の遺構検出面である。

2　d区の基本層序（図25）

基本層序は12層に分層した。1～3層は表土および耕作土である。以下4層が一部削られている

以外は、8層までほぼ水平に堆積する。4・5層は灰黄褐色あるいは黄褐色の真砂土、6～8層は灰

オリーブあるいは黒褐色の粘質土である。4・5層は中世の包含層、6～8層は古墳時代前期～後

期の包含層であり、5層上面が中世の遺構検出面、8層上面が古墳時代前期の遺構検出面である。

5層上面からは中世の自然流路が掘り込まれている。

3　e区の基本層序（図26）

基本層序は9層に分層した。1・2層は表土および耕作土である。以下3～6層が他の区と同様に

水平な堆積をする。3層はd区5層に、4層はd区6層に、5・6層がd区7層に当たる。3層は中世の

包含層、4～6層は古墳時代前期～後期の包含層である。

1褐色土 表土
2灰黄褐色土
2′にぶい黄褐色土

3黒褐色土
4黒褐色土
5黒色土
6黒色土（砂層）
7黄灰色 土 無遺物層
8黒褐色土
9黒色土（細礫混）
10黒褐色土

図24　b区 基本層序（南壁）

34



1 表土
2 黄褐色土
3 灰黄褐色土
4 暗黄褐色土
5 黄灰色土
6 灰オリーブ粘質土
7 黒褐色粘質土
8 黒褐色土
9 黒褐色土（大礫を含む）
10 黒褐色土
11 灰色細砂
12 黄灰色細砂

図25　d 区 基本層序（中央トレンチ南壁）

l　にぶい黄褐色土
2　暗灰黄色土
3　黄褐色土
4　灰 オリーブ粘質土
5　オリーブ黒色土
6　オリーブ黒色粘質土
7　黄褐色土
8　暗灰黄色土
9　黒褐色粘質土 図26　e 区 基本層序（東壁）
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第3節　 縄文時代の遺構と遺 物

b-2区から土坑1基・溝1条が検出しか（表6）。

l　b-2区

（1）土坑

・SX22（図27）

遺構

SX22はb-2区の南西平坦地（L17グリッド・標高11.2m）に位置する。地山直上で検出し、SX23を

切り、SP30・33 に切られる。平面形は楕円形を呈し、規模は長径130cm・短径100cm・深さ

38cm を測る。坑底はでこぼこしている。埋土は細礫を含む黒褐色土である。

縄文土器片が1点出土している。時期は遺物から縄文時代晩期と考えられる。

遺物

縄文土器（晩期）

1は刻目突帯文深鉢である。口縁部は内湾気味に外反し、口唇部に接して突帯が貼り付く。口

唇部に刻目は施されない。外面調整はナデである。

1

図27　b-2区SX22および出土遺物
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（2）溝

・SD4（図28）

遺構

SD4はb-2区のほぼ中央平坦地（J16～17グリット・標高11.Om）に位置する。遺構は地山直上で

検出し、SD6・SP87に切られる。溝は傾斜に直行して掘られ、規模は長さ70cm・幅70cm・深さ

18cmを測る。坑底はほぼ平坦である。

縄文土器片が1点・須恵器細片が2点出土している。時期は溝の検出状況および出土遺物から、

縄文時代晩期と考えられる。

縄文土器（晩期）

2は胴部が強く張り出し 口縁部が外反する浅鉢である。口縁部内面に沈線状の窪みを持つ。

外面調整はナデである。

2

図28　b-2区　SD4・6 およびSD4 出土遺物
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第4節　 弥生時代前期～中期の遺構と遺 物

b-2区から土坑3基・溝2条、c-2区から溝2条、d-2から溝1条が検出された。弥生時代の土坑は

縄文時代の包含層を掘り込んで形成しており、縄文土器と弥生土器が混在している。

1　b-2区

（1）土坑

・SX5（図29）

遺構

SX5 はb-2区の南東斜面（K19 グリッド・標高11.4m）に位置する。平面形は楕円形を呈し、規模

は長径90cm ・短径80cm ・深さ13cm を測る。坑底は西に傾いている。埋土は黄灰色土である。

縄文土器片（晩期）が2点・弥生土器片が8点出土している。時期は出土遺物より弥生時代前期末

～中期と考えられる。

遺物

縄文土器（晩期）

3・4は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾外反して立ち上がり、端部は尖り気味で、口唇

部に刻目を施す。刻目突帯は口縁端部からかなり下った位置に貼り付き、断面は鋭い三角形を呈

する。4は突帯下に縦方向の2条の沈線を施し、両者共に内外面に指頭圧痕が顕著に見られる。3

は他の縄文土器と比べ、赤みの強い色調を呈す。

弥生土器

5は壺の底部である。円盤状の底部から大きく体部が開く。外面に指頭圧痕が見られる。

3
5

4

図29　b-2区 SX5および出土遺物
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・SX7（図30）

遺構

SX7 はb-2区の南東斜面（J18グリッド・標高11．4m）に位置し、近接してSX5が存在する。平面形

は円形を呈し、規模は長径65～70cm ・深さ21cmを測る。坑底は尖り気味に窪んでいる。

縄文土器片（晩期）が6点・弥生土器片が2点出土している。時期は遺物より弥生時代前期末～中

期と考えられる。

遺物

縄文土器（晩期）

6は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾して立ち上がり、端部は尖り気味で、口唇部に刻目

を施す。刻目突帯は口縁端部直下に貼り付き、断面は三角形を呈する。5は上げ底の深鉢の底部

である。外面は指頭圧後条痕、内面に板状工具のナデが残る。

弥生土器

7は如意形口縁の甕である。口縁部は強く外反し、口唇部全面にV字の刻目が施される。内面

に指頭圧痕が残る。

6

8

7

図30　b-2区 SX7 および出土遺物

・SX24（図31）

遺構

縄文土器片、弥生土器片が31点出土している。時期は遺物より弥生時代中期と考えられる。

遺物

弥生土器

9は広口壺の口縁部である。口縁部は強く湾曲して開き、端部は上下に肥厚する。頸部外面に

ハケメが残る。

10は甕の底部である。上げ底を呈し、粘土の充填痕が明瞭に残る。

40

SX24はb-2区の南西部（L17グリッド・標高11.4m）に位置し、近接して縄文時代の土坑SX22が

存在する。平面形ははぼ円形を呈し、規模は長径80～100cm・深さ20cmを測る。坑底はほぼ平

坦であるが、西側で小さく窪んでいる。埋土は細礫を含む黒褐色土である。



9

1　黒褐色土（細礫混）

2　黒褐色土

3　黒褐色土（細礫混）
10

図31　b-2区 SX24および出土遺物

（2）溝

・SD3（図32 ・33）

遺構

SD3はb-2区の調査区東端（I19～J20グリッド・標高11.8m）に位置し、尾根に平行に掘られてい

る。規模は検出長1,070cm・幅160cm ・深さ84cm を測り、途中で途切れている。埋土は細礫混じ

りの黒褐色土と黒褐色砂質土の互層堆積で、自然流路の可能性も考えられる。

弥生土器片が7点出土しており、すべて図示した。時期は遺物から弥生時代中期前～中葉と考

えられる。

遺物

弥生土器

11は平底の壺の底部である。内面にハケメと指頭圧痕が残る。

12～16 は甕である。12は口縁下に突帯を持つ｢F｣字口縁のものである。突帯に刻目が施され

る。内面は横方向のヘラミガキである。13・14は底部である。13は土げ底で、内外面に指頭圧

痕が残る。14は平底で、外面は縦方向のヘラミガキである。15は体部が大きく膨らむ。突帯を

持つ断面｢く｣ 字口縁で、口唇部と突帯に刻目が施される。16は断面｢く｣字口縁で、内面は

横方向、外面は縦方向のヘラミガキ、頸部外面にハケメが残る。

17は把手付鉢である。一般にジョッキ形土器と言われるものである。底部は突出した上げ底

を呈し、把手はほとんど欠落している。内面は横方向のヘラミガキである。

・SD6（図28・34）

遺構

SD6はb-2区の調査区中央（I16～J17グリッド・標高11.0m）に位置し、尾根に平行に掘られてい

る。規模は検出長370cm ・幅90cm・深さ18cm を測る。

遺物は図示したものの他、瓦器片が1点出土している。時期は遺物から弥生時代中期中葉と考

えられる。
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1 黒褐色土（礫混）

2 黒褐色土（礫混）

3 黒褐色土（細砂）

4 黒色土（細礫混）

5 黒色土

6 暗褐色土（礫混）

7 黒褐色土（細砂混）

8 灰黄褐色土

9 黒褐色土（細砂混）

10 黒褐色土

H 黒褐色土（細礫混）

11

13

12 14

図32　b-2区　SD3および出土遺物（1）
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16

15

17

図33　b-2区　SD3出土遺物（2）

遺物

弥生土器

18はやや上げ底の甕の底部である。外面は縦方向のヘラミガキである。

19は台付き鉢である。脚基部に円孔が貫通している。指頭圧後、ヘラミガキを行う。

20は平底の壺の底部である。外面はハケメ、内面に指頭圧痕が残る。

21は鉢である。外面はハケメが残る。

近世土師器

22は近世土師皿である。後世の流れ込みと考えられる。

20

18 19

22

21

図34　b-2区 SD6 出土遺物

43



23（SD8 ）

24（SD9 ）

25（SD9 ）

26（SP138 ）

図35　C-2区　SD8・9・SP138および出土遺物
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2 c-2区

（1）溝

・SD8・9（図35）

遺構

SD8・9はc-2区の中央（F8～18グリッド・標高9.8m）に位置し、調査区を南北に流れる溝である。

規模はSD8が長さ700cm・幅90cm・深さ5cm 、SD9が長さ330cm・幅40cm・深さ5cmを測る。古

代の土坑SK5に分断され、そのため溝幅も変化しているが、1本のものと考えられる。

遺物は図示したものの他、弥生土器細片が111点・須恵器片が12点・土師器片が9 点・瓦器片

が1 点出土している。時期は出土遺物 に時期幅があり判然としないが、弥生時代中期に属するも

のと考えられる。

遺物

弥生土器

23は折り曲げ口縁の甕である。口唇部に刻目が施される。口縁直下に櫛描文、続いて3個一組

の列点文が施される。24・25は底部である。突出する上げ底を呈し、24 は外面 にヘラミガキが

残る。

（2）柱穴

・SP138 （図35）

遺構

SP138はSD8に掘り込まれた柱穴である。平面形は円形を呈し、規模は長径40cm・幅40cm・

深さ8cmを測る。

弥生土器片が2点出土している。

遺物

弥生土器

26は平底の底部である。外面はヘラミガキである。

3　d2 

（1）溝

・SD7（図36）

遺構

SD7はd-2の東側（L16～17グリッド・標高8.3m）に位置し、調査区を東西に流れる溝である。東

側は中世の自然流路 によって切られており、検出長150cm・幅45cm・深さ11cmを測る。溝は浅

く、北側では溝肩が不明瞭である。

遺物は図示しかものの他、弥生土器細片が11点 ・須恵器片が2点出土 している。時期は遺物か
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ら弥生時代中期中葉と考えられる。

遺物

弥生土器

27は壺である。口縁部は外方に大きく開き、端部は肥厚して凹面をなし、指頭圧痕が明瞭に

残る。頸部に貼り付け突帯を持つ。外面はハケメ、内面は横方向のヘラミガキである。28は平

底の壺の底部である。

27

28
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第5節　 古墳時代の遺構と遺物

古墳時代は平田七反地遺跡の集落経営の第1のピークである。

基本的に各調査区の2面目に広がり、竪穴住居・土坑・土器溜まり・溝・柱穴を多数検出した

（表7）。また包含層（各区3 ～6層）において多量の古式土師器が出土した。本節で扱う古式土師器

は庄内式新相から布留式新相併行期のものである。庄内式併行期の土器については、研究者によ

って、弥生時代と捉えたり古墳時代と捉えたりと様々であるので、本節で扱う遺物は弥生時代終

末期～古墳時代初頭の土器を含むことを明記しておく。

なお、古式土師器の時期については『矢部遺跡』注1、須恵器の器種・部分名称および時期につ

いては『和泉陶邑窯の研究』注2を参照し、古墳時代終末期の土器の器種分類については、奈良国

立文化財研究所の分類注3も援用した。また、支脚については『朝倉南甲遺跡』注4、製塩土器につ

いては『多々羅製塩遺跡』注5､有孔円盤・紡錘車については『和気・堀江の遺跡Ⅱ』注6の各分類案

を踏襲した。

古式土師器の時期については、土器の残存状況から詳細な時期確認が難しいことと、同時期の

在地の土器様相の時期決定がなされていないことから、庄内式併行期、庄内式新相～布留初頭併

行期、布留式古相併行期、布留式新相併行期の4つの時期におおまかに設定しておくこととする。

1　b-2区

（1）竪穴住居

・SI1（図37）

遺構

SI1はb-2区の南側（K17～L17グリッド・標高11.4m）に位置している。平面形は隅丸方形をなし、

主軸はN-54-Eを指す。規模は長辺405cm・短辺390cm・深さ10cmを測る。埋土は基本的に黒色

土である。柱構造は住居四隅の内側に位置するSP173・176・180・182を主柱穴とする4本柱構

造である。

遺物は細片が多く、時期を特定できるものは検出されなかった。遺構の規模・形態から古墳時

代のものと考えられる。

・SI2（図38）

遺構

SI2はb-2区の西端（K15～16グリッド・標高11.0m）に位置している。中世の溝SD5により南側が

大きく削平されているが、平面形はほぼ隅丸方形をなす。主軸は南北を指す。規模は一辺

416cm・深さ13cmを測る。埋土は基本的に細礫を含む黒色土である。住居の内側には浅い周壁

溝が巡り、主柱穴は住居の内側に位置するSP188 ・191が考えられる。住居の外側には、住居か

らほぼ等間隔で離れた位置にSP99 ・100があり、両柱穴の間が入り口部分であったと考えられる。

古式土師器細片が42点出土している。時期は遺物から布留式新相併行期と考えられる。
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48

1 黒色土
2 黒褐色土

図37　b-2区　SI1



1 黒 色土（細礫多）

29

30

図38　b-2区　SI2および出土遺物
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遺物

古式土師器

29・30は甕である。29は口縁部が直線的に外反する。頸部外面はハケ、内面に指頭圧痕が残

る。30はややなで肩の体部から内湾気味の口縁部が立ち上がる。口縁端部はわずかに内面に肥

厚し、内傾する面を持つ。内外面共にハケである。

（2）土坑

・SX1（図39）

遺構

SX1はb-2区の北側中央（116グリッド・標高10.9m）に位置し、土坑SK1に切られる。平面形は隅

丸長方形をなし、主軸はほぼ南北を指す。規模は長辺230cm・短辺140cm・深さ34cmを測る。埋

土は5層に分層した。1層は細礫混じりの黒褐色土、2・3層には砂混じりの黒褐色土である。

古式土師器細片が106点・須恵器片・中世土師器片が出土している。時期は遺構の検出状況お

よび遺物から庄内式併行期と考えられる。

1 黒褐色土（細礫混）

2 黒褐色土（細砂混）

3 黒色土（細砂混）

4 黒褐色土（角礫混）

5 黒褐色土（礫混）

31

32

図39　b-2　区SX1・SK1およびSX1 出土遺物
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遺物

弥生土器

31は直線的に伸びた頸部から水平に折り曲げた口縁部を持つ壺である。口縁外面下端に刻目

が施され、頸部内面に帯状の突帯を施す。

古式土師器

32は支脚C である。外面はタタキ痕が明瞭に残り、内面はハケでり、上部に絞り痕が残る。

34
33 35

38

37

39

40

41

42

43

図40　b-2区SK1出土遺物
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・SK1（図39・40）

遺構

SK1はb-2区の北側中央（I16グリッド・標高10.9m）に位置し、土坑SX1を切る。平面形は円形を

なし、主軸はほぼ南北を指す。規模は長径60cm・短辺60cm・深さ43cmを測る。

古式土師器片が11点・須恵器片が2点出土している。時期は遺構の検出状況および出土遺物か

ら、庄内式新相～5世紀末と考えられる。

遺物

古式土師器

33～38 は甕である。34以外の頸部は鈍く屈曲し、33・36 の口縁端部は外傾する面を持ち、36

は下方に肥厚する。34・35・37・38の口縁端部は尖り気味である。33は外面にタタキ痕が残る。

34の外面はヘラミガキである。35・36 は内外面共にハケ、37・38 の外面はタタキ、内面はハケ

である。

39は高坏である。杯体部より屈曲し、大きく外反する口縁に至る。口縁端部は丸い面を持つ。

内外面共にハケである。

40・41は鉢である。40は台付鉢で、やや深めの半球形を呈する杯部である。内面にハケが残

る。高杯とも考えられるが、ここでは台付鉢と報告しておく。41は体部が内湾して立ち上がる

浅い半球形のものである。底部外面はヘラケズリ、内面は横方向のハケである。42は器物を2点

で支える支脚C 類である。頭部が大きく左右に開き、体部は中空である。頭部中央に垂下する突

起を付す。手捏成形のち体部外面はタタキ、内面はハケである。

須恵器

43は杯蓋である。天井部は平坦で、口縁部との境にシャープな稜を持つ。口縁端部は窪みを

もって内傾する。天井部は回転ヘラケズリである。

・SX4（図41）

遺構

SX4はb-2区の南東端（K19グリッド・標高11.4m）に位置する。平面形は隅丸方形をなし、主軸

46
44 45

1灰オリーブ色土
2灰色土

図41　b-2区　SX4および出土遺物
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はN-62°-Eを指す。規模は長辺110cm・短辺100cm・深さ16cmを測る。埋土は2層に分層した。 ど

ちらも粘性の強い土である。

古式土師器細片が39点出土している。時期は遺物から布留式併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

44～46はミニチュ ア土器である。44・46は鉢形 を呈し、45は壺あるいは甕形を呈す。45・46

の外面はハケ、46 の内面はハケ後ヘラミガキを施す。

・SX11（図42 ）

遺構

SX11はb-2区の南端（L18 グリ ッド・標

高11.4m）に位置する。平面形は隅丸方

形 をなし、主軸はN-70°-Eを指す。規模

は長辺105cm・短辺50cm・深さ45cmを

測る。

古式土師器細片が2点出土している。

遺物

古式土師器

図42　b－2区SX11および出土遺物 47 はミニ チュア土 器である。鉢形 を

呈し、内外面共にハケである。

・SX13（図43）

遺構

SX13はb-2区の南側（L17グリッド・標高11.2m）に位置し、近接してSI1がある。平面形は円形

をなし、主軸は南北を指す。規模は長径70cm・短辺60cm・深さ45cmを測る。埋土は2層に分層

した。どちらも細作を含む黒褐色土である。

古式土師器細片が10点出土している。時期は遺物から布留式併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

48は高杯である。口縁部が直線的にのび、端部は尖り気味である。

・SX19（図44）

遺構

SX19はb-2区の南側（K17～L17グリット・標高11.2m）に位置し、SI1に切られる。平面形は楕円

形をなしていたと考えられ、主軸はN-50°-Wを指す。規模は長径80cm・短辺40cm・深さ19cmを

測る。
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48

1黒褐色土（細礫混）

2 黒色土（細礫混）

図43　b-2区　SX13および出土遺物

49

図44　b-2区　SX19および出土遺物

古式土師器細片が23点・須恵器片が1点出土している。時期は遺物から布留式併行期と考えら

れる。

遺物

古式土師器

49は小型の甕である。口縁は短く外反し端部は丸い。内外面共にハケである。

（3）溝

・SD1（図45）

遺構

SD1はb-2区の中央（J17～18グリッド・標高11.2m）に位置する。平面形は緩やかな弧状で、規

模は長さ470cm ・幅40cm ・深さ16cm を測る。埋土は細礫を含む黒褐色土である。

古式土師器片が3点・須恵器片が9点出土している。溝の埋没時期は遺物から古墳時代後期後

葉と考えられる。

遺物

古式土師器

50は広口壺である。頸部より外湾気味にのび、内傾する口縁端部へ至る。頸部外面にハケが

残る。

51は甕である。頸部は鈍く屈曲し、口縁部は外反してのびる。口縁端部は外傾する面を持つ。

外面はタタキ、内面はハケである。
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51
50

52

53

54

55

図45　b-2区　SD1および出土遺物

52は壺の底部である。平坦な底部より大きく外方向に広がる。外面はハケである。

55は甑の把手である。

須恵器

53は有蓋高杯である。杯部は立ち上がりを有する杯身の形態をなし、脚部は太い基部からラ

ッパ状に開き、端部は内端が丸く突出する。脚部には3 ないし4方向に平面三角形の透かしを持

つ。

54は台付椀である。体部に1条の沈線を施し、底部は回転ヘラケズリである。脚部には3方向

に長方形の透かしが施される。

・SD7（図46）

遺構

SD7はb-2区の北西端（H14～I15グリッド・標高11.0m）に位置する。平面形は緩やかな帯状で、

規模は長さ480cm・幅70cm・深さ14cmを測る。埋土は2層に分層しており、上層は細礫を含む

黒褐色土、下層は砂を含む黒色土である。

古式土師器片が4点・瓦器片が1点・近世土器片が1点出土している。時期は遺物から庄内式新
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相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

56・57は甕である。56は頸部がほぼ直角に屈曲し、口縁部は直線的に開き、端部が外傾する

面をなす。内外面共にハケである。57は頸部が鋭角に屈曲し、口縁部は短く開き、端部はつま

み上げられている。体部は強く肩の張る形態で、体部外面上半は細かなハケ、下半はヘラミガキ、

内面は顕著な指頭圧痕が残るものである。所謂讃岐系の甕である。

58は壺の底部である。平底を呈し、体部は大きく開く。内面にハケが残る。

59は体部が内湾しながら立ち上がる小型の鉢である。口縁部近くで小さく角度を変え、外に

のびる。外面はタタキ、内面はハケである。

近世土器

60は近世の焙烙鍋である。

1 黒 褐色土（細礫混）

2 黒色土（細砂混）

56

57

60

58 59

図46　b-2区 SD7および出土遺物
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61

62 63

64

図47　b-2区 SD8および出土遺物
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・SD8（図47）

遺構

SD8はb-2区の北西端（G14～H15グリッド・標高10.9m）に位置する。平面形は緩やかな帯状で、

規模は長さ810cm・幅80cm・深さ18cmを測る。埋土は3層に分層しており、上層は細礫を含む

黒褐色土、下層は砂を含む黒色土である。

古式土師器片が4点・須恵器片が1点出土している。時期は遺物から庄内式新相～布留式初頭

併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

61・62 は甕である。頸部が鈍く屈曲し、口縁部は直線的にのび、端部が外傾する面をなす。

61は体部は撫で肩で長胴形を呈す。外面は下半が右下がりのタタキ、上半は平行のタタキであ

66
65

図48　C-2区 S11および出土遺物
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り、内面はハケが残る。62はタタキ成形後ハケ、内面はハケである。　 

63 は小 さく突出した底部である。64 は大きな平底の底部である。

2　C-2区

（1）竪穴住居

・SI1（図48 ）

遺構

SI1はc-2区の東側（K12～13グリッド・標高10.8m）に位置している。平面形は隅丸方形 をなし、

北西側と東側の壁面直下に僅かに周溝（幅16～24cm）が残る。主軸はN-12°-Eを指す。規模は長辺

370cm・短辺350cm・深さ7cmを測る。柱構造は住居四隅の内側に位置するSP100・102・104・

105を主柱穴 とする4本柱構造である。

古式師器片が35点 ・須恵器片 が1点出土している。時期 は出土遺物より5 世紀後半のものと考

えられる。

遺物

古式土師器

65 は高杯である。杯部は内湾して外方向にのび、口縁端部は尖 り気味である。内外面 に横方

向の板 ナデが残る。

須恵器

66 は杯 蓋である。天井部は丸みを持ち、口縁部との境 に鈍い稜 を持つ。口縁端部は窪みをも

って内傾する。天井部1/2回転ヘラケズリである。

・SI2（図49 ）

遺構

SI2 はc-2区区の北東側（G9グリッド・標高10.0m）に位置してい る。平面形は隅丸方形をなし、

主軸はN-12°-Wを指す。規模は長辺540cm・短辺480cm・深 さ7cmを測る。柱構造は住居四隅の

内側に位置するSP118・120・121・123を主柱穴とする4 本柱構造である。SP121・123の壁面側

にはSP122・124 があり、両柱穴の間が入り口部であっ たと考えられる。

古式土師器片が200点・須恵器が8点出土している。時期は出土遺物より6世紀後半と考えられ

る。

遺物

須恵器

67は杯蓋である。天井部よりカーブを描い て下り、口縁端部は丸い。 天井部外面は回転ヘラ

ケズリである。

68・69は杯身であ る。立ち上がりは短く直線的にのび、口縁端部は丸みを持つ。底部は回転

ヘラケズリである。
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1 橙色土（焼土）

2 灰色土

3 黒色土

1 灰黄褐色土

2 黒色土

3 灰色土

4 黒色土

5 黄灰色土

6 灰色土

7 灰 オリーブ色土

68

67 69

図49　c-2区 SI2および出土遺物
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・SI3（図50・51）

遺構

SI3はc-2区の南東側（M13 ～L13グリッド・標高10.9m）に位置して

いる。平面形は一辺460cmの方形をなし、主軸はN-8°-Wを指す。

主柱穴の特定はできなかったが、住居中央のSP563の坑底より焼土

が検出されており炉跡と考えられる。焼土は住居内に広がってお

り、住居の廃絶理由は焼失によるものと想定できる。

1 灰色砂混じりシルト
2 灰オリーブ黒色土

3 明褐色土（焼土）

古式土師器片が135点・須恵器が5点出土している。6世紀後半の

須恵器片 も出土しているが、この住居に伴うものは床面直上や柱

穴内から出土した古式土師器である。時期は出土遺物より布留式

新相併行期と考えられる。

1 灰オリーブ色土
1’暗灰オリーブ色土
2 黒褐色土（焼土）

図50　C－2区　SI3・SP563
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遺物

古式土師器

70は壺である。小さく平坦な底部より、大きく開く体部へと続く。内外面共にハケである。

71は器高12.6cmを測る小型の甕である。球形の体部より屈曲し、直線的に伸びる口縁部へ続

く。口縁端部はやや尖り気味である。

72～74 は半球形の体部を持つ鉢である。72は深い体部より内湾気味に立ち上がり、口縁部は

外反する。口縁端部は外傾する面をなす。外面はタタキ、内面はハケである。73は口縁が内湾

するものである。口縁端部は外に肥厚し平坦な面を持つ。内外面共にハケである。74は口縁と

体部の境の明瞭でないものである。口縁端部は外傾する面をなす。外面はヘラミガキ、内面はハ

ケである。

75は支脚である。筒状の体部と小さく開く底部をなす。内外面ともに手捏成形のちナデ、内

面はハケを施す。

須恵器

76は扁平な杯蓋である。平坦な天井部よりカーブを描いて下る。口縁端部は丸い。天井部は

回転ヘラ切り未調整である。

7170

73
72

75

76

74（SP545） 図51　c-2区 SI3出土遺物

62



図52　c-2区　SI4
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・SI4（図52・53）

遺構

SI4はc-2区の南東側（M12～L12グリッド・標高10.9m）に位置しており、SI5に切られ、SI3に近

接する。平面形は長辺630cm ・短辺600cm の方形をなす。主軸はN-68°-Eを指す。SP589 が主柱穴

と判断できるが、後世の掘り込みにより他の主柱穴を確認できなかった。炉・かまどの有無も不

明である。

古式土師器片が283点・須恵器片が6点・中世土師器片が2点出土している。住居内からは6世

紀前半の須恵器および中世土師器も出土しているが、この住居に伴うものは柱穴内出土の古式土

師器（77）、あるいは南側の床面直上から出土の古式土師器である。時期はこれら出土遺物より布

留式新相併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

77～79 は甕である。77・78 は球形の体部より屈曲し、短く外傾する口縁部へ続く。口縁端部

は外傾する面をなす。77の外面はハケ、内面は口縁部が横方向のハケ、体部は指頭圧痕が残る。

78 の外面はハケ、内面は指頭圧痕が明瞭に残り、頸部下のみハケを施す。79は口縁が内湾して

いるもので、口縁端部は内湾し内傾する面を持つ。

80は鉢である。半球形の体部を持ち、口縁部は内湾する。口縁端部は小さく窪む面をなす。

内外面共に指頭ナデである。

81は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

須恵器

82は口径10.5cmを測る杯身である。立ち上がりは内傾してのび、端部は丸い面を持つ。底体

部は浅く、扁平である。底部はほぼ全面回転ヘラケズリである。

79

77
78

82

80 83 8481

図53　c-2区　SI4出土遺物
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中世土師器

83は皿である。底部は回転糸切りである。84は椀の底部である。底部は断面三角形の貼り付

け高台である。

・SI5（図54）

遺構

S15はc－2区の南東側（Kll～M11グリッド・標高10.6m）に位置しており、SI4およびSD17を切る。

北西側か削られているが、平面形は長辺540cm ・短辺500cm の方形をなす。主軸はN－53°－Eを指す。

後世の掘り込みにより主柱穴および炉、竃の有無は確認できなかった。

古式土師器細片が151点・須恵器細片が6点出土しているし どちらも細片のため図示できるも

のはなかったが、遺物から布留式新相より新しい時期の住居と考えられる。

図54　c-2区 SI5
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86 S8

85 8789

図55　c－2区 SI6および出土遺物
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・SI6（図55）

遺構

SI6はc-2区の南東端（O11 ～N12 グリッド・標高10.9m）に位置している。南西側は削られている

が、平面形は方形をなし、長辺400cm・短辺340cmを測る。主軸はN-70°-Eを指す。住居内にいく

つかの柱穴を検出したが、主柱穴と認定できる配列は確認できず、炉、竃の有無も不明である。

古式土師器片が74点出土している。時期は柱穴内および東側床直遺物より庄内式新相併行期

と考えられる。

遺物

古式土師器

85は鉢である。半球形を呈し、平坦な底部より内湾して立ち上がり、緩やかに折れ、口縁部

に至る。口縁は丸みを持つ。

86～88は鉢形を呈するミニチュア土器である。手捏成形で、内外面にハケが残る。

89は小型器台である。器高8.4cmを測り、短い筒状の体部より外方向に広がる口縁部へ続く。

口縁端部は外傾する面をなす。脚部は内湾して下り、底端部は外に摘み出される。体部は中空で

ある。脚部に円孔が4方向に穿たれる。

（2）土坑

・SK2（図56～59）

遺構

SK2はc-2区の北東側（Hllグリッド・標高10.5m）に位置している。平面形は不整形な方形をな

し、長辺250cm・短辺170cm・深さ10cm を測る。主軸はほぼ南北を指す。壁面は緩やかに掘り込

図56　c-2区SK2
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93

91 92

96

95

94 98
97

99 100

102

101

図57　c-2区 SK2出土遺物（1）
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まれ、坑底は平坦である。

土坑からは多量の古式土師器片が出土している。器種構成は壺10点・甕7点・高坏2点・鉢6

点・支脚2点である。遺物は中央から南に偏る傾向が見られる。時期は遺物から庄内式新相～布

留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

91は大きく突出する底部である。外面は指頭圧痕が残り、内面はハケである。

92～100は壺である。92・93は広口壺で、92は外傾する頸部より屈曲し、外に開く口縁に至る。

端部は外傾する面を持つ。93は大きく外湾する口縁部で、端部は外傾する面を持つ。

94～98は複合口縁壺である。94は垂直に立ち上がった後外反する口縁部を持ち、端部は丸い。

体部の肩は張らない。口頸部はハケ、体部はタタキである。95はやや外反してのびる口縁部で、

端部は外傾する面をなす。口縁外面に波状文と鋸歯文が施される。96は垂直にのびる口縁部で、

端部は丸い。口縁外面に波状文が施される。97は頸部より大きく外傾する1次口縁である。口縁

端部は垂下し外傾する面を持ち、外面に山形の刻みを施す。内面はハケである。

99・100は壺の底部である。99は底径3.5cmを測る短く突出する平底で、外面はタタキ、内面

はハケである。100は底径11.5cmを測る突出しない平底で、外面はタタキ後ハケ、内面はハケで

ある。101は底径5cm を測る突出しない平底で、外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

102～108は甕である。102～106は口縁部が外傾、外反ないし外湾するもので、肩の張らない

ものである。102は口縁端部が丸く、体部最大径は中位に持つ。外面はタタキ後ハケである。内

面は口頸部がハケ、体部は板ナデあるいは指頭ナデである。103は口縁端部は尖り気味で、体部

最大径を中位に持ち、底部は突出しない平底である。内外面共にハケであり、底部内面に棒状工

具の剌突痕が残る。104は口縁部が外湾し、端部が外傾する面を持つ。体部はやや肩が張り、膨

らみが強い。内外面共にハケである。105は頸部は鈍く湾曲し、口縁端部は尖り気味である。体

部は長胴気味で、底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケであり、ハケは主に体部中

央に施されている。内面は横方向のハケが残る。106は外反する口縁部で、端部は尖り気味であ

る。頸部内面の屈曲は鋭い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、外面のタタキ痕は微かに

残る程度である。107・108は長胴形の甕の底部である。平坦な突出しない底部より緩やかに内

湾する体部へ続く。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。108は体部がやや丸みを持つ。外

面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

109・110は高杯である。109は口縁が大きく外反し、端部は外傾する面を持つ。110は外反し

てのび、端部は丸い。

111～116は鉢である。111は台の付くもので、高杯の可能性もある。外面はハケである。112

～116は半球形を呈し、口縁と体部の境の明瞭でないものである。112はほぼ直線的にのび、口

縁端部は外傾する面をなす。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。113～116は内湾気味に

立ち上がるもので、口縁端部は丸みを持つ。114 の外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

115の外面は板ナデ、内面はハケである。
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103

104

106

105

108
107

図58　c-2区　SK2出土遺物（2）
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117・118 は支脚である。117は支脚Aで、底部が上げ底を呈す。手捏成形後板ナデである。 

118は支脚C である。大きく外反して開く体部をなす。体部は中空である。底部外面はタタキ成

形、頭部付近は指頭ナデ、内面はハケが残る。

・SK3（図60）

遺構

SK3 はc-2区の中央東側（J13グリッド・標高10．7m）に位置しており、SD4に切られる。平面形は

歪な円形をなし、長径100cm・短径60cm・深さ16cmを測り、坑底は平らである。主軸はほぼ東

西を指す。

古式土師器片5点・須恵器片1点・石器1点出土している。遺物は北側に集中して出土している。

時期は遺物から布留式併行期と考えられる。

109 111

110

112 113

114

117

115

118

116 図59　c-2区 SK2出土遺物（3）
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119

120

122

123

121

図60　c-2区 SK3および出土遺物

遺物

古式土師器

119は広口壺の口縁部である。外反してのびた後上下に肥厚し、端面に列点文を施す。

120～122は壺である。120・121は小型のもので、120は球形の体部より屈曲し、直線的にのび

る口縁部へ至る。端部は丸い。121は長く直線的にのびる口縁部をなし、端部は尖り気味である。

外面はハケ、内面は横方向のヘラケズリである。122は突出しない平坦な底部である。外面はハ

ケ、内面は板ナデである。

石器

123は磨製石斧である。刃部から基部にかけて細くなる。基端および刃部に2次的な敲打痕が

残る。断面は長楕円形を呈する。全体的に粗雑な磨き調整である。

・SK18（図61）

遺構

SK18はc-2区の南西部（P8グリッド・標高9.9m）に位置している。平面形は歪な楕円形をなし、

長径120cm・短径60cm・深さ17cmを測り、坑底は北側に段を持つ。主軸はほぼ南北を指す。須

恵器片4点出土している。出土遺物から古墳時代後期と考えられる。

遺物

須恵器
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124

図61　C-2区 SK18および出土遺物

124は無蓋の高杯である。直線的にのびる杯部で、体部外面に刺突文が施される。

・SK19（図62）

遺構

SK19 はc-2区の南西端（Q6グリッド・標高9.8m）に位置している。平面形は歪で、長径120cm ・

短径100cm ・深さ26cm を測り、坑底は南東方向はでこぼこしている。主軸はN-45°-Wを指す。

本遺構からは古式土師器片が5点出土している。時期は遺物から庄内式併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

125は甕である。外湾する口縁部を持ち、端部は丸い。外面はタタキである。

126・127は高杯の脚部である。126は脚柱部が截頭円錐状をなすものである。外面は細かなハ

ケ、内面は指頭ナデである。127は緩やかに外反する裾部をなすもので、端部は細く尖り気味で

ある。外面上半は横方向の丁寧なヘラミガキ、下半はハケ、内面は裾部にハケが残る。

128は鉢である。半球形の体部より屈曲し、直線的にのび口縁に至る。口縁端部は丸い。口縁

内面は横方向のハケである。

129は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

125

127

126

128

129

図62　c-2区 SK19および出土遺物

73



130

131 132 133

135
134

138 139

136 137

図63　c-2区 SK21および出土遺物
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・SK21（図63）

遺構

SK21 はc-2区の南西端（P5グリッド・標高9．6m）に位置している。平面形は隅丸方形をなし、長

辺150cm ・短辺120cm ・深さ13cm を測り、坑底は平坦である。主軸は東西を指す。

土坑からは古式土師器片156点・須恵器片4点出土している。時期は遺物から庄内式新相～布

留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

130は壺である。平坦な底部と大きく広がる体部を持つものである。外面は底部までタタキ、

内面はハケである。

131～133は甕である。131は薄く仕上げた小型のものである。球形の体部より屈曲し、外傾す

る口縁に至る。口縁端部は尖り気味である。132・133は短胴形のものである。肩の張りは少な

く、体部最大径をほぼ中位に持ち、底部は突出しない小さな平底である。133は口縁が外反気味

にのび、端部は外傾する面を持つ。両者共に外面はタタキ後ハケ、内面は体部1／2までハケ、下

部は指頭ナデである。133のタタキはハケで丁寧に消されているが、132は上位のタタキが明瞭

に残る。

134は大型（推定口径28.2cm）の鉢である。口縁部は鋭く屈曲した後外方に開き、端部は下部が

小さく肥厚し、外傾する面を持つ。外面はタタキ後ハケ、内面はハケで、外面のタタキ痕は僅か

に残る程度である。

135は甑の未製品である。小さな突出しない底部で、外面はタタキ、内面はハケである。底部外

面に円孔（孔径0.9cm）が穿たれるが、貫通はしていない。

136は支脚Aである。緩やかに外反して開く体部と傾斜する頭部からなり、体部は中空である。

外面はタタキ、内面はハケである。

137は小型（器高8.3cm）の甕である。口縁は鋭く屈曲し、端部は尖り気味である。体部は胴が膨

らみ、底部は尖り気味である。133の約1/2の高さのもので、ミニチュア土器の範疇に入るかもし

れないが、手捏のミニチュア土器より成形・調整共に丁寧に作られており、ここでは小型の甕と

報告しておく。

138・139は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

・SK22（図64）

遺構

SK22はc-2区の中央西側（M6グリッド・標高9.5m）に位置している。平面形は楕円形をなし、長

径130cm・短径90cm・深さ25cmを測り、坑底は平坦である。主軸はN-27°-Wを指す。

古式土師器が1点出土している。
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遺物

古式土師器

140は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

・SK28（図65）

遺構

SK28はc-2区の中央西側（15グリッド・標高9.3m）に位置しており、近接してSD49がある。平面

形は不整形な方形をなし、長辺310cm ・短辺190cm ・深さ19cm を測り、坑底は平坦である。主軸

140

図64　C-2区 SK22および出土遺物

141

142

図65　C-2区 SK28および出土遺物
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はN-27°-Wを指す。

縄文土器（晩期）、古式土師器片が1点・須恵器細片が2点出土している。

遺物

縄文土器（晩期）

141は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾して立ち上がり、端部は外傾する面をなし、口唇

部に刻目を施す。刻目突帯は口縁端部直下に貼り付き、断面は三角形を呈する。

古式土師器

142は壺である。口縁部は外湾してのび、端部は外に肥厚した後外傾する面をなす。内外面共

にハケである。

（3）溝

・SD17（図66 ～68）

遺構

SD17はc-2区の中央西側（L9～K13グリッド・標高10.8m）を東西にのびる溝で、西側は途切れて

おり、SI4・5に切られる。検出長2,300cm・幅180cm・深さ59cmを測る。埋土は3層に分かれ、

上より黒色シルト・黒褐色シルト・オリーブ黒色シルトである。

古式土師器片が16点・須恵器片が3点出土している。遺物は溝全体から出土したが、特にBブ

ロックの溝中央にまとまっている。溝内出土の古式土師器はすべて図示した。器種構成は表7の

とおりである。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

143・144は壺である。143は大きく外反する広口壺の口縁で、端部は尖り気味である。内外面

共にハケ調整である。144は口縁が外にのびる直口壺である。口縁端部は外傾する面をなし、頸

部は鋭く屈曲する。体部はやや胴の長い球形を呈す。外面は口縁部が指押さえ後板ナデ、体部が

ハケ、内面はヘラケズリである。

145～148は球形を呈する甕である。145は口縁部が外反し、端部は小さく外傾する面をなす。

外面はタタキ後ハケで、体部上半にタタキ痕が明瞭に残る。146・147は口縁部が内湾気味に立

ち上がるもので、どちらも薄く仕上げられている。146は口縁端部が小さく内面に肥厚し、外傾

する面をなす。外面はハケ、内面はヘラケズリ、底部に棒状の剌突痕が残る。147は口縁端部内

面を肥厚させ丸くまとめたものである。外面は肩部から体部中位が横ハケ、その上下は縦ハケで

あり、内面は横方向のヘラケズリである。148は口縁が外傾して立ち上がり、口縁端部上下を肥

厚させ、外傾する面をなすものである。外面は肩部から体部中位が横ハケ、内面はヘラケズリで

ある。

149～151は高杯である。149・150は内湾する椀形のもので、体部と口縁の接合部には稜が痕

跡的に残る。口縁端部は尖り気味である。脚部は外方向に開いて下る。149の脚部外面は板ナデ、

杯部内面は横方向のハケ、脚部内面はヘラケズリである。150は内外面共に横方向のハケである。
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A

A

B

C

図66　C-2区 SD17および遺物出土状況
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B

1 黒色シルト

2 黒褐色シルト

3 オリーブ黒色シルト

C
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143

144
145

146

147

148

図67　c-2区SD17出土遺物（1）
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151は口縁部が外 に直線的にのびるもので、端部は尖 り気味である。体部と口縁の接合部に明瞭

な段を持つ。脚部は外方向に開いて下る。杯外面はヘラミガキである。

152は小型の直口壺（器高12cm）である。口縁は直線的にのび、端部は尖 り気味である。体部は

扁球形を呈す。外面はハケ、内面は指ナデである。153・154は小型の甕（器高10.1～13cm）である。

口縁は外に直線的にのび、端 部は尖 り気味 であ る。体部 は球形 を呈 し、15 はやや肩が張る。

153の体部外面はタタキ後ハケ、底部はヘラケズリ、内面は両者共ヘラケズリである。

155～156は小型精製土器である。155は小型丸底壺である。扁球形の体部より、外に直線的に

のびる口縁部 を持つ もので、端 部は尖 り気味 である。外面 はハケ、頸 部内面 もハ ケであ る。

156・157 は小型丸底鉢である。浅い椀状 の体部より、内湾気味 に外方にのびる口縁を持つ もの

である。口縁端部は尖り気味である。156の底部外面はヘラケズリである。

158は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

150

158

149

151

152 154153

155 157156

図68　C-2区SD17出土遺物（2）
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159

図69　C-2区 SD29および出土遺物

・SD29（図69）

遺構

SD29はc-2区の中央南端（O9グリッド・標高10.2m）を南北にのびる溝である。検出長430cm・

幅30m・深さ5cmを測る浅く細長い溝である。

遺構から古式土師器片が16点・中世土師器片が3点出土している。

遺物

古式土師器

159は小型器台である。脚部は「ハ」

字に開き、端部は尖り気味である。脚

基部に外面に指押さえ痕、内面にハケ

が残る。

・SD34（図70・71）

遺構

SD34はc-2区の中央南側（N8グリッ

ド・標高10.2m）を南北にのびた後屈曲

するもので、北側は途切れ、南はSD35

に切られる。 検出長480cm・ 幅

130cm・深さ23cmを測る。溝底はでこ

ぼこしており、中心部は深く掘り込ま

れている。

古式土師器片が92点・須恵器片が2

点出土している。時期は出土遺物より

庄内式新相～布留式初頭併行期と考え

られる。

遺物 図70　C-2区 SD34
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160

163162

164

165 166

図71　C-2区 SD34出土遺物
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古式土師器

160は複合口縁壺である。頸部は直立気味にのびた後外反し接合部は下に肥厚する。口縁は外

湾し端部は丸い面を持つ。口縁外面は波状文が施され、頸部内面はハケである。161は受口状の

口縁部である。162は体部が胴の張る球形を呈し、底部は突出しない平底である。両者共に内外

面はハケである。

163・164は甕である。163は長胴形のもので、口縁部は外に直線的にのび、端部は下に小さく

肥厚し、外傾する面をなす。肩は張らない。外面はタタキ後ハケ、内面は縦方向のヘラケズリで

ある。体部上半のタタキ痕が明瞭に残る。164は短胴形のもので、口縁部が小さく外にのび、端

図72　C-2区 SD40
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部は下に肥厚し外傾する面をなす。頸部の屈曲は鈍く、肩は張らない。底部は突出しない平底で

ある。外面はタタキ後ハケ、内面は横方向のハケである。体部上半のタタキ痕が明瞭に残る。

165は半球形の体部を持つ鉢である。口縁部と体部の明確な境はない。底部は小さく突出する

平底である。体部外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

166は支脚Cである。釣鐘状の体部とやや開く底部をなし、頭部は上方左右に向けて二股にの

びる。体部は中空である。外面はタタキ後ヘラケズリ、内面は裾部に横方向のハケが残る。頭部

は指頭圧痕が明瞭に残る。

・SD40（図72～75）

遺構

SD40 はc-2区の南西側（Q6～N6グリッド・標高10.00m）に弧を描いてのびる溝で、SD42を切っ

ている。検出長1,900cm・幅100m・深さ24cm を測る。

埋土中から古式土師器片21点出土している。遺物は疎らに出土しているが、溝の東岸下に多

い傾向がみられ、東側からの廃棄が示唆できる。溝内出土の土師器はすべて図示した。器種構成

は表7のとおりである。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

167～173は壺である。167～170は広口壺である。167は大きく外反する口縁部をなし、口縁端

面には鋸歯文が施される。内外面共にハケである。168は内傾気味の筒状の頸部より屈曲し、直

線的に外にのびる口縁部で、口縁端部は外傾する面をなす。内面にハケが残る。169は頸部より

大きく外反してのび、上下に肥厚する端部に至る。端面は内傾する面をなす。内外面共にハケで

ある。170は口縁が上方に外反してのび、端部は外傾する面をなす。外面はヘラミガキ、内面は

ハケである。171は複合口縁壺である。頸部より外湾してのび、口縁部は内湾する。端部は平坦

な面をなす。172は長胴形の体部である底部は突出しない平底で内外面共にハケである。173は

直口壺である。口縁は直線的に長くのび、端部は尖り気味に丸い。体部は扁球形をなす。頸部内

面は鋭く屈曲し、頸部下に段を持つ。外面はヘラミガキ、内面はハケである。

174～178は甕である。174・177は短胴形、175・176は長胴形、178は小型のものである。174

は口縁が外湾し、端部は丸い。頸部は鈍く屈曲し、体部は胴が膨らみ、肩は張らない。外面はタ

タキ後ハケ、内面はハケが残る。175は頸部が鋭く屈曲し、口縁は外反してのび、端部は尖り気

味である。176は頸部が鈍く屈曲し、口縁は上外方にのび、端部は尖り気味である。体部は両者

とも肩が張らず、最大径をほぼ中位にとり、底部は尖り気味の平底である。外面はタタキ後ハケ

あるいはヘラケズリである。ハケは荒く、タタキ痕を明瞭に残す。177は口縁が外反し端部は下

に小さく肥厚し、外傾する面をなす。胴の膨らみは弱く、外面はタタキ後ハケ、内面はヘラケズ

リ後ハケである。178は口縁が内湾気味にのび、端部は丸い。体部は扁球形を呈し底部は突出し

ない平底である。外面はハケ、内面はヘラケズリである。

179～186は鉢である。179・180・182～185は半球形を呈し、口縁部と体部の明確な境はない。
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179は内湾気味に立ち上がり、口縁は丸く、内面はハケである。180 は直線的にのびるもので、

端部は丸みを持ち外傾する面をなす。外面はヘラミガキ、内面はハケである。181は注ぎ口を持

つ大型の鉢である。内湾気味にのびたのち屈曲し、外傾する面を持つ端部へ至る。底部は突出す

る平底である。外面はタタキ後ハケ、内面は横方向のハケである。

182～185は小型（口径8.6～10.8cm）のものである。182は口縁端部が内面に肥厚し、底部は尖り

気味である。183は口縁端部が外方に屈曲し、底部は丸い。184は口縁が直線的にのびるもので、

端部は尖り気味である。底部は突出する平底で、内面はハケである。185は口縁部が直線的にの

167 168

169

170

171

172

173 図73　C-2区 SD40出土遺物（1）
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びた後小さく屈曲し、端部は丸い。底部には突出の痕跡が残る。内外ともにハケである。

186は半球形の体部より屈曲して上外方にのび口縁に至る。口縁端部は尖り気味である。底部

は丸く、外面はハケ調整である。

174

175

177

176

図74　C-2区 SD40出土遺物（2） 178
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179 180

186

181

182 183

184 185

187

図75　C-2区 SD40出土遺物（3）

187は支脚Cである。筒状の体部とやや開く底部をなし、頭部は左右に翼状にのびる。体部は

中空で、手捏成形である。

・SD42（図76）

遺構

SD42はc-2区の南西端（P4～O6グリッド・標高10.8m）に東西にのびる溝で、SD40に切られる。

検出長1370cm・幅70cm・深さ24cmを測る。

埋土中から、古式土師器8点出土している。器種構成は表7のとおりである。時期は出土遺物

より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

8 8



188・189は複合口縁壺である。188は頸部より外湾してのび、口縁接合部が内傾する面をなす。

口縁部は外湾し、端部は内傾する面をなす。口縁部外面に波状文を施し 頸部に斜格子キザミを

施した突帯を持つ。内外面共にハケである。189は頸部より外湾して立ち上がり、口縁接合部よ

り屈曲する。口縁部外面に波状文を施し、頸部に斜格子キザミを施した突帯を持つ。体部は肩が

張る。内外面共にハケである。

190は甕である。短胴形のもので、頸部より鈍く屈曲した後上 方に伸び口縁に至る。端部は

上下に肥厚し外湾する面をなす。肩の張りはなく、底部は突出しない平底である。内外面共にハ

ケである。

191・192は鉢である。191は半球形を呈し、口縁部と体部の明確な境はない。端部は外傾する

面をなす。底部は小さく突出する平底である。外面はハケ、内面はヘラミガキである。192は口

縁が直線的にのびるもので、端部は小さく肥厚し外傾する面をなす。底部は外に突出する平底で

ある。外面はタタキ、内面はハケである。

193・194は支脚C である。193は体部が筒状を呈し、頭部と底部が開くもので、頭端部は外傾

する面をなし、底端部は肥厚する。中心部が中実以外は中空で、中心部に貫通しない円孔を穿つ。

手捏成形である。194は釣鐘状のもので、端部は内傾する面を持つ。体部は中空で、頭部近くに

貫通する円孔が穿たれる。外面はタタキ、内面は指ナデである。

・SD45（図77）

遺構

SD45はc-2区の南西側（O7～8グリッド・標高9.8m）に東西にのびる溝で、SD34・42に近接し、 

SD35に切られる。検出長580cm ・幅40cm ・深さ22cm を測る細い溝である。

埋土中から古式土師器片が24点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭

併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

195は大型の壺である。突出する平坦な底部より大きく広がる体部に至る。外面はタタキ後ハ

ケである。

196～198は鉢である。半球形を呈し、口縁部と体部の明確な境はない。196は中型、198・198

は小型の鉢である。口縁端部は平坦な面を持ち、突出の痕跡が残る平底である。196の外面はタ

タキ後ハケ、内面はハケである。197・198は内外面共にハケである。

199は支脚C である。体部は外反して開き、端部は内傾する面を持つ。頭部は上方左右に向け

て二股にのびる。体部は中空である。後頭部につまみ状の突起を設け、頭部中央に小さな刺突痕

が残る。外面はタタキ、内面は裾部にハケ、頭部は指頭圧痕が明瞭に残る。

・SD48（図78～86）

遺構

SD48 はc－2区の西中央部（M4～J8グリッド・標高9.8m）に東西にのびる溝で中世のSD4とC区を
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図76　c-2区　SD42および出土遺物
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図77　c-2区　SD45および出土遺物
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図78　c-2区　SD48および出土遺物（1）
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南北に分けている。検出長2,200m・幅330cm・深さ30cmを測る。東側は中世の井戸SE1に切ら

れている。

埋土中から、縄文土器（晩期）片が1点・弥生土器（中期）片が4点・古式土師器片が76点・須恵器

片が27点出土している。須恵器以外は溝内の出土遺物はすべて図示した。器種構成は表7のとお

りである。時期は布留式新相併行期から5世紀末と考えられる。

遺物

縄文土器（晩期）

200は方形浅鉢である。口縁端部下に刻み目が施される。

弥生土器（中期中葉）

201～203は甕である。201・202は「L」字状口縁のもので、201は口縁下に多条の櫛描文、そ

の下に列点文が施される。203は口縁下に三角形の突帯が施されるものである。

204は壺である。筒状の頸部より外に開く口縁を持つもので、頸部に三角形の突帯を施す。

古式土師器

205・206は壺である。205は二重口縁壺で、口縁部は外反し、端部は丸い面を持つ。内面はヘ

ラミガキである。206は複合口縁壺である。頸部より外に大きく広がり、接合面は内傾する。外

面はタタキ後ヘラミガキ、内面はハケである。上部接合面に刻みが施される。

207～220は甕である。207は短胴形のものである。頸部より直線的に外にのび、端部は外傾す

る面をなす。頸部の屈曲は鋭く肩は張らず、底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、

内面はハケである。208 ・209 ・212 は大型のものである。208 はやや長めの球形を呈し（器高

31.9cm）で、頸部より外にのびた後屈曲し、外湾する口縁部に至る。口縁端部外面および内面は

窪みを持つ。体部はやや肩が張る。外面はハケ、内面は指ナデである。209は口縁部が直線的に

のび、端部は外に小さく肥厚し、平坦な面を持つ。体部はほぼ球形である。外面はハケ、内面は

ヘラケズリである。212は口縁が直線的にのび、口縁端部は内に肥厚し、内面に窪みを持つ。体

部は長めの球形を呈し、肩が張る。

210・213～219は中型のもの（器高17.4～22.6cm）である。210は頸部より上に外反してのび、口

縁端部は外に肥厚し外傾する面をなす。体部は球形である。外面はハケ、内面はヘラケズリであ

る。213は頸部より外反してのび、端部は外傾する面をなす。口縁外面はでこぼこしている。体

部はやや胴の長い球形を呈し、肩は張らない。外面はハケ、内面は指ナデである。214・215は

口縁部は頸部より外反してのび、端部は尖り気味である。214は体部の膨らみが強く、215は膨

らみか弱いものである。216は口縁部が内湾してのび、端部は内傾する面をなす。体部は広がっ

て下にのび、肩は張らない。217は口縁部が外反してのび、端部は小さく上下に肥厚する。体部

は球形で、肩は張らない。218は口縁部が外反してのび、端部は内傾する面をなす。体部の肩は

張らない。219は口縁部が頸部より直線的にのびた後屈曲するもので、端部は内傾する面を持つ。

213～219は外面がハケ、内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。

211・220は小型のもの（器高13.2cm）である。211は短胴形のもので、口縁部は頸部より外反し

てのび、端部は外傾する面をなす。体部は扁球形を呈し、底部は突出しない平底である。外面は
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図79　C-2区　SD48出土遺物（2）
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図80　C-2区　SD48出土遺物（3）
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219

218

220 図81　C-2区 SD48出土遺物(4）

ハケ、内面は横方向のヘラケズリである。220は口縁部は内湾気味にのび、端部は外傾する面を

持ち、内面が窪む。体部は球形を呈し、頸部内面に面を作る。全体的に薄く丁寧に仕上げられ、

外面は細かなハケ、内面は横方向のヘラケズリである。

221～233は高杯である。221～228は中型のもの（器高13.0～15.5cm）である。いずれも杯底部に

稜（221～223）ないし段（224～228）を持ち、屈曲して立ち上がっている。223・228は口縁端部

が直線的にのび、それ以外は外反する。口縁端部は226が面を持つ以外は尖り気味である。脚部は

「ハ」字状に開き、裾部で屈曲し、水平にのびる。すべて中空である。外面は221～224・227・

228がハケ、225・226が縦方向のヘラミガキ、内面はすべてヘラケズリである。221および227は

裾部内面にハケが残る。

229～233は小型のもの（器高10.1cm）である。229は杯底部に段を持ち、底端部が小さく垂下し

ている。口縁部は直線的に外にのび、端部は外傾する面をなす。脚部は外反して下り端部は丸み

を持つ。外面はハケ、内面はヘラケズリである。230は杯底部が外に直線的にのび、脚部は「ハ」

字状に開いた後屈曲する。端部は直線的な面をなす。231 は脚部が外反し、端部は面を持つ。

232は脚部が外反し、端部は尖り気味である。233は脚部が直線的に下り、屈曲して開くもので

ある。調整は不明な点が多いが、232は裾部にハケが残る。

240～244はやや小型のものである。240・243は体部が半球形を呈す。240は口縁が直線的にの

96

234～244は鉢である。234は口縁部が外反してのび、端部は丸みを持つ。口縁部と体部の境は

やや不明瞭である。外面はハケ、内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。235は浅い椀

状の体部と外にのびる口縁部を持つものである。口縁部と体部の境は不明瞭である。外面はハケ

調整、内面は口縁部にハケが残る。236は半球形の体部を呈し、口縁部と体部の境のないもので

ある。口縁端部は丸みを持つ。内外ともにハケである。237は半球形の体部に外に開く口縁部を

持つもので、端部は尖り気味である。238は体部が内湾しながら立ち上がり、口縁部で僅かに屈

曲するものである。口縁部と体部の境はやや不明瞭である。239は半球形の体部より外湾する口

縁に至るもので、端部は丸い面をなす。237～239の内外面共にハケである。
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図82　C-2区　SD48出土遺物（5）
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図83　C-2区　SD48出土遺物（6）
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図84　C-2区　SD48出土遺物（7）
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図85　C-2区　SD48出土遺物（8）
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びるもので、端部は尖り気味である。243は口縁部が外反してのびる。241は半球形の体部より

内湾してのびる口縁部を持つもので端部は平坦面をなす。242は扁球状の体部より外傾してのび

る口縁部を持つもので、端部は尖り気味である。241・242の内外面共に板ナデである。244は内

湾してのびるもので、端部は丸い。外面はタタキ、内面は指ナデである。

245～263は直口壺である。245～253は中型のものである。245は口縁部は直線的にのび、端部

は尖り気味である。体部は内湾してのび、底部は痕跡的に残る。外面はタタキ、内面は口縁部が

ハケ、体部が板ナデである。246は口縁部が直線的にのびた後外方向に小さく肥厚し、端部は丸

い。体部は球形である。外面はハケ、内面は横方向のヘラケズリである。247・248は頸部より

小さく外にのびた後屈曲し、内湾気味にのびる口縁部に至る。口縁部端部は丸い。体部は扁球形

を呈する。247の外面はハケ、内面は指ナデ、248は内面にヘラケズリが残る。249～252は口縁

部部が内湾気味にのびるもので、端部は細く丸い。体部は球形を呈レ外面はハケ、内面はヘラ

ケズリおよび指ナデを施す。253は口縁部が外に直線的にのび、体部は扁球形を呈す。外面はハ

ケ、内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。

254～263は小型のものである。ミニチュア土器の範疇に入るかもしれないが、手捏成形のみ

でなく、調整が行われており、ここでは小型の直口壺として説明する。254は口縁部が内湾気味

にのびるもので、端部は尖り気味である。体部は球形を呈す。255は口縁部が直線的に上方にの

びるもので、口縁部と体部の境が不明瞭である。口縁部端部は尖り気味で、体部は内湾してのび、

平坦な底部を持つ。両者とも口縁部外面はタタキ、内面は指ナデである。256～258は直線的に

のびる口縁部を持つものである。256・258は球形の体部を持ち、257は体部が内湾して下り、平

坦な底部を持つ。外面はハケ、内面は底部にヘラケズリが残り、その他は指ナデである。259～

261は口縁部が内湾してのびるものである。口縁端部は尖り気味である。体部は球形のもの、内

湾して平坦な底部を持つものがある。外面はハケ、内面は指ナデである。262は口縁部が外にの

び、端部は外傾する面をなす。体部は扁球形である。外面はハケ、内面は口縁部がハケ、体部が

ヘラケズリである。263は体部が扁球形を呈し、底部が平坦なものである。外面は底部がヘラケ

ズリ、内面がナデである。

264～271は支脚である。264～267は支脚Aである。264は外反して開く体部と凹面をなす頭部

からなり、体部は中空である。頭部端につまみ状の突起を設け、外面はタタキ、内面は指ナデで

ある。265は頭部が平坦面をなす。外面は手捏成形である。266は頭部が凹面をなす。外面はタ

タキ、内面は指ナデである。267は外反して開く体部をなし、底端部は直線的な面を持つ。外面

はタタキ成形、内面は裾部にハケが残る。

268・269は支脚Cである。268は体部が筒状を呈し、頭部と底部が開くもので、頭部は左右に

翼状にのびる。体部は中空である。外面はタタキ、内面は頭部がハケ、体部が指ナデである。 

269は体部が筒状を呈し、頭部と底部が開くもので、頭部は上方左右に向けて二股にのびる。中

心部が中実以外は中空で、中心部に貫通しない円孔を穿つ。手捏成形であり、裾部内面はハケで

ある。

270・271は体部が筒状を呈し、受部は外に水平にのび、端部は外傾する面をなす。270は受端
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部に刻みが施され、底部は小さく屈曲し、端部は平坦な面を持つ。271の脚端部は内傾する面を

持つ。内外面共にハケである。

272は甑である。長胴で底部が丸い。底部に0.8cmの円孔を穿つ。内外面共にハケである。

273～277はミニチュア土器である。273は壺状、274～277は鉢状を呈する。すべて手捏成形で

ある。

278は甑の把手である。外面はハケである。

279は有孔円盤（直径4.0cm）である。孔径0.7cmの円孔を穿つ。

製塩土器

280は製塩土器Ⅳ類である。筒状の体部に丸い底部を持つものである。外面はタタキ、内面は

板ナデである。

須恵器

273 274 275 276 277

279 280278

281 282

283

図86　c-2区　SD48出土遺物（9）
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281は立ち上がりを持つ杯身である。立ち上がりは外湾してのび、端部は尖り気味である。受

部は水平にのび、底部は丸みを持ち、外面1/2が回転ヘラケズリである。

282はハソウである。体部は中膨らみの扁球形を呈し、体部に沈線2条、その間に7本単位の波

状文が施される。

283は甕である。口縁部は頸部より外反してのび、端部で肥厚し丸みを持つ面 をなす。体部は

大きく開く。外面は斜行タタキ、内面は同心円文である。

・SD49 （図87～96）

遺構

SD49はc-2区の北中央部（J6～H6グリッド・標高9.8m）を北西から南東にのびる溝である。検出

長1,180cm・幅130cm・深さ43cmを測る。

埋土中から、弥生土器（中期）片が1点 ・古式土師器片が371点・須恵器片が6点・瓦器片が1点

出土している。主に溝の南東部の2つのブロックから出土している。報告はブロック毎、器種毎

にしている。各ブロックから出土したものについては、ブロック名を記述している。器種構成は

表7のとおりである。時期は遺物から庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

弥生土器（中期）

284は「F」字口縁の甕である。頸部下に指頭圧痕の貼付突帯を施す。

古式土師器

285～306は壺である。285は複合口縁部壺である。頸部から外湾してのび屈 曲した後外反する

口縁部で、端部は外傾する面をなす。外面はハケ、内面は板ナデである。

286は直口壺である。口縁部が直線的に外に開き、口縁端部は丸い。体部は長楕円形を呈する。

外面はハケ、内面は体部が横方向のヘラケズリ、底部がハケである。

287 ～293は広口壺である。287は口縁部が外反して開き、端部は外傾する面 をなす。体部は球

形を呈し、底部が痕跡的に残る。外面はハケ、内面は横方向のヘラケズリである。肩部に波状文

が施される。288は球形の体部で、平坦な底部を持つ。外面 はハケ、内面は板ナデである。289

は口縁部が外 に直線的に開くもので、端部は丸い面を持つ。体部は球形である。外面はハケ、内

面は頸部がハケ、体部がヘラケズリである。290 は口縁部が外反してのび、端部は外傾する面を

なす。体部外面はハケ、内面はヘラケズリである。291 ・293 は口縁部が外反する もので、端部

が尖 り気味である。体部は球形を呈す。外面はハケ、内面はヘラケズリである。292は球形の体

部を持つ ものである。外面はハケ、内面は指 ナデの跡が残る。

294・296は二重口縁部壺である。294は口縁部が受け口状のもので、直立気味の頸部より屈 曲

し、内湾してのびる口縁部に至る。端部は下に肥厚し面をなす。外面はタタキ後ハケ、内面は指

頭ナデである。295は頸部より屈曲垂下し、外反する口縁部に至る。口縁端部は丸みを持つ。口

縁部外面に刺突を施した円形浮文を付す。

295・297～302は直口壺の口縁部である。295・298・299・301は口縁部が直線的にのびるも
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図87　C-2区 SD49および遺物出土状況
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ので、端部は尖り気味である。297・300・302は口縁部が外反してのびるもので、端部は丸みを

持つ。外面はハケ、内面はハケあるいは指頭圧痕である。

303・306は複合口縁である。303は頸部が外湾してのび、口縁部との接合面が垂下し面をなす

外面はハケ、内面はヘラミガキである。306は口縁部が外反してのび、端部は大きく外にのび面

をなす。304は口縁部が外湾してのび、端部は下外方に垂下し面をなす。305は口縁部が水平に

開くもので端部は上下に肥厚し、凹面を持つ。

307～346は甕である。307～309は口縁部が外傾、外反するもので、307・308は球形、309HA

長胴を呈す。307は頸部の屈曲および肩の張りが少なく、口縁端部は丸い面をなす。底部は突出

しない平底である。308は頸部の屈曲が強く、やや肩が張り、口縁端部は丸みを持つ。309は頸

部の屈曲および肩の張りが少なく、口縁端部が尖り気味のものである。外面はハケ、内面は口緑

部がハケ、体部がヘラケズリである。

310～312は口縁部が内湾気味に立ち上がるもので、端部は上下に肥厚する。頸部は窄まり、

体部は球形を呈し、肩の張りは少ない。外面は細かなハケ、内面はヘラケズリである。

313～320は外面にタタキが施される甕である。314・315は口縁部が外反してのび、端部は尖

り気味である。頸部の屈曲、肩の張りは弱く、外面はタタキ後ハケ、内面は頸部にハケが残る。

316は口縁部が外に直線的にのび、端部は外傾する面をなす。胴部の膨らみは少なく、肩は張ら

ない。317は口縁部が外に直線的にのび、端部は尖り気味である。内面は指押さえである。318

は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。体部はやや肩が張る。外面はタタキ後ハケ、内面は

頸部はヘラケズリである。319は口縁部が外反し、端部は尖っている。320は体部が球形気味で、

肩の張りが強い。両者共外面にはタタキ成形痕が残る。

321～338は外面にハケが施される甕である。321・322は口縁部が外上方にのび、口縁端部が

下に肥厚する。体部が球形を呈す。内面はヘラケズリであり、321の肩部外面には波状文が施さ

れる。323は口縁部が直線的のび、端部は丸い。頸部の屈曲は弱く内湾して下り、突出しない平

底の底部に至る。324・325は口縁部が外反し、端部は丸い。頸部は鋭く屈曲し、体部は肩が張

る。内面はヘラケズリで、一部ハケが残る。326は口縁部が外反し、端部は外傾する面をなす、

体部は大きく膨らむ。内面は口縁部がハケ、体部が指ナデである。327は口縁部は外にのび、端

部は外傾する面をなす。頸部は屈曲が弱く、体部の膨らみも少ない。内面ハケである。328は口

縁端部が下に肥厚し外傾する面を持ち、端面に凹線が1条施される。329は口縁部が外反し、端

部は外傾する面を持つ。頸部は鋭く屈曲し、体部は肩が張る。内面はハケである。330は口縁部

か外反し、端部は丸い。

331～333は口縁部が外傾し、端部は尖り気味のものである。331は屈曲が弱く、肩が張らない。

333は体部が球形を呈す。内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。

334は口縁部が外反してのび、端部は外傾する面をなす。体部は球形を呈する。内面はヘラケ

ズリであり、体部最大径に体部を一周するハケを施す。335は口縁部が外反し、端部は外傾する

面を持ち、口縁部内面が窪むものである。体部は球形を呈し、頸部の締まりが強い。内面はヘラ

ケズリであり、肩部外面に横方向のハケを施す。336は口縁部が内湾気味にのび、端部は上に小

105



284

285（A ）

287（A）

286（A ）

288（A）

290（B）

289（B）

図88　c-2区　SD49出土遺物(1)
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図89　C－2区　SD49出土遺物（2）
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図90　C-2区　SD49出土遺物（3）
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図91　C-2区　SD49出土遺物（4）
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図92　C-2区　SD49出土遺物（5）
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さく肥厚し外傾する面をなす。体部は球形を呈し、頸部は締まる。内面はヘラケズリ、肩部外面

に波状文が施される。337は口縁部が外反してのび、端部は尖り気味である。体部は球形を呈す

る。内面はヘラケズリである。338は口縁部が外反してのび、端部は凹面をなす。体部は大きく

膨らむ。内面はヘラケズリである。

339 は水平に開く口縁部で、上下に肥厚する。340は口縁部が外にのび、端部は下に小さく肥

厚し外傾する面をなす。体部は横に大きく膨らむ球形を呈す。内面はヘラケズリである。肩部外

面に横方向のハケを施す。341は口縁部が外反し、端部は丸い。内面はヘラケズリである。342

は口縁部が外反し、端部は外傾する面をなす。体部は下膨らみで、肩は張らない。外面に爪状の

刺突痕が残る。内面はヘラケズリである。343は口縁部が外にのび、端部内面は小さく窪んでい

る。体部は内湾して下り、やや胴が長く、肩は張らない。肩に刺突文を施し、内面は頸部がハケ、

体部がヘラケズリである。344・346は口縁部は外反してのび、端部は丸い。体部は胴・肩の張

りか弱い。肩部外面のハケは波状を呈し、内面はヘラケズリである。

345 は二重口縁甕である。頸部より短くのびた後内側に屈曲し、長く外反する口縁部に至る。

口縁端部は丸い面をなす。体部内面は右下がりのヘラケズリである。土器の形態から所謂「山陰

系土器」といわれるもので、胎土は全体的に赤味が強い。島根県の研究者の実見によると、出雲

の土器形態に近いとのことであり、1．山陰の土器とヘラケズリの方向が逆（山陰の土器は右上が

りのヘラケズリ）であり、2．胎土に金雲母の混入が見られる、との指摘を受けた。搬入品ではな

341

342

343

344

345

346 図93　C-2区 SD49出土遺物（6）
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図94　C-2区 SD49出土遺物（7）
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図95　C-2区 SD49出土遺物（8）
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図96　C-2区　SD49出土遺物（9）
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く在地の模倣品と考えられる。

347～362は高杯である。347・350 は半球形の杯部に屈折して外に広がる脚台を持つもので、

口縁端部は尖り気味である。347は脚外面・杯内面がハケ、350は杯・脚外面がヘラミガキであ

る。348は半球形の杯部で口縁部と体部の境に段を持ち、直線的にのびる口縁部を持つもので、

端部は尖り気味である。脚部は短く外に開いた後屈曲する。脚裾部には円孔が4方向に穿たれて

いる。杯体部外面はヘラケズリ、脚外面はハケである。349は杯体部から段を持ち、外に長くの

びる口縁部に至るもので、端部は尖り気味である。円錐状の脚部より屈曲して広がる裾部を有す

る。裾端部は尖り気味である。裾部には円孔が4方向に穿たれている。351は外反してのびる杯

部の口縁部である。352は円錐状の脚部より屈曲して広がる裾部を有するもので、裾部には円孔

が4方向に穿たれている。内外面共にハケである。353 は杯体部より段を持ち、直線的にのび口

縁部に至るもので、端部は尖り気味である。354は浅い杯部のもので、杯体部より屈曲し段を持

ち、外反してのび口縁部に至る。端部は下に肥厚し、面をなす。355は杯体部より屈曲し、大き

く直線的にのびる口縁部である。端部は丸い。356は口縁部が外反してのび、端部は尖り気味で

ある。357は脚部が外反してのびるもので、端部は尖り気味である。脚部には円孔が4方向に穿

たれている。358は円錐状の脚部より、屈曲して広がる裾部を有するもので、裾部には円孔が4

方向に穿たれている。外面はハケ、内面は板ナデである。359は大きく「ハ」字に開くもので端

部は上に肥厚し、面を持つ。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。360は円柱状の脚部より

屈曲し外に開く。361の脚柱部は外反して開くものである。362は小さく外に開く脚基部より屈

曲し外に開く。裾部には円孔が4方向に穿たれている。

363～377は鉢である。363は体部が内湾しながら立ち上がるもので、端部は丸い。外面はタタ

キ後ハケ、内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。364は球形の体部より屈曲し外にの

び口縁部に至る。端部は外傾する面をなす。外面はハケ、内面はヘラケズリである。365は脚の

付く鉢である。体部が内湾しながら立ち上がるもので、端部は外傾する面をなす。脚部は「ハ」

字状に開き、外面はタタキ後ハケ、内面は口縁部がハケ、体部がヘラケズリである。366は内湾

してのびた後外反するもので、端部は外傾する面をなす。内外面共にハケである。367は内湾し

ながら立ち上がるもので、端部は丸い。外面はハケで、底部近くにミミズ状の亀裂が走る。内面

は口縁部がハケ、体部が指ナデである。

368 ・369・371～373はやや小型の半球形のもので、口縁部と体部の境の明瞭でないものであ

る。外面は368がタタキ後ハケ、369がハケ、371がタタキ、372がヘラミガキ、373がヘラケズリ

後ハケで、内面は368・369がハケ、373がヘラケズリである。370は口縁が外湾してのびるもの

で、端部は尖り気味である。体部外面はタタキ後ハケである。374は体部が内湾してのびた後口

縁部が外反するもので、端部は外傾する面をなす。内外面共にハケである。375・376は球形の

体部より屈曲して外にのび、尖り気味の端部に至る。375の内面はヘラケズリ、376の外面頸部

はハケ、体部はヘラケズリである。377は内湾してのびる体部より屈曲して外にのび、尖り気味

の口縁端部に至る。底部は突出しない平底である。

378 ～387は小型の壺ないし鉢である。ミニチュア土器の範疇に入るかもしれないが、ここで
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は、壺・鉢として報告する。378～380・387は小型鉢である。378は体部より内湾して伸びたの

ち、僅かに外 に開い た口縁部のもので、端部は内傾する。内面はハケである。379・380は半球

形の体部より外反してのび、口縁端部は尖り気味である。381は体部が内湾してのび、底部は突

出する平底を呈す。外面はヘラミガキ、内面はハケである。382は内湾してのびるもので、内面

はハケである。387は内湾して立ち上がり、小さく外反するもので、端部は尖 り気味である。

383・386は小型丸底壺である。扁球形の体部 より外に直線的 にのびる口縁部を持つ もので、

端部は尖り気味である。384は小さなやや窪んだ底部から内湾気味にのび、頸部で屈曲するもの

である。外面はハケである。385は球形の体部より屈 曲し外にのびる口縁部を持つもので、端部

は尖り気味である。外面はハケである。

388～392 は小型器台である。受部は内湾してのび、端部は尖 り気味である。389は受体部と口

縁部の境に段を持つ。脚部は「ハ」字に開き、端部は尖り気味である。392は脚外面が内傾する

面 をなす。円孔が4方向に穿たれている。脚部内外面共にハケである。

393～396は支脚である。393・394は支脚Aである。393は頭部が凹面を呈し、底部は上げ底で

ある。394は頭部が左右に広がり凹面を呈し、体部は平坦面で接地する。両者手捏成形である。

395・396は支脚C である。395は頭部が大きく左 右に開き、体部は中空である。396は頭部中央

が穿孔されており、体部は中空である。外面はタタキ、内面に絞り痕が残る。

397～405はミニチュア土器である。397・398・401・405は鉢形のもので、397 は平坦 な底部

の筒状 のもの、401は小さな脚の付くものである。397の内面はハケである。399・400・403は壺

形のもので、399は突出する平坦な底部から内湾してあがるもの、400は球形の体部より直線的

な口縁部に至るもの、403は小さく突出する平坦な底部を持つ ものである。400・403の内面はハ

ケである。402は高坏形、404は脚台である。

製塩土器

406は製塩土器Ⅲ類である。脚台は「ハ」字に開き、端部は丸い面をなす。

須恵器

407は杯身である。立ち上がりは内に長くのび、端部は内傾する面をなす。底部は丸く、底部

1/2回転ヘラケズリが施されている。

（4）柱穴

・SP72（図97）

遺構

SP72はc-2区の北東側（Ⅰ13グリッド・標高10.6m）に位置している。平面形は円形をなし、長径

50cm・短径40cm・深さ8cmを測る。坑底は平坦である。

古式土師器片が5点出土している。

遺物

古式土師器

408は甕の口縁部である。口縁部が外反してのび、端部は内傾する面をなす。内面はハケであ
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る。

・SP94（図98）

遺構

SP94はc-2区の北東側（H12グリッド・標高10.6m）に位置している。平面形は円形をなし、長径

50cm・短径40cm・深さ7cmを測る。坑底は平坦である。

古式土師器片が2点出土している。

遺物

古式土師器

409は壺の底部である。突出しない平坦な底部より、外にのびるものである。内面に指ナデの

跡が残る。

・SP126（図99）

遺構

SP126はc-2区の北東側（H10グリッド・標高10.2m）に位置している。平面形は円形をなし、長

径40cm・短径30cm・深さ8cmを測る。坑底は平坦である。

古式土師器片が2点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考え

られる。

遺物

古式土師器

410は甕の口縁部である。口縁部が上に外反してのび、端部は外傾する面をなす。頸部内面の

屈曲は鋭い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

・SP139（図100）

遺構

SP139はc-2区の北西側（16グリッド・標高9．6m）に位置しており、SD49に掘り込まれれた柱穴で

ある。平面形は円形をなし、直径50cm ・深さ27cm を測る。坑底は平坦である。

古式土師器片が11点出土している。

遺物

古式土師器

411は甕の口縁部である。口縁部は外反気味にのび、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲は

やや強く、体部は大きく広がる。外面はハケである。

・SP412（図101）

遺構

SP412 はc-2区の南東側（L12グリッド・標高10.6m）に位置し、SD17に掘り込まれている。平面
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408

図97　C-2区 SP72および出土遺物 409

図98　C-2区 SP94および出土遺物

410

図99　C-2区 SP126および出土遺物

411

図100　C-2区 SP139および出土遺物

412

図101　C-2区 SP412および出土遺物
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形は円形をなし、長径70cm・短辺60cm・深さ25cmを測る。坑底は南西方向に傾斜している。

古式土師器片が1点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考え

られる。

遺物

古式土師器

412は小型丸底壺である。体部は歪な球形を呈し、屈曲したのち外に直線的にのびる。外面は

ハケで、内面は口縁部が横ナデ、体部が指ナデである。

・SP537（図102）

遺構

SP537 はc-2区の南東側（N10グリッド・標高10.5m）に位置しており、柱穴の切り合いが著しい。

平面形は円形をなし、長径50cm・短辺50cm・深さ46cmを測る。坑底は平坦である。

古式土師器片36点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭佯行期と考え

られる。

遺物

古式土師器

413は広口壺である。頸部より外反した後屈曲し水平方向にのびるもので、口縁端部は上下に

肥厚し外傾する面をなす。内外面共にハケである。

414～416は甕である。短胴形のもので、底部は突出しない小さな平底である。414は口縁部が

内湾気味にのび、端部は丸い。体部の膨らみがやや強い。415は口縁部が大きく外方のび、端部

は丸い。体部の膨らみは少ない。416は口縁部が短く上外方にのび、端部は外傾する面をなす。

体部の膨らみは少ない。外面はタタキ後ハケ、内面はハケで、414はハケを指ナデで消している。

417～419は半球形の鉢である。417は口縁部と体部の境の不明瞭なもので、、底部は小さく突

出する平底である。外面はヘラミガキ、内面はハケである。418は口縁部が小さく外反するもの

で、端部は尖り気味である。底部は突出する平底である。419は口縁部が外反し、端部は外傾す

る面をなす。底部は突出しない平底である。

・SP593（図103）

遺構

SP593はc-2区の南東側（M12グリッド・標高10.6m）に位置しており、SI4に掘り込まれれた柱穴

である。平面形は円形をなし、長径60cm・短辺50cm・深さ4cmを測る。坑底は鍋底状である。

古式土師器細片が11点・須恵器片が1点出土している。時期は出土遺物より6世紀後半と考え

られる。

遺物

須恵器

420は有蓋高杯である。立ち上がりは短く内傾しか後上にのび、端部は尖り気味である。杯部
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413

414 415 416

418

417

図102　C-2区 SP537および出土遺物 419

は浅い。

・SP634（図104）

遺構

SP634はc-2区の南東側（L9～10グリッド・標高10.3m）に位置している。平面形は楕円形をなし、

長径50cm・短辺30cm・深さ32cmを測る。坑底は中心が僅かに深くなっている。
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古式土師器・製塩土器細片が10点出土している。

遺物

製塩土器

421は製塩土器Ⅲ類である。脚台は「ハ」字に開き、端部は内傾する面をなす。

・SP638（図105）

遺構

SP638はc-2区の南側（M9グリッド・標高10.3m）に位置している。平面形は歪な楕円形をなし、

長径130cm・短径70cm・深さ37cmを測る。坑底は南側が深くなっている。

古式土師器細片が32点・須恵器が11点出土している。

遺物

須恵器

422は杯身である。立ち上がりは内傾してのび、端部は尖り気味である。底部は丸みを持つ。

・SP668（図106）

遺構

SP668はc-2区のほぼ中央（M9グリッド・標高10.3m）に位置している。平面形は隅丸方形をなし、

長辺80cm・短辺50cm・深さ31cmを測る。坑底は南西側かやや深くなっている。

古式土師器細片が14点・中世土師器片が1点出土している。

遺物

古式土師器

423は鉢である。口縁部と体部の境の不明瞭なもので、口縁部は内湾してのび、端部は尖り気

味である。底部は突出しない平底である。内面はハケである。

・SP706（図107）

遺構

SP706はc-2区の南側（N8グリッド・標高10.2m）に位置している。平面形は歪な円形をなし、長

径60cm・短辺50cm・深さ45cmを測る。坑底は中央部がやや深くなっている。

古式土師器細片が88点出土している。

遺物

古式土師器

424は鉢である。口縁部と体部の境の不明瞭なもので、口縁部は内湾気味にのび、端部は内傾

する面をなす。外面はタタキ後ハケであり、内面はハケである。

・SP729（図108）

遺構
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421
420

422

図103　C-2区SP593 図104　C-2区SP634
および出土遺物 および出土遺物 図105　C-2区SP638

および出土遺物

425

423

424

図108　c-2区 SP729
および出土遺物

図106　c-2区 SP668

および出土遺物 図107　c-2区 SP706
および出土遺物
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SP729 はc-2区の南側（P8グリッド・標高10.5m）に位置している。平面形は隅丸方形をなし、長

辺40cm・短辺39cm・深さ9cmを測る。坑底は平坦な面をなす。

古式土師器細片が17点出土している。

遺物

古式土師器

425は広口壺である。口縁部は外反してのび、端部は上下に肥厚し、丸い面をなす。口縁部端

面に山形文が施される。頸部外面はハケである。

・SP790（図109）

遺構

SP790はc-2区の南側（Q6～7グリット・標高9．7m）に位置している。平面形は歪な楕円形をなし、

長径100cm ・短辺60cm ・深さ27cm を測る。坑底は南北方向に傾斜が付く。

古式土師器細片が37点出土している。

遺物

古式土師器

426は鉢である。口縁部と体部の境の不明瞭なもので、口縁部は内湾気味にのび、端部は丸い

面をなす。手捏成形で内面に板ナデが残る。

427は支脚Dである。体部は外湾して開き、頭部は小さく外にのびる。底端部は平坦な面をな

す。手捏成形である。

・SP837（図110）

遺構

SP837 はc-2区の南側（08グリッド・標高9．9m）に位置している。平面形は歪な楕円形をなし、

長径90cm・短辺80cm・深さ63cmを測る。坑底は東側に段がついており、西側は傾斜している。

古式土師器細片が3点・中世土師器が1点出土している。

遺物

古式土師器

428は小型器種の底部である。底部は突出しない平底で、内外面共にハケである。

中世土師器

427は土師器の杯である。底部外面は回転糸切りである。

・SP838（図111）

遺構

SP838 はc-2区の南側（07グリッド・標高9.9m）に位置している。平面形は不整楕円形をなし、

長径63cm・短辺53cm・深さ42cmを測る。坑底は東西に傾斜している。
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430

427 429

図111　C-2区 SP838

図109　C-2区 SP790 図110　C-2区 SP837 お よび出土遺物

および出土遺物 および出土遺物

432
433

431

図112　C-2区 SP851 図113　C-2区 SP852 図114　C－-区 SP883

および出土遺物 および出土遺物 および出土 遺物

124



古式土師器片が1点出土している。

遺物

古式土師器

430は甕の口縁部である。頸部より上方にのび、端部は内傾し、端部内面に窪みを持つ。内面

はハケで、2本の沈線が「Ⅴ」字状に施される。

・SP851 （図112 ）

遺構

SP851はc-2区の南側（O7グリット・標高9.8m）に位置しており、周囲を細い溝（SD36・43・44）

に囲まれる。平面形は楕円形をなし、長径60cm・短辺30cm・深さ21cmを測る。坑底はほぼ平坦

である。

耳環が1点出土してい る。出土遺物から土坑墓の可能性 も考えられるが、他に遺物が出土して

ないため、詳細は不明である。

遺物

金属器

431は直径3.5cmを測る、鉄芯胴張りの耳輪である。やや扁平な円形を呈し、断面は楕円形で

ある。環の内側に若干銀のメッキ痕跡が認められる。

・SP852 （図113 ）

遺構

SP852はc-2区の南側（O7グリット・標高9.8m）に位置しており、SP849に切られ、周囲を細い溝

（SD36・43・44）に囲まれる。平面形は楕円形をなし、長径88cm・短辺76cm・深さ48cmを測る。

坑底は南北方向に傾斜 を持つ。

古式土師器細片が79点・須恵器片が4点出土している。

遺物

古式土師器

432は小型器種の底部である。壺あるいは甕 と考えられる。底部は突出した平底で、外面は底

部がヘラミガキ、内面はハケである。

・SP883 （図114）

遺構

SP883はc-2区の南東側（N7グリット・標高9.8m）に位置している。平面形は楕円形をなし、長

径50cm・短辺50cm・深さ20cmを測る。

古式土師器細片が8点・須恵器片が2点出土している。時期は遺物から6世紀後半と考えられる。
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遺物

須恵器

433は杯蓋である。天井部は歪で、口縁部は内湾気味に下り、端部は丸い。天井部外面に回転

ヘラケズリが残る。

・SP897（図115）

遺構

SP897はc－2区の南東側（M7グリット・標高9.7m）に位置しており、SP898に切られる。平面形は

円形をなし、長径50cm・短径40cm・深さ26cmを測る。

古式土師器細片が10点出土している。

遺物

古式土師器

434は支脚Aである。頭部は平坦で、体部は外に開き、端部は丸い。外面はタタキ、内面はハ

ケである。

・SP953（図116）

遺構

SP953はc-2区の中央西側（M5グリッド・標高9.7m）に位置している。平面形は円形をなし、直

径50cm・深さ46cmを測る。坑底は東側に段を持つ。

古式土師器細片が2点出土している。

遺物

古式土師器

435は甕である。口縁部は外反し、端部は内傾する。外面はタタキである。

434

435

図115　C-2区 SP897および出土遺物 図116　C-2区 SP953および出土遺物
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3　d-1

（1）土器溜まり

・SX1（図117～120）

遺構

SX1はd-1の南西側（E13グリッド）で検出された古式土師器の遺物溜まりである。遺物範囲は楕

円形をなし、規模は長径2.6m・短径1.3mを測る。北側を中世の井戸SE7が切る。

出土遺物の器種構成は表7のとおりである。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行

期と考えられる。

遺物

古式土師器

436～442は壺である。436～438は広口壺である。436は口縁部が外反してのび、端部は内傾す

る面をなす。体部は球形で肩が張る。外面はタタキ後ハケ、内面は体部がハケである。437は外

反しか後水平に開く口縁部で、端部は上下に肥厚し、やや窪んだ面をなす。外面はハケ、内面は

口縁部にハケが残る。438は口縁部が外反してのびた後、上外方にのびるものである。端部は上

に肥厚し外傾する面をなし、外面に波状文が施される。頸部には斜格子刻みの突帯が張り付き、

体部は大きく広がる。内外面共にハケである。

439は複合口縁壺である。頸部より上外方にのび、屈曲後外反気味の口縁部に至る。口縁端部

は丸みを持つ。肩の張りは少なく、底部は突出しない平底である。

440・441は直口壺である。440は小型のもので、口縁部は直線的にのび、端部は尖り気味であ

る。体部は扁球形を呈す。441は口縁部は直線的にのび、端部は丸い。体部はやや胴の長い球形

を呈し、底部が痕跡的に残る。内外面共にハケである。442は大型の壺である。体部は球形を呈

し、内外面共にハケである。

443～451は甕である。443・444は長胴形のものである。443は口縁部が外にのび、端部が外傾

する面をなす。底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。444は

口縁部が外反し、端部は尖り気味である。底部は小さく突出する平底である。外面はタタキ後ハ

ケ、内面はヘラケズリで、外面は体部下半をハケでナデ消している。445～451は短胴形のもの

である。445は口縁部が水平気味にのび、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲、体の膨らみは

弱い。外面はタタキ、内面はハケである。446は口縁部が外反し、端部が外傾する面をなす。底

部は小さな突出しない平底である。447～449は口縁部が上外方にのびるもので、447の端部は平

坦な面をなし、448は尖り気味である。447は肩の張り、体部の膨らみは少なく、鉢形を呈して

いる。446～449は外面がタタキ後ハケ、内面は指ナデ後ハケである。448は肩の張りは少ないが、

体部がやや膨らみ、底部は丸みを持つ平底である。内外面共にハケである。449は頸部は鋭く屈

曲し、体部は肩の張りが強い。底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、内面は口縁

部がハケ、体部がヘラケズリである。450は口縁部が外反し、端部は小さく外に肥厚して丸い。

体部は膨らみが強く、底部は突出しない平底である。内面はヘラケズリである。451は胴の膨ら
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438
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440

441

図117　d-1区 SX1出土遺物（1）

128



442

443
444

図118　d-1区 SX1出土遺物（2）
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447 449448

451

450

図119　d-1区 SX1出土遺物（3）
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460

461

図120 d-1区　SX1出土遺物(4)
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みの少ないもので、底部は突出しない平底である。

452～457は鉢である。452～455は半球形の体部のもので、452・453は口縁部と体部の境は明

瞭でなく、口縁端部は内傾する面をなす。452は内外面共にハケ、453の外面はタタキである。 

454 は口縁部が体部より屈曲してのび、外面はタタキ後ハケ、内面はヘラミガキである。455 は

口縁部と体部の境の明瞭でない小型のもので、端部は尖り気味である。底部は突出しない平底で

ある。内面にハケが残る。456・457 は大型の鉢である。456は内湾してのびたのち方向を変え、

外反する口縁部に至る。口縁端部は外傾する面をなす。外面は口縁部がハケ、体部がタタキ、内

面はハケである。457は口縁部が屈曲し外にのび、端部は丸い。外面はタタキ、内面はハケであ

る。

458～460は高杯である。458は内湾気味の杯体部より屈曲し、外反して長くのびる口縁部に至

る。端部は内傾する面を持つ。外面は杯体部がヘラミガキ、口縁部がハケである。459は内湾気

味の杯体部より屈曲して段を持ち、外反してのびる口縁部に至る。端部は内傾する面を持つ。内

面はハケである。460は外反してのびる脚部である。裾部に円孔が施される。外面はヘラミガキ、

内面は指頭圧痕が明瞭に残る。

461は支脚Cである。太めの筒状の体部と開く底部をなし、頭部は左右に翼状にのびる。体部

は中空である。手捏成形で、頭部内面および底部内外面共にハケである。

(2)溝

・SD53( 図121)

遺構

SD53はd-1の南側(F13～E13グリッド・標高8.0m)を南北にのびる溝で、北側はSD37に接続す

る。検出長500cm・幅40cm・深さ10cmを測る。

埋土中から古式土師器が2点出土している。

遺物

古式土師器

462 は甕である。口縁部は外に直線的に伸び、端部は尖り気味である。頸部の屈曲および肩の

張りは少ない。外面はタタキ、内面はハケである。

・SD55( 図122)

遺構

埋土中から古式土師器片が1点出土している。

遺物

古式土師器

463 は甕である。口縁部は直線的にのび、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲は鋭い。内外

132

SD55はd-1の南側(G13～E14グリッド・標高8.0m)を南北にのびる溝で、SD53に平行に走るも

のである。検出長910cm・幅50cm・深さ6cmを測る。



463

462

図121　d-1区SD53および出土遺物 図122　d-1区　SD55および出土遺物
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面共にハケである。 

・SD73・74(図123)

遺構

SD73・74はd-1の西端(I11～12グリッド・標高8.0m)を東西にのびる溝で、2本が東側で接続し、

｢V｣ 字状を呈する。検出長990cm・幅50cm・深さ8cmを測る。

溝の合流地点より、古式土師器片が1点出土している。

遺物

古式土師器

464は山陰系の二重口縁部鉢である。半球形の体部より屈曲した後外反し、端部は外に摘み出さ

れ、丸い面を持つ。外面はハケ、内面は右下がりのヘラケズリである。345(c-2区・SD49) よりも

忠実に山陰の土器の形態を模倣しており、相違点は、1.ヘラケズリの方向が逆(山陰の土器は右上

がりのヘラケズリ)、2.ヘラケズリの位置が低い(山陰の土器は頸部までヘラケズリを行う)こ

464

図123　d-1区 SD73・74および出土遺物

134



との2点である。

4　d-2区

(1)土坑

・SK1( 図124)

遺構

古式土師器片が3点・須恵器片が2点・中世土師器細片が出土している。

遺物

古式土師器

465は小型器台である。脚部は「ハ」字に開き、端部は尖り気味である。外面に指押さえ痕が

残る。体部は中空である。脚部に円孔が4方向に穿たれる。

須恵器

465

図124　d-2区 SK1および出土遺物 466

466は杯身である。立ち上がりは短く外湾し、端部は尖り気味である。

・SK2(図125・126)

遺構

SK2 はd-2区の中央(J15～16 グリッド・標高8.2m)に位置している。平面形は楕円形をなし、長

径205cm ・短径110cm ・深さ80cm を測り、坑底は丸い。主軸はほぼ東西を指す。

古式土師器が83点出土している。遺物の検出状況により取り上げを上下に分けて行っている

135

SK1はd-2区区の北側(K15グリッド・標高8.2m)に位置しており、SD10・17を切る。平面形は

歪な長方形をなし、長径280cm・短辺135m・深さ17cmを測る。坑底は中央で段が付き、主軸は

N-81°-Eを指す。



が、遺物の時期差はなく、庄内式新相～ 布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

467は壺である。筒状の頸部より屈曲し水平方向にのびた後、上下に肥厚する口縁端部に至る。

口縁部端面に細い2 条の沈線を施す。外面はハケである。

468～472は甕である。468は大型のもので、小さな突出しない平坦な底部より、大きく広がる

体部を持つ。外面はタタキ後ハケ、内面は指頭圧痕で、底部に棒状の刺突痕が残る。

469～472は短胴形のものである。469は口縁部が外反し、端部は先細った外傾する面をなす。

内外面共にハケである。470は口縁部が上外方にのび、端部は外傾する面をなす。外面はタタキ

後ハケ、内面は口縁部および体部下半にハケが残る。471・472は突出しない平底のもので、外

面はタタキ後ハケ、内面はハケが残る。

473は鉢である。半球形を呈し、口縁部と体部の境はない。口縁端部は下に肥厚し外傾する面

をなす。

474 は支脚である。体部が筒状を呈し、受部は外に水平にのび、端部は丸い面をなす。受端部

は外面を刻むことにより花びら状を呈す。脚部は小さく外に開き、端部は丸い。

475 は支脚A である。外反して開く体部と凹面をなす頭部からなり、体部は中空である。外面

はタタキである。

476・477は鉢形のミニチュア土器である。476は底部が尖り、外面はタタキ、内面はハケであ

遺物出土状況 上面

遺物出土状況 下面

図125　d-2区 SK2および遺物出土状況

136



467

468

469

471

470

473

476

477

475472 474

図126　d-2区 SK2出土遺

物
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る。477は手捏成形である。 

・SK11・12・13(図127)

遺構

SK11・12・13はd-2区の北側(I15～H15グリッド・標高8.3m)に位置しており、SK12をSK11が

切り、SK12が埋まった後SK13が掘り込まれている。平面形は楕円形をなし、SK11は長径

70cm・短径50cm・深さ20cm 、SK12は長径135cm・短径120cm・深さ39cm 、SK13は長径85cm・

短辺50cm・深さ13cmを測る。SK11の主軸はN-60°-E、SK12の主軸はN-29°-W、SKI3の主軸はN- 

16°-Wを指す。

古式土師器片が3点出土している。

遺物

古式土師器

478はSK12出土の支脚Aである。緩やかに外反して開く体部と平坦な頭部からなり、体部は中

478(SK12)

479(SK13)

図127　d-2区SK11・12・13および出土遺物

480

481

482

図128　d-2区SK15および出土遺物
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空である。外面はハケである。

479はSK13出土の甕である。口縁部は外に直線的にのび、端部は丸く、内面が窪む。頸部の屈

曲は鋭く、体部の膨らみは大きい。外面はタタキ、内面はハケである。

・SK15( 図128)

遺構

SK15はd-2区の北西側(J11グリッド・標高7.6m)に位置している。平面形は瓢箪形をなし、西側

は調査区境のため全形は不明である。長径125cm・短径40m・深さ20cmを測る。主軸はほぼ南

北を指す。

古式土師器片が4点出土している。

遺物

古式土師器

480は甕である。口縁部は外反し、端部は外傾する面をなす。外面はタタキ後ハケである。

481・482は口縁部と体部の境の明瞭でない鉢である。481は口縁端部が尖り気味で、底部は小

さく突出した平底である。外面はタタキである。482 は体部が半球形を呈し、口縁端部は丸い。

内面はハケである。

・SK16( 図129～133)

遺構

SK16はd-2区の北西側(H13～H14グリッド・標高8.0m)に位置している。平面形は歪な楕円形

をなし、長径410cm・短辺330m・深さ36cmを測る。主軸はN-32°-Eを指す。

古式土師器が517点出土している。特に東側壁面および南側壁面に集中して出土している。

遺物

古式土師器

483～488は壺である。483は小型のものである。肩の張りが強く、肩から屈曲し下る。外面は

ハケ、内面は板ナデである。484・485は複合口縁壺である。484は大型のもので、口縁部が外湾

気味に立ち上がり、頸部の屈曲は弱い。485は口縁部が内湾してのびるもので、体部は扁球形を

呈す。内外面共にハケである。486・487 は二重口縁壺である。486は成形方法のよくわかるもの

である。筒状の頸部に大きく外反する口縁部を接合するが、接合部は粘土を補充し、上外方に肥

厚する。口縁端部は尖り気味で、接合端部は丸い面を持つ。487は筒状の頸部よりやや外方に屈

曲し口縁部を接合する。接合部は垂下肥厚し、口縁端部は尖り気味である。内外面に板ナデが残

る。488は広口壺である。口縁部は外反してのび、端部は丸い面を持つ。体部は球形を呈す。外

面ハケ、内面はヘラケズリである。

489~494は甕である。489は小型の短胴形のもので、490～494は体部が球形のものである。

489は小さく突出する平底で、外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。490 は口縁部が内湾気

味に立ち上がり、端部は平坦な面をなし、端部内面に窪みを持つ。491は口縁部が外反し、端部
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1黒色粘質土土器片を多く含む
2黒色粘質土はり粘性強
3オリーブ黒色砂質土

図129　d-2区 SK16および遺物出土状況
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は外傾する面をなし、端部内面に窪みを持つ。492は体部の膨らみが強い。493は口縁部が直線

的にのび、端部は先細りで丸い面を持ち、端部内面に窪みを持つ。494は口縁部は外反してのび、

端部は外に小さく肥厚し丸い面を持つ。すべて外面はハケ、内面はヘラケズリである。

495～500は高杯である。495は平坦な杯底部より上外方にのびるもので、口縁端部は尖り気味

である。496は截頭円錐状の脚部より大きく広がる裾部を持つもので、端部は尖り気味である。

裾部に円孔を4方向に穿つ。497は浅い椀状の杯部のもので、口縁部は長くのび、端部は尖り気

味である。498は丸みのある杯体部より段を持ち外に開く口縁部のもので、口縁端部は尖り気味

である。499・500は小型のものである。499は平坦な杯底部より外に開く脚部を持つもので、内

面はハケである。500は截頭円錐状の脚体部より大きく広がる裾部を持つもので端部は尖り気味

である。裾部に円孔を4方向に穿つ。外面はハケである。

501～505は小型器台である。浅い椀状の杯部に外に広がる脚部を持つもので、端部は尖り気

味である。裾部に円孔が4方向に穿たれる。外面にハケが残る。

483

484

485

486

488

487 図130 d-2区　SK16出土遺物(1)
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490
489

492

491

493 494

図131 d-2区　SK16出土遺物(2)
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495

496

497

498

500
499

503

501 502
505

506
507

508

509 510 511

512 図132　d-2区　SK16出土遺物(3)
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514

513 515

516
518

519 520

517 図133　d-2区　SK16出土遺物(4)

506～512は鉢である。506～510は浅い半球形のもので、内外面共にハケである。511は小型丸

底鉢である。半球形の体部と外にのびる口縁部を持ち端部は尖り気味である。512は小型鉢であ

る。半球形の体部と内湾気味にのびる口縁部を持ち、端部は外傾する面をなす。外面は指頭圧痕、

内面はハケである。

513は甑である。長胴形の甕に焼成後穿孔したもので、外面はタタキ、内面はハケである。

514～516・518は小型の製品である。514・515は鉢、516は高坏、518は甕あるいは壺の底部で

ある。514は球形の体部より小さく外にのびる口縁部を持つもので端部は丸い。515は脚の付く

もので体部は外に大きく広がる。外面は板ナデ、脚内面はハケである。516は浅い椀状のもので

口縁部で外反し、端部は尖り気味である。518は突出しない平坦な底部で、外面にハケが残る。

517は支脚Cである。体部が筒状を呈し、頭部と底部が開くもので、頭部は上方左右に向けて

二股にのびる。頭部中央に突起を付す。体部は中空で、頭部中央に円孔を穿つ。外面は体部がタ

タキ、その他は指ナデである。

519・520は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。
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・SK24(図134)

遺構

SK24はd-2区の北西側(K13グ

リッド・標高7.9m)に位置して

いる。平面形は隅丸方形をな

し、東側は調査区境のため全

形は不明である。 検出 長

115cm・短辺80m・深さ24cm

を測る。主軸はほぼN-88°-Eを

指す。

古式土師器片が4点・中世土

師器片が4点出土している。

遺物
521 522

古式土師器

521は壺の底部である。平坦

な平底である。
図134　d-2区　SK24および出土遺物

522は支脚である。体部が筒

状を呈し、受部は外にのび、端部は外傾する面をなす。受端部は外面を刻むことにより花びら状

を呈す。脚部は小さく外に開き端部は丸い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

(2)溝

・SD10(図135・136)

遺構

SD10はd-2区の北東側(J14～L17グリット・標高8.4m)に東西にのびる溝で、中世の自然流路

SR1により途切れている。溝の西側は内湾しており、SK1に切られる。検出長1,785cm・幅

110cm・深さ6cmを測る。

埋土中から、古式土師器片が185点・須恵器片が30点・中世土師器辺が8点・瓦器片が1点出土

している。時期は出土遺物より布留式併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

523～525は壺である。523は大型の複合口縁部壺である。頸部は大きく外湾し、屈曲したのち

直線的にのび口縁部に至る。接合端部は尖り気味である。524は直口壺である。口縁部は外反し

てのび、端部は丸い。頸部の屈曲は強い。外面は口縁部が横方向の板ナデ、体部がハケ、内面は

ヘラケズリである。525は小型のもので、小さく突出する平底である。

526は甕である。頸部より外湾してのび、端部は外傾する面をなす。外面はハケ、内面は横方
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図135 d-2区 SD10
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524523

526
525

529 53O
528

535

527 531

532

534

533

536 537
538

図136 d-2区SD10出土遺物
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向のハケである。

529・530は浅い半球形の鉢である。529は口縁端部が尖り、外面はハケである。530は口縁端

部は丸く、注ぎ口状の窪みを持つ。

527は小型器台である。大きく外に開く脚部で、4方向に円孔を穿つ。内面は横方向のハケで

ある。

製塩土器

531は製塩土器Ⅲ類-2である。ワイングラス状の体部と「ハ」字に開く脚部を持ち、底端部は

丸い。

須恵器

532・533は立ち上がりを持つ杯身である。532は立ち上がりが外反してのび、端部は尖り気味

で、受部は面を持つ。底部は平坦で1/3に回転ヘラケズリが施されている。533は立ち上がりは短

く内傾し、端部は丸い。

539

540 542

543

541 545

図137 d-2区 SD12および出土遺物 544
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528は高杯である。大きく開く裾部のもので、4方向に円孔を穿つ。内面は横方向のハケであ

る。



534は高杯の脚部である。長脚のもので方形の二段透かしを持つ。

535は提瓶である。口縁部は外湾してのび、端部は丸い面をなす。肩部に鈎状の把手を付す。

内面は指ナデである。

中世土師器

536･537は中世土師器の杯である。平坦な体部より外反してのびるもので、端部は丸い。底

部は回転糸切りである。

瓦器

538は瓦器の椀である。口縁部は尖り気味に丸く納める。外面はヘラミガキ、底部は指頭圧痕

が残る。

・SD12( 図137)

遺構

SD12はd-2区の北東側(L16～K16グリッド・標高8.4m)に南北にのびる溝で、SD9・10に挟まれ

て検出された。溝は複数の柱穴によって切られる。検出長335cm ・幅75cm ・深さ20cm を測る。

埋土中から古式土師器片が97点出土している。時期は出土遺物より布留式併行期と考えられ

る。

遺物

古式土師器

539・540は複合口縁壺である。539は口縁部は内傾してのび、端面は内傾する面をなす。接合

部は面を持ち外面に斜格子文、口縁部外面に波状文を施す。540は頸部より外方向にのび、屈曲

して外反する口縁部に至る。口縁端部は小さく肥厚して丸い。

541は甕である。口縁部は外反してのび、端部は外傾する面をなす。体部は球形をなす。

542・543は半球形の鉢である。542は口縁端部が尖り、底部は小さく突出する平底である。外

面はハケである。543はやや深めのもので、口縁端部は尖り気味である。外面は細かな亀裂痕が

残り、内面はハケである。

544は支脚Aである。緩やかに外反して開く体部と平坦な頭部からなり、体部は中実である。

手捏成形である。

545は有孔円盤である。薄い紡錘状のものである。

・SD13( 図138)

遺構

SD13はd-2区の北東側(J15～16グリッド・標高8.3m)に東西にのびる溝で、SD10・15に切ら

れている。検出長950cm・幅65cm・深さ12cmを測る。

埋土中から古式土師器片が154点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭

併行期と考えられる。
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546
547

549

548

551

552

550
553

554

555

図138　d-2区 SD13および出土遺物
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遺物

古式土師器

546・547は広口壺である。546は受け口状のもので、口縁端部は凹面を持つ。547は筒状の頸

部より屈曲し水平方向にのびるもので、口縁端部は上に肥厚し外傾する面をなす。

548～550 は短胴形の甕である。548は口縁部が外に直線的にのび、端部は外傾する面をなす。

頸部は短く筒状を呈した後、中央に最大径を持つ体部へ続く。底部は突出しない平底である。外

面はタタキ後ハケ、内面はヘラケズリである。549は口縁部が水平方向にのび、端部が上に肥厚

し外傾する面をなす。体部は大きく膨らむ。外面はハケ、内面は指頭圧痕が顕著に残る。550は

小型の甕である。口縁部は外反してのび、端部は外傾する面をなす。体部の膨らみは小さい。内

外面共にハケである。

551～554 は半球形の体部を持つ鉢である。551は浅いもので、口縁部は内湾気味にのび、端部

は尖り気味である。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。552は深いもので、口縁部は上に

のび、端部は尖り気味に丸い。外面はタタキ、内面は板ナデである。553は口縁端部が尖り、外

面はヘラケズリである。554は小型のもので、口縁部は上外方に直線的にのび、底部は突出しな

い平底である。

555は支脚Aである。下に開く体部と傾斜を持つ頭部からなり、体部は中実である。手捏成形

である。

・SD15(図139)

遺構

SD15はd-2区の北東側(J15・K15グリッド・標高8.4m)に湾曲し南北にのびる溝

で、SD10・14に切られ、SD13を切る。検出長420cm・幅55cm・深さ16cmを測る。

556

557

図139 d-2区 SD15および出土遺物
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埋土中から古式土師器片が64点出土し

ている。

遺物

古式土師器

556は複合口縁壺である。口縁部は短く

屈曲して上にのび、端部は丸い面をなす。

体部の膨らみは少ない。外面はハケ、内

面はヘラケズリである。

557は甕あるいは壺の体部である。突出

しない平底から上外方にのびるもので、

体部の膨らみは少ない。内外面共にハケ

である。

・SD18( 図140)

遺構

SD18はd-2区の北側(M14～K15グリッ

ド ・標高8.2m) に南北にのび る溝で 、 

SD9・17に切られる。検出長750m・幅

100cm・深さ7cmを測る。

埋土中から古式土師器片が109点・須恵

器が1点・中世土師器片が75点出土してい

る。

遺物

古式土師器

558は甕である。口縁部が水平方向にの

び、端部が上に肥厚し外傾する面をなす。

頸部の屈曲は強い。内面に指頭圧痕が明

瞭に残る。

・SD21(図141)

遺構

558

SD21はd-2区の北西側(K12グリッド・

標高8.0m)に南北に湾曲してのびる溝であ

る。検出長250m・幅75cm・深さ14cmを

測る。

図140　d-2区 SD18および出土遺物 埋土中から古式土師器片が83点出土し
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ている。

遺物

古式土師器

559～561は短胴形の甕である。559は口縁部が外反してのび、端部は丸い。頸部の屈曲、肩の

張りは強く、底部は丸い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケ、底部に指頭圧痕が残る。560は口

縁部が上方にのび、端部は丸い。頸部の屈曲、胴の張りは弱い。底部は丸みを持ち痕跡的な底部

である。外面はタタキ後ハケ、内面は体部上半がヘラケズリ、口縁部と体部下半がハケである。

561は丸い底部より内湾してのびる体部である。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

559

561560

図141　d-2区SD21および出土遺物
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562

563

図142 d-2区 SD26および出土遺物

・SD26( 図142)

遺構

SD26はd-2区の北西端(L11～K11グリッド・標高7.4m)に南北に湾曲してのびる溝である。検出

長465m・幅40cm・深さ9cmを測る。

埋土中から、古式土師器片が10点出土している。

遺物

古式土師器

562は長胴形の甕である。口縁部が外反してのび、端部が外傾する面をなす。体部の張りは弱

い。外面はタタキ、内面はハケである。体部の接合痕が明瞭に残る。

563は半球形の鉢である。口縁端部は尖り気味で、底部は小さな平底である。

(3)柱穴

・SP9(図143)

遺構
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SP9はd-2区の北東側(M17グリッド・標高

8.2m)に位置している。平面形は円形をなし、

長径25cm・短径25cm・深さ12cmを測る。

564

古式土師器片が3点出土している。

遺物

古式土師器

図143　d-2区SP9および出土遺物

564は台付き鉢である。内湾してのびる体部

と「ハ」字に開く脚部を持つ。外面はタタキ、

内面は板ナデである。

・SP435(図144)

遺構

SP435はd-2区の北東側(H14グリッド・標高8.2m)に位置している。平面形は円形をなし、長径

90cm・短径85cm・深さ81cmを測る。

古式土師器片が出土している。

遺物

古式土師器

565・566は広口壺である。565は口縁部が外反してのび、端部で長く垂下し外傾する面をなす。

外面に波状文を施す。頸部の屈曲、肩の張りは強い。頸部に斜格子文を施した貼付突帯を付す。

外面はハケ、内面はヘラミガキである。566は窄まった頸部より口縁部が大きく外反し、斜行文

を施した貼付突帯を付す。外面はハケ、内面は横方向のハケである。

567～572は甕である。567は頸部に斜行文を施しか貼付突帯を持つもので、口縁部は外反して

のび、端部は外傾する面をなす。内面はハケである。568は強く外反する口縁部で、端部は下に

肥厚し、外面に斜行文が施される。頸部の屈曲は弱い。外面は口縁部がハケ、体部がタタキ、内

面はハケである。569は口縁部が外反してのびるもので、端部は尖り気味である。頸部の屈曲は

鋭く、体部の膨らみは少ない。外面はタタキ後ハケである。570は口縁部が外反してのび、端部

は丸い面を持つものである。外面はタタキ後ハケである。571・572は突出しない平底の底部で、 

571 は体部の張りが少なく、外面はタタキ後ハケである。572は体部の膨らみが大きく、外面は

ハケである。

573は大型の鉢である。やや膨らむ体部より外反してのびる口縁部を持ち、口縁端部は外傾す

る面をなす。外面はタタキ後ハケである。

・SP696(図145)

遺構
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図144　d-2区 SP435および出土遺物
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574

SP696はd-2区の南東側(G15グリッド・標

高8.2m)に位置している。平面形は円形を

なし、直径10cm・深さ8cmを測る。

遺物

古式土師器

574 は半球形の鉢である。口縁端部は鋭

く、小さな底部を持つ。内面はハケである。
図145 d-2区 SP696および出土遺物

5　d-3

d-3はd-2区南東部(20×15m)の古墳時代包含層(d区8層)を掘削しか後検出された遺構面である。

d-2区とほぼ同時期である。

（1）竪穴住居

・SI1(図146・147)

遺構

SI1はd-3区の南東側(H15グリッド・標高8.3m)に位置している。平面形は南東側が角張った歪

な円形をなし、主軸はN-73°ｰWを指す。規模は長径480cm・短径460cm・深さ20cmを測る。住居

のやや東側に位置するSP52・53・54・55あるいはSP56を主柱穴とする4本柱構造である。住居

の南側に炭化物が広がっており、住居の廃絶理由は焼失によるものと想定できる。

遺構から古式土師器が12点・須恵器細片が1点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相

～布留式初頭併行期のものと考えられる。

遺物

古式土師器

575～577は壺である。575は口縁部が上外方にのび、端部は丸い。頸部に斜格子文を施した貼

付突帯を付す。外面はハケ、内面は板ナデである。576は複合口縁壺である。口縁部は外反して

のび、端部は外傾する面をなす。口縁部外面に波状文を施す。577は広口壺である。口縁部は外

反してのび、端部は下に垂下し、尖り気味である。

578・579は甕である。578は口縁部が外反してのび、端部は尖り気味である。頸部は屈曲が強

く、体部の張りは弱い。外面はタタキ後ハケである。579は口縁部が外に直線的にのび、端部は

尖り気味である。頸部の屈曲・体部の張りは強い。

580・581は高杯である。580は截頭円錐状の脚体部より大きく広がる裾部を持つもので、端部

は尖り気味である。裾部には円孔を4方向に2段に穿つ。581は大きく広がる脚部で円孔を4方向

に穿つ。外面はヘラミガキ、内面はハケである。
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図146　d-3区SI1
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図147　d-3区 SI1出土遺物

582～584は鉢である。582は半球形のもので、直線的に外にのび、端部は外傾する面をなす。

底部は突出しない平底である。583は浅いもので、内湾して立ち上がり、端部は尖り気味である。

内外面共にハケである。584は小型の椀状のものである。口縁端部は丸い。

585は支脚Aである。低い円柱状をなし、体部は中実である。手捏成形で、ハケが残る。

586は有孔円盤である。薄い紡錘状のものである。

(2)土坑
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図148　d-3区 SK1および出土遺物 587

・SK1( 図148)

遺構

SK1はd-3区の南側(H16グリッド・標高8.3m)に位置し、近接してSI1がある。平面形は歪な楕

円形をなし、長径92cm・短辺76m・深さ16cmを測り、坑底は平坦である。主軸ははぼ南北を指

す。

古式土師器が1点出土している。

遺物

古式土師器

587は長胴形の甕である。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は小さく垂下し外傾する面を

なす。頸部の締まりは強く、肩胴の張りは少ない。底部は丸みを帯びた平底である。外面はタタ

キ後ハケ、内面はハケである。

・SK7(図149)

遺構

古式土師器が4点出土している。

遺物

古式土師器

588は短胴形の甕である。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は尖り気味である。頸部の屈

曲は弱く、胴の張りはやや強い。底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、内面は口

縁部および体上部がハケ、体部下半はヘラケズリである。
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SK7はd-3区の南東隅(H18グリッド・標高8.3m)に位置し、SD2の先端にある。平面形は円形を

なし、長径72cm・短径70cm・深さ11cmを測り、坑底は平坦である。主軸はほぼ東西を指す。



588

589 590 591

図149　d-3区　SK7および出土遺物

589は高杯である。杯体部より屈曲し段を持ち、口縁部は外反してのびるもので、端部は尖り

気味に丸い。内外面にハケが残る。

590は半球形の小型の鉢である。内湾して立ち上がり、端部は丸い。底部は突出しない平底で

ある。内外に指頭圧痕が残る。

591は上げ底の支脚である。筒状の体部より僅かに外に広がるもので端部は丸い。手捏成形で、

外面はハケである。

・SK9( 図150)

遺構

SK9はd-3区の中央(I16～H16グリッド・標高8.3m)に位置し、SK10・SP57に切られる。平面形

は歪な楕円形をなし、長径106cm ・短径60cm ・深さ37cm を測る。主軸はN-35°-Wを指す。

古式土師器片が4点出土している。

遺物

古式土師器

592は壺である。口頸は欠損しているが、細頸のものと考えられる。体部は扁球形を呈し、底

部は小さなボタン状である。頸部外面には赤色顔料が残る。

593・594は甕である。593は長胴形のもので、口縁部が外反し、端部は尖り気味である。頸部

の屈曲、胴の張りは弱いが、頸部内面の屈曲は鋭い。外面はタタキ後下半部のみハケで消してい

る。内面はハケである。594は小型で、口径が体部最大径を凌ぐものである。口縁部は外反して

のび、端部は尖り気味である。頸部の屈曲、胴の張りは弱い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケ
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図150 d-3区 SK9および出土遺物

である。

595 は半球形の鉢である。やや深く内湾気味に立ち上がり、口縁部は外に小さく肥厚し丸い。

外面はハケである。

・SK11(図151）

遺構

SK11はd-3区の南東隅(G17～18グリッド・標高8.5m)に位置している。平面形は歪な楕円形を

なし、長径90cm・短径76cm・深さ11cmを測る。主軸はN-25°-Wを指す。

古式土師器片が2点出土している。

遺物

古式土師器

596は小型の甕である。口縁部は外反してのび、端部は丸い。体部は扁球形を呈し、外面はタ

タキ後ハケ、内面はハケである。

597は半球形の鉢である。内湾して立ち上がり、口縁部で外反し、端部は尖り気味である。底

部は突出しない平底である。外面はハケ、内面は指頭圧痕が残る。
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図151　d-3区SK11および出土遺物

(3)溝

・SD1・2(図152～166)

遺構

SD1・2はd-3区の南東部(J14～L17グリッド・標高8.4m)に｢Y｣字状にのびる溝である。SD1

は南北に走り、SD1の中央部より枝分かれし、SD2が弧を描いて東西方向にのびる。SD1は検出

長1,040cm・幅52cm・深さ16cmを測り、SD2は検出長1,280cm・幅52cm・深さ20cmを測る。　　

溝中からは溝壁を隠すように多量の古式土師器が検出されている。破砕された土器片も多いが、

溝に据え置かれた状況で出土した遺物も多く、また溝中の埋士の変化も見られないことから、溝

に土器を一括廃棄あるいは設置したものと考えられる。出土遺物の器種構成は表7に示す。

SD1 は甕が多く、甕と他の器種(壺・鉢)を比較すると4:1の割合である。これに比べ、SD2は壺

が多く、甕との比率は3:2である。

各器種の出土位置を見ると、特にSD2において壺と甕の分離が著しく、甕は西側のやや膨らみ

のある部分に集中して出土し、壺はそれより東側からのみ出土している。

時期は、出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

598～658はSD1出土の遺物である。

598～606は壺である。598は広口壺である。口縁部は外反気味にのび、端部は上下に肥厚し外
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傾する面をなす。頸部の屈曲は鋭く、大きく広がる体部へ続く。頸部外面に斜格子文を施した貼

付突帯を付す。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。599は複合口縁壺である。接合部は垂

下し、端部は尖り気味である。口縁部は直線的にのび、端部は外傾する面をなす。外面はハケで

ある。600は広口壺である。口縁部は大きく外湾し、端部は外に垂下し外傾する面をなす。外面

に波状文を施し、内外面共にハケである。601・602は直口壺である。601は口縁部は外反し、端

部は丸みをもって外傾する面をなす。体部の膨らみは弱い。外面はハケである。602は肩の張り

の強い球形の体部である。外面はハケである。603は広口壺である。口縁部はやや直立したのち



外反するもので端部は外傾する面をなす。体部は大きく膨らみ、内外面共にハケである。605は

小型のものである。体部は扁球形を呈す。604は広口壺である。短く直立する頸部に大きく開く

口縁部を持つもので、端部は丸い。体部は球形を呈し、底部は小さな平底である。外面はタタキ、

内面はハケであり、内面に粘土成形痕が明瞭に残る。605は大型の複合口縁壺である。頸部より

外湾してのびたのち屈曲し直立する口縁部に至る。口縁端部は尖り気味で、接合端部は内傾する

面を持つ。頸部は斜格子文を施した貼付突帯を付す。606の体部は長楕円形を呈し、肩の張りは

大きい。底部は小さな突出しない平底である。内外面共にハケである。

607～636は甕である。608は長胴形でほかは短胴形のものである。607は口縁部が外反し、端

部が丸い。体部は胴の膨らみが大きい。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、タタキの痕跡

をハケで丁寧に消している。608は口縁部が外反してのび、端部は外傾する面をなす。胴の張り

は弱く、底部は突出しない平底である。609は小型のものである。口縁部は短く直立気味にのび、

端部は尖り気味である。体部の張りか弱く、底部は突出しない平底である。610は口縁部が外反

し、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲や肩の張りは強く、外面はタタキ後ハケ、内面は板ナ

デである。外面のハケは体部最大径より下にのみ施されている。611は体部の膨らみは強く、底

部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、内面は指頭圧痕が明瞭に残る。

612は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。頸部の屈曲は特に内面で強く、体部の張りが

弱く、底部は突出しない。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、タタキ痕をハケで丁寧に消

している。613は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。頸部の屈曲は特に内面で強く、体部

の張りが強く、底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、内面は体部中位までハケで

あり、体部下半は指ナデでである。614は口縁部が直立気味にのび、端部は尖り気味である。頸

部の屈曲は弱い。体部はいびつで、底部は突出しない平底である。615は口縁部が外反し、端部

は丸い。頸部の屈曲は鋭く、胴がやや長い。底部は突出しない平底を呈す。外面はタタキ後ハケ、

内面は板ナデである。616は口縁部が直立気味に立ち上がり、端部は下に肥厚し外傾する面をな

す。頸部の屈曲は鋭く、体部の張りは少ない。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

617は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。体部の張りは弱く、内外面共にハケである。

618 は頸部の屈曲は鋭く、体部の張りは強い。底部は突出しない平底で、外面はタタキ後ハケ、

内面はハケである。タタキ痕をハケで丁寧に消している。619は口縁部が外湾し、端部は細く尖

り気味で外傾する面をなす。体部の張りはやや強く、底部は突出しない平底である。内外面共に

ハケである。620は口縁部が外反し、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲は鋭く、体部の張り

はやや弱い。底部は突出しない平底である。621はやや小型のものである。口縁部は直立気味に

外反し、端部は外傾する面をなす。頸部の屈曲および体部の張りは弱く、底部に向かって窄まり、

底部は小さく突出する平底である。

622は口縁部が外反してのび、端部は丸みを持ち外傾する面をなす。体部は長楕円形を呈す。

内外面共にハケで、口縁部～体部上1/2までは横方向のハケである。623は口縁部が外湾してのび、

端部は尖り気味である。頸部の屈曲は鋭く、体部の張りは強い。底部は突出しない平底である。

624は体部の膨らみの強いもので、底部は丸みを持つ。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。
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図152　d-3区SD1・2
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図153　d-3区 SD1出土遺物（1）

167



606

図154　d-3区　SD1出土遺物(2)
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図155 d-3区 SD1出土遺物(3)
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図156 d-3区 SD1出土遺物(4)
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図157　d-3区 SD1出土遺物(5)
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図158　d-3区 SD1出土遺物(6)
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図159　d-3区　SD1出土遺物(7)
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図160 d-3区 SD1出土遺物(8)
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625は大型の甕である。口縁部は外反し、端部は丸みを持つ。体部の張りはやや強く、体部下方

で方向を変え窄まり、底部は小さな突出しない平底を呈する。外面はタタキ成形痕を明瞭に残す

が、頸部にのみハケが施されている。626は長胴気味の体部を呈し、底部は丸みを持った平底で

ある。

627は小型のものである。口縁部は小さく外反し、端部は尖り気味である。体部は長めの球形

を呈し、底部の痕跡はない。外面はタタキ、内面はハケである。628の体部は長めの球形を呈し、

底部の痕跡はない。外面はタタキ後ハケ、内面はハケで、タタキ痕を丁寧にハケで消している。

629は体部の張りはやや強く、体部下半が窄まるものである。外面はタタキ後ハケ、内面はハケ

で、外面は体部下半のみタタキ疸を丁寧にハケで消している。630は口縁部が外反し、端部は尖

り気味である。頸部の屈曲はやや鋭く、肩の張りはやや強い。外面はタタキである。631は口縁

部は強く外反してのび、端部は丸い。体部の張りはやや弱く、外面はタタキ後ハケである。タタ

キは口縁部まで及んでいる。632は口縁部は外反し、端部は小さく外傾する面をなす。頸部はあ

まり窄まらず、体部は球形に近い。外面はタタキ後ハケ、内面は横方向のハケである。633は口

縁部は短く外反してのび、端部は外傾する面をなす。窄まった頸部から大きく外に広がる。外面

はタタキ後ハケである。634は口縁部が直立してのび、端部は尖り気味である。頸部の屈曲は弱

く、外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。635・636は小型のものである。635は口縁部が小

さく外にのび、端部は尖っている。頸部の屈曲は鋭く、体部の張りは弱い。外面はハケである。

636は口縁部が小さく外にのび、端部は尖っている。頸部の屈曲は弱く、体部の張りは少ない。

外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

637・638は高杯である。637は杯体部から屈曲し、長く外湾気味の口縁部に至るもので、端部

は尖り気味である。外面はハケである。638はやや深く、半球状を呈す杯体部から、屈曲し短く

外反する口縁部に至るもので、端部は丸みを持つ面をなす。脚部は大きく外反し、端部は丸い。

内外面共にハケである。

639～647は半球形の鉢である。大型・中型・小型と3種類が確認できる。639～641・643～

645・647は口縁部と体部の境の明瞭でないものである。639は小型のもので、口縁端部は外傾す

る面をなし、底部は尖っている。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。640・641は中型の

もので、640は突出しない平底より内湾して立ち上がるもので、口縁端部は平坦な面をなす。内

外面共にハケである。641は体部は浅く、口縁部が外に広がるもので、口縁端部は尖り気味に丸

い。642 は小型のもので、口縁部は小さく外に摘み出され、端部は尖り気味である。643は小型

のもので、体部が内湾して立ち上がり、口縁端部は丸い。外面はタタキである。644は中型のも

ので、体部は浅く、口縁部は外にのび、端部は丸い。底部は突出する平底である。外面にはタタ

キ痕が残り、内面はハケである。645は小型のもので、体部は内湾気味に外へのび、口縁端部は

尖り気味である。外面はタタキ後ハケである。646は大型のもので、口縁部が外傾してのび、端

部は凹面を呈する。底部は突出しない平底で、外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。647は

中型のもので、体部は内湾してのび、口縁端部は丸い。内外面共にハケである。

648～655は支脚である。648~650は支脚Aである。648は外反して開く体部と凹面をなす頭部
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654 図161　d-3区SD1出土遺物(9)
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からなり、体部は中空である。649は外反して開く体部と傾斜する凹面をなす頭部からなり、体

部は中空である。650は低い六角柱状をなし、体部は中実である。頭部外面に平面紡錘状の刺突

痕が残る。3点とも手捏成形で、648の内面にハケが残る。651～655は支脚Cである。651は体部

が外反して開き、底端部は丸みを帯びた面を持つ。頭部は上方左右に向けて二股にのびる。体部

は中空である。外面はタタキ、内面は裾部にハケ、頭部は指頭圧痕が明瞭に残る。652は体部が

直線的に下りたのち外反して開くもので、底端部は尖り気味に丸い。外面はタタキ痕が残る。

653は体部が細長く緩やかに外反するもので、端部は丸い。内外面共に手捏成形である。654は

体部が外反して開き、頭部は上方左右に向けて二股にのびる。体部は中空である。後頭部につま

み状の突起を設ける。外面は裾部がタタキ、頭部には指頭圧痕が明瞭に残る。655は柱状の体部

より外反する底部に至るもので、端部は平坦な面をなす。体部は裾部以外は中実である。内外面

共に手捏成形である。

656・657は小型の鉢である。656は半球形の体部と小さく外にのびる口縁部のもので、端部は

丸い。外面はタタキ、内面はハケであるが、手捏成形の跡が明瞭に残るため、体部はでこぼこし

ている。657は口縁部と体部の境の不明瞭なものである。口縁端部は丸い。外面はタタキ後ハケ

である。

658は器台である。筒状の体部のもので、円孔が2段のみ残る。

659～697はSD2 出土の遺物である。

659～673は壺である。659は広口壺の頸部である。頸部に斜格子文を施した貼付突帯を付し、

肩の張りが強い。外面はハケである。660は口縁部が外反し、端部は丸く外傾する面をなす。体

部は球形気味である。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、特に体部外面下半のタタキ痕を

ハケで丁寧に消している。661は直口壺である。口縁部は直立気味にのび、端部は丸い。体部は

長い球形を呈し、底部は小さく突出する平底である。内外面にハケが残る。662は複合口縁壺で

ある。頸部より外湾してのびた後屈曲垂下し、接合端部は面を持つ。外面に斜格子文が施される。

口縁部は直立気味に立ち上がり、端部は平坦な面をなす。外面は2段に波状文を施し、口縁端部

外面に斜格子文が施される。外面はハケである。663は扁球形の体部のもので、底部は小さく突

出するボタン状である。外面は縦方向のヘラミガキ、内面はハケが残る。664は球形の体部のも

ので、内面はハケが残る。665は直立気味の頸部を持つ広口壺である。口縁部は外傾してのび、

頸部内面に指頭圧痕が残る。666は直口壺である。口縁部は締まった頸部より外反して立ち上が

り、端部は尖り気味である。体部は長胴形を呈し、底部は突出しない平底である。外面はハケ、

内面は指頭圧痕が明瞭に残る。

667～671は広口壺である。667は口縁部が外湾し、端部は外傾する面をなす。体部の張りは強い。

内外面共にハケである。668は内湾気味に立ち上がる口縁部で、端部は外傾する面をなす。

669は水平方向に開く口縁部で、端部は上下に肥厚する。口縁部外面は斜格子文を施す。内面に

ハケが残る。670は頸部が外反しか後屈曲し大きく外にのびる口縁部で、端部は丸みをもって外

傾する面をなす。体部は球形であり、内外面共にハケである。671は口縁部が外反してのび、端

部は外に垂下し外傾する面をなす。外面に斜格子文を施す。外面はハケである。672は直口壺で

ある。口縁部は外反してのび、端部は外傾する凹面をなす。内外面共にハケである。673は複合
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図162　d-3区　SD2出土遺物(1)
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口縁壺である。口縁部は内湾してのび、端部は尖り気味である。

674～684は甕である。674は短胴形のもので、口縁部が外反し、端部は細く丸い。頸部の屈曲、

体部の張りは弱い。内面はハケである。675は口縁部は外湾してのび、端部は丸い。体部の膨ら

みは強い。外面はタタキ痕が残り、内面はハケである。676は短胴形のもので、口縁部は外反し

てのび、端部は小さく肥厚し丸い面をなす。体部の張りは弱く、底部は突出しない平底である。

外面はハケである。677はやや胴の長いもので、口縁部は外反し、端部は外傾する面をなす。体

部の張りは弱く、底部は小さく突出する平底である。内外面共にハケである。678は短胴形のも

ので、体部の張りがやや弱く、底部は突出しない平底である。外面はタタキ痕が残り、内面はハ

ケである。679は大型のもので、突出する平底の底部より大きく開くもので、外面はタタキ後ハ

ケである。680はやや長胴のもので、突出しない底部より内湾して立ち上がる体部の張りは弱い。

外面はタタキ後ハケ、内面はハケ、底部内面に指頭圧痕を明瞭に残す。

668

669

667

671

672

673

図163 d-3区　SD2出土遺物(2)
670
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図164 d-3区 SD2出土遺物(3)
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681はやや長胴のもので、口縁部が外反し、端部は丸みを持つ。体部の張りは弱い。外面は夕

タキ後ハケ、内面はハケである。682は長球形を呈する体部で、平底が痕跡的に残る。内外面共

にハケである。683はやや長胴のもので、口縁部は外反してのび、端部は外傾する面をなす。体

部の張りは弱く、底部は突出しない平底である。内外面共にハケである。684は突出しない平底

より大きく開く体部へのびるもので、外面はハケである。底部外面まで丁寧にハケを施している。

685～691は鉢である。688・699以外は半球形を呈し、口縁部と体部の境の明瞭でないもので

ある。686は中型、685・687・689・690は小型のものである。685は口縁端部が尖り気味で、底

部が痕跡的に残る。内外面共にハケである。686は口縁部が尖り気味に丸く、底部は尖り気味で

ある。687は口縁端部は尖っており、底部は小さく突出する平底である。688は小さく外反する

脚を持つもので、端部は尖り気味である。体部は内湾してのびる。外面はタタキ後ハケである。

689は口縁部は丸みを持ち、底部は突出しない平底である。外面はハケである。690は口縁部は

尖り気味で、外面はハケである。691は口縁部で屈曲し外に伸びるもので、端部は外傾する面を

なす。外面はハケである。

681

682

684

683

図165 d-3区 SD2 出土遺物（4）
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692～694は支脚である。692・694 は支脚Dである。頭部が環状を呈 し 、周縁で支えるもので

あり、692の頭部は中央が盛り上がっており、体部は中空である。外面はタタキである。694は

頭部が凹面をなし、体部は外に開く。頭部から底部に向かい円孔が貫通している。手捏成形であ

る。693は支脚Cであり体部が外反し、端部は内傾する面をなす。外面はタタキ疸が残り、内面

はハケである。

695は小型の壺である。口縁部は短く外へのび、端部は丸く、体部は扁球形を呈す。696は小

型の甕である。上に細長くのびるもので底部は平底である。外面はハケである。

697は有孔円盤である。断面長方形を呈し、端部は丸い。中央に0.8cmの円孔を穿つ。

・SD3（図167～169）

遺構

SD3はd-3区の南側（G16～F16グリッド・標高8.1m）に北東から南西方向にのびる溝で、SD1に

切られている。検出長600cm・幅280cm・深さ19cmを測る。またSD3はSD7に接続しているが、

同一の溝か切り合い関係があるのかは不明である。

遺物は溝の北東側に纏まって、古式土師器片21点が出土している。器種構成は表7に示す。時

685 686 687

689688 690

691

695

697
692 694

693

696

図166d-3区 SD2出土遺物（5）
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期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

698～703は壺である。698は口縁部が外反し、端部は外傾する面をなす。体部は長胴形を呈し、

底部は突出しない平底を呈す。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、外面はタタキ痕をハケ

で丁寧に消している。699は直口壺である。口縁部は外反し、端部は尖り気味である。頸部内面

は内にやや肥厚し、体部の張りはやや弱い。内面に粘土貼付痕が明瞭に残る。700・701は接合

はしないものの、実測終了後同一個体と判明したものである。頸部に羽状文の刻みを施した貼付

突帯を付し体部は張りの強い球形である。底部は突出しない平底である。外面はタタキ後ハケ、

内面はハケである。702は口縁部が外反言端部は外傾する面を持つ。体部は球形で、底部はボ

タン状に小さく突出する。口縁部外面は横方向のハケ、体部外面はヘラミガキ、内面は体部上

1/2 が細かいハケ、体部下1/2が荒いハケである。703は小型のものである。口縁部は小さく外反

し、端部は丸い面を持つ。体部は張りが強く、底部は尖り気味である。外面はタタキ痕が残り、

内面は細かいハケである。

704～710は中型の甕である。704は長胴形のもので、口縁部は外反レ端部は外傾する面をな

す。体部の張りは弱く、底部は小さな突出しない平底である。内外面共にハケである。705は短

胴形のもので、口縁部は外反し、端部は外傾する。頸部の屈曲、体部の張りは少なく、底部は突

出しない平底である。外面はタタキ後ハケで、タタキ痕をハケで丁寧に消しており、内面はハケ

である。706・707は長胴形のものである。底部は突出しない平底である。707は口縁部が長く内

湾気味にのび、端部は丸い。706は内外面共にハケであり、707は外面にタタキ痕が残る。708は

やや長胴形のもので、口縁部は外反言端部は丸い。体部の張りは弱く、底部は丸みを持つ。内

外面共にハケである。709は口縁部が外反し、端部は丸い。体部の張りは弱く、底部は突出しな

い平底である。内外面共にハケである。710は口縁部が強く外反し、尖り気味の端部をなす。体

部の張りはやや強く、底部は突出しない平底である。内外面共にハケである。

711～718は鉢である。711・712・714～718は半球形のものである。711・712・714・718は口

縁部と体部の境の不明瞭なものである。711は口縁部が直立気味に立ち上がり、端部は平坦な面

をなす。底部は突出しない平底である。外面は細かいハケ、内面は荒いハケである。712は口縁

端部が平坦な面をなし、底部は突出しない平底である。内外面共にハケである。713は大型のも

のである。体部は半球形を呈し、屈曲したのち強く外反するもので、端部に沈線が施される。外

面はタタキ後ハケ、内面はハケである。714は口縁部は尖り気味で、底部はやや丸い。内外面共

にハケである。715は口縁部が屈曲して短く外にのび、端部は尖り気味である。外面はタタキ後

ハケ、内面はハケである。716はやや胴が長く、口縁部は小さく外反し、端部は丸い。内外面共

にハケである。717は口縁部が小さく外反し、端部は外傾する面をなす。底部は突出しない平底

である。718は口縁端部が尖り気味で底部は小さく外に突出する平底である。

719は匙形土製品である。柄杓状を呈し、外面にハケが残る。2次焼成を受けている　。注7
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図167　d-3区SD3および出土遺物（1）
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図168 d-3区 SD3出土遺物（2）
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719 図169 d-3区 SD3 出土遺物（3）

・SD7・8 (図170～174）

遺構

SD7はd-3区の南側（F15～G15 グリッド・標高8.0m）に北東から南西方向にのびる溝で、SD3に

接続する。SD1の延長上に位置し、SD3のため調査時に判断はできなかったが、遺構の位置関係

および遺物の検出状況から、SD1の南西先端と考えることができる。検出長370cm・幅64cm・深

さ12cmを測る。

SD8はSD7の北側（G15～16グリッド）を平行に走る溝である。検出長460cm・幅54cm・深さ
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9 c m を測る。

遺物は溝に据え置かれた状況で検出されている。 S D 7 は南西端に、 S D 8 は溝の中心にまとまっ

て出土している。 S D 7 は古式土師器が 2 0点・ S D 8 は古式土師器が 5点出土している。器種構成は

表 7に示す。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

7 2 0 ～ 7 3 8 は S D 7 出土の遺物である。

7 2 0 ～ 7 2 2 は複合口縁壺である。 7 2 0 は羽状文を施した貼付突帯を付す頸部から、外反しか後屈

曲し内傾気味にのびる口縁部に至る。端部は尖り気味である。体部の張りは強い。外面はハケで

ある。 7 2 1 は斜格子文を施した貼付突帯を付す頸部より、外反してのびた後屈曲し短く内傾する

口縁部に至る。端部は丸い面を持つ。体部は球形である。外面はハケ、内面に指頭圧痕が明瞭に

残る。 7 2 2 短く直立する頸部より、外反したのち屈曲し内傾する口縁部に至る。端部は尖り気味

である。体部は球形を呈し、底部は突出しない平底である。内面はハケである。

7 2 3 ～ 7 3 1 は中型の甕である。 7 2 3 ・ 7 2 4 ・ 7 2 6 ・ 7 2 8 ・ 7 3 1 は長胴形のもので、そのほかは短胴

形のものである。 7 2 3 は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。体部の張りは弱く、底部は突

出しない平底を呈する。 7 2 4 は口縁部が外反し、端部は外傾する面をなす。体部の張りは強く底

部は突出する平底を呈する。 7 2 5 は口縁部は直立気味にのび、端部は丸い。体部の張りは弱く、

底部は突出しない平底である。 7 2 6 は口縁部が外反し、端部は丸い。頸部の屈曲は強く、体部の

張りは弱く、底部は突出しない平底である。 7 2 7 は口縁部が外反し、端部は丸い。体部の張りは

やや強く、底部は突出しない平底である。 7 2 8 は口縁部が長く外反し、端部は下に小さく突出し、

丸く外傾する面をなす。体部の張りは弱く、底部は大きめの突出しない平底である。直口壺に形

態が似ているが、ここではに分類しておく。 7 2 9 は口縁部が内湾気味にのび、端部は小さく肥

厚し外傾する面をなす。体部の張りは強く、底部は突出しない平底である。 7 3 0 は口縁部が直立

気味にのび、端部は丸い。体部の張りは弱く、、底部は尖り気味である。形態的に鉢に類似する

が、ここでは甕として分類しておく。 7 3 1 は口縁部が上に外反し、端部は丸い。体部の張りは弱

い。 7 2 7 以外の外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。体部上半はタタキ痕を明瞭に残すが、

体部下半はタタキ痕がほとんど確認できない位までハケを施している。

7 3 2 ～ 7 3 7 は半球形の鉢で、口縁部と体部の境の不明瞭なものである。 7 3 2 ～ 7 3 4 は中型のもの

で、 7 3 5 ～ 7 3 7 は小型のものである。 7 3 2 は口縁部が外傾する面をなし、内外面共にハケである。 

7 3 3 は体部がやや深く、口縁端部は外傾する面をなし、内外面共にハケである。 7 3 4 は体部がや

や浅く、口縁端部は尖り気味であり、内外面共にハケである。 7 3 5 は口縁端部は尖り気味である。

外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。 7 3 6 は体部がやや深く、口縁部は短く外にのび、端部

は尖り気味である。内外面共にハケである。 7 3 9 は口縁部が直立してのび、端部は尖り気味であ

る。底部は突出した平底である。

7 3 8 は支脚 Cである。筒状の体部とやや開く底部をな二頭部は左右に翼状にのびる。頭部の

1 8 7



720

722

図170　d-3区SD7・8およびSD7出土遺物（1）
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723

724

725

726

727

図171d-3 区 SD7 出土遺物（2）
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一部は切り取られ、傾斜しており、体部は中空である。手捏成形で、頭部内面はハケである。

739～743はSD8出土の遺物である。

739・740は体部が扁球形を呈する壺である。細頸壺と考えられるが、口頸部は欠損して不明

である。739の外面はヘラミガキ、内面はハケである。740はより扁平な体部のもので、外面は

ヘラミガキ、内面は放射状のハケである。

741は短胴形の甕である。体部は張りが強い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。 

742は支脚Dである。頭部が環状を呈し、周縁で支えるものであり、体部は中空である。手捏

728 729

730

731 図172d-3区 SD7 出土遺物（3）
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732 733

734 735

736

737 738

図 173 d-3 区 S D 7 出 土 遺 物（ 4）

739

742

741

743
740

図 174 d- 3区 S D 8 出 土 遺 物
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744

746

745

748

750 751
747

749

752 753

図175　e区　SD2および出土遺物
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成形である。

743は鉢形のミニチュア土器である。口縁部は外反し、端部は丸い。手捏提成形であるが、内外

面共にハケが残る。

6　e区

（1）溝

・SD2（図175）

遺構

SD2はe区の北側（H9～10グリッド・標高7．6m）に北西から南東方向にのびる溝で、SD1に切ら

れる。検出長340cm・幅64cm・深さ13cmを測る。

古式土師器片が261点・須恵器片が1点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留

式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

744・745は壺である。744は広口壺で、口縁部が強く外反してのび、端部が外傾する面をなす。

 体部は球形を呈する。口縁部外面はハケで、体部外面にタタキ疸が残る。内面はハケである。

745は口縁部が短く直立してのび。、端部は丸い。体部は球形を呈し、底部は尖り気味である。内

面はハケである。

746～748は甕である。746はやや長胴形を呈し、体部の張りは弱い。底部は突出しない平底で

ある。747は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。体部は歪な球形を呈し、底部は平坦部が

僅かに残る。内外面共にハケである。748は口縁部が外反し、端部は丸く外傾する面を持つ。体

部の張りは強い。

749～751は鉢である。749は脚付きの鉢で、脚部は低く外反し、端部は尖り気味である。体部

は外に広がり、脚内面はハケである。750・751は半球形を呈し、口縁部と体部の境の不明瞭な

ものである。750は口縁部が外にのび、端部は尖り気味である。内外面共にハケである。751は

口縁部が内湾し、端部は尖り気味である。

752・753は支脚である。752は支脚Aである。低い円柱状をなし、底部は上げ底である。体部

は中実で、手握成形ある。753は支脚Cである。体部は外反して開き、端部は丸い面を持つ。頭

部は欠損しているが、上方左右に向けて二股にのびるものと考えられる。体部は中空である。手

捏成形で体部外面から底部にハケが残る。

・SD4（図176）

遺構

古式土師器片が179点・須恵器片が5点・中世土師器片が1点出土している。時期は出土遺物よ
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SD4はe区の北側（18～G9グリッド・標高7.5m）に北西から南東方向にのびる溝で、SD1を切り

SD3に切られる。検出長940cm・幅80cm・深さ18cmを測る。



SD4

755（SD4）

754 （SD9 ）

図176　e区　SD4・9および出土遺物
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754（SD4）

756（SD9 ）



り庄内式新相～布留式初頭併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

754は大型の壺の底部である。突出しない平底で、外面はタタキ後ハケ内面はハケである。

755は有段高坏である。坏体部の屈曲は強く、脚部は外反する。

・SD9（図176）

遺構

SD9はe区の北側（H9 ～G9 グリッド・標高7.5m）に北から南にのびる溝で、SD3に接続する。検

出長540cm・幅30cm・深さ14cm を測る。

古式土師器片が3点出土している。時期は出土遺物より庄内式新相～布留式初頭併行期と考え

られる。

遺物

古式土師器

756は甕の体部である。長い球形の体部のもので、外面はタタキ後ハケ、底部内面に指頭圧疸

を持つ。

757は支脚Aである。外反して開く体部と凹面をなす頭部からなり、体部は中空である。体部

外面はタタキ痕が残る。

・SD10（図177）

遺構

SD10はe区の北側（H7～D10グリッド・標高7.5m）に調査区を横切るように北西から南東にのび

る溝である。検出長2,100cm・幅160cm ・深さ12cm を測る。

古式土師器片が150点・須恵器片が5点・中世土師器片が1点・瓦器片が2点出土している。時

期は出土遺物より布留式併行期と考えられる。

遺物

古式土師器

758・759は甕である。758は小型のもので、口縁部は外湾して短くのび、端部は尖り気味であ

る。体部の張りは強い。外面はハケである。759は口縁部は外反してのび、端部はやや肥厚し内

面で凹線を持つ。体部は肩の張りが強い。外面はハケである。

760～762は高坏である。760は飯頭円錐状の脚体部より大きく広がる裾部を持つもので、端部

は尖り気味である。裾部に円孔を4方向に穿つ。外面はハケ、内面はヘラケズリである。761は

大きく外反するもので、端部は尖り気味である。762は細長い飯頭円錐状の脚体部より大きく広

がる裾部を持つもので、端部は内傾する面を持つ。

762は鉢である。平底の底部から内湾してのび、口縁端部は尖り気味である。内面はハケであ
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758 759

760 761 762

図177　e区SD10および出土遺物

SD10 る。

石器

764は凹基無茎式のサヌカイト製の石鏃である。一方

の基部が欠損している。扶りは深く、丸みを持つ。

・SD24（図178）

遺構

SD24はe区の北側（H8～18グリッド・標高7.4m）に北西

から南東にのびる溝である。検出長370cm・幅40cm・深

さ9cmを測る。

古式土師器片が175点出土している

遺物

古式土師器

765は短胴形の甕である。口縁部は外反してのび、端

部は丸みを持つ。体部の張りは強く、底部は丸い。外面

はタタキ後ハケ、内面は板ナデである。体部下半はタタ

キ痕をハケにより丁寧に消している。

（2）柱穴

・SP1（図179）

遺構
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765

図178　e区SD24および出土遺物

SP1はe区の北東隅（H10グリッド・標高７.4m）に位置している。平面形は円形をなし、直径

66cm ・深さ15cmを測る。

古式土師器片が26点出土している。

遺物

古式土師器

766は小型の壺である。口縁部は直立気味にのび、端部は外傾する面をなす。体部は扁球形を

呈し、底部が小さく突出する。内外面共にハケである。

767は甕である。口縁部は外反し、端部は丸い。体部の張りは弱い。内面に指頭圧疸が明瞭に

残る。

766 767

768 図179 e区SP1および出土遺物
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768は鉢形のミニチュア土器である。手捏成形である。

・SP46（図180）

遺構

SP46 はe区の北東隅（110グリッド・標高7.4m）に位置し、平面形は楕円形をなし、長径94cm・

短径58cm・深さ18cmを測る。

古式土師器が20点出土している

遺物

古式土師器

769は甕である。口縁部は外湾し、端部は丸い面を持つ。体部は球形で、体部内面はヘラケズ

リである。

770・771は半球形の鉢である。口縁部と体部の境の明瞭でないものである。770は口縁端部が

尖り気味で、外面はタタキ後ハケである。771は口縁端部が尖り気味で、外面はタタキ痕が残る。

・SP62（図181）

遺構

SP62はe区の北東隅（H8グリッド・標高7.5m）に位置しており、SP61を切る。土坑の上部は削平

されていて残存していない。残存部の平面形は楕円形をなし、長径60cm・短径30cm・深さ32cm

を測る。土器棺に使用されたと考えられる大型の壺が出土していることからを土坑墓の可能性が

強い。墓坑は土器にあわせて丸く掘り込まれている。

遺物

古式土師器

772は下棺に使用された大型の壺である。口縁部を打ち欠いて使用している。体部は楕円形を

769

770

図180 e区SP46 および出土遺物
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図181　e区SP62および出土遺物

呈し、底部は突出しない平底である。内面にハケが残る。

・SP76（図182）

遺構

SP76はe区の北西隅（H7グリッド・標高7.4m）に位置している。平面形は歪な楕円形をなし、長

径80cm・短径44cm・深さ17cmを測る。
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古式土師器片が17点出上している。

遺物

古式土師器

773は支脚Aである。外反して開く体部と凹面をなす頭部からなり、頭端部は外に摘み出され、

体部は中空である。

・SP131（図183）

遺構

SP131はe区の北東隅（G8グリッド・標高7.3m）に位置している。平面形は円形をなし、直径

20cm ・深さ24mを測る。

古式土師器片が20点出土している。

遺物

古式土師器

774は高杯である。口縁部は内湾気味にのび、端部は丸い。杯体部と口縁部の接合面は痕跡的

な段が残る。

・SP183（図184）

遺構

SP183 ・184はe区の北東隅（G9～F9グリッド・標高7.5m）に位置している。平面形はSP183が円

形、である。SP183は直径30cm・深さ30cmを測る。

遺物

古式土師器

775は広口壺の口縁部である。口縁部は水平気味にのび、端部で屈曲し垂下する。端面に斜行

刻みが施される。

・SP184（図184）

・SP184はe区の北東隅（G9～F9グリッド・標高7.5m）に位置している。平面形は隅丸方形である。

図182 e区　SP76および出土遺物 図183 e 区　SP131および出土遺物
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図184 e区　SP183・184および出土遺物

長径64cm・短径32cm・深さ10cmを測る。

遺物

古式土師器

776は甕である。口縁部は外湾気味にのび、端部は平坦な面を持つ。体部の張りは強い。内外

面共にハケである。
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SBl

図185 b-2区 SB1
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第6節　古代～中世の遺構と遺物

古代～中世は平田七反地遺跡の第2のピークである。

遺構は各調査区の1面目に展開し、掘立柱建物・井戸・土坑・溝・土坑墓・柱穴（表6）を多数検

出した。特に平田七反地遺跡では総数16基の井戸を検出している。井戸の時期は12世紀前後～

15世紀までと多時期に渡っている。

なお、井戸の型式分類および部分名称に9いては『井戸考』 および『草戸千軒町遺跡発掘
注ヽ8

調査報告Ⅴ』 を参照とする。
白

遺物については、土師器・瓦器等が多量に出土しているほか赤色塗彩土師器、緑釉陶器、黒色

土器、陶磁器なども少量ではあるが出土している。

なお、出土遺物の器種・部分名称及び時期については、『概説中世の土器・陶磁器』 『中
注10

近世土器の基礎研究I～XII』 を参考とした。ここで使用する「土師器」の名称は、古代～中
注11

世にかけてのものを指し古墳時代の「古式土師器」とは区別しておく。

lb-2区

(1)山掘立柱建物 

・SB1（図185）

遺構

SB1は調査区南西側（J15～16グリッド・標高11.0m）に位置する。建物を構成する柱穴はSP99・

100・106・117・120～122である。棟方向はN-80°-W、規模は梁行1間204cm・桁行2間428cmを

測り、平面形は長方形となる。柱穴の平面形は円形で、直径40cm前後、深さはにまぼ30cm前後で

ある。各柱穴から遺物が出土していないため、時期については不明である。

（2）井戸

・SE1（図186）

遺構

SE1は調査区南西側（K16グリッド・標高11.9m）に位置し、中世の溝SD2・5に切られる。掘方

は長径176cm・短径164cmを測る長楕円形で、深さは164cmである。井戸枠は丸太を一木刳抜き

にした後に3分割したものが用いられ、それぞれを7～5cmずつ重ねて円形としたもので、内径

が68cm・板厚は4cm・現存の長さは160cmである。樹種同定の結果、材質はクスノキである。

遺物は縄文土器（晩期）片3点・土師器片2点・瓦器片1点が出土している。出土遺物に時期幅は

あるが、井戸の検出状況および遺物から井戸の埋没年代の下限は12世紀と考えられる。

遺物

縄文土器（晩期）

777～778は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾して立ち上がり、端部は丸い面をなし、刻

目を施す。刻目突帯は口縁端部直下に貼り付き、断面は鈍い三角形を呈する。779は浅鉢である。
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囗縁端部は尖り気味で、直下を肥厚させ浅い刻目を施す。外面は条疸である。

須恵器

780は杯である。円盤高台のもので、底部は回転糸切りである。

土師器

781は杯である。胎土が灰白色を呈し、底部は回転糸切りである。

瓦器

782は小皿である。底部内外面に指頭圧疸が明瞭に残る。暗文は内面に螺旋を描くように施さ

れている。

（3）土坑

・SX10（図187）

遺構

SX10はb-2の南側（L18グリッド・標高11.3m）に位置し、竪穴住居S11を切る。平面形は円形を

なし、直径70cm・深さ28cmを測る。主軸はN-36°-Wを指す。土坑からは須恵器1点が出土してい

る。

777

778

779

780

781 ／
782

図186　b-2 区SEIおよび出土遺物
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遺物

須恵器

783は杯である。底部の内側に低い貼付高台

をもつものである。底部外面に灰を被る。

（4）溝

1 黒色土 ・SD2（図188・189）

遺構

SD2 はb-2区の南西隅（K15～L16グリッド・標

高11.0m）に位置し、SD2は竪穴住居S12を切り、 

SD5 に切られる。西と南側が調査区外にのびて

おり、全容は不明であるが、SD2は東側で90度

に屈曲した後西側で蛇行している。検出長が

960cm・深さ56cmである。

図187b-2区 SX10および出土遺物 遺物は土師器片5点・須恵器片45点・黒色土

器片1点・瓦器片43点出土している。遺物は9世

紀後半から12世紀までのものが出土している。

遺物

黒色土器

784は内黒の椀である。低く外に開く貼付高台を有する。底部内面にヘラミガキが残る。

須恵器

785は杯蓋である。平坦な天井部に擬宝珠状のつまみを付す。786は円盤高台の杯底部である。

土師器

787～789は杯である。787・788は口径13.6～14．2cm・器高3.1～3.4cmを測るもので、底部は

回転糸切りである。底部外面にはスノコ痕が残る。789は口径16.0cm・器高4.0cmを測るやや大

きめのもので、底部は回転糸切りである。790は皿である。口径13.0cm・器高1.5cmを測り、平

坦な底部から外反気味に立ち上がり、口縁端部が外に摘み出されるものである。9世紀後半のも

のと考えられる。791は小皿である。底部は回転糸切りである。

瓦器

792・793は和泉型の椀である。やや丸みを持つ底部より内湾気味に立ち上がり、口縁部で方

向を変え外にのびる。792は内外に暗文が残り、793は内面のみ残る。

・SD5（図188・190）

遺構

SD5はb-2の南西隅（K15～L16 グリッド・標高11.0m）に位置し、SE1およびSD2を切る。SD2と

同様に全容は不明であるが東側で90度に屈曲しており、検出長600cm・幅156～342cm・深さ

50cm を測る。
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1 黒色土 （細礫混）

2 暗灰黄色土（細砂）

3 黒色土

4 黒色土 （礫混）

5 黒 褐色土 （細礫混）

6 黒 色土 （卻）砂混）

7 黒褐色土 （礫混）

図188 b-2 区 SD2・5
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785

784
786

787 789788

790

792

791

793
図189b-2区 SD2 出土遺物

出土遺物は製塩土器片1点・赤色塗彩土師器片1点・須恵器片45点・土師器片7点・瓦器片76

点・土師質の羽釜7点・土錘1点が出土している。出土遺物に時期幅はあるが、溝の埋没時期の

下限は13世紀と判断できる。

遺物

製塩土器

794は製塩土器Ⅲ類である。口縁部は直立気味にのび、端部は尖り気味である。外面にタタキ

痕が残る。

須恵器

795は立ち上がりのある杯身である。立ち上がりは内傾してのび、端部は尖り気味である。 

796は杯蓋である。口縁部は内湾気味に下り端部は丸い。

赤色塗彩土師器注12

797は杯である。直立気味に立ち上がり口縁端部は短く外反する。端部内面に1条の沈線を持

つ。

798は椀である。口縁部は内湾して立ち上がり、端部は内傾する。

瓦質土器

799は鉢である。外傾して立ち上がり目縁端部は下部が肥厚し外傾する面を持つ。

土師器

800は椀である。回転糸切りの底部に、底端部より小さく屈曲し、外にのびる貼り付け輪高台

を有する。
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801～805は杯である。801～805は口径13.0～14.4cm・器高3.1～3.7cmを測るもので、底部は

回転糸切りである。

806・807は皿であるo 底部は回転糸切りである。

胎土は800・804・807が灰白色、それ以外はにぶい黄橙色である。

瓦器

808は和泉型の椀である。口縁部は外反気味にのび端部は丸い。内面に暗文を施し、外面は指

頭圧痕が明瞭に残る。

黒色土器

809は黒色土器B類（両黒）の皿である。平坦な底部より外反してのび端部は丸い。底部の外周に

指押さえを施す。底部内面にヘラミガキが残る。

土製品

810は紡錘形の管状土錘である。手捏成形である。

794
797

796795 798 799

800 801 802

803 805804

806 807

j09

810

808 811

図190　b-2区 SD5出土遺物
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土師質土器

811は羽釜である。口縁部直下に断面三角形の鍔を持つ。外面は煤が多量に付着している。

（5）柱穴

・SP2（図191）

遺構

SP2はb-2区の南西隅（M16 グリッド・標高11.3m）に位置する。平面形は円形をなし、直径

30cm・深さ9cmを測る。柱穴からは、土製品1点が出土している。

遺物

土製品

812は紡錘状の管状土錘である。手提成形である。焼成は極めて良好である。

・SP8（図192）

遺構

SP8はb-2区の南西隅（Ml7グリッド・標高11.3m）に位置する。平面形は円形をなし、直径

30cm・深さ9cmを測る。柱穴からは、土師器片1点が出土している。

遺物

土師器

813は皿である。底部は回転糸切りである。

図191 b-2区 SP2および出土遺物 図192 b-2区 SP8および出土遺物

2　c-1区

（1）土坑

・SK1（図193）

遺構

SK1は調査区中央部東側（K9～L9グリッド・標高10．7m）に位置する。平面形は隅丸長方形をな

し、主軸はN-15°-Wを指す。規模は長辺260cm・短辺170cm・深さ8cmを測る。

遺物は土坑の東部において須恵器片（杯・高坏・甕あるいは壺の胴部・杯蓋）・土師器片（皿）が

出土した。時期については、出土遺物から判断して、10～13世紀と考えられる。
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遺物

須恵器

814は輪高台を有する杯Bである。底部から丸みを帯びて湾曲する。高台は外周からやや内側

に貼付けられ、端部は丸みを帯びた三角形をなす。815は高坏の脚である。太い脚基部は円柱状

をなし、脚部外面に一条の沈線が巡る。調整は内面に指押さえが施され、外面は一括して横ナデ

である。色調は灰白色であり焼成は軟質である。816は円盤高台の杯である。高台は、短く直下

に突出しており、底部切り放し技法は回転糸切りである。色調は、淡い灰色系で、焼成は軟質の

「ナマヤケ」である。

土師器

817は平底の杯である。体部はやや内湾気味に開く。818は平底の皿である。口径7.8cm・器高

1.4cm測り、平坦な底部から緩やかに湾曲して立ち上がり、端部の丸い口縁部に至る。底部調整

は共に回転糸切りである。

817 816 818

815

816
814

817

818

819

815
図193 C-1区 SKIおよび出土遺物
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石器

砥石

819は砥石の欠損品である。研磨状況についてみると、全面に擦痕がみられ、中でも表面には

深い縦方向の研磨疸が認められる。石材は凝灰岩である。

・SK3（図194）

遺構

調査区中央部東側（K9グリッド・標高10.6m）に位置し、平面形は楕円形をなす。主軸はN -12°-

Wを指し、規模は長径100cm・短径70cm・深さ11cmを測る。坑底は平坦である。

遺物は須恵器（杯・鉢）・土師器（杯・杯蓋）・弥生土器（鉢）が出土した。

遺物

須恵器

820は鉢である。体部は内湾気味に立ち上がり屈曲した後短く外反する口縁部に至る。口縁端

部は平坦な面をなす。体部中央に凹線を持つ。胎土は非常に荒く、焼成は不良である。821・

823・824は輪高台を貼付する杯Bである。高台はいずれも底部外周近くに貼付されるが、高台形

態は、それぞれ異なる。821の高台はやや開いて下り、断面は、丸みを帯び七三角形をな し

823・824の高台は直下に下り、高台の接地面は凹状をなす。823の焼成は軟質の「ナマヤケ」で

ある。822は底部である。平底で壺あるいは甕の可能性が考えられる。体部外面は回転ナデ調整

である。828は、口縁部と体部の境がある鉢である。体部上方で、肩部が張り、頸部で緩やかに

屈曲し、口縁部で僅かに外反する。口縁端部は、やや内傾し面をなす。内外面ナデ調整である。

土師器

825の天井部は欠損しているが、、輪高台の杯Bに伴う蓋の口縁部であると考えられる。平坦な

天井部から浅く外方に開いた後、口縁部は下方に肥厚する。826は輪高台の杯B である。底部か

ら湾曲した後、口縁部で、外反気味に立ち上がる。口縁端部は丸く、内面に一条の凹線が巡る。

高台は、外周からかなり内側に貼付されており、やや開いて下る。端部は内端で接地する。827

はやや凹状に膨らむ平底の杯である。底部から内湾気味に立ち上がり、口縁端部は、直線的に丸

い。底部調整は、ヘラ切りである。

・SK11（図195）

遺構

調査区東側（J12グリッド・標高10.8m）に位置する。平面形は楕円形をなし、主軸はN -36°-Wを

さす。規模は長径50cm・短径20cm・深さ20cm を測る。坑底は平坦面をなす。

遺物

土師器

829は平底の杯である。底部から外反気味に開き、端部の丸い口縁部に至る。底部の切り離し

は、回転糸切りでありる。
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820

821 822

823 824

825

826

827

828

図194　c-1区　SK3および出土遺物
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・SK15（図196）

遺構

SK15は、調査区南東（N14グリッド・標高10.9m）に位置する。平面形は不整形をなし、主軸は

N-15-°Wを指す。規模は長辺60cm・短辺20cm・深さ8cmを測る。坑底は緩やかに、東から西へ

向かって傾斜している。

遺物は瓦器片（皿・椀）が出土した。時期は出土遺物より判断して、13世紀頃であると考えられ

る。

遺物

瓦器

830は椀の口縁部である。口縁部は僅かに外反し、端部は丸い。831は和泉型の椀である。大

きく深めの椀で、底部から内湾気味に立ち上がり、口縁部で僅かに外反する。口縁端部は尖り気

味に丸い。貼付高台はやや短めで、断面は丸みを帯びた三角形をなす。体部外面中位に鈍い稜線

を持ち、指押圧疸後ナデ調整が加えられている。内面は二分割平行線暗文を施す。暗文はやや幅

広である。

・SK18（図198）

遺構

829 831
830

図195 c-1 区　SK11および出土遺物 図196 　c-1 区SK1お5よび出土遺物

832

832

図197　c-1 区SK18および出土遺物
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調査区南西（05 グリッド・標高9.9m）に位置する。平面形は隅丸長方形をなし、主軸はN-56°-W

を指す。規模は長辺60cm・短辺40cm・深さ24cmを測る。

遺物は土師器片（皿）が出土した。時期は12世紀であると考えられる。

遺物

土師器

832は平底の皿である。底部から内湾した後、外反気味に口縁部に至る。口縁端部は丸い。底

部調整は回転糸切りであり、底部外面に二次焼成を受ける。

833

834

図198C-1区 SD18および出土遺物 図199 C-1区SD31および出土遺物
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（2）溝

・SD18（図198）

遺構

調査区北西（15～L3グリッド・標高9.6m）に位置する。溝は屈曲しながら北から西へ向い、溝の

西側は調査区外へと続く。SD16・17・19・20によって、溝か切られている。規模は長

2,260cm・幅85cm・深さ6cmを測る。

遺物は土師器（椀）・須恵器（杯・甕あるいは壺の胴部片）が出土している。時期は、出土した土

師器より12世紀前後であると考えられる。

遺物

土師器

833は輪高台を貼付する椀である。底部から内湾して立ち上がる。高台はやや高めで、断面が

台形をなし面で接地する。内外面ともに、丁寧なヘラミガキが施されている。色調は淡黄色であ

る。

・SD31（図199）

遺構

調査区北西（K5～15グリッド・標高9.6m）に位置する溝である。SD30・18と並行に走っている。

規模は長さ660cm・溝幅35cmであり、深さは4cmと浅く堀り込まれている。

遺物は、溝の中央部から須恵器（杯蓋・甕あるいは壺の胴部）が出土している。

遺物

須恵器

834は杯H蓋である。天井部から内湾して下り、口縁部付近で短く屈曲し、直線的に下る。口

縁端部は丸い。天井部外面は、回転ヘラケズリで、内面は回転ナデ調整である。

・SD39～44（図200）

遺構

調査区南東（O1l～N13グリッド・標高10.9m）に位置する溝である。4本の帯状の溝か東西に並

行に並んでおり、東側は調査区外へと続く。それぞれの規模は、SD39 は長さ1680cm・幅40cm、 

SD40は長さ1460cm・幅40cm・深さ20cm、SD41は長さ820cm・輻50cm・深さ20cm、SD42は長

さ850cm・幅45cm・深さ20cm、SD43は長さ840cm・幅45cm・深さ20cm、SD44は長さ190cm・

幅45cm・深さ20cmであり、すべて掘り込みは浅い。

遺物は須恵器（杯・高杯の脚・底部・胴部）が出土している。

遺物

須恵器

835・836はSD39の出土遺物で、たちあがりを有する杯Hである。たちあがりは、836が短く内

傾し、835が、直線的にやや長く延びると考えられる。受部端はいずれも尖り気味に丸く、836
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の底部はヘラ切り未調整である。837はSD44の出土遺物で、輪高台の杯B の底部である。底部外

周付近に貼付られた高台は外方に開く。底部貼付以前の底部調整は、回転ヘラ切りである。

・SD62・63（図201）

遺構

調査区中央部南東側（O11～L 11グリッド・標高10.9m）に位置する。SD62とSD63は帯状を呈し、

南北に流れる。規模は、SD62 は長さ1,410cm・幅80cm・深さ10cm、SD63は長さ1，150cm・幅

30cm・深さ10cmを測る。

遺物は須恵器（杯蓋・亮・脚部）が出土した。

835（SD39）

（SD39）
836

837（SD44 ）

図200 c-1区SD39～44および出土遺物
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遺物

須恵器

838は輪高台の杯Bに伴う蓋である。天井部は平坦で、丸いボタン状のつまみを貼付する。839

は鉢の口縁部である。口縁部で屈曲し、僅かに外反気昧にたちあがる。口縁端部は上方に面を持

ち、内外面にナデ調整がみられる。色調は、灰白色であり、焼成は軟質である。

838（SD62）

83（9 SD63）

図201 c-1区 SD62・63および出土遺物
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・SD74（図202）

遺構

遺物は土師器（皿）・須恵器（胴部）が出土した。

遺物

土師器

840は平底の杯である。底部から屈曲気味に立ち上がり、内湾した後、端部の丸い口縁部に至

る。底部は回転ヘラ切りであり、ナデ調整が内外面に加えられる。

図202 c-1区 SD74 および出土遺物 図203 c－1区 SD77および出土遺物
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調査区南側（09～10グリッド・標高10.5m）に位置する溝である。東西に走り、溝の底は、緩や

かに北から南へ傾斜している。規模は長さ610cm・幅55cmを測る。



・SD7（図203）

遺構

調査区中央部南側（N9～L9グリッド・標高10．3㎝）に位置する。規模は長さ970㎝・幅60㎝を

測る。SD75・SD76と並行に南北方向に流れる。

溝の中央部から瓦器片（椀・皿）が出土している。

遺物

瓦器

841は和泉型の椀の口縁部である。体部から強く屈曲して口縁部で外反し、丸い端部に至る。

体部外面に強い指押圧痕がみられ、口縁部はナデ調整がなされている。

・SD88（図204）

遺構

調査区中央南側（08グリッド・標高10．2m）に位置する。流路の底は凹状をなし、規模は長さ

130㎝・幅35㎝・深さ24㎝である。

遺物は溝の中央部から土錘が1点出土した。

遺物

土製品

842は小型の管状土錘である。縦断面形は紡錘形を呈し、長軸中央に穿孔を持つ。成形手法は

手握ね後ナデ調整がなされ、両端の小口は、ヘラ切りにより面取りされている。

842

843

図204　c－1区　SD88および出土遺物 図205　c-1区　SD127および出土遺物
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・SD127（図205）

遺構

調査区南西部（07グリッド・標高10.1m）に位置する。平面形は不整形であり、溝の南端が、 

SD90と接している。規模は長辺230cm・短辺60cm・深さ4cmであり、掘り込みは浅い。

遺物は緑釉陶器の皿が出土した。埋没時期は出土遺物より判断して、10世紀後半であると考

えられる。

遺物

緑釉陶器 
注13

843は輪高台をもつ緑釉陶器の皿である。貼付された高台はやや幅広く内面に段をなす。見込

みには圏線が巡る。明オリーブ色の釉が施されているが、高台内のみ釉が露胎している。体部外

面には、二度焼きによって生じた重ね焼き疸が見られる。高台貼付以前の底部切り離しは、回転

糸切りであり、その後ナデ調整が施されている。近江系緑釉陶器であり、時期は10世紀後半で

ある。

（3）土坑墓
注14

c-1 には3基の土坑墓が営まれ、出土遺物より12～13世紀の墓と考えられる。c-区1にはこの

時期の住居はなく、同区は墓域だったことがわかる。

・1号土坑墓（図206）

844

図206C-1区 1号土坑墓および出土遺物
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遺構

1号土坑墓は、調査区南中央隅（P10グリッド）に位置する。平面形は隅丸方形をなし、主軸はN- 

23°-Wを指す。規模は、長辺250cm・短辺155cmを測る。土坑の中に頭部を北西方向に向け、顔

を上に向けた熟年の男性と年齢不明の女性1対の遺体が埋葬されていた。遺物は黒色土器（椀）が

出土した。時期は、出土遺物より判断して、12世紀前後であると考えられる。

遺物

瓦器

844は、楠葉型の椀である。底部から内湾気味に深く立ち上がり、口縁部では僅かに外反する。

端部は内側に肥厚し、内面に一条の沈線を伴う。底部に貼付られた輪高台は、やや外方に開いて

くだり、高台断面は先端の丸い長方形をなす。時期は12世紀前後であると考えられる。

・2号土坑墓（図207）

遺構

2号土坑墓は、調査区西側中央（N6グリッド・標高9.7m）に位置する。平面形は隅丸方形をなし、

主軸はN-16°-Wを指す。規模は、長辺170cm・短辺90cm・深さ7cmを測る。土坑の中に頭部を北

西方向に向けた女性の遺体が埋葬されていた。

845

846

847

図207 c-1 区 2号土坑墓および出土遺物
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848
851

849 850 852

853 854

856

855

図208 c-1区 3号土坑墓および出土遺物
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遺物は足下に和鏡1面および土師器、瓦器片が出土した。時期は出土遺物より判断して、12世

紀後半～13世紀であると考えられる。

遺物

土師器

845は皿の底部である。底部調整は回転糸切りであり、内外面に二次焼成を受ける。

瓦器

846は和泉型の椀の口縁部破片である。

和鏡

847は湖州六花鏡である。直径9.9cmを測る無文のもので、蒲鉾型を呈する縁は低い。

・3 号土坑墓(図208)

遺構

3号土坑墓は、調査区中央(K9～10グリッド・標高10.6m)に位置する。平面形は隅丸長方形を

なし、主軸はN-74°-Eを指す。規模は長辺280cm・短辺130cm・深さ7cmを測る。土坑の中に顔を

北方向に向けた女性の遺体が埋葬されていた。

遺物は和鏡1面および須恵器・土師器・瓦器片が出土した。時期は出土遺物より判断して、12

世紀後半～13世紀であると考えられる。

遺物

須恵器

848は坏H蓋である。天井部は欠損するが、天井部と口縁部の鏡には鏡い稜が巡る。天井部か

ら内湾して下り、端部の丸い口縁部に至る。外面には、灰オリーブ色の自然釉が付着し、体部内

外面には回転ナデ調整が施されている。849は立ち上がりを有する坏Hである。立ち上がりは短

く湾曲してのび、口縁部端部は尖り気味である。受部は、ナデによって外方に面をなす。底部外

面は回転ヘラ切り未調整であり、内面にはナデ調整が施される。850は高坏の脚部である。細い

基部から｢八｣ の字状に外反しか後、水平にのび、端部下方を肥厚させている。

851は坏Bの蓋のつまみ部分である。中央部が突起し、その周辺が窪む。

852は輪高台の坏Bの底部である。底部外周に貼付された高台の接地面は丸みを持つ。坏底部

外面は回転ヘラ削りであり、その後内外面ナデ調整がなされる。

土師器

853は平底の皿である。底部から内湾気味に開き、口縁部に至る。口縁部端部は丸い。底部調

整は回転糸切りである。

瓦器

854・855は浅い椀の破片である。底部から緩やかに屈曲し、口縁部にかけて僅かに外反する。

口縁部端部はいずれも丸い。調整は、下体部外面を強く指押さえした後、口縁部内外面をナデて

いる。体部内面には、平行線暗文を施される。

和鏡

856は菊花萩双鳥鏡である。直径10.8cmを測る銅製の和鏡である。
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2　C-2区

（1）掘立柱建物

・SB1（図209）

遺構

SB1は調査区北東隅（Ell～F11グリッド・標高10.6m）に位置する。棟方向はN-64°-E、規模は梁

行3間390cm・桁行2間516cmを測り、平面形は長方形となるが、北西隅の柱穴は不明である。柱

穴の平面形は隅丸方形で、長辺・短辺共100cm前後である。

出土遺物はSP10より古式土師器が出土しているが、遺構の時期を比定しえるものではない。

柱穴より小片ではあるが、須恵器の杯Hが出土しており、7世紀中葉以降のものと考えられる。

遺物

古式土師器

857はSP10出土の亮あるいは鉢の底部である。底部はやや上げ底で、端部は外方に肥厚する。

体部は外反気味にのび、体部の張りは少ない。

図209 c-2区 SB1およびSP10 出土遺物

224



・SB2（図210）

遺構

SB2は調査区南東隅（N13グリッド・標高11.0m）に位置する。棟方向はN-68°-E、規模は梁行2間

360cm・桁行3間492cmを測、平面形は長方形となる。柱穴の平面形は隅丸方形で、長辺短辺

共100cm 前後・深さ30cmである。

図示はできなかったが、遺構周辺より須恵器杯H（Ⅱ型式6段階・TK217窯式併行）やSP283・323

より須恵器杯B蓋と判断できる遺物が出土しており、7世紀中葉以降のものと考えられる。

図210 C-2区 SB2
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・SB3（図211）

遺構

SB3は調査区北東隅（N13グリッド・標高10.9m）に位置する。棟方向はN-70°-E、規模は梁行1間

192cm・桁行2 間268cmを測り、平面形は長方形となるが、桁方向の柱穴間隔が不均等である。

柱穴の平面形は円形あるいは楕円形で、長径・短径共20～40cm前後・深さ28cmである。

遺物は土師器が出土しており、出土遺物から12～13世紀のものと考えられる。

遺物

土師器

858・859は杯である。体部は平坦な底部より内湾気味に立ち上がる。底部は回転糸切りであ

図211C-2区SB3 およびSP224出土遺物

226



・SB4（図212）

遺構

SB4は調査区北東隅（K4～14グリッド・標高9.2m）に位置する。棟方向はN-22°-W、規模は梁行3

間432cm・桁行5 間928cmを測り、平面形は北東方向が長い長方形となるが、南西側の梁方向の

柱穴は不明である。柱穴の平面形は円形で、直径70cm 前後・深さ32cm である。

1オリーブ黒色シルト1オリーブ黒色シルト
2オリーブ黒色砂質土2オリーブ黒色砂質土
3黒褐色シルト3黒褐色シルト
4オリーブ黒色土4オリーブ黒色土

図212C-2区SB4
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・SB5（図213）

遺構

SB5 は調査区北東隅（112～H12グリッド・標高10.8m）に位置する。棟方向はN-33°-W、規模は梁

行2間300cm・桁行3回540cmを測り、平面形は長方形となるが、南西側の桁方向の柱穴は不明で

ある。柱穴の平面形は円形で、直径60～70cm 前後・深さ60cm である。

（2）井戸

・SE1（図214・215）

遺構

SE1は調査区西側中央（L5グリッド・標高9.3m）に位置し、古墳時代前期の溝SD48を切る。井戸

は一辺156cmを測る隅丸方形の掘方内に、一辺84cmの縦板組横桟止め型の井戸側を据えたもの

である。深さは検出面より140cmである。井戸側は横桟が2段残存してあり、上部は欠損してい

る。井戸側は横桟の外面から縦板をあて、井壁を止めている。横桟は8cm 程度の角材を使用し、

井筒は直径52cmの曲物を使用している。曲物は内面に縦方向・斜め方向の刻みを施し、円形に

曲げた後、端部は皮紐で留めてある。

図213C-2区SB5
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遺物は縄文土器（晩期）片2点・古式土師器片6点・土師器片10点が出土している。出土遺物に時

期幅があり、構築年代は不明であるが、井戸の埋没年代の下限は12世紀後半と考えられる。

遺物

縄文土器

860は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾して立ち上がり、端部は平坦な面をなし、口唇部

に刻目を施す。刻目突帯は口縁部端部直下に貼り付き、断面は鈍い三角形を呈する。861は胴部

から屈曲外反する肩部に突帯を貼付する2条突帯の深鉢である。肩部の突帯には刻みが深く施さ

れ、突帯の下にまで刻みの痕跡が残る。

860

861

862

864 863

865 867866

図214　C-2 区SEI および出土遺（1）
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古式土師器

862は複合口縁部壺である。接合部は屈曲し内傾気味に立ち上がる。口縁部端部は尖り気味で

ある。

863は甕である。口縁部は外反してのび、端部は下に肥厚し外傾する面をなす。頸部の屈曲は

強く、体部は球形気味である。外面はハケ、内面は口縁部がハケ、体部はヘラケズリである。

864は高坏である。脚部は「ハ」字状に開き、裾部で屈曲し、水平にのびる。外面はハケ、内

面はヘラケズリである。

865は鉢である。半球形を呈 し 、 口縁部と体部の境の不明瞭なものである。口縁部端部は丸い。

870

871
868 869

872 873

875
874

876
877

879

878

880

図215　C-2 区SE1出土遺物（2）
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866は小型の壺である。体部は歪な球形を呈し、底部は丸みをもつ。口縁部は外湾気味にのび

る。

867は壺の底部である。

黒色土器

868は椀である。高台は「ハ」字に付き、端部は丸い。内面は暗文を施す。

土師器

869～873は椀である。高台は「ハ」字に付き、869は端部が平坦面をなし、内外面に暗文を施

す。872は高台端部は尖り気味で、体部は内湾してのびる。873は端部が外に小さくに肥厚する。

底部外面にスノコ痕が残る。870・871は口縁部が内湾気味にのび端部は丸い。

874～876は杯である。874・875は円盤高台のもので、底部は回転ヘラ切りである。876は平底

のもので、底部は回転糸切りである。

877は底径4.2㎝の小皿である。底部は回転ヘラ切りである。

瓦器

878～880は和泉型の椀である。878は口径16.3㎝・器高5.3㎝・底径6.4㎝を測り、体部は内湾

し、口縁部は外反気味にのびる。口縁部端部は丸い。高台は短く「ハ」字に付き、底部は外に小

さくに肥厚し、端部は平坦面をなす。内外面に暗文を施し、内面は見込み部を併行に磨いた後口

縁部に向かって螺旋を描く。879は口縁部が内湾気味にのび、端部は丸い。内外面に暗文を施す。

880は体部は内湾し、口縁部は外反気味にのびる。口縁部端部は尖り気味に丸い。内外面に暗文

を施す。

・SE2（図216）

遺構

SE2は調査区中央（K7グリッド・標高9.6m）に位置する。井戸は直径112㎝を測る円形の掘方内

に、1辺60㎝の縦板組隅柱横桟止め型の井戸側を据えたものである。深さは検出面より60㎝で

881

882

1オリーブ黒色シルト 883
2灰色砂質土

図216　　C-2区SE2および出土遺物
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ある。堀方はシルト層を貫き、砂層に達しており井戸側、井筒とも砂層内に置かれている。井筒

には直径52㎝の曲物を使用している。曲物は内面に縦方向の刻み目を施し、円形に曲げた後、

端部は皮紐で留めてある。

遺物は須恵器片1点・瓦器片2点が出土している。出土遺物から井戸の埋没年代の下限は13世

紀と考えられる。

遺物

須恵器

881は椀である。口縁部は内湾気味にのび端部は外に摘まれ、尖り気味である。

瓦器

882・883和泉型の椀である。882は体部は浅く、口縁部は外反してのび端部は薄く丸みを持つ。

内外面に暗文が施される。883は口縁部は内湾してのび、端部は尖り気味である。

（3）土坑

・SK5（図217）

遺構

SK5は調査区北側中央（H8グリッド）に位置し、弥生時代中期の溝SD8・9を切る。平面形は隅

丸長方形をなし、主軸はおよそ東西を指す。規模は長辺330㎝・短辺320㎝を測る。

遺物は土坑の東部において須恵器が出土した。出土遺物より8世紀のものと考えられる。

遺物

須恵器

884は高台の付く杯Bである。口縁部は緩やかに外反し端部は丸い。高台は低く「ハ」字に開

き、底端部に貼り付けられる。断面は、凹面をなす。底部外面に回転ヘラ切り未調整の痕跡が残

884

図217C-2区SK5および出土遺物

232



る。

・SK20（図218）

遺構

SK20は調査区南西側（P6グリッド・標高9.9m）に位置する。平面形は、楕円形をなし、主軸は、

およそ東西を指す。規模は、長径160cm・幅150cm・深さ78cmを測る。

遺物は須恵器細片、土師器細片、瓦器細片、近世陶磁器細片が出土した。出土遺物に時期幅が

あるが、13世紀前後のものと考えられる。

遺物

土師器

885は椀である。断面三角形の高台が外方向に貼付けられる。

886・887は杯である。886は円盤高台を呈し、底部は回転糸切りで底部より水平方向に開く。 

887は底部が回転ヘラ切りである。胎土はやや赤みが強い。11世紀前後のものである。

瓦器

888は和泉型の椀である。内湾気味にのびた後外へ開くもので、口縁部端部は細く丸い。889

は皿である。底部は丸みを持ち、口縁部は外反する。端部は丸い。底部内面は丁寧に暗文を施し、

底部外面は指頭圧痕が残る。

陶磁器

890は近世陶磁器の口縁部である。

885

886

887

888

890

889

図218C-2区SK20および出土遺物
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（3）溝

・SD4（図219・220）

遺構

SD4は調査区の東側（K8～J13グリッ

ド・標高10～10.9m）に東西にのびる溝

である。東端は調査区境のため全容は

不明であるが、検出長3,200cm・幅

250cm・深さ36cmを測る。

遺物は溝からまんべんなく出土して

いるが、特に東端および中央部に集中

している。遺物は弥生土器・古式土師

器・須恵器・赤色塗彩土師器・緑釉陶

器・土師器片・瓦器片・土錘などが出

土している。出土遺物から溝の埋没下

限は13世紀と考えられる。

遺物

弥生土器

891はやや上げ底の底部である。

古式土師器

892は小型器台である。器高7.3cmを

測り、短い筒状の体部より外方向に広

がる口縁部へ続く。口縁部端部は尖り

気味である。脚部は内湾して下り、底

端部は尖っている。体部は半中空であ

る。脚部に円孔が4方向に穿たれる。

須恵器

893・894は立ち上がりを有する杯で

ある。893は立ち上がりが短く内傾し、

端部は尖り気味である。回転ヘラケズ

リは底部1/に2施される。894は立ち上

がりはやや湾曲し、端部は尖り気味で

ある。底部は回転ヘラケズリである。

図219　C－2 区SD4および遺物出土状況

895は短頸壺の蓋である。丸みを持つ

天井部より内湾して下り口縁部は外反

する。丸みを持つ。天井部は回転ヘラ
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891 892 893

897

894

895 896 898

900
901 902

899

903
904

90 906 907
5

908 909 910

913
911 912

914 915

916 919

921

918917 920

922

924 126

925 927
928

923

図220　C-2 区SD4 出土遺物
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切り未調整である。896は杯B蓋である。天井部はやや膨らみ、口縁部端部は丸い。

897・898は杯の高台部分である。897は「ハ」字に開き、端部は外に肥厚し、平坦な面をもつ。 

898は短く直立気味にのびる。端部はは平坦な面をなす。

899は鉢である。外反してのび、口縁部は屈曲し内湾する。端部は尖り気味である。

赤色塗彩土師器

900は高台の付かない杯Aあるいは杯Cの底部である。外面に細かいヘラミガキが残る。901は

鉢あるいは杯の口縁部で比較的大きなものである。907は高台である。913は杯の口縁部である。

緑釉陶器

902は削り出しの輪高台である。高台の外面はナデにより段を有する。見込みに弱い圏線が施

され、素地は灰色で、釉調は淡緑色である。10世紀前半の畿内産のものである。

土師器

903・904は椀である。口縁部は内湾してのび口縁部端部は丸い面をなす。906は椀の高台であ

る。高台は外反してのび端部は丸い。

905は円盤高台の杯である。底部は回転糸切りである。908～912は平底の杯である。口径13.7

～14.5cm・器高3.5～3.9cmを測る。口縁部は外反してのび端部は丸い。底部は回転糸切りである。

903～906・908は胎土が灰白色、910～912は赤橙色である。

914～920は皿である。915は底部が円盤高台状のものであるが、それ以外は平底である。底部

は回転糸切りである。917は胎上が灰白色、それ以外は赤栓色である。

瓦器

921～923は器高の低い椀である。921は大きく外にのび端部は丸い。922は内湾してのび端部

で外に摘まれる。923は内湾してのび端部は丸い。内面は暗文が残り、外面は指頭圧痕が顕著で

ある。

924～927は皿である。丸みを持つ底部より方向を変え外反する口縁部に至るもので端部は丸

い。底部内外面に指頭圧痕が顕著に残る。926は底部外面中央を指で押さえ、底部内面には放射

状の面状押さえ痕が残る。

土製品

928は紡錘状の管状土錘である。上下を平坦に面取りしている

・SD7（図221）

遺構

SD７は調査区の北側中央（G7～H7グリッド・標高9.8m）に南北にのびる溝である。北側は調査

区境のため全容は不明であるが、検出長1,340cm・幅100cm・深さ9cmを測る。

遺物は溝から満遍なく出土している。遺物は弥生土器片（中期）・古式土師器片・須恵器片・土

師器片・瓦器片などが出土している。出土遺物に時期幅はあるが、溝の埋没下限は13世紀と考

えられる。
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遺物

弥生土器

929は壺である。口縁部は大きく開いてのび、

端部で垂下し端面に山形文をもち、口縁部内

面に「U」字状の2状の突帯を施す。930は「F」

字口縁の甕である。頸部下に指頭押圧突帯文

を施す。

土師器

931は杯である。内湾気味にのび端部は丸い。 

932は皿である。両者共底部は回転糸切りであ

る。

929

930

931

932

図221C-2区SD7および出土遺物
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・SD22（図222）

遺構

SD22は調査区の南東側（L10～M10グリッド・標高10.6m）に南北にのびる溝である。検出長

770cm・幅170cm・深さ13cmを測る。

遺物は溝からまんべんなく出土している。遺物は古式土師器片・須恵器片・土師器片などが出

土している。出土遺物から溝の埋没下限は8世紀中葉と考えられる。

遺物

須恵器

933は杯B蓋である。天井部は膨らみを持ち、口縁部端部は小さく外にのびたのち屈曲させ段

をなす。内面に沈線状の窪みが施される。天井部は回転ヘラ切り後ナデである。

図222C-2 区SD22 および出土遺物
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・SD23（図223）

遺構

SD23は調査区の南東側（N10～M10グリッド・標高10.5m）に北西から南東にのびる溝である。

検出長670cm・幅60cm・深さ19cmを測る。

遺物は須恵器が出土している。整理中に包含層出土の1411と接合できた。

遺物

須恵器

934/1411は杯Gである。平坦な底部より、内湾気味のび端部は丸い。底部に「川」字状のヘラ

刻みが施される。胎土は赤褐色を呈する。

図223　C-2 区SD23
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・SD25（図224）

遺構

SD25は調査区の南中央（09～N9グリッド・標高10.5m）に南北にのびる溝である。南側は調査

区境へのび、溝中を多くの柱穴が切っているため全容は不明であるが、検出長670cm・幅

60cm ・深さ8cmを測る。

遺物は古式土師器片・須恵器片・緑釉陶器片・土師器片が出土している。出土した緑釉陶器か

ら、溝の埋没下限は10世紀初めと考えられる。

935

936

図225　C-2 区SD26 および出土遺物

図224　C-2 区SD25 および出土遺物
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遺物

土師器

935は杯である。円盤高台のもので底部は回転ヘラ切りである。

緑釉陶器

936は椀である。体部は外傾して立ち上がり、底部は削り出しの蛇の目高台である。見込みに

弱い圏線を持ち、素地は青灰色、粕調は黄緑色である。

・SD26（図225）

遺構

SD26は調査区の南中央（09グリッド・標高10.5m）に南北にのびる溝である。南側は調査区境へ

のび、溝中を柱穴が切っているため全容は不明であるが、検出長310cm・幅30cm・深さ5cmを

測る。

出土遺物は古式土師器片・須恵器片・土師器片・瓦器片が出土している。

遺物

土師器

937は円盤高台の杯である。底部は回転ヘラ切りである。

・SD35（図226）

遺構

SD35は調査区の南東側（L7～P8グリッド・標高10.3m）に南東から北西にのびる溝である。検

出長2,150cm・幅130cm・深さ26cmを測る。

遺物は古式土師器片・須恵器片・土師器片・瓦器片・瓦質土器などが出土している。出土遺

物に時期幅はあるが溝は13世紀前後～18世紀に機能していたものと考えられる。

遺物

土師器

938～939は椀である。938は外反してのび口縁部端部は外に開き尖り気味である。939は内湾

してのびるもので、端部は丸い。

940～942は杯である。口縁部は内湾気味に外にのび、940の端部は丸いがそれ以外は尖り気味

である。

943は椀の高台である。平坦な底部に緩く開く高台が貼付く。高台が貼り付く前の底部調整は

回転糸切りである。

945・946は円盤高台の底部である。

946～949は皿である。底部は回転糸切りである。

瓦器

950・951は内湾気味に立ち上がり、口縁部は外にのびる。口縁部端部は丸みを持つ。内外に

暗文を施している。
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939
938

940 941

942 943 944

945 946 947

948
040

950
951

954

952

953

図226C-2区SD35および出土遺物
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瓦質土器

952・954は瓦質の鍋である。952は口縁部が外反し、端部は外傾する面をもつ。954は外湾し

て立ち上がり端部はやや窪む面をもっ。外面はハケが施される。

953は焙烙鍋の口縁部である。胴部よりほぼ水平に折り曲げられるもので、端部は擬玉縁状を

呈する。口縁部内面には荒いハケ状工具による回転ナデが施される。18世紀中葉以降のもので

ある。

・SD36（図227）

遺構

SD36は調査区の南西側（P7～8グリッド・標高10.8m）に東西にのびたのち屈曲し北に向かう溝

である。検出長860cm・幅50cm・深さ11cmを測る。

出土遺物は古式土師器片・須恵器片・土師器片・瓦器片などである。出土遺物から溝の埋没下

限は13世紀末と考えられる。

遺物

土師器

955は土師器の椀である。外湾気味にのび端部は尖り気味である。詒土は緻密で黄白色を呈す

る。

957は皿である。口縁部は内湾気味にのびる。

瓦器

956・958は椀である。956は浅い椀形のもので、底部から内湾気味に立ち上がり口縁部端部は

やや丸い。底部は粘土紐を貼り付け高台としている。内面に暗文が僅かに残る。958は口縁部で

ある。

955

958

956

図227　C－2区SD36および出土遺物
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・SD46（図228）

遺構

SD46は調査区の南西側中央（N7～O7グリッド・標高9.8m）に南北にのびる溝である。SD35と平

行に走り、溝の南延長上にSD44、北側にも溝状の遺構が存在し、c－2区を東西に区画する溝の一

部と考えられる。検出長240cm・幅30cm・深さ10cmを測る。

出土遺物は須恵器片、土師器片などである。出土遺物から溝の埋没下限は12世紀遺構と考え

られる。

遺物

土師器

959～961は杯である。口縁部は外反してのび、端部は丸い。底部は回転糸切りである。

959

960

961

図228　C-2区SD46 および出土遺物

（4）柱穴

・SP172（図229）

遺構

SP172 は調査区南東隅（Ml3グリッド・標高10.9m）に位置する。平面形は円形をなし、規模は直

径20cm・深さ16cmを測る。

柱穴の坑底からやや浮いた状態で土師皿が出土している。

遺物

土師器

962・963は皿である。口径9.0cm前後を測り、底部は回転糸切りである。
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・SP182～184（図230）

遺構

SP182～184は調査区南東側（L13グリッド・標高10.7m）に位置する。平面形は、円形をなし、

規模は、直径24～28cm・深さ8～24cmを測る。柱穴から土師器が出土している。

遺物

土師器

964～967は皿である。口径9cm前後を測り、底部は回転糸切りである。967は底部内面に同心

円の刻みを3条施す。

・SP240（図231）

遺構

SP240は調査区南東側（M13グリッド・標高11.Om）に位置する。平面形は、2個の柱穴がくっつ

き瓢箪形をなし、規模は、長辺40cm・短辺28cm・深さ24cmを測る。

柱穴から土師器が出土している。

遺物

土師器

968・969は皿である。968は底部が丸く口縁部は内湾してのびる。端部は丸い。底部外面は指

押さえ痕が残る。969は底部は回転糸切りである。

962

963

図229C2 区SP172 および出土遺物

964（SP182） 965（SP183）
968

969

966（SP183）
967（SP184）

図231　C-2 区SP240および出土遺物 図230　SP182～184および出土遺物
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・SP319（図232）

遺構

SP319は調査区南東側（N12グリッド・標高10.9m）に位置する。平面形は歪な円形をなし、規模

は長辺48cm・短辺24cm・深さ8cmを測る。

柱穴から土師器が出土している。

遺物

瓦器

970は瓦器椀である。浅い椀形のもので、内湾気味に外方向へのび端部は丸い。内外面は暗文

である。

971970

973
972

図232　C-2区SP319 および出土遺物

974 975

図233C-2 区SP335 および出土遺物 図234C-2 区SP406 および出土遺物

976（SP432） 977（SP434）

図235C-2区SP432・434および出土遺物
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土師器

97・972は杯である。両者共平底で、971は外反してのび口縁部端部は尖り気味である。底部

は回転糸切りであ り、972 の底部 には板状工具の押さえ痕が施 される。973 は皿である。口径

8．6cmを測り、底部は回転糸切り後横にハケで撫でている。胎土は971が赤橙色、そのほかが灰

白色である。

・SP335 （図233 ）

遺構

SP335 は調査区南東側（N12 グリッド・標高10 ．8m）に位置する。平面形は、歪な円形をなし、規

模は、長径28cm ・短径20cm ・深さ20cm を測る。柱穴から土師器が出土している。

遺物

土師器

974は皿である。底部は回転糸切りである。胎土は赤橙色を呈する。

・SP406 （図234 ）

遺構

SP406 は調査区東側（L12 グリッド ・標高10 ．7m）に位置する。平面形は円形 をなし、規模は直径

24cm ・深さ16cm を測る。

柱穴から須恵器が出土している。

遺物

須恵器

975は高台の付く杯である。高台は「ハ」字にのび端部は外に肥厚し、丸い面を持つ。体部外

面に回転ヘラケズリが残る。

・SP432 ・434（図235 ）

遺構

SP432 ・434 は調査区東側N11 グリッド・標高10 ．7m）に位置する。平面形は、円形をなし、規模

は、直径15cm ・深さ15cm を測る。柱穴から土師器が出土している。

遺物

土師器

976 ・977 は土師器の皿である。976 は底部回転ヘラ切りである。976 は胎土が赤橙色、977 は灰

白色を呈す。

・SP472 ・473 ・475 ・477（図236 ）

遺構

SP472 ・473 ・475 ・477 は調査区南側（09 ・010 グリ ッド ・標高10 ．9m）に位置する。平面形は円
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形あるいは楕円形をなし、規模は、直径30～50cm ・深さ20cm を測る。柱穴から土師器が出土し

ている。

遺物

土師器

978～981は杯である。円盤状高台のもので、底部回転ヘラ切りである。979は底端部が外に肥

厚するものである。980は底部が直立したのち外に開くものである。

瓦器

982は浅い椀である。体部は内湾気味にのびた後外反して開き端部は丸い。内面に細い暗文を

施す。

978

979

980

981

982

図236　　C-2 区SP472 ・473・475・477および出土遺物
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・SP746・747（図237）

遺構

SP746・747は調査区南側（P8グリッド・標高9.8m）に位置し、SP746がSP747を切っている。平

面形は楕円形をなし、規模は直径15～20cm・深さ9～19cmを測る。

柱穴から土師器が出土している。

遺物

983は皿である。京都系の所謂「て」字口縁部を有するものでBタイプC類に属する遺物と判

断される。内底面中央に径1.2cmを測る焼成後の穿孔がなされている。穿孔は底部より錐のよう

に回転を加える工具によってなされていることが観察できる。口縁部外面に僅かに煤の付着痕が

認められることにより「灯心押さえ」に転用されたことが考えられる。

・SP795（図238）

遺構

SP795は調査区南西側（P6グリッド・標高9.6m）に位置する。平面形は円形をなし、規模は直径

30cm・深さ19cmを測る。柱穴から土師器が出土している。

遺物

緑釉陶器

984は削り出しの輪高台である。素地は灰色で、黄緑色の釉を全面に施す。10世紀前半の畿内

産のものである。

983（SP747） 984

図237　C-2区SP746 ・747 および出土遺物 図238　C-2区SP795および出土遺物

3d-1区

（1）掘立柱建物

・SB1（図239）

遺構

SB1は調査区北東部（M17～L17グリッド・標高8.7m）に位置する。棟方向はN-16°-W、桁行1間

330cm・梁行1間220cmを測り、平面形は長方形となる。柱穴は円形で直径20cm前後、深さはほ

ぼ10cmである。SP4より須恵器細片1点が出土している。
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・SB2（図240）

遺構

SB2は調査区北部SB1より中央より（L16～M16グリッド・標高8.7m）に位置する。棟方向N-

9°-Wである。桁行2回460cm・梁行1間230cmを測り、平面形は長方形となる。SP6とSP8は桁行

方向中央とずれた、柱間SP7～SP8、SP5～SP6ともに250cmの位置に検出された。柱穴は円形で

あり直径30cm前後である。柱穴の深さは9～41cmでSP8は深さ41cmと深く掘り込まれている。

出土遺物はSP7から須恵器細片が、SP9から土師器片が出土している。時期は13世紀以降と考

えられる。

図239d-1区SB1
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図240d-1区SB2およびSP9出土遺物
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遺物

土師器

985は口径11.6cm・器高3.0cmを測る杯である。底部は回転糸切りで、底部内面に指頭圧痕が

残る（SP9出土）。

図241　d -1 区SB3
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・SB3（図241）

遺構

SB3はSB2の西側（L16グリッ

ド・標高8.7m）に位置する。建物

の一部が重なり、配置的にSB2

と同時併存し得ないが、その前

後関係は不明である。棟方向は

N-7°-WとSB2と似た指向である。

桁行1間450cm・梁行は南が2間

380cm・北は1間340cmを測り、

南北で柱穴の在り方および間隔

が不均等である。平面形は長方

形となる。柱穴はほぼ円形で直

径30cm前後、深さ36cmである。

遺物はSP11から土師器細片が3

点出土している。

・SB4（図242）

遺構

図242d-1 区SB4 SB4は調査区北西部（L13～K13

グリッド・標高8.1m）に位置す

る。棟方向はN-19°-E、桁行間330cm・梁行1間250cmを測り、北西隅の柱穴は確認できない。平

面形は長方形となる。柱穴は円形で直径30～40cm・深さ12cm・埋土は黒褐色土である。

SP316から杯または皿の底部細片（回転糸切り）1点と鉢または釜の脚と見られる小片1点を、 

SP338から口縁部細片3点・杯（回転糸切り）の底部小片1点・底部細片1点・釜の体部と見られる

細片1点を出土している。

・SB5（図243）

遺構

SB5はSB4に重なる配置（K13グリッド・標高8.1m）の掘立柱建物である。棟方向はSB4と直交す

るN -71°-W、桁行1 間250cm ・梁行1 間120cmと小規模である。柱穴は円形で直径20～30cm・深さ

8cmを測り、埋士は黒褐色土である。SP319から詰め石と思われる石が2個確認されている。

SP475から建物の時期ではないが、古式土師器体部細片1点を出土している。

遺物

古式土師器

986は甕である。口縁部は外反し端部は丸みを持つ。頸部はの屈曲は強く、体部は球形気味で

ある。内外面はハケである。
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986（SP475）

1黒褐色土

図243d-1 区　SB5および出土遺物

・SB6（図244）

遺構

SB6は調査区西部（H12～I12グリッド・標高8.0m）に位置する。棟方向は南北を指向し、桁行2

間430cm・梁行2間420cmを測り、平面形は方形である。柱穴は円形で、SP370とSP401が直径

30cm・他が直径20cm・深さ12cmを測り、埋土は黒褐色土である。SP412から詰め石と思われる

石が3個確認されている。時期はSD46より新しく、SE5より古い13世紀前後と考えられる。

SP401から土師器口縁部細片15点を出土している。

・SB7（図245）

遺構

SB7は調査区中央南西（H14グリッド・標高9．4m）に位置する。棟方向は南北を指向し、桁行1回

250cm・梁行1間190cmを測り、平面形は長方形である。柱穴は円形で、直径20cm・深さ16cmを

測り、埋土は黄灰色土である。出土遺物はSP583から土師器1点・SP514から器種不明の胴部細

片1点が出土している。
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図244d-1区SB6

遺物

土師器

987はSP583から出土した口径6㎝・器高1.4㎝を測る小皿である。底部の切り離し法は確認で

きなかった。
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図245d-1区SB7およびSP583出土遺物

・SB8（図246）

遺構

SB8は調査区中央付近（I16～G16グリッド・標高9.4m）に位置する。棟方向はN-5°-Wを指向し

桁行2間350㎝・梁行1間180㎝を測り、平面形は長方形である。柱穴は直径30～40㎝・深さ

12㎝と大きめで埋土は黄灰色シルト（SP603、SP631には黒褐色土が混じる）である。

SP601、SP603、SP606から土師器の細片、合わせて5点が出土している。

・SB9（図247）

遺構

SB9は調査区中央南寄り（I15～G16グリッド）に位置する。棟方向はN-4°-Wを指向し、桁行

1,050㎝・梁行400㎝を測る2間×5間の本遺跡中最も規模の大きい掘立柱建物である。柱間は桁

行方向が180～240㎝・梁行方向か190㎝である。北から3間分は総柱である。柱穴は円形で径35

～45㎝・深さ32㎝を測る。

遺物はSP905、SP906・SP907・SP908・SP910を除く柱穴から、回転糸きり痕の認められる底
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1 黄灰色シルト
2 黄灰色シルト（黒褐色土混）

図246d-1区SB8

部小片、椀 の高台の小片 など合 わせ て24点 の小片 ・細片 が出土し てい る。SP900・SP902・

SP910からは瓦器細片が1点ずつ出土 してい る。時期はSD69埋没後、SE6と同時期 と考えられ13

世紀を想定する。

遺物

土師器

988・989・991・992は口径11.0～11.8㎝・器高3.1～3.4㎝の杯である。底部は回転糸切りで

あり、989には幅5㎜のスノコ痕が残る。990は底径5.7㎝を測る皿の底部である。底部内面は指

頭圧痕、外面は回転糸切りである。993は小皿である。
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988（SP902） 989（SP907 ） 990（SP908 ）

993（SP912 ）

991（SP909）

図247　d-1 区SB9

992（SP912 ）

および出土遺物
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（2）井戸

d-1区では9基の井戸が確認された。形態分類した内訳は、縦板組隅柱横桟どめ型が1基、曲物

積み上げ型が1基、石組円筒型が2基、調査段階ではっきりした構造物が確認できなかったため

素掘りとしたものが5基である。

・SE1（図248）

遺構

SE1は調査区東部（K18～L18 グリッド・標高8.9m）付近に位置する石組すり鉢形井戸である。掘

形は十分確認されていないが径220㎝・深さ120㎝程度の規模であろう。石組井側は加工しない

石をすり鉢形に積み上げており、上端内径85～90㎝・下端内径30～35㎝・深さ95㎝を測る。

底部標高は7.66mである。井筒はない。

SE01のあるd-1区は溝SD1 およびSD7で区切られ、その中に掘立柱建物SB1・2・3が存在する。

各建物からは時期を想定する遺物も少なく、SB2においてのみ13世紀代とわかるのみである。 

SE1は2本の溝の区画域内に存在するが、出土遺物より15世紀に比定でき、建物との間に時間差

が認められる。

遺物

土師器

994は椀である。断面四角形の内傾気味の輪高台を持つ。

994

995

2オリーブ黒色粘土
3 オリーブ黒色シルト
4灰オリーブ色砂質土
5灰色砂質土
6 オリーブ黒色砂混じり粘土
7オリーブ黒色砂質土
8灰色砂質土
9灰オリーブ砂質土（礫混じり）
10 オリーブ黒色粘土

図248　d-1 区SE1 および出土遺物
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土師質土器

995は釜の口縁部である。体部は直線的にのび、口縁部端部に下膨れの三角状隆帯を付す。

・SE2（図249）

遺構

SE2は調査区中央南西（J17グリッド・標高8．5m）北西に位置する。構造物は出土していないが、

発掘時の状況や構造物を伴う井戸との比較検討の結果（掘形の規模・底部標高7．02m）井戸だと考

える。掘形は上部で長径200㎝・短径150㎝・深さ135㎝を測る。上部は平面形楕円のすり鉢状

に掘削されるが、下部は径70～50㎝・深さ50㎝の円筒形となっている。井筒として用いられた

曲物の県内出土例を見ると14例中10例が径35～45㎝であり曲物の存在した可能性を感じさせる

掘形である。

遺物は古式土師器片、須恵器片、土師器片が出土しており、出土遺物より12世紀以降と考え

られる。

遺物

土師器

996～999は杯である。口径10.9～12.2㎝・器高2.9～3.8㎝を測る。4点とも底部は回転糸切り、

幅5mm程度のスノコ痕が看取される。997～999はほぼ完形で出土し999は二次焼成を受けている。

・SE3（図250）

遺構

996

997

998

999

図249　d-1区SE2および出土遺物
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SE3はSE2の西（J16 グリッド・標高8.5m）に位置する井戸である。掘形は円形で、上部径

180㎝・底部径70㎝・深さ85㎝を側り、逆台形状に掘削される。底部標高は7.16mである。発

掘調査段階で素掘り井戸と判断されているが、極めて急な井壁を見ると崩壊を防ぐための何らか

の構造物があったことも考慮しなければならない。一方、内部に井戸を構成する構造物がないと

ころから土坑であった可能性も考えられる。

遺物

土師器

1000は小皿である。口径6.7㎝・器高1.5㎝を測り、底部は回転糸切りである。

・SE4（図251）

遺構

SE4はSB9 の南西（F15～G15 グリッド・標高8.5m）に位置する井戸である。掘形は上部は平面不

整円のすり鉢形、下部円筒形に掘削される。規模は上端部径200～240㎝・円筒部径70～

100㎝・底部径50㎝・深さ120㎝（円筒部55㎝）を測る。底部の標高は7.02mである。発掘調査時、 

SE2・3同様にこの遺構も素掘り井戸とされたものだが、これも同様に構造物があった可能性は

10011000

図250　d-1 区SE3および出土遺物 図251　d1 区SE4および出土遺物
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ある。

遺物

土師器

1001は小皿である。口径6.8㎝・器高1.6㎝を測る。底部外面に回転糸切り、内面にナデによ

る凹みが看取される。

・SE5（図252～255）

遺構

SE5は調査区西部SB6の南西隅と切り合う位置（H12グリッド・標高7.9m）の縦板組隅柱横桟型

井戸である。掘形は上端部で径250～220㎝・平面形は不整円で上部は漏斗状に掘削され、下部

の井筒部分は曲物よりやや大きい径50㎝の円筒形に掘削される。遺構検出面からの深さ

164㎝・底部標高は6.14mである。掘形中央に一辺90㎝・高さ130㎝の方形井側を据える。井筒

は径41～43㎝・厚さ0.7～1.5㎝・高さ24㎝の曲物である。井筒下には4～10㎝の石が敷かれて

いる。隅柱は一辺6～8㎝・高さ130㎝の柱材である。横桟は2段確認され4～6㎝×2～4㎝×

94㎝のばらつきのある角材である。両端に凸ほぞを造り、隅柱の凹ほぞに差し込み固定する。

ほぞには、くさびを入れ補強してある。縦板は幅10㎝内外、厚さ1～2㎝・長さは腐食が進み不

明である。仕上げはよいものから荒い木取りをしたままのものまでさまざまである。仕上げの違

図252　d-1 区SE5および展開図
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いによる縦板と添板の使い分けは見られない。角材、板材とも井戸の構造に関係しない部分に加

工痕（図版45下）や傷を持つものがあり転用材も含まれると考えている。また、隅柱上端に目違い

ほぞ組のような加工痕が見られ現存高より上に何らかの構造物があった可能性がある。井戸側か

検出面付近まで伸びていたか、もしくは井桁が存在したものと想像する。出土遺物より井戸の時

期は12～13世紀と考えられる。

1002 1004
1003 1005

1006 1007

1008

10101009 1011

1012

1013

1014

表 木簡-1裏
図253　d-1 区SE5出土遺物
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西側縦板・横桟

東側縦板

東側横桟

図254d-1区SE5縦板・横桟（1）
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南側縦板 ・横桟・隅柱

北側縦板 ・横桟

曲物

北横桟上 北横桟下 北西隅柱

図255　d-1区SE5 縦板・横桟（2）、隅柱・曲物
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遺物

須恵器

1002は立ち上がりを有する杯Hである。立ち上がりは内傾し、端部は丸い。受部はやや外傾し

て短くのびる。

須恵器

1003は鉢の口縁部である。口縁部端部は縁帯状である。ヨコナデにより口縁部端部内面に凹

線状の窪みが入る。

土師器

1004は椀である。体部は外反してのび、小さく屈曲外湾気味の口縁部に至る。端部は丸い。

屈曲点に外面は陵、内面は凹線が看取される。

1005～1008は杯である。4点とも底部は回転糸切りである。1005は幅5㎜のスノコ痕が残る。

内底面はナデによる擦り消しが見られ、内外面に化粧土を施す。

1006は内底中央を同心円状のナデが施される。1007は口縁部が太く丸く、底部外面に糸切り

後ナデが施される。1008は口縁部が外傾する。1009、1010、1011は皿である。底部は回転糸切

りである。

瓦器

1012・1013・1014は椀である。3点とも和泉型の尾上編年のⅢ期の範疇である。

木器

木簡-1は長さ30.2㎝・幅3.5㎝を測る短冊型のものである。左右両辺は欠損し、上下両端は2

方向から鋭利な刃物によって削られ、ほぼ中央部に緩い稜線をなす。木簡表面には直線的な刀創

痕が無数についている。上端部には木の皮を使用した綴し紐が貫通していることから、折敷の底

板を転用したものに墨書を施したものと考えられる。墨書は両面二行書きで、表面の下半部は文

字をなさず落書状を呈する。木質の摩耗と墨痕が希薄なために赤外線テレビカメラを使用して検

討したが、文字の判読は不能であった。樹種は檜である。

・SE6（図256）

遺構

SE6はSB9の建物内（G16グリッド・標高8.6m）に位置する曲物積み上げ型井戸である。掘形規

模の詳細は不明であるが径80㎝・深さ70㎝の円筒形である。底部標高は7.44mである。掘形中

央に曲物を3段積み重ね据える。下段は径42㎝・高さ28㎝・中段は径53㎝・高さ40㎝・上段は

径60㎝・高さ28㎝である。中段・上段の曲物はそれぞれ埋土と5～8㎝大の数箇の石によって

支えられており入子ではない。掘形と曲物の間は下段が砂質土、中段・上段が粘土で井側内部の

埋土とは異なる。出土遺物に時期幅はあるが、井戸時期は13世紀前後と考えられる。

遺物

古式土師器

1015・1016は甕である。口縁部は外に強く外反し、端部は丸い面を持つ。頸部は強く屈曲し

266



体部の張りは弱い。外面はタタキ後ハケである。1016は口縁部が外に直線的にのび、端部は丸

く外傾する。頸部接合面内側は粘土を肥厚させている。体部の張りは少ない。内外面ハケであ

る。

土師器

1017は椀の底部である。高台端部面が接地する断面方形の貼付高台である。

・SE7（図257・258）

遺構

SE7は調査区南西部（E13～F13グリッド・標高8.0m）位置する石組すり鉢形井戸である。掘形

上端部平面形は長径340㎝・短径270㎝の不整円である。掘方は漏斗状を呈し、深さ200㎝・底

径65㎝を測る。底部標高は5.88mである。井戸側は、径10～30㎝の加工しない石をすり鉢形に

1015

1O1
7

1016

図256　d-1 区SE6および出土遺物
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積み上げる。上部径90㎝・底部径55㎝を測る。井筒は遺存状態がよくなく正確ではないが、径

50㎝・高さ17㎝を測る曲物である。井戸の時期は出土遺物より14世紀前後と考えられる。

遺物

古式土師器

1018は大型の壺である。底部はやや丸く、体部は内湾気味に大きくのびる。

土師器

1019・1020は口径13.1～13.2㎝・器高3.2㎝を測る杯である。ともに回転糸切りで体部外面に

ヨコナデが看取される。

中世須恵器

1021は鉢の口縁部である。体部は外傾してのび、口縁部下端部が僅かに肥厚する。

備前焼

1 黒褐色シルト

2 黄褐色砂質土

3 黒褐色シルト

4 黒褐色シルト(砂混じり)

5 暗灰黄色シルト

6 黒褐色シルト(砂混じり)

7オリーブ 黒色シルト

8 暗オリーブ褐色粘土

9 オリーブ 黒色シルト

10 オリーブ黒 色砂質土

11 暗オリーブ 灰色砂質土

12 灰色砂質土

13 オリーブ黒 色シルト
14 灰色砂質土

図257　d-1 区SE7
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1022、1023はすり鉢である。14世紀前後のものと思われる。

瓦

1024は瓦である。厚さ1.8～2.0㎝を測り、外面にケズリと内面に僅かに布目痕が看取される。

・SE8（図259）

遺構

SE8はSB9の北東部（I16グリッド・標高8.７m）に位置する井戸である。掘形は上端部一辺80～

90㎝の隅丸方形を呈し、底部は直径45㎝の円形で深さ105㎝を測る。底部標高は７．42mである。

掘形中央、底面より20㎝上方に口径45～35㎝・高さ25㎝の曲物を据える。曲物は坑底よりや

や浮いているため、これを井戸側とするか井筒と見るべきか判断はできない。ただ掘形の形状か

らして井壁の崩壊を防ぐ何らかの構造物があったと考えられる。廃棄は径20～30㎝の石を多量

に投入しており意図的なものだったと考える。時期は13世紀である。

遺物

土師器

1025は杯である。口径11.0㎝・器高3.0㎝を測る。 

1026は皿である。口径７.9㎝を測る。

1018

1019 1020 1021

1024

1022 1023
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・SE9（図260）

遺構

SE9はSE3に近接（I16グリッド・標高8.5m）に位置する井戸である。掘形は上端部径80㎝・底部

径45㎝・深さ70㎝の円筒形である。底部標高は7.68mである。井戸側は埋土とともに出土した

板材、角材で造られていた可能性はあるが全容は不明である。また、掘形中央、底から10㎝上

方に井筒として曲物が据えられていたと思われるが遺存状態が悪くこれも定かではない。

遺物

土師器

1027は小皿である。口径7.3㎝を測る。摩滅が著しく切り離し技法その他明らかでない。

（3）土坑

・SK1・2(図261）

遺構

SK1・2は調査区東部中央付近（K17グリッド・標高8.5m）に位置し、SK1がSK2を切る。SK1は

長辺100㎝・短辺92㎝・深さ24㎝を測り、SK2は長辺120㎝を測る。平面形はSK1が不整円形で

1025

1026

図259  d-1 区SE8 および出土遺物 図260  d-1 区SE9 および出土遺物
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ある。SK1の坑底は段をなしてくだり、やや北に傾斜している。遺物は瓦器片2点・土師質土器

36点が出土した。遺物からSK1の埋没時期は14世紀後半以降と考えられ、SK2はそれより以前に

掘込まれていたと想定できる。

遺物

土師質土器

1028はSK1から出土した土師器の釜口縁部である。口縁部は内湾し、三角形状の隆帯が口端部

に貼り付けられている。

土師器

1029はSK2から出土の椀の底部である。貼付輪高台である。底部の切り離し技法については、

摩滅が著しいため不明である。

・SK4（図262）

遺構

調査区北西隅（K1lグリッド）に位置し平面形は1辺90㎝・深さ32㎝の隅丸方形である。坑底は

ほぼ平坦である。埋土は下層部が黒色土、上層部が黒褐色土の2層を検出しているが、極めてよ

く似た土質であり、上下層の埋没時期にたいした差はないものと思われる。

遺物は須恵器・土師器・瓦器片が各1点が出土した。出土遺物より7世紀中葉のものと思われ

図261   d-1区SK1・2および出土遺物 図262 d-1区SK4および出土遺物
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る。

遺物

須恵器

1030はたちあがりを有する杯Hの口縁部である。立ち上がりは短く内傾し、端部は尖り気味で

ある。立ち上がりは受部より僅かに上にのびる程度である。

・SK8（図263）

遺構

SK8は調査区南西側（El3グリッド）に位置する。平面形は楕円形で長径120㎝・短径80㎝・深

さ32㎝を測り、埋土は黄灰色土、暗オリーブ褐色土、暗灰黄色土、黒褐色土で、自然堆積に見

られるような層をなさず意図的に廃棄されたものと考えられる。

遺物は須恵器片2点・土師器玄1点・土師質土器片1点出土している。備前焼すり鉢（14世紀末

～15世紀初頭）を出土するSE7を切っていることからこれよりも新しいことが分かる。

遺物

土師器

1031は皿の底部である。底部に回転糸切りの痕跡が看取できる。

1032は土釜の口縁部である。口縁部端部に下膨れの三角形の隆帯を施す。

1031

1032

1黄灰色土
2暗オリーブ褐色土
3暗灰黄色土
4黄灰色土
5黒褐色土
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・SK15（図264）

遺構

調査区中央南（G15～H15グリッド）に位置する。南北方向に500㎝・東西幅160㎝の不整形で深

さ10㎝を測る浅いもので、SP679、686、892、893、894に切られる。

遺物は須恵器1点・土師器2点が出土している。

遺物

土師器

1033・1034は皿である。口径7.2㎝～8.6㎝・器高1.2㎝～1.6㎝を測り、共に切り離し技法は

不明である。

（4）溝・自然流路

・SD1（図265～267）

遺構

SD1は調査区北東側（M17～L18グリッド・標高8.9m）、SB1の東を南北にのびる帯状の溝である。

溝の幅は110㎝前後を保ち9m流れたところで幅40㎝となり終わる。深さ10㎝を測る。

1033

1034

図264    d-1 区SK15および出土遺物
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図265d-1 区SD1

274



遺物は須恵器・土師器が出土した。出土遺物は7世紀前葉の須恵器から13世紀前後の瓦器椀ま

で出土しているが、特に10世紀中から後半にかけての遺物がまとまって出土しており、同時期

に機能した溝と考えておきたい。

遺物

須恵器

1035は杯H蓋である。天井部は平坦で、内湾して下り丸い口縁部端部に至る。天井部に左回転

ロクロによる回転ヘラ削りが施されている。1036は水平に近い天井部に付いた中央の凹んだ杯

盖のつまみである。1037はかえりの付く杯蓋である。かえりが口縁部端部より下方に伸び、か

えり内面には作成時のナデによる沈線が看取される。

1038はたちあがりを有する杯Hの口縁部である。立ち上がりは短く内傾し、端部は尖り気味で

1037
1036

1035

1038
1040

1039

1044 1041
1042

1043

1046

1045
1048

1050

1051
1047 1049

1052
1053 1054

図266  d-1区SD1 出土遺物（1）
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ある。1039は椀の口縁部である。口縁部は直立し、端部は尖り気味に丸い。1040は平瓶の口縁

部である。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は丸い。口縁部下外面にヘラケズリが施される。

1041は杯である。平坦な底部よりやや内湾気味に立ち上がり、口縁部端部は指押さえにより

尖り気味に外に開く。底部は回転ヘラ切りである。内外面に火欅が顕著に看取できる。

1055 1056 1057

1058 1059 1060

1061 1062 1063

1065

1064

1066 1068
1067

1069 1070 1071

1072 1073 1074

1075 1076 1077

10801078 1079

1081 図267  d-1区SD1出土遺物（2）
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1042は提瓶の口縁部である。口縁部は外湾気味にのびた後屈曲し直立してのび端部は平坦な

面をなす。口縁部の上面および内面は指ナデにより凹面状を呈す。1043は甕の口縁部である。

頸部は外湾してのび、口縁部で外方に屈曲し、端部は肥厚する。1044・1045は大型の甕の口頸

部である。頸部は外反した後屈曲し、口縁部端部は肥厚し、断面方形を呈する。

1046～1049は杯である。平坦な底部より外反してのびるものである。底部は回転ヘラ切り、

外面に火欅が看取できる。1047・1048は円盤高台のものである。1047は高台が外に開き、体部

は水平気味にのびる。1048は体部が内湾してのびるものである。底部は回転ヘラ切り痕が看取

される。

1049は高台の付く杯である。高台は「ハ」字につき、端部は凹面を呈す。体部は内湾気味に

のびる。

土師器

1050は椀の口縁部である。口縁部は内湾気味にのび、端部は僅かに肥厚し丸みをもつ。

黒色土器

1051は内黒の椀（黒色土器A類）である。底部は「ハ」字の貼付高台を付す。

赤色塗彩土師器

1052は高杯である。柱状の脚部と垂直にのびる受部を持つ。

須恵器

1053・1054は円盤高台の椀である。底部から内湾気味に立ち上がるものである。

土師器

1055～1065は円盤高台の杯である。底部から外反してのびるものである。1055～1057・

1060・1062・1063・1065は底部は回転ヘラ切り後スリナデを行っている。1064は回転ヘラ切り

後未調整である。1057・1058は化粧土および赤色塗彩を施している。1061は底部外面に幅0.7㎝

のスノコ痕が残る。

緑釉陶器

1066～1074は椀もしくは皿である。1066は有段輪高台である。高台は「ハ」字に開き、体部

は内湾気味に立ち上がり、内面見込みに圏線が認められる。素地は黄褐色で、釉調は黄緑色を呈

し、高台内面には施されない。10世紀中葉の近江産のものである。1067は口縁部が僅かに外反

し、端部は小さく外に摘み出され、丸い。素地は灰色で、釉調は濃緑色を呈し、全面に施される。

近江産のものと考えられれる。1068は有段輪高台である。高台は大きく「ハ」字に開き、体部

外にのび、内面見込みに弱い圏線が認められる。素地は黄褐色で、釉調は濃緑色を呈し、高台内

面には施されない。10世紀中葉の近江産のものである。

土師器

1069～1074は高台の付く椀である。1069は断面三角形の高台がやや内傾気味に貼り付けられ

ている。体部は内湾して立ち上がる。1070は断面四角形の高台が「ハ」字に貼り付けられてい

る。1071はやや長めの断面三角形の高台が貼り付けられている。1072は、断面三角形の高台が

貼り付けられているもので、丸い底部より内湾して立ち上がる。1073は高台が「ハ」字に長く
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伸びるもので端部は丸い。底部は回転ヘラ切り後スリナデである。1074は断面丸い三角形の高

台の貼り付くものである。体部は外反して立ち上がる。

1075・1076は平底の杯である。平底の底部より外反して立ち上がるもので、口縁部端部は尖

り気味である。底部は回転ヘラ切り後スリナデ、体部は回転ナデである。1076は2次焼成を受け

る。

1077～1080は皿である。1077は口径11.0㎝を測り、口縁部は底部より外反してのびるもので

中央でをもつ。底部は回転ヘラ切りである。口縁部外面に墨痕が見られる。1079は「て」の字

口縁部の皿である。口縁部は丸い底部より屈曲外反させたのち、端部を内側に丸めて玉縁状とな

す。体部底部外面は指頭圧痕が残る。1080は底径6.0㎝を測るものである。底部は回転ヘラ切り

であり、幅0.5㎝のスノコ痕が認められる。

瓦器

　1081は椀である。体部は内湾気味に立ち上がり、口縁部は短く外に摘み出される。

・SD7（図268）

遺構

調査区東側（J14～K17グリッド・標高8.5m）に位置し、東西にのびる溝である。幅は50㎝から

1082

1083

1084

1085

図268　　d-1区SD7および出土遺物
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最も広い地点で150㎝・検出長は1,170㎝である。

遺物は古式土師器片11点・土師器片32点・須恵器片2点出土しており、出土遺物より10世紀後

半に機能した溝と考えられる。

遺物

土師器

1082は高台の付く椀の底部である。断面四角形の高台が「ハ」字に貼り付けられている。底

部は丸みを持ち、内面は窪んでいる。高台を貼り付ける前の底部調整は回転ヘラ切り後スリナデ

で、スノコ痕も認められる。二次焼成を受けている。

1083・1084は底径4.8㎝と4.5㎝の円盤高台の杯で、底部は回転ヘラ切り後スリナデである。

須恵器

1085は片口鉢の口縁部である。口縁端部が肥厚している。

・SD17（図269）

遺構

調査区北中央（L14グリッド・標高8.2m）付近に南北に伸びる帯状の溝である。検出長310㎝・

幅50cm・深さは10～20㎝を測り、底部標高は北に向かって若干低くなっている。

遺物

黒色土器

1086は口径10.0㎝・器高2.7㎝を測る内黒の杯（黒色土器A類）である。口縁部は平底の底部よ

り内湾気味に立ち上がり端部は面を持つ。底部は回転糸切りである。

土師器

1087は口径9.9㎝・器高2.6㎝を測る杯である。平底の底部から外上方にやや直線的に立ち上

がり口縁部にかけて内湾する。口縁部端部は丸い。底部は回転糸切りである。

1086 1087

図269　d-1 区SD17および出土遺物
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・SD19（図270）

遺構

調査区北西部（K13グリッド・標高8.0m）に北東から南西方向に伸びる帯状の溝である。検出長

280㎝・最大幅40㎝・最小幅20㎝・深さ13㎝を測り、北東に伸びるに従い細くなる。SP320と

SP328に切られる。

遺物は古式土師器片47点・須恵器片48点・土師器片108点・瓦器片40点出土している。遺物は

1089

1088 1090

1092

1091

1094
1093

1095
1096 1097

1101

1098

1100 1102

1099 図270　d-1 区SD19および出土遺物
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古墳時代から13世紀までと時期幅があるが、量的に主体を占めるのは12～13世紀の土器であり、

同時代に機能した溝と考えることができる。

遺物

古式土師器

1088は支脚Aである。脚部は下に開いてのび、端部は内傾する面を持つ。外面はタタキ後指ナ

デである。

須恵器

1089は口径19.5cmを測る蓋である。ほぼ水平な天井部から陵をもってくだり口縁部は内湾す

る。口縁部端部内側に沈線が看取される。天井部中心付近に高まりが見られつまみがついていた

ものと思われる。

1090は壺の底部で貼付高台を持つ。高台は「ハ」の字に大きく開き、内端面で接地し端部は

外に肥厚する。

土師器

1091～1094は椀である。1091・1092・1094は内湾気味に立ち上がり、口縁部は外に摘み出さ

れ、端部ば丸い。1092は口縁部端部が肥厚し、玉縁状を呈す。1093は高台を持つものである。

断面四角形の高台が「八」字に貼り付けられている。

1095・1097は平底の杯である。1095は底部回転糸切りである。1097は底部は平坦で、口縁部

は外傾してのび、端部は丸い。底部調整は不明である。

1096は回転糸切りの皿である。底部は平坦で口縁部は内湾気味に立ち上がりる。底部は回転

糸切りである。

瓦器

1098～1100は瓦器の椀である。1098は体部が内湾気味にのび、口縁部は小さく肥厚して丸く

膨らむ。1099は断面三角形の低い高台を持つ。体部は内湾気味にのび、口縁部端部は尖り気

味である。内面に暗文が施され、外面に指頭圧痕が明瞭に残る。1100は高台は断面三角形を呈

し、底部内面に斜格子の暗文を持つ。

1101・1102は口径8.6～9.0cmを測る皿である。底部は丸く、口縁部は外反し、端部は丸い。

底部外面は指頭圧痕が明瞭に残り、内面は螺旋状の暗文を施す。

・SD23（図273）

遺構

調査区北西隅（Kll～L12グリッド・標高7.9m）に位置し、北から南へのびた後屈曲し西へのび

るもので、北と西側は調査区外へと続く、調査区北西隅を切り取るように位置する溝である。長

さ1500cm・幅50cm・深さ24～50cmを測り一定した幅を保つ。時期、機能については不明だが

幅は比較的狭いが、それに対し深く掘られた溝で、近代の撹乱である可能性も残る。

遺物は須恵器片3点・土師器片10点が出土した。
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遺物

土師器

1103は杯である。底部調整は不明である。

・SD30（図272）

遺構

調査区西側中央（H13～J13グリッド・標高8.1m）に位置し、東西に2mのびた後屈曲し南に伸び

る溝である。長さ1,480cm・最大幅120cm・最小幅50cm・深さ16cmを測る。遺物は古式土師器

片3点・須恵器片3点・土師器片41点である。遺物の検出状況から13世紀前後に機能していた溝

と想定される。

遺物

古式土師器

1104は大型の複合口縁部壺である。頸部は外湾し、口縁部との接合部は外に鋭く突出する。

口縁部は内湾気味にのびた後屈曲外反する。端部は外傾する面をなす。口縁部外面に波状のヘラ

ミガキが施される。内外面横ナデである。

1105は支脚Aである。外反して開く体部と凹面をなす頭部からなる。内外面には指頭圧疸が残

る。

1103

図271　 d-1 区SD23および出土遺物
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1104

1105

1107 1106

1108

図272　 d-1 区SD30および出土遺物
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土師器

1106は杯である。平坦な底部より内湾気味に立ち上がる。底部は回転糸切りである。底部内

面に化粧上が残る。

1107・1108は皿である。底部は回転糸切りである。

・SD32（図2刀）

遺構

調査区北西側（I12～J11グリッド・標高8.0m）に北西～南東へのびる溝である。長さ240cm・幅

60cm・深さ8cm を測り、やや湾曲した帯状を呈する。遺物は須恵器片1点・土師器片7 点出土して

いる。出土遺物から14世紀前半の遺構と考えたい。

遺物

須恵器

1109は片口鉢である。体部は外反し、口縁部端部は小さく肥厚させる。内面に回転ナデによ

ると思われる凹みが2条看取される。

土師質土器

1110は鍋の口縁部である。口縁部は外傾し、端部は丸い外傾する面を持つ。

土師器

1111は皿である。底部回転糸切りの後、不整方向

のナデが施されている。

1109

1110

1111

図273　d-1区SD32および出土遺物
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・SD39（図274）

遺構

調査区中央（J14グリッド・標高8.4m）付近に南北に伸びる溝である。長さ400cm・幅40cm・深

さ9cmを測る帯状である。遺物の検出状況から埋没の下限は12世紀以降であると考えられる。

遺物

土師器

1112は口径12.2cm・器高3.7cmを測る円盤高台の杯である。体部は内湾気味に立ち上がり、口

縁部は僅かに外反する。底部は回転糸切りで、幅0.5cmのスノコ疸がある。

1113は平底の杯の底部である。底部は回転糸切りであり、幅0.7cm程度のスノコ疸が看取され

る。

1114は小皿である。口縁部端部は外に摘み出される。底部は回転糸切りである。

・SD41（図275）

遺構

調査区西側（112グリッド・標高7.9m）に東西方向にのびる溝である。西側は調査区外にのび、

東側はSD32 に切られているため全容は不明であるが、検出長340cm ・幅60cm ・深さ15cm を測る。

出土遺物および溝（SD32）の切り合いより13世紀前後の遺構としたい。また、羽口の一部が出土し

ており精鉄関連施設に付随した溝である可能性もある。

遺物は須恵器片4点・土師器片79点・瓦質土器片1点・土製品1点出土している。

遺物

瓦質土器

1115は羽釜である。体部は外反気味にのび、口縁部端部は凹面を持つ。口縁部端部からやや

1112 1113

1114

図274　d-1区SD39 および出土遺物
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下ったところに断面三角形の鍔が付く。鍔の上下および内外面に指頭圧痕が多く残る。外面には

使用による煤が付着する。

土師器

1116～1118は口径6.2cm～7.2cm・器高1.4cmを測る小皿である。底部は回転糸切りで、1116は

内底にハケナデが施されている。

1121

1115

1116 1117 1118
1119

1120

図275　d-1区SD41および出土遺物

1122

1123

図276　d-1区SD46および出土遺物
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1119・1120は皿である。ともに底部回転糸切りである。1119は厚く、1120は薄く仕上げられ

ている。

土製品

1121は羽口である。羽口全体の形は不明だが、外面は面取りをしており多角形柱状のものと

考えられる。

・SD46（図276）

遺構

調査区西部（H12グリッド・標高7.9m）付近に位置する帯状の溝である。長さ300cm・最大幅

140cm・深さ11cmを測る。SD43及びSD44に切られる。

遺物は古式土師器片1点・須恵器片1点・土師器片90点である。

遺物

土師器

1122は皿である。底部回転糸切りである。1123は推定口径6.4cm・器高1.6cmを測る小皿であ

る。底部回転糸切りである。

・SD50 ・51（図277）

遺構

SD50 とSD51 は調査区南西隅（E12グリッド）に位置する帯状の溝である。2条の溝は東西方向に

約lm の間隔を保ってほぼ平行に伸びる。SD50 は検出長230cm ・幅20cm ・深さ9cm ・SD51 は検

出長250cm ・幅20cm ・深さ8cm を測る。SD51 はSP714・SP916 に切られる。

遺物

土師器

1124は椀の口縁部である。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は丸い。（SD50 出土）

1125・1126は皿である。底部は回転糸切りで、口縁部端部が外反気味である。（SD51 出土）

1124（SD50）

1125（SD51 ）

1126（SD51 ）

図277　　d -1区SD50・51および出土遺物
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・SD57（図278）

遺構

SD57は調査区南西側（F14グリッド）に位置する帯状の溝である。東西方向にのび、西をSD55に

東をSD65 に切られる。検出長520cm・幅90cm・深さ12cmを測る。

遺物は須恵器片5点・土師器片17点・瓦器片1 点である。時期は出土遺物から15世紀後半以降

と考えられる。

遺物

土師器

1127は皿である。底部は回転糸切りである。

備前焼

1128は擂鉢である。体部は外反してのび、口縁部端部は上に肥厚し、外傾する面をなす。重

ね焼きの痕跡が残る。擂り目は7条残る。

1129は鉢である。体部は外反してのび、口縁部端部は下外方に肥厚し、傾する面をなす。

口縁部端部は尖り気味である。

・SD59（図279）

遺構

調査区南西側（F13～G13グリッド）に位置し、南北方向に伸びる帯状の溝である。長さ710m ・

幅100cm・深さ27cmを測る。

遺物は古式土師器片1点・須恵器細片8 点・土師器片40点である。

1127

1129
1128

図278　d-1 区SD57および出土遺物
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遺物

古式土師器

1130は小型器台である。脚部は「ハ」字に開き、端

部は丸い。内外面ハケである。脚部に円孔が4方向に穿

たれる。

土師器

1131・1132は小皿である。底部は回転糸切りである。

1132は比較的急な立ち上がりで内湾し口縁部外面に陵

を持つ。

・SD69（図280）

遺構

調査区南側（G15～17グリット・標高8.8m）を東西方向

に伸びる帯状の溝である。長さ1,600cm・幅90cm・深

さ14cm を測る。SB9 ・SE6 に切られる。

遺物

土師器

1133、1134は椀である。1133は体部は内湾気味にの

び、口縁部は短く外反し端部を肥厚させ玉縁状を呈す。

内面ヘラミガキが看取される。1134 は高台を持つもの

である。端部の鋭い断面三角形の高台が外反気味に貼

り付けられている。共に胎土は良好で、浅黄橙色を呈

す。

1135は平底の杯である。底部は回転糸切り、幅0．8cm

のスノコ痕が看取できる。

1135は耳皿である。平坦な底部から外反し、口縁部

端部は丸い。底部は回転糸切りである。

1131

1130 1132

図279　d-1 区SD59および出土遺物
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1135

1133 1134 1136

図280　d-1 区SD69および出土遺物

・SD75（図281）

遺構

調査区北西側（J12グリッド・標高7.8m）に位置し、調査区境から南東方向にのびる帯状の溝で

ある。長さ630cm・幅250cm・深さ4cmを測る。SD31が流れ込み、SP698を切る。時期はおよび

機能については不明であるが、溝北端に東西方向の杭列を検出した。

遺物

土師器

1137は皿である。底部は回転糸切りである。

・SD77（図282）

遺構

調査区中央（I14グリッド・標高8.2m）に位置する湾曲する溝である。長さ400cm・幅90cm・深

さ7cmを測る。

遺物

土師器

1138は小皿である。底部は回転糸切りである。

・SD82（図283）

遺構

SD82は調査区中央（I15～17グリッド）に位置し、SB9に近接し、東西に伸びる帯状の溝であ

る。長さ780cm・幅80cm・深さ9cmを測る。SP780けじめ6基の柱穴に切られる。
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1137

図281　d-1区SD75 および出土遺物

1138

図282　d-1区SD77 および出土遺物
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1139（SP780 ）

1140（SD82 ）

1141（SD82 ）

1142（SD82 ）

1143（SD82 ）

1144（SD82 ）

1145（SD82 ）

図283　d -1区　SD82 ・SP780 および出土遺物
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遺物は古式土師器片1点・須恵器片1点・土師器片28点・瓦器片5点出土している。出土遺物よ

り12世紀前後の溝と考えられる。

遺物

土師器

1139～1141は皿である。1139は口径7.9cm・器高1.1cmを測る。底部は平坦で、口縁部は外反

するし、丸い面を持つ。底部は回転糸切りである。（SP780出土）

1140は口径8.5cmを測る。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は外に摘み出され、丸い。底

部は回転糸切り、スノコ痕が看取できる。1141は口縁部が外湾気味に立ち上がり端部は丸い。

瓦器

1142は高台の付く椀の底部である。高台は低く｢ハ｣字に貼り付けられる。端部は小さく外

に肥厚する。2次焼成を受ける。

土師器

1143～1145は貼付高台の椀である。1143は体部は内湾して立ち上がり、底部は断面三角形の

高台を直立気味に貼り付け高台端部は丸みを持つ。1144は体部は内湾して立ち上がり、高台は

欠損し、貼り付け痕跡のみである。内外面ヘラミガキが看取できる。1145は体部は内湾して立

ち上がり、口縁部は短く外反し、端部は摘み出されて丸い。底部は断面三角形の高台を直立気味

に貼り付ける。内面に暗文が残る。（SD82出土）

・SD87（図274）

遺構

調査区南西部（El2～13グリッド・標高7.9m）に位置し、東西にのびる帯状の溝である。長さ

230cm・幅20cm・深さ5cmを測る。

遺物

土師器

1146は土師器の皿である。口縁部は底部より内湾してのび端部は尖り気味である。底部切り

離し技法は不明である。

・SD91（図285）

遺構

調査区南西部（E12グリッド・標高7.9m）に位置し、東西にのびる帯状の溝である。長さ

180cm・幅30cm・深さ3cmを測る。

遺物

土師器

1147～1050は杯である。1147は口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は丸みを持つ。1148は

平底のものである。1149は平底の底部より内湾気味に立ち上がるもので、端部は尖り気味であ

る。1150は円盤高台状の底部より外反気味に立ち上がり端部は丸い。底部は回転糸切りである。
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1148

1150

図284　d-1区　SD87および出土遺物

1152

図285　d-1区　SD91および出土遺物

1153

1154

1155

図286　d-1区　SD92 および出土遺物
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1148は底部に幅0.5cmのスノコ痕が残り、2次焼成を受ける。

1151・1152は皿である。底部は回転糸切りである。1149・1151・1152は胎土が良好で、浅黄

橙色を呈し、1150はにぶい橙色である。

・SD92（図286）

遺構

調査区中央部（J12グリッド・標高8.4m）に位置し、北側で屈曲し、南北にのびる帯状の溝であ

る。検出長360cm・幅40cm・深さ16cmを測る。

遺物

土師器

1153～1155は口径7.2～7.4cm・器高1.2～1.4cmを測る皿である。底部は回転糸切りで、内面に

化粧土が残る。

・SR1（図287～289）

遺構

SR1は調査区東側（M17～L18グリッド・標高8.5m）に位置し、北西方向から南当方向に流れる

自然流路であり、古墳時代前期の溝SD10を切っている。検出長1800cm・幅330～400cm・深さ

40cm である。基本的な埋土は黄灰色砂質土であり、流路の東側は黄灰色砂質土を切り込んでオ

リーブ黒色粘土、暗黄色砂質土が堆積する。

遺物は縄文土器片（晩期）が2点・弥生土器片2点・古式土師器片45点・須恵器片332 点・土師器

片694点・瓦器片48点出土している。出土遺物は縄文晩期～14世紀までと時期幅が認められるが、

量的に主体を占めるのは12～14世紀の土器であり、同時期に存在したものであるといえる。

遺物

縄文土器

1156は深鉢である。口縁部直下に円形の刺突文を施し その下に緩い段が付く。

弥生土器

1157は貼り付け口縁部の甕である。口縁部下外面に剌突文を施す。内外面の調整は不明である。

1158は底部である。突出しない平底である。内外面に調整は不明である。

古式土師器

1159・1160は短胴形の甕である。1159は口縁部が外反し端部は丸みを持つ。体部の張りは弱

く底部は突出し やや丸い。外面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、タタキの痕跡を強く残す。

1160は小型のものである。端部は外反し細く丸い。体部の張りは弱く、底部は僅かに痕跡を

残寸のみである。

1161は甕形のミニチュア土器である。外面はタタキと指頭圧痕、内面は指頭圧痕が残る。

須恵器

1162・1163は杯蓋である。1162は平坦な底部より外反気味に下り、端部は内傾する面を持つ。
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口縁部外面に火欅が残る。1163は杯B蓋のっまみである。扁平な擬宝珠様つまみである。

1164・1165は甕の口頸部である。口縁部は外反して立ち上がり端部は外傾する。口縁部外面

は回転ナデ、体部外面は縄蓆文が残り、内面は口縁部が横ナデ、体部がヘラケズリである。1165

は口縁部は外湾してのびるもので端部は丸い面をなす。頸部外面に縄蓆文が残る。

1黒褐色シルト
2黄褐色砂質土
3 オリーブ黒色粘土
4灰黄色砂質土
5黄灰色砂質土

6暗灰黄色砂質土
7 黒褐色シルト
8暗灰黄色砂質土
9黄灰色砂質土
10灰黄色砂質土

図287　d-1区SR1
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1158
1157

1156

1160

1161

1159

1162

1164

1163

1165

1166

図288　d-1区SRI出土遺物（1）
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1166は壺である。体部の肩の張りは強く、肩に一条の沈線を持つ。体部はヘラケズリをナデ

消し内面に当て道具の痕跡が残る。

土師器

1167～1175は高台の付く椀である。1167は体部は内湾気味にたちあがり、口縁部は外に摘み

出され丸みを持つ。底部には断面三角形の高台が「八」字に貼付き、内外面はヘラミガキである。

底部に2次焼成を受ける。1168は口縁部が外反気味にのび、端部尖り気味である。1169は体部が

内湾してのび、口縁部は外反する。端部は丸く、内外面ヘラミガキである。1170は高台は高く、

底部までの奥行きが深い。断面四角形の高台が「ハ」字に貼り付く。1171は丸みを持った断面

三角形の高台が貼り付く。1172はやや低めの断面四角形を呈す高台が「ハ」字に貼り付く。底

部切り離し技法は回転糸切りである。内外面ヘラミガキである。1173は断面三角形の高台が

「ハ」字に貼り付く。内外面ヘラミガキである。1174は断面四角形の高台が内湾気味に貼り付く。

2次焼成を受ける。1175は断面がやや丸い三角形の高台が貼り付く。底部の切り離し技法は回転

ヘラケズリで、底部内面にヘラミガキが残る。

1169

1167 1168

1170 1171 1172 1173

1174 1175 1176 1177

1178 1179 1180 1181

1183
1184

1185

1186
11881187図

289　d-1区SRI出土遺物（2）
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1176～1179は杯である。1176・1177は平底のもので、1176は口縁部が内湾して立ち上がり、

端部は丸みを持つ。底部は回転糸切りであり、スノコ痕が残る。1177は底部が回転ヘラ切りの

ものである。内面に化粧土が残る。

1178・1179は円盤高台のものである。1178は高台が高く、底端部は外に突出する。体部は外上

方に開くもので、底部は回転糸切りである。1179は高台が内傾し体部は水平方向にのびる。

1180・1181は皿である。1180は口縁部が内湾気味にのび、端部は尖っている。1181は口縁部

が外反してのび端部は丸い。底部切り離し技法は不明である。

瓦器

1182～1188は椀である。1182 は低い断面四角形の高台が｢ 八｣ 字に貼り付くものである。

1183～1185・1187・1188は内湾気味に立ち上がる口縁部で、端部は丸い。1188はわずかに端部

が外反する。1186は断面三角形の高台が貼り付くものである。1182は内面にヘラミガキが残る。 

1183は外面が指頭圧痕、内面が見込みには渦巻き状の暗文、口縁部内面には荒い圈線暗文が施

される。1184 ～1187は外面が指頭圧痕、内面は荒い暗文で、1185 はミガキ調整の前にハケナデ

が施されている。

（5）柱穴

柱穴は総数888基を検出した。これらの中には住居の支柱や柵列の柱穴、他に自然の凹部など

も含まれる。これら各柱穴の配置について検討したが、規則性のある配列は認められない。ここ

では時期の推定可能な遺物出土の柱穴のみ図示し、遺物について詳述する。

SP100（図290）

SP100は調査区北東部（L17グリッド・標高8.5m）に位置し、平面形は円形をなレ直径25cm・

深さ10cmを測る。

遺物

土師器

1189は土師器の小皿である。底部は回転糸切りである。

・SP110（図290）

SP110は調査区北東部（LI7グリッド・標高8.5m）に位置し、平面形は不整円形をなレ長径

40cm ・短径30cm ・深さ35cm を測る。

遺物

土師器

1190は土師器の皿である。底部は回転糸切りである。口縁部は底部より外反したのち、緩や

かに屈曲し陵をなす。二次焼成を受ける。
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1189

1191

1190

図291　d-1区SP112 および出土遺物

図290　d-1区SP100・110 および出土遺物

1192(SP183) 1193(SP185)

1196

1194(SP185) 1195(SP187)

図293　d-1区SP315

図292　d-区1 SP183・185 ・187 および出土遺物 および出土遺物
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・SP112（図291）

遺構

SP112は調査区北東部（K16グリッド・標高8.5m）に位置し、平面形は円形をなし、直径35cm・

深さ27cm を測る。

遺物

土師器

1191は土師器の小皿である。口縁部はやや外反してのび、端部は細く尖り気味である。底部

は回転糸切りである。

・SP183（図292）

遺構

SP183は調査区北東部（LI5グリッド・標高8.5m）に位置し、平面形は楕円形をなし、長径

30cm ・短径20cm ・深さ9cm を測る。（SP183）

遺物

ち上がる。体部外面に指頭圧痕が明瞭に残り、底部は回転糸切りである。（SP183）

・SP185（図292）

遺構

SP185は調査区北東部（L15グリッド・標高8.4m）に位置し、平面形は楕円形をなし、長径

50cm ・短径40cm ・深さ32cm を測る。

遺物

土師器

1193・1194 は杯である。口縁部は外反したのち内湾気味に立ち上がり、端部は尖り気味であ

る。底部は回転糸切りである。

・SP187（図292）

遺構

SP187は調査区北東部（L15グリッド・標高8.4m）に位置し、平面形は円形をなし、直径20cm・

深さ23cm を測る。

遺物

土師器

1195は土師器の皿である。体部はナデにより窪み、口縁部は丸みを持つ。底部は回転糸切り

である。

301



・SP315（図293）

遺構

SP315は調査区北西部（L13グリッド・標高8.2m）に位置し、平面形は円形をなし、直径40cm・

深さ20cmを測る。

遺物

土師器

1196は土師器の杯である。底部は平底で、口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は薄く尖り

気味に仕上げられている。底部は回転糸切りで、スノコ痕が看取できる。内面に不整方向のナデ

を施す。

・SP382（図294）

遺構

SP382は調査区北西部（H12グリッド・標高7.7m）に位置レ平面形は円形をなし、直径40cm・

深さ20cmを測る。

遺物

土師器

1197は土師器の皿である。底部は回転糸切り、幅0.5cmのスノコ痕が看取できる。内面に化粧

上が残る。

・SP416（図295）

遺構

SP416は調査区西隅（H11グリッド・標高7.9m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・深

さ27cm を測る。

遺物

土師器

1198は杯の底部である。底部は回転糸切りで、スノコ痕が看取できる。二次焼成を受ける。

・SP466（図296）

遺構

SP466は調査区北西部（L12グリッド・標高7.9m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・

深さ17cm を測る。

遺物

土師器

1199は土師器の皿である。口径7.7cm・器高1.4cmを測る。底部は回転糸切り、幅0.7cmのスノ

コ痕が残る。
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・SP476（図296）

遺構

SP476は調査区北西部（K12グリッド・標高7.9m）に位置し、平面形は円形をなし、直径

20cm・深さ10cm を測る。

遺物

土師器

1200は土師器の皿である。器高1.0cmを測る極めて浅いものである。底部は回転糸切りである。

・SP490（図297）

遺構

SP490は調査区中央部（H13グリッド・標高8.0m）に位置し、平面形は円形をなし、直径10cm・

深さ2cmを測る。土師器の皿がほぼ完形で坑底に対して水平に置かれた状態という出土し、ている。

遺物

土師器

1201は土師器の小皿である。口径7.0cm・器高1.5cmを測る。底部は回転糸切りで、スノコ痕

が残る。

・SP547（図298）

遺構

SP547は調査区中央部（G13グリッド・標高8.1m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・

深さ15cmを測る。

遺物

土師器

1202は土師器の杯である。体部は大きく外反し、口縁部付近で緩く屈曲するものであり、端

部は尖り気味である。底部は回転糸切りである。

・SP568（図299）

遺構

SP568は調査区中央部（G13グリッド・標高8.1m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・

深さ15cmを測る。

遺物

土師器

1203は土師器の杯である。底部平底で、口縁部は外反し、てのび端部は丸みを持つ。底部は回

転糸切りで、幅0.8cmのスノコ痕が残る。二次焼成を受ける。
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1204は皿である。口縁部は内湾し、端部は丸みを持つ。底部は回転糸切り、幅0.5cmのスノコ

痕が残る。埋土中に水平に置かれた完形の状態で出土した。



1197 1198

図294　d-1区SP382 および出土遺物 図295　d-1区SP416 および出土遺物

1201

1199(SP466)

図297　d-1区SP490 および出土遺物

1200(SP476)

1202
図296　d -1区SP466 ・SP476 および出土遺物

図298　d-1区SP547 および出土遺物

1203

1204

1205

図299　d-1区SP568 および出土遺物 図300　d-1区SP608 および出土遺物
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・SP608（図300）

遺構

SP608は調査区中央部（I14グリッド・標高8.3m）に位置し、平面形は円形をなし、直径25cm・

深さ7cmを測る。

遺物

土師器

1205は皿である。口縁部は指で横に強くナデられ、端部は丸い。底部は回転糸切りで、スノ

コ痕が残り、化粧上が施される。

・SP622（図301）

遺構

SP622は調査区中央部（I15グリッド・標高8.3m）に位置し、平面形は円形をなし、直径22cm・

深さ7cmを測る。

遺物

土師器

1206は杯である。底部は平底で、口縁部は外反し、端部は尖り気味である。底部は回転糸切

りである。

・SP629（図302）

遺構

SP629は調査区中央部（H15グリッド・標高8.6m）に位置し、平面形は楕円形をなし、長径

30cm・短径20cm・深さ36cmを測る。

遺物

土師器

1207は皿である。口縁部は外反し、端部は尖り気味である。底部は回転糸切りである。

・SP642（図303）

遺構

SP642は調査区中央部（G14グリッド・標高8.3m）に位置し、平面形は楕円形をなし、長径

50cm・短径40cm･深さ17cmを測る。

遺物

土師器

1208は皿である。口縁部は外反し、端部は尖り気味である。底部は回転糸切りである。
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1206 1207

図301　d-1区SP622および出土遺物 図302　d-1区SP629および出土遺物

1209 1210
1208

1211

図303　d-1区SP642および出土遺物 図304　d-1区SP715および出土遺物

1212(SP749)

1213(SP750)

図306　d-1区1SP771
図305　d -1区SP749 ・750 および出土遺物 および出土遺物
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・SP715（図304）

遺構

SP715は調査区中央部（H14グリッド・標高8.3m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・

深さ17cmを測る。

遺物

土師器

1209は皿である。口縁部は外反し端部は尖り気味である。

瓦器

1210は皿である。口縁部は外反し、端部は丸く内面に肥厚する。底部外面に指頭圧痕が看取

される。。1211は椀である。体部は内湾してのびた後緩く屈曲し、外反してのびる口縁部に至る。

口縁部端部は尖り気味に丸い。体部外面は指頭圧痕が顕著にみられ、内面には水平方向の荒いミ

ガキが残る。

・SP749（図305）

遺構

SP749は調査区中央部（I16グリッド・標高8.6m）に位置し、平面形は円形をなし、直径30cm・

深さ22cmを測る。

遺物

土師器

1212は皿である。口縁部は外反し、端部は尖りぎみである。

・SP750（図305）

遺構

SP750は調査区中央部（H16グリッド・標高8.6m）に位置し、平面形は円形をなし、直径20cm・

深さ16cm を測る。

遺物

土師器

1213は皿である。口縁部は外反し、端部は丸い。底部は回転糸切り、幅0.5cmのスノコ痕が残

る。

・SP771（図305）

遺構

SP771は調査区中央部（H16グリッド・標高8.6m）に位置し、平面形は円形をなし、直径10cm・

深さ19cmを測る。

遺物

土師器

1214は土師器の小皿である。口縁部は外反し強くなでられ、端部は丸い。底部は回転糸切り、
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スノコ痕が看取される。

（6）土坑墓

・1号土坑墓（図307）

遺構

1号土坑墓は、調査区中央（K16グリ ッド）に

位置する。平面形は楕円形をなし、主軸はN -

70 °-Eを指す。規模は、長径116cm・短径84cm

図307　d －1区　1号土坑墓

を測る。土坑の中に頭 を北西方向に向け、顔

を西 に向けた遺体が屈 葬さ れてい た。両腕 、

両足 を体の右側で折 り曲げ、手は顔 の前にあ

る。人骨鑑定の結果、壮年の男性であるとい

う結果がでている。遺物は出土してなく、年

齢は不明である。

5　d－2区

（1）井戸

・SE1（図308）

遺構

SE1は調査区東中央（J17グリッド・標高8.3m）に位置する井戸である。掘形は直径75cmの不整

円形を呈し、底部は直径48cmの円形で深さ40cmを測る。底部標高は7.7mである。掘形中央に口

径44cmの曲物を据える。曲物は2 つを重ねているのか単一のものなのか判明しないが、高さ

40cmのものである。廃棄は径20～30cmの石を数個投入しており意図的なものだったと考える。

出土遺物はなく、構築および廃棄時期

については不明である。

・SE2（図309）

遺構

1 黄灰色土

2 暗灰黄色土

3 暗黄灰色砂質土

4 黒褐色土

5オリーブ黒色土

6 灰色土

7 オリ ーブ黒色土

8 黒褐色土

図308　d-2区　SE1

SE2は調査区東中央（H14グリッド・標

高8.4m）に位置する井戸である。掘形

は長径176cm・短径148cmの楕円形を

呈し、底部は直径88mの円形で深さ

120cmを測る。底部標高は6.72mである。

掘形中央に口径68～80cm ・高さ40cm

の曲物を据える。曲物の周辺には20～

30cmの石をならべており、井壁の崩壊

を防いでいたと考えられる。出土遺物
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はなく、構築および廃棄時期については不明である。

・SE3（図310）

遺構

SE3 は調査区東中央（G12グリッド・標高8.0m）に位置する井戸である。掘形は長径100cm・短

径86cmの楕円形を呈し、底部は直径42cmの円形で深さ50cmを測る。底部標高は7.4mである。

掘形中央に口径68～80cm・高さ40cmの曲物を据える。曲物の周辺には20～30cmの石をならべ

ており、井壁の崩壊を防いでいたと考えられる。出土遺物はなく、構築および廃棄時期について

図309　d－-区　SE2 図310　d-2区　SE3

は不明である。

（2）溝

・SD6（図311）

遺構

調査区中央部（M17～K17グリッド・標高8.4m）に位置し、北西から南東にのびる帯状の溝であ

る。検出長1,280cm・幅30～96cm・深さ32cmを測る。

遺物は古式土師器・須恵器・土師器の小片が出土しているが、時期の確定できるものはなく、

機能・時期については不明である。

309



・SD9（図312）

遺構

調査区北中央部（LI5～17グリッド・標高8.3m）に位置し、

東西にのびる帯状の溝でSD8に切られる。検出長825cm・幅

125cm ・深さ19cmを測る。

遺物は古式土師器細片44点・須恵器片2点・土師器片1点が

出土している。出土遺物に時期幅があり、溝の掘削時期は不

明であるが、出土遺物から埋没の下限は11世紀と考えられ

る。

遺物

土師器

1215は皿である。底部は回転ヘラ切りである。胎土は砂粒

が混じり荒く、にぶい橙色を呈す。

・SD17（図313）

遺構

調査区中央部（M14～K15グリッド・標高8.2m）に位置レ

SD18を切り、SK1に切られる。北西から南東にのびる帯状の

溝である。検出長900cm・幅125cm・深さ3cmを測る。

遺物は古式土師器片23点・須恵器片1点・土師器片点が出

土している。出土遺物より溝の埋没時期は12世紀以降と考え

られる。

遺物

土師器

図311 d-2区SD6 1216は貼付高台の椀である。底部は回転糸切りで、内外面

にヘラミガキが見られる。胎土は精良で、灰白色を呈する。

（5）柱穴

・SP17（図314）

遺構

SP17は調査区北側（M16グリッド・標高8.3m）に位置し、平面形は歪な円形をなし、直径

20cm・深さ13cmを測る。

遺物

土師器

1217は口径12.6cm・器高3.4cmを測る杯である。底部は回転糸切りで、底部より外反して立ち

上がる。完形品で、胎土は精良で、灰白色を呈する。
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1215

1216

図313　d-2区　SD17および出土遺物

図312　d-区2 　SD9および出土遺物
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・SP21 4（図315）

遺構

SP214は調査区北西側（K12グリッド・標高8.0m）に位置し、平面形は歪な円形をなし、直径

20cm・深さ13cm を測る。

遺物

土師器

1218は皿である。底部は回転糸切りで、幅0.5cmスノコ疸が看取できる。内面に化粧土が残る 。

・SP70 0（図316）

遺構

SP700は調査区南西部（G12グリッド・標高7.8m）に位置し、平面形は歪な円形をなし、直径

35cm・深さ14cmを測る。

遺物

土師器

121 9は杯である。口縁部は平底の底部より内湾気味にのび、端部は尖る。底部は回転糸切り

後ハケ状工具によるナデが施される。胎土は精良で、灰白色を呈する。二次焼成を受け、口縁部

が剥落している。

1220は推定口径6.5cmを測る皿である。底部は回転糸切りである 。

1217

図314　d-2区　SP17および出土遺物 図315　d-2区　SP214および出土遺物

1219 1220

図316　d-2区　SP700および出土遺物
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6　d-3区

（1）土坑

・SK5（図317）

遺構

調査区南東側（H16グリッド）に位置し、平面形は長径108cm・短径56cmの楕円形である。坑底

は中央で僅かに窪むものである。遺物は古式土師器細片1点・土師器片3点が出土した。

遺物

土師器

1221は杯である。口縁部は平坦な底部より外反して立ち上がり、端部は尖り気味である。底

部調整は摩滅が著しく不明である。

1222は皿である。底部は外に僅かに突出する。口縁部は強く外反し、端部は丸い面を持つ。

外面は回転糸切りである。

（2）柱穴

・SP12（図318）

遺構

調査区南東側（H17グリッド）に位置し、平面形は円形をなし、直径22cm・深さ33cmを測る。

坑遺物は古式土師器細片1点・土師器片1点が出土

した。

遺物

土師器

1223は杯である。口縁部は平坦な底部より内湾

気味に立ち上がり、端部は尖り気味である。底部

は回転糸切りである。胎土は精良で、灰白色を呈

す。

1223

1221

1222

図317　d-3区　SK5および出土遺物 図318　d-3区　SP12 および出土遺物
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7　e区

（1）掘立柱建物

・SB1（図319 ）

遺構

SB1は調査 区 中央部（F9グリッ

ド・標高7.3m）に位置する。建物を

構成する柱穴 はSP202・205・211

である。棟方向はN-6°-W、規模は

梁行1間212cm・桁行1 間232cmを

測 り、平面形 は方形に近い。柱穴

の 平 面 形 は 円 形 で 、 直 径20～

30cm・深さはほぼ20～30cm前後で

ある。

図319　e区　SB1 各柱穴 から遺物 が出土してい な

いため、時期 につい ては不明であ

る 。

（2）井戸

・SE1（図320）

遺構

SE1は調査区南東部（D8グリッド・標高7.4m）に位置する石組すり鉢形井戸である。掘形上部平

面形は長径216cm ・短径180cmの不整円である。掘方はすり鉢状を呈し、深さ120cm・底径60cm

を測る。底部標高は6.0mである。井戸側は、径10～30cmの加工しない石をすり鉢形に積み上げ

る。遺物は土師器片6 点・備前焼片2点・瓦質土器片1点・木簡1点である。出土遺物から15世紀

初頭のものと考えられる。

遺物

中世陶器

1224・1225 は備前焼の甕の口縁部である。口縁部は端部を外に折り曲げ王縁となす。頸部は

短く内傾あるいは直立し、体部の肩の張りは少ない。

瓦質土器

1226は茶釜である。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は平坦な面をなす。体部は湾曲し、

底部は丸みを帯びる。鍔は体部中央に直線的に貼り付き、端部は外面を強くナデ、上下に小さく

肥厚する。口縁部から体部外面は横方向にナデられており、体部内面は横方向のハケを施し、内

面の鍔貼り付け部分および底部外面は指頭圧痕が明瞭に残る。底部および鍔の外面には煤が付着
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1224

木簡－2

1オリ ーブ黒 色シルト（砂 混じり）

2 オリ ーブ黒 色シルト（砂 混じり）

3 オリ ーブ黒 色砂 質土

4 オリ ーブ黒 色粘土

5黒 色粘土

6 オリ ーブ黒 色粘土

7オリーブ黒色粘土

8黒 色粘土（砂 混じり）

9 オリ ーブ黒 色粘土

10黒 褐色シルト

1225

1226

図320　e区　SE1および出土遺物
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している。

木器

木簡-2は長さ28cm・幅2.3～2.6cmを

測る短冊型のものである。左右両辺は

欠損し、上下両端は鋭利な刃物によっ

て削られ、右下は繊維がほぐれ、ささ

くれたっている。木簡裏面（墨痕が確認

できない面）には直線的な刀創痕がつい

ている。墨書は二行書きで、左側の欠

落および木質の摩耗と墨痕が希薄なた

めに赤外線テレビカメラを使用して検

1227
討したが、文字の判読は不能であった。

材質は翌槍である。

（3）溝

・SD3（図321）

遺構

1228

調査区中央部（19～F9グリッド・標高

7.6m ）に位置し、SD 1・4・6を切り、 

SD9に切られる。ほぼ南北にのびる帯

状の溝である。検出長1,200cm・幅

80cm ・深さ17cm を測る。

遺物は古式土 師器細片・須恵器細

片・土師器片が出土している。出土遺

物より溝の埋没時期は12世紀以降と考

えられる。

遺物

土師器

1227・1228 は平底の杯である。器高

4.3cmを測る深いもので、底部は回転糸

切り、幅0.7cmのスノコ痕が看取できる、

胎土 は精良で、浅黄橙色 を呈する。 

1228は口縁部が外反したのち内傾する

図321　e区　SD3および出土遺物

もので端部は尖り気味である。底部は

回転糸切り、幅0.7cmのスノコ痕が看取

でき、底部内面に指ナデによる粘土の

隆起が認められる。

316



1オリーブ黒色シルト

2灰 オリーブ色シルト

3灰色シルト

4オリーブ黒色シルト

5灰 オリーブ色砂質土

6灰色シルト

7灰オリーブ色砂土

8オリーブ黒色シルト

9黒色粘土

1Oオリーブ黒色シルト

11オリーブ黒色砂質土

12黒色粘土

1229

1230

図322　e区　SD27 および出土遺物（1）
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・SD27（図323）

遺構

調査区西端（B7～C77グリット・標高7.2m）に位置し、南北にのびる帯状の溝で、ここから西に

は明確な生活痕跡のある遺構はない。。検出長1,200cm・幅240cm・深さ30cmを測る。

遺物は古式土師器細片・須恵器細片・土師器片、瓦器片、漆器片が出土している。出土遺物よ

り溝の埋没時期は14世紀と考えられる。

遺物

須恵器

1229は甕である。口縁部は頸部より外反気味にのび、端部は外に屈曲肥厚し、下部が凹線を

持つ。口縁部内面は強く撫でられる。体部外面は平行タタキ後ハケ、内面に同心円文が残る。

中世須恵器

1230は片口鉢である。体部は外反し、口縁部端部は上に肥厚させ、丸い。口縁部内面に凹線

状の窪みを持つ。口縁部に重ね焼きの痕跡が残る。

1231 1232 1233

1234 12361235

1237 1238 1239

1240 1241 1242

1243 1244 1245

1247
1248

1246

1249 図323　e区　SD27 出土遺物（2）
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土師器

1231・1232は椀である。1231 は断面四角形の高台が「八」字に貼り付く。内外面はヘラミガ

キである。1232は口縁部が内湾気味にのび、端部は尖り気味である。内面に段を持つ。

1233～1242は杯である。1233～1236・1238・1240は胎土が精良で、灰黄色を呈するものであ

る。これらの土器の特徴は体部が外湾気味に伸びたのちやや内傾する口縁部を持ち、端部は尖り

気味である。底部は回転糸切りである。

1239は口縁部がやや外湾気味にのびるもので、底部

は回転糸切りである。胎土は砂が多く混じり、にぶい

楫色を呈す。

1242～1245は皿である。口縁部が内湾気味にのびる

ものである。1243・1244 は法量・器形共に同形のもの

で、化粧土を施す。すべて底部は回転糸切りである。 

1243は底部に幅0.7cmのスノコ痕は看取できる。

瓦器

1246～1248は椀である。1246は粘土紐を貼り付けた

高台を持つもので、大きく開いて立ち上がる。内面に

平行のヘラミガキが残る。1247・1248 は口縁部が内湾

して立ち上がるもので、端部は丸い。

漆器

1249は総黒色の椀である。碁笥底を呈し、体部は内

湾気味にのびる。文様は黒色地の上に赤色で草花が描

かれている。

・SD42（図324）

遺構

調査区西側（D5～6グリッド・標高7.6m）に位置し、東

西にのびる帯状の溝である。検出長480cm ・幅40cm ・

深さ8cmを測る。

1250

遺物は古式師器細片・須恵器細片・土師器片が出土

している。出土遺物より溝の埋没時期は12世紀以降と

考えられる。

遺物

土師器

1250は杯である。底部は回転糸切りで、幅0.5cmスノ

コ痕が看取できる。内面に化粧土が残る。

図324　e区　SD42 および出土遺物
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図325　b-1区　SD2 および出土遺物
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第7節　 近 世 の 遺 構 と 遺 物

l　b-1区

・SD2（図325）

遺構

SD2は調査区南側（L17～K18 グリッド）に位置する。東西へ帯状に伸びる溝で、SD3に切られる。

長さ700cm、最大幅40cm・検出面からの深さは10cmをはかる。

遺物は土師器が1点出土し、これを図示した。出土遺物より19世紀のものと考えられる。

遺物

土師器

1257は底径16.7cmの水甕の底部である。

底部は平坦で小さく外に突出する。体部

は内湾気味にのびる。底部外面に｢ 寛政

庚戌・九月三日調之｣ の紀年名が墨書さ

れており、これは1850年を示す。

・SD08（図326）

遺構

SD08は調査区東部中央寄り（J17～I18グ

リッド）に位置し、東西へほぼ直線的にの

びる溝である。長さ830cm，最大幅60cm・

深さは13cm をはかる。断面形は逆台形で

ある。

1251

遺物は瓦質土器片1点・須恵器細片1 点

出土しか。ここでは瓦質土器1点を図示し

か。出土遺物より19世紀のものと考えら

れる。

遺物

瓦質土器

図326　b－1区　SD8 および出土遺物

1251は焙烙鍋の口縁部である。残存部

には2ヶ所内耳を持つもので、内耳に穿た

れる紐穴は貫通してない。内耳の形骸化

が顕著であることから19世紀の製品であ

ると考えられる。
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・SD09（図327）

遺構

SD9 は調査区南西寄り（K15 ～17 グリッド）に位置する。東西へ帯状に伸びる溝である。長さ
1100cm、最大幅110m・検出面からの深さは12cmをはかる。
遺物は土師器が2点出土し、土師器を1点図示した。出土遺物より19世紀のものと考えられる。

1252

1253

図327　b-1区　SD9および出土遺物

図328　b-1区　SD12および出土遺物
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遺物

土師器

1256は口径7.6cmの皿である。器高は極めて浅く、底部切り離し技法は回転糸切りである。胎

土の色調や底部切り離し技法により19世紀代と考えられる。

・SD12（図328）

遺構

SD12は調査区東部中央寄り（I16～18グリッド）でSD08の北側に位置する。長さ980cm・最大幅

80cmで、緩やかな弧状を.描きながら東西に伸びる溝である。東側はSK8、西側はSP28に切られ

る。

遺物 は須恵器の小破片が3点 ・近世陶

器が1点出土し た。こ こでは陶器1点を

図示した。

遺物

陶器

1253は肥前系陶器の鉢底部である。内

底 面 に白土 に よる八ヶ目文様施釉さ

れ、見込み部分には砂目の目跡が残る。

高台部分に刻みがないことから、18世紀

以降のものである

（2）柱穴

・SP10（図329 ）

遺構

SP10は調査区南側（L18グリ ッド）に位

置する。柱穴の平面形は円形をなし、長

径110cm・短径90cm・深さ27cmを測る。

穴底は、南側 に僅かな落ち込みが見られ

るがほぼ平坦である。

1254

遺物は備前の擂鉢が1点出土し、これ

を図示 しか。時期は18世紀末～19世紀

のものである。

遺物

近世陶器

図329　b－1区　SP10および出土遺物

1254 は小型の擂鉢である。堺・明石系

に属し、薄く平らな底部から口縁部端部
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までほぼ直線的に開く。口縁部は外方に肥厚し、内外面に2条の凹線状のくぼみをもつ。体部内

面には、縦方向に10本単位の櫛掻き条線かくまなく刻まれ、見込みには放射線状に7本単位の条

線が刻まれている。時期は18世紀末～19世紀のものである。

・SP14（図330 ）

遺構

SP14は調査区南寄 り（K17グリ ッド）に位

1255 置 す る 。 平 面 形 は 円 形 を な し、 長 径

60cm・短径50cm・深さ12cmを測る。穴

底は平坦である。 出土遺物 は土師器片が

1256
2点出土し図示した。

遺物

土師器

1255は貼り付け 高台 をもつ底部 であ

図330　b-1区　SP14および出土遺物 る。椀の底部状を呈するが、高台脇 に透

かし孔 を2 箇 所穿つ 。色調 は灰白色 で、

高台内および見込みには指押さえの跡が顕著にみられる。1256 は円盤高台の杯の底部である。

高台の高さは低めで、体部は強く外反する。底部切り離し技法は回転糸切りである。

2　b-2区

(1)土坑

・SX16（図331）

遺構

SX16は調査区南側（L18グリッド・標高11.2m）に位置し、竪穴住居S11内に掘り込まれる。平面

形は楕円形をなし、長径92cm・短径76cm ・深さ14cmを測る。主軸はN-4ｱ-Wを指す。

土坑からは、土師器片、中世陶器片が出土している。出土遺物から18世紀末～19世紀と考え

られる。

遺物

土師器

1258は皿である。口縁部は外反してのび端部は丸い。底部は回転糸切りである。

中世陶器（備前焼）

1259は備前焼の底部である。器種は不明である。底部にヘラケズリの痕跡が残る。

近世陶器

1260・1261は小型の擂鉢である。平坦な底部から内湾気味に立ち上がる。1261は口縁部が外

方に肥厚 脳 内外面に2条の凹線状のくぼみをもつ。体部内面には、縦方向に8本単位の櫛掻き

条線かくまなく刻まれ、見込みには放射線状に5あるいは6本単位の条線が刻まれている。底部

外面にひらがなで｢ ○き｣ と墨書されている。時期は18世紀末～19世紀のものである。
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1258 1259

1260

1261

図331　b-2区　SX16および出土遺物
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・SX32（図332）

遺構

SX32は調査区南西隅（LI5グリッド・標高

11.8m）に位置し、SK31に切られる。平面形は

方形ををなし、長辺96cm・短辺80cm・深さ

24cmを測る。主軸はW-15°-Nを指す。

土坑からは、瓦質土器が出土している。

瓦質土器

1262は焙烙鍋の口縁部である。口縁部は横

ににやや湾曲してのび、端部は丸い。

図332　b-2区　SX32 および出土遺物

326



第8節　 包 含 層 の 遺 物

ここでは、縄文時代から中近世までの包含層出土の遺物を調査区毎に報告する。

1　b区（図333）

須恵器

1263・1264は杯蓋である。1263は深く丸い天井部より僅かに屈曲し直線的にのびた後小さく

内傾する。端部は丸い。口縁内面に凹線状の窪みを持つ。1264は丸い天井部よりカーブを描い

て下り口縁端部は丸い。天井部内面は強い指ナデにより窪んでいる。両者共に天井部に回転ヘラ

ケズリを施す。

1265～1267は立ち上がりを持つ杯身である。1265は立ち上がりが内傾してのび、端部および

立ち上がりの中央を強くなでる。底部は丸く、底部1/2に回転ヘラケズリを施す。1266は立ち上

がりが内傾した後屈曲し上方にのびるもので端部は尖り気味である。底部は平坦で、外面に強く

灰を被る。1267は極めて浅いもので、立ち上がりが内傾し、端部は尖り気味で、受部は水平に

のびる。底部は丸く、外面約1/2に回転ヘラケズリを施す。

1268ははそうである。体部は球形を呈し、最大径は胴部やや上位にに求められる。透かしは

体部最大径をはかる位置に外方から内側に向かって穿孔されている。頸部は外反し立ち上がる。

体部外面は回転ヘラケズリを施し、底部は手持ち削りである。

1269は短脚の高杯である。杯部は椀形を呈し、脚はラッパ状をに外反し水平方向にのびた後

屈曲し段をなすものである。脚端部は凹面をなす。杯底部は回転ヘラケズリを施す。

1270は甕の口頸部である。口縁部は外反し端部は丸く、内面は肥厚し、段を持つ。外面はハ

ヶ状工具で横方向に撫でられている。

1271は高杯の底部である。脚部は端部を内へ屈曲させ、凹面をなす。内面は窪みを持つ。

1272は貼り付け高台の杯身である。口縁部は緩やかに外反し、端部は尖り気味である。高台

は「ハ」字に低く付く。高台端部は内外に肥厚する。底部外面に回転ヘラ切り未調整疸が残る。

赤色塗彩土師器

1273は高台の付く杯である。体部は内湾した後外反し、口縁端部内面に沈線が施される。高

台は内湾気味に貼り付き、端部は尖り気味である。

1274はやや高い高台の付く杯である。高台は外湾気味に開き、端部は丸い。杯底部は平坦で

外に開く。

土師器

1275・1276は杯である。底部は平坦で、口縁部は外反し端部は平坦な面を持つ。底部は回転糸

切りで、1cm 程度のスノコ疸が看取できる。1276は底部は平坦で、口縁部は内湾気味に立ち上が

り、端部は尖り気味である。1275は胎土に砂粒が多量に含まれ、、橙色を呈し、1276は貽上が精

良で灰白色を呈す。

1277～1280は皿である。1277・1279は口縁部が外反し、端部は尖り気味である。1278はやや
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浅く口縁部は内面に肥厚する。口縁部外面に型作りの痕跡が残る。底部外面は回転糸切りである。 

1280は底の浅い薄い土器である。1277～1279は化粧土を施す。

土製品

1281は鞴の羽口である。直径7.1cmを測る円筒形のもので、割口は二次焼成のため剥落が著し

い。

1263 1265
1264

1265 1267

1270

1269
1268

12711272 1275

12741273 1276

1277 1278 1279 1280

1282

1285

1284
1281

12861283

図333　b区　包含層出土遺物
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1283は鳩笛である。1284は土製人形である。

1285・1286は紅皿である。

2　C区（図334～344）

縄文土器（後期）

1287・1288は深鉢である。1287は波状口縁部をなし、口縁部の一部を鉤形に飾るものである。

口縁部は内端に拡張し、屈曲外反する。口縁端部内面に刻みを施す。外面調整は条痕である。

1288は口縁部が内湾し、端部は丸い。口縁端部を深く刻み、波状をなす。

縄文土器（晩期）

1289・1280は波状口縁部を呈する浅鉢である。体部から屈曲し口縁部が外反するもので、口

縁部内部に1条のヘラ描き沈線を持つ。1289は口縁端部が丸く、1290は面を持つ。

1291は刻目突帯文深鉢である。口縁部は外傾して立ち上がり、端部は尖る。刻目突帯は口縁

端部直下に貼り付き、断面は鋭い三角形を呈する。外面は条痕である。

1287 1288

1289

1290

1291

1294

1293
1292

1296

図334　c区　包含層出土遺物（1）
1295

329



1297 1298

1300

1299

1302 1303

1304

1301

図335　c区　包含層出土遺物（2）
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1305 1306

1307 1308

1310

1309
図336　C 区 包含　層出土遺物（3）
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弥生土器（中期）

1292は長頸壺の口頸部である。口縁部は外傾して立ち上がり端部は平坦な面を持つ。口縁部

下に4条の貼付突帯文を施し 突帯の上部を刻んでいる。頸部外面には八ヶが施され、頸部下に

波状文が残る。1293は大型の壺の口縁部である。口縁部は大きく外反し、端部は垂下し面をな

す。端面に山形文および2個一対の剌突文を施す。口縁部上面には円形浮文および棒状文が残る。 

1295は壺の口頸部である。口縁部は外湾してのび、端部は外傾する面をなす。頸部に断面三角

形の突帯を1条貼り付ける。頸部に細かなハケ、突帯下にやや粗めのハケが残る。

1295は「F」字口縁の甕である。口縁部はやや長めに外反し端部は面をなす。屈曲部下に布に

よる押圧突帯文を1条施す。内面ヘラミガキが残る。

1296は小さく突出する底部である。

古式土師器

1311

1312

1314

1313 図337　C 区　 包含層出土遺物（4）
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1297～1303は壺である。1297は頸部が内傾した、屈曲後外反する口縁部を持つものである。

端部は外傾する。体部は中位よりやや上に最大径をもち、膨らみは強い。底部は丸みを持つ平底

である。外面は体上部がハケ、下部がヘラミガキ、内面は体部上位が指頭圧痕、下部がヘラケズ

リである。



1298は直口壺である。口縁部は外反レ端部は尖り気味である。体部は長胴形を呈し、底部

は平底である。外面はタタキ成形後ハケ、内面はハケである。

1299は小型の直口壺である。口縁部は直立してのび体部は球形を呈す。外面はタタキ後ハケ

内面はハケである。1300は長頸壺である。口縁部は長く外反し端部は尖り気味である。外面は

縦方向のヘラミガキ、内面は板ナデである。

1301は広口壺である。口縁部は外反し端部は尖り気味である。体部は長球形を呈し、底部は

平底である。内外面ハケである。

1302・1303は突出する底部である。1302は底部外面中央が窪み、体部は大きく広がるもので

ある。外面はタタキ疸が残る。1303は底部は平底で、体部は球形気味である。1304は二重口縁

部壺である。口縁部は強く外反し、端部上面は僅かに凹面をなす。接合部は下外方に垂下しや

や外傾する面をなう。接合部・口縁部外面は横方向のハケの後縦方向に施し、内面はヘラミガキ

である。

1305～1312は甕である。1307～1309は短胴形のものである。口縁部は外反し胴部の貼りは少な

い。

1い3。05・1307は平底を呈し、1308はやや丸い。体部外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

1310～1312は体部が球形を呈するものである。1310は口縁部が外湾し端部は尖り気味である。

1311・1312は口縁部が外傾し端部は面を持つ。外面はハケ、内面はヘラケズリであり、外面の

ハケは波状を描いている。

1313・1314は高坏である。杯の体部と口縁部の境に陵を持つもので、口縁部は大きく外反す

る。端部は細く丸い。脚部は外反して下りた後水平方向に開くもので端部は尖り気味である。外

面はハケ、内面は杯部がハケ、脚部はヘラケズリである。

1315～1328は鉢である。1315・1316は大型のものである。1315は口縁部が外湾し端部は上下

に肥厚し外傾する面をなす。体部は扁球形をなす。内外共にハケである。1316は口縁部は直立

し、体部は深い半球形を呈する。口縁部と体部の明瞭な境はない。口縁端部は丸い面をなす。外

面はタタキ後ハケ、内面はハケであり、底部近くのタタキ疸をハケで丁寧に消している。

1317～1328は半球形の鉢である。口縁部と体部の境は明瞭ではない。1317～1322は中型のも

のである。1317は口縁端部が丸く、1318は尖り気味である。1317は外面がヘラケズリ、1318は

タタキ後ハケ、内面は両者ともにハケである。

1319・1320は口縁部が内傾するもので、端部を小さく内に肥厚させ平坦な面をなす。1319は

外面がヘラケズリ、1320はハケである。

132・1322は口縁部が直立気味にのびるもので、端部は丸みを持つ。底部は突出しない平底で

ある。1321内外面ハケ、1322は外面はタタキである。1322の外面には縦方向の裂痕が明瞭に残

る。

1323～1328は小型のものである。1323はボール状を呈し、端部は丸い。外面は板ナデ、内面

はヘラミガキである。胎土は精良で、丁寧に仕上げられている。1324・1325・1328はやや深い

ものである。口縁部は内湾気味に立ち上がり、端部は尖り気味である。底部は1324が突出する

平底、1328は小さく外に突出する平底、1325がやや丸底に近いものである。1325は外面に夕夕
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図338　C区　包含層出土遺物（5）
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図339　C 区　 包含層出土遺物（6）
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図340　C区　包含層出土遺物（7）
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キ痕が残り、内面はハケである。1325は外面がタタキ後ハケ、内面はハケである。1328は内外

面共にハケである。1326は口縁部が内湾気味にのび、端部は尖り気味である。底部は突出しな

い平底である。1327は端部が丸いものである。底部は小さく突出する平底である。手握成形で

ある。

1329～1337・1341は支脚である。1329～1332は支脚Aである。1329は頭部が平坦な面をなし、

外に開く。脚端部は丸い。底部は上げ底である。1330は頭部が凹面を呈し、体部は台形を呈す

る体部は面取りの跡がある。僅かに上げ底を呈す。1331は頭部が外傾する面をなし、体部は方

形を呈レ 面取りを行う。底部に粘土巻き込みの痕跡が残る。1332 は頭部が左右に広がり凹面

を呈し、体部は外に広がる。タタキが残り、頭部に指押さえ痕が残る。1333・1336は頭部が環

状を呈し、周縁を支える支脚D である。1336は体部中央部につまみ状の突起を設ける。手握成形

である。1334は体部が鉤状を呈し、頭部と底部が開くもので、頭部は左右に翼状にのびる。体

部は中空である。手握成形後外面はタタキ後削り、内面はハケである。1335・1341は体部が筒

状を呈し、頭部は水平に底部は外に開くものである。1341は頭端部に刻みを施す。体部は中空

で、1335は手提成形後外面はタタキ、内面は指ナデ、1341 は外面がタタキ後ハケ、内面は指ナ

デである。1337は体部が筒状を呈し、受部は外に水平にのび、端部は外傾する面をなす。1337

は体部は外に開き、頭部は上方左右に向けて二股にのびる。体部は中空である。外面はタタキ後

ヘラケズリ、内面は裾部に横方向のハケがのこる。頭部は指頭圧痕が明瞭に残る。頭部背面につ

まみ状の突起を設ける。手握成形後外面はハケを施す。

1338は小型の甕である。口縁部は内湾してのび、端部は尖り気味である。体部は球形を呈し、

外面は板ナデ、内面は指ナデである。

1339・1340は小型の器台である。1339は受部は外反してのび端部は外傾する面をもつ。脚部

は直線的に下りたのち開き、端部は丸い面を持つ。外面はハケ、内面は受部にハケが残る。1340

は受部が水平気味に開き端部は内傾する面を持っ。脚部は内湾気味に下り、端部は丸い。脚部に

は円孔が4方向に穿たれる。

1342は器台である。円柱状を呈し、円孔が不規則に穿たれている。外面はヘラミガキ、内面

はハケである。

1343は脚部である。脚部は鼓形の脚柱部に裾を貼り付け成形している。裾端部は内傾する面

をなし、体部は外反して立ち上がる。脚柱部中央に棒状工具を押し下げて穿った穿孔が貫通して

いる。内外面はヘラミガキ、裾内面に横方向のハケが施される。

1344・1347～1350は小型の壺である。。体部が球形を呈し、1344は外面はタタキ後指ナデ、内

面はハケである。1347は口縁部が外反し、端部が尖り気味で、体部外面はハケである。1347は

口縁部が短く外傾し、体部外面はハケである。1348・1350は手握成形のものである。

1345・1350～1355・1356は小型の甕である。1345は口縁部が外反し、体部は球形を呈するも

のである。頸部外面にハケが残り、底部はヘラミガキである。1350～1354・1356は口縁部が外

反し、やや胴の長いものである。手握成形後、1350 は外面にハケ、1354 はタタキを施す。 

1355・1357～1361は小型の鉢である。1355は口縁部が外反するもので、1357～1361は内湾する。

手握成形後、1358は内面にハケを施す。
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1362・1363は小型の台付き鉢である。脚部は「ハ」字に開き、端部は小さく外に肥厚する。

体部は外反して立ち上がる。内外面にハケが残る。

1364は器種不明である。形状は袋状の体部に細長い口の付いたもので、手握成形である。

1365は紡錘車である。低い円柱状を呈 言 上下が肥厚する。片側から0.6cmの円孔を穿つ。

石器

1366は勾玉である。

須恵器

1339 1340

1338
1342

1343

1344 1345 1346 1347 1348 1349

1350 1351 1352 1353 1354 1355

1356 1357 1358 1359 1360 1361

1362 1363

1364 1366

1365

図341　C区　包含層出土遺物（8）
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1367～1375は杯蓋である。1367は天井部は丸く、口縁部は内湾気味に下り、端部は内傾する

段を有する。天井部の稜は鈍い。天井部1/2 に回転ヘラケズリを施す。1368は天井部の稜は1条



沈線を巡らすことにより作られてい る。口縁端部の段 は鈍い。外面に自然釉が付着する。1369

は平坦な天井部より内湾気味に下り、口縁部は外反する。端部は丸みを持つ。天井部は回転ヘラ

切り未調整である。1370はやや扁平な感じのするもので、丸い天井部 より内湾して下り、口縁

端部は丸みを持つ。天井部2/3に回転ヘラケズリを施す。1372は口縁部が内湾して下り端部は尖

り気味である。天井部と口縁部の境に1条の沈線を施す。1372は平坦な底部より内湾して下り端

部は尖り気味である。天井部は回転ヘラケズリを施す。

1373は短頸壺の蓋である。杯蓋 に比べ、器高が高く小型であ る。丸い天井部より内湾気味 に

下り端部は丸い。天井部は回転ヘラ切り後ナデである。

1374・1375はかえりの付かない杯B 蓋である。1374は平坦な天井部より外反し口縁端部で屈曲

させる。端部には沈線が1 条巡る。天井中央 にはやや扁平な擬宝珠様つ まみを付す。1375は天井

部は丸く、口縁部が外に屈曲し端部は丸い。

1376～1379は立ち上がりを有する杯身である。1376は立ち上がりが長く内傾し、端部は外に

小 さく肥厚し面を持つ。底部は丸みを持ち、浅 く扁平である。底部は回転ヘラケズリである。 

1237・1238は口径12.2 ～12.3cm・器高4.3cmを測 り、立ち上がりは短く内傾し、端部は丸い。 

1377 は底部は回転ヘラケズリである。1378は底部が回転ヘラ切 り未調整であり、底端部に回転

ヘラケズリ を施す。1379は立ち上が りが短 く内湾し、端部は尖り気味であ る。底部は丸みを持

ち、底部1/2に回転ヘラケズリを施す。

1380は立ち上がりを持だない杯Gである。底部は平坦で、口縁部は外反する。端部は尖り気味

である。底部は回転ヘラ切り未調整である。

138卜1382はハソウである。1381は扁球形の底部をなレ 体部中位に2条の沈線を巡らす。こ

の沈線上に円孔が外方から内方へ1個穿たれる。体底部は2/3に回転ヘラケズリが施される。1381

は球形を呈し、体部中位に2条の沈線を施す。底部外面回転ヘラケズリである。

1383 は皿である。口縁部は平坦な底部より外反し、端部は摘み出され丸く仕上げられている。 

1384 は台付壺であ る。脚基部 より内湾気味に開き端部は外 に肥厚し外傾する面 をなす。体部

は球形を呈す。焼成は不良で＊＊色を呈する。1385・1386は長頸壺である。体部は強く肩が張り、

底部には「ハ」字形の低い高台を貼り付け、高台端面は窪む。1385は底部にはやや高めの高台

が貼り付 き端部は平坦な面をなす。体部は内湾して立ち上がる。

1387は甕である。口縁部は外反してのび端部は下に肥厚 させ丸い。口縁部下に1 条の突帯を付

す。

赤色塗彩土師器

1388 は杯B蓋のっ まみである。扁平な擬宝珠様を呈する。赤色顔料は外面にのみ塗られている。 

1389 は「都城の土器」 の「杯C 」に類似し、杯底部内面に放射文を施す。二次焼成を受ける。 

1390は杯Bである。口縁部は平坦な底部より外反し、端部は外にのび丸い。底部は高台が「ハ」

字に付く。外面はヘラミガキ、内面は放射文を施す。高台接地面のみ以外は内外面に赤色顔料が

塗られている。

1391は蓋である。つ まみは欠損している。赤色顔料は内外面に塗られている。
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図342　C 区　 包含層出土遺物（9）
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1392～1396・1400 ・1402 は高台の付く杯Bである。1392・1393は高台はやや高 く直立しての

び端部は丸い。1394～1396・1402は高台が低く、「ハ」字に貼り付き端部はやや尖り気味である。

1400は口縁部が外反し、端部は外 に尖り気味にのびる。高台は低 く直立気味に下り外に小 さく

肥厚する。

1397は高台の付かない浅い杯あるいは皿であ る。口縁部 は外反した後外 にのび端部は丸 く内

面ににに1条の沈線を持つ。

赤色顔料は内外面 に塗られているが、高台接地面および底部外面は塗られていない。

緑釉陶器

1398・1399は椀であ る。底部糸切りの円盤高台のもので口縁部は外反してのび、端部は尖り

気味である。素地は灰白色で、釉調は淡緑色を呈し、釉は底部裏面には施されない。形態および

粕調より10世紀前半の畿内産のものであ る。高橋氏の実見 によると「篠窯の製品の可能性 も考

えられる。」とのことである。1399は削り出しの円盤高台で体部は外反する。内面見込みに弱い

圏線が認められる。素地は青灰色で、釉調は濃緑色を呈し、全面に施粕される。形態および粕調

より9世紀中～後半の畿内産のものである。1401は削り出しの輪高台のものである。素地は灰色

で、粕調は淡緑色を呈し、釉は底部裏面には施されない。10世紀前半の畿内産のものである。

1403は削り出しの円盤高台のものである。素地は青灰色で、粕調は淡緑色を呈し、釉は全面に

施される。9世紀中～後半の畿内産のものである。1404～1407は削り出しの輪高台のものである。

1404の高台はやや太く直立気味に下り、端部は平坦な面をなす。1405～1407は高台は「ハ」字

に開き、低い。素地は灰白色で、粕調は淡緑色を呈し、高台内面には施されない。1407は9世紀

中～後半、1405・1406は10世紀前半の畿内産のものである。

土師器

1408は円盤高台の杯である。底部は回転ヘラ切りである。

須恵器

1409・1410は円盤高台の杯である。区代 はやや外傾し体部は外反して立ち上がる。底部は回

転ヘラ切りである。胎土は精良で灰白色を呈する。

土師器

1412～1421は土師器の杯である。口縁部は外反して立ち上がるもので端部は丸い。1416は円

盤高台のもので、底部は回転ヘラ切りである。1412～1415・1417・1420は回転糸切 り、1418・

1419は静止糸切りである。1412は化粧土を施し、1413・1419は胎上が精良で灰白色を呈す。そ

の他は胎上が荒く、鈍い橙色を呈す。1421は底部は丸みを持ち、口縁部は外反し、中位で方向

を変え外に開くもので端部は尖り気味である。底部は回転ヘラ切り後ナデである。

須恵器

1422は皿である。底部は平坦で、口縁部は外反し端部は凹面を呈す。体部は回転ヘラ切り後

ナデである。

土師器

1423～1429は皿である。底部 は回転糸切りで、1425は内面 に化粧上が残 り、1424・1427・
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図343　C 区　 包含層出土遺物（10）
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1428は胎上が精良で、灰白色を呈す。

瓦器

1430・1431は椀である。1430 は口縁部は内湾して立ち上がり端部は丸みを持つ。底部は断面

三角形の高台を貼り付ける。外面に指頭圧痕が明瞭に残り、内面は細かな暗文が施される。

1431は口縁部が外反して立ち上がるもので、端部は丸い。底部は粘土紐を輪状に貼り付け高台

となす。内面に荒い暗文が施される。

1432は皿である。底部は丸く、口縁部は外湾してのび端部は丸い。内面に細かな暗文を施す。

土製品

1433～1444は紡錘形に管状土錘である。形状は細長く、外面は丁寧にナデを行っている。

貿易陶磁器（越州窯）

1445は青磁の皿である。底部は削り出しの輪高台である。高台畳付け内に2本の細長い目跡が

1430 1431 1432

1437

1435 14391436 1438 1440 1441
1433 1434

1443

1444 1445 1446
1442

1447

図344　C区　包含層出土遺物（11） 1448
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図345　d区　包含層出土遺物(1)
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残る。体部は丸みを有し、立ち上がる。素地は細かな砂粒を含み、灰色を呈す。焼成は良好で、

釉調は鈍いオリーブ緑色であり、底部接地面以外は全面施釉である。

陶磁器

1446は椀の高台である。底部は削り出しの輪高台である。

1147は灯明皿である。

石器

1448は石鍋である。鍔を削り出さず、口縁部を斜めに切り落とした様な形のものである。外面

には3段の底部から頸部に向かっての削り出し痕跡が認められる。内面および口縁部外面は丁

寧に磨いている。

3d 区（図345～351）

弥生土器（中期）

1449は壺の頸部である。頸部外面に4条の貼り付け突帯を施し その上部に「U」字状の棒状

浮文を付す。

古式土師器

1450～1452 は壺である。1450は二重口縁部壺である。頸部は垂直気味に立ち上がった後屈曲

し、外反する口縁部に至る。端部は外傾する。口縁部の接合部は垂下して垂直な面をなし、そこ

に竹管による円形刺突を施した円形浮文を付す。外面は板状工具のナデおよびヘラミガキを施し

ている。

1451は頸部は直立してのびた後屈曲し、口縁部は水平に開き端部は外傾する面をもつ。体部

は球形で底部は突出しない平底である。内外面ハケを施す。

1452は壺の底部である。底部外面に葉脈痕が残る。

1453～1463は甕である。1453は口縁部が内湾気味に立ち上がり、端部は内傾する面を持つ。

体部は球形である。外面はハケ、内面は底部に指頭圧痕が残る。

1454～1456・1458は短胴形の甕である。口縁部は外反し、端部は面を持つ。底部は1456が突出

しない平底、1454・1455は丸底である。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。1458 は口縁

部が水平気味に開き、端部は外傾する面をなす。体部は上位が大きく膨らみ底部は突出しない平

底である。外面はハケ、内面は体部上位が指押さえ後ハケ、下位が横方向、底部付近が縦の方向

のヘラケズリである。「下川津B類土器」に形態が類似する。

1457は甑である。底部は平坦で、体部は内湾して立ち上がる。底部中央からやや偏って、直

径1cm の円孔を穿つ。体部はタタキ後ハケ、内面はハケである。

1459～1462は長胴気味の甕である。口縁部は外反し端部は外傾する面をなす。1460は底部が丸

くそれ以外は突出しない平底である。1459は外面がハケ、内面は口縁部及び体部上位がハケ、

以下は削りである。1460～1462 は外面はタタキ後ハケ、内面はハケで、1462は底部内面はヘラ

ケズリである。

1463は体部が球形のもので、外面は細かなハケ、内面はヘラケズリである。
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図346　d区　包含層出土遺物（2）
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図347　d区　包含層出土遺物（3）
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1464～1469・1471は鉢である。1464は大型のもので、口縁部が外湾し、端部は外傾する面を

なす。体部は深い球形を呈する。外面はタタキが残る。

1465 ～1467は半球形の鉢である。口縁部は外 反してのび、口縁部 と体部の境は明瞭で ない。

1465は口縁端部が凹面をなし、外面にタタキ成形が残る。1466は口縁端部が尖り気味で内外共

にハケである。1467は底部は大 きく突出する。

1468・1469・1471は台付 き鉢である。1468・1469は脚部が大きく外 に開き端部は丸い面を持

つ。内外面ハケである。1471は体部が半球形を呈し、口縁部が外反するものである。端部は面

を持ち、端面に1条の沈線を施す。外面はハケである。

1470は支脚Aである。1470は頭部が外傾する面をなし、脚部は外反する。端部は丸く、外面は

タタキ成形、内面は指頭圧痕である。

1472は小型の甕である。口縁部は外反し端部は尖り気味である。体部は球形を呈し、内外共

にハケである。

1473は小型の鉢である。外面にタタキ痕が残り、内面はハケである。1474は小型の壺である。

手握成形である。

1475・1478は製塩土器である。多々羅編年のⅢ類のものである。上げ底を呈し、脚端部は丸

い。体部は外反して立ち上がる。1475は脚部外面がタタキ、内面がナデである。1478 は手握成

形である。

1476は支脚である。脚部は外にのび端部は丸い。手握成形である。

1477は小型の甕である。外面にハケを施す。1480は小型の鉢である。半球形を呈し、ロ縁部

が外反する。端部は尖り気味である。手握成形である。

1481・1482は支脚である。頭部が凹面を呈し、体部は中央が僅かに窪み柱状である。手捏成

形であ る。1482は頭部が水平に広が り、端部は面を持ち、端面に刻 みを施す。脚部は外 にのび

る。脚部外面はタタキ後ハケ、内面は頭部にハケが残り、体部は絞り痕が明瞭に残る。

1483は甑であ る。底部は小さな突出しない平底で、体部は内湾気味 に立ち上がる。底部中央

に1.1cmの円孔を施す。

1484は器種不明の土器である。体部は鉤状を呈し、口縁部は外反し端部は丸みを持つ。底部

は平坦で、外面にタタキ疸を残し 内面は指ナデである。

1485・1486は有孔円盤である。推定直径5.5～6.0cmを測る。1485は断面が長方形で、1486は

紡錘形状 を呈する。

須恵器

1487・1488立ち上がりを持つ杯身である。立ち上がりが短く内傾レ端部は尖り気味である。

1487の底部は平坦で、やや扁平である。底部は回転ヘラ切り未調整である。1488は底部は丸み

を持ち、やや深い。底部は回転ヘラケズリを施し 底部外面に十字のヘラ記号が記される。

1489は杯B蓋のつまみである。擬宝珠様を呈する。

　1490～1492は高坏である。1490は脚裾部である。外反しか後外に開き端部で屈曲する。端部

は丸く内面は窪む。1491は長脚2段透かしのもので、中位に2条の凹線を持ち、その上部に方形

349



1485

1482

1486

1481 1483
1484

1489

1487 1488

1490 1491

1493
1492

1495

1496
1494 1497

1498
1499 1500 1501 1502

1503 15051504

1506 15081507

図349　d区　包含層出土遺物（5）
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の透かしを2方向に刻む。1492は無蓋の高坏の口縁部である。口縁部が外反して立ち上がり、端

部は面をなす。底部と口縁部の境に陵を持ち、上下に凹線を施す。下位には波状文 を施す。

1493は壺の肩部である。肩に2条の沈線を巡らせ、その間に刺突文 を施す。体部外面はカキ目

が施される。

1494～1499は甕である。1494は口縁部が直立してのび端部は小さく外反する。肩の張りは強

い。肩部外面 にカキ目を施す。1495・1496・1497・1499は口縁部が外反し端部を粘土折 り曲げ

により肥厚させるものである。1496は口縁部外面に1条の沈線を施し、頸部にクシ状工具の跡が

残る。1499は頸部内面に1 条の沈線が巡る。外面調整は横ナデで、1497 の体部内面に同心円文が

残る。1498は甕の底部である。底部は平坦で、体部は外反して立ち上がる。

1500 ～1502は片口鉢の口縁部である。口縁部は上方に肥厚し、端部は丸い。口縁部に重ね焼

きの痕跡が残る。

緑釉陶器

1503は削り出しの輪高台のものである。素地は灰色で、釉調は淡緑色を呈し、釉は底部裏面

には施されない。10世紀前半の畿内産のものである。

土師器

1504・1505は円盤高台の杯である。1504は体部が外反して立ち上がり底部は回転糸切りであ

る。1505は高台端部は外に突出し 体部は内湾気味に立ち上がる。体部は回転ヘラ切り後すり

消しナデである。1504は胎土が精良で灰白色を呈し、1505は暗灰色を呈す。

1506は杯である。底部は回転ヘラ切りで、断面三角形の高台を貼り付ける。

1505～1509は貼り付け高台の椀である。1507は高台は「ハ」字に貼り付き、高台端部は丸い面

をなし体部は内湾して立ち上がる。1508 は高台が内湾気味に貼り付 き端部は丸い。体部は内湾

して立ち上がる。1509は断面三角形の高台が［ハ］字に貼り付く。底部外面に稲科の植物痕跡

お よび「×」 の刻みが残る。胎土は精良で、1508は淡白色、1507・1509は淡黄色を呈す。

1510～1521は平底の杯である。1510は口径13.2cm・器高3.9cmを測るもので、底部は回転糸切

りである。1511～1520は口径11.0 ～12.0cm・器高2.5～3.5cmを測る ものであ る。1512・1515・

1518 ・1521は底部回転糸切り、1520は静止糸切りである。1515・1520はスノコ痕が看取できる。 

1511・1514・1517・1520は胎土が精良で灰白色を呈し、それ以外は胎土が荒く、橙色を呈す。

1522～1533は皿である。口径4.6～8.8cm・器高1.1～1.5cmを測るものである。底部は回転糸切

りで、1524・1526・1530・1532はスノコ疸が看取できる。1532は胎上が精良で灰白色を呈し、 

1525・1531・1532は胎土がやや荒く鈍い黄橙、それ以外は橙色を呈す。

瓦器

1534～1536は椀である。1534は断面長方形の高台が「ハ」字に貼り付く。1535は口縁部は内

湾して立ち上がり、端部はやや丸い。底部に断面三角形の高台が貼り付く。内面に細い暗文が格

子状に施され、口縁部は螺旋を描く。1536は口縁部は外反してのび端部は丸い。底部は粘土紐

を貼り付けて高台とする。内面見込みには平行線の暗文、口縁部は螺旋を描く。

土師質土器

1537は土釜であ る。体部は直立気味に立ち上がり、口縁端部は平坦な面をなす。口縁部直下

に断面三角形の鍔を付す。外面は指頭圧痕、内面は細かなハケである。体部外面にはすすが付着
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する。

中世陶器（備前焼）

1538は片口の擂鉢である。体部は外反してのび口縁端部は上下に肥厚する。5本単位の擂目が

入る。使用頻度が高いらしく、擂目及び体部内面の摩滅は著しい。

瓦質土器

1539は鍋の口縁部である。口縁部は外反し、端部は凹面をなす。
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図350　d区　 包含層出土遺物（6）
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中世陶器（常滑焼）

1540は甕の口縁部である。断面N 字状を呈するものである。

貿易陶磁器

15411542は青磁の碗である。

土製品

1543は紡錘形の管状土錘である。

石器

1544・1545は碁石である。

1546石鍋を転用したスタンプである。内面に草花が彫り込まれている。石鍋の鍔の部分に円

孔を2個穿つ。

1537

1539

1540

1538 15451544

1543

1541

1546

1542 図351　d区　包含層出土遺物（7）
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図352　e区　包含層出土遺物(1)
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4　e区（図352～354）

古式土師器

1547・1549・1551は壺である。1547は複合口縁部壺である。頸部は外湾して立ち上がり屈曲

後内傾する。口縁端部で方向を変え、外にのびる口縁部外面および接合部外面に剌突文を施す。

頸部外面には斜格子刻みを施した突帯を付す。1549は広口壺である。口縁部は外反し端部は尖

り気味である。体部は球形を呈す外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。1551は二重口縁部

壺である。頸部は強く屈曲し、口縁部は外反する。口縁端部は丸く、接合部は肥厚する。

1548・1550・1552は甕である。1548は口縁部で、内湾気味に立ち上がり、端部は内傾する。 

1550は口縁部が外反し体部はやや膨らみ、底部は突出しない平底である。頸部の屈曲は弱い。

外面はハケ、内面は削り後ハケである。1552は底部は突出しない平底で、体部が内湾気味に立

ち上がるものである。外面はタタキ後ハケ、内面はハケである。

1553～1555は高坏である。1553は口縁部が大きく外湾し端部は丸い面を持つ。外面は口縁部

がハケ及びヘラミガキ、底部はヘラケズリである。1554 は口縁部は外反し端部は尖り気味であ

る。1555は脚裾部で、端部は内傾する面をなす。

1556・1557は鉢である。半球形を呈し、口縁部と体部の明瞭な境のないものである。1556 は

口縁部は直立気味にのび端部は丸い。1557は口縁部は大きく外反し端部は外傾する。

1558は器台である。筒状を呈し、円孔が不規則に穿たれる。外面はヘラミガキ、内面はハケ

である。1559 は支脚である。頭部が水平に広がり、端部は面を持ち、端面に刻みを施す。脚部

は外反してのびる。脚端部に刻みを施す。体部内面に絞り痕が明瞭に残る。

1560は甑である。底部は小さな突出しない平底で、体部は内湾気味に立ち上がる。底部に円

孔を施す。

製塩土器

1561は製塩土器である。多々羅分類Ⅲ類のものである。脚部は外反し端部は尖り気味である。

土製品

1562は紡錘車である。断面紡錘形状をなす。

石器

1563は紡錘車である。断面台形状をなす。

須恵器

1564は杯蓋である。天井部は丸く、口縁部は内湾気味に下り、端部内面は段を有する。天井

部の陵は鈍い。

1565・1570は立ち上がりを有する杯身である。

1565は立ち上がりは内傾したのち方向を変え上にのびるもので、端部は尖り気味である。底

部は回転ヘラケズリである。1566は立ち上がりが直立気味にのび、底部は平坦である。1567は

立ち上がりが長くのび端部は平坦な面をなす。1568 ・1569は焼成不良のものである。1570 は立

ち上がりが直立気味にのびるものでる。

1571・1572は高杯の脚部である。1571は長脚2段透かしのものである。脚部中央に沈線が2条
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巡り、その上下に透かしが2方向に施される。脚内面に絞り痕が残る。1572は透かしの入らない

ものである。脚部中央に2条の鈍い沈線が巡る。脚内面に絞り痕が残る。

1573は鉢である。体部は内湾して立ち上がり端部は外反し丸い面をなす。

1774はハソウである。体部は球形を呈し、体部中位に沈線を2条巡らせ、この沈線上に円孔が

外方から内方へ1個穿たれる。

土師器

1575・1576は杯である。

中世須恵器

1577は鉢である。体部は外反して立ち上がり、端部は小さく肥厚し丸い面をなす。内外面を

強く横ナデする。

瓦器

1578～1581は椀である。口縁部は内湾して立ち上がり端部は丸い。1578 は高台が痕跡的に残

る。外面は指頭圧痕が明瞭に残り、内面は荒い暗文である。

瓦質土器

1582は鉢である。体部は外反して立ち上がり、端部は粘土折り曲げにより肥厚し丸い面をな

す。外面は指頭圧痕が顕著に残り、内面は摩滅が著しい。
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1558

1561

1559

15631562

図353　e区　包含層出土遺物（2）
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第9節　小 結

1　はじめに

平田七反地遺跡は松山・北条バイパスの建設に伴い、東西170m・南北50mの範囲（6,400㎡)に

ついて発掘調査を行った。遺跡は高縄山系の裾部に広がる沖積低地に位置している。調査の結果、

縄文時代晩期から近世にかけて長期間継続した集落遺跡であることがわかった。ここでは七反地

遺跡の歴史的な変遷の概要をまとめ、結びとしたい。

特に遺構・遺物共に濃密であった古墳時代において前提作業として出土土器の変遷過程を整理

し、続いて遺構の大まかな時期区分をおこなうこととする。

2　縄文時代～弥生時代中期の平田七反地遺跡

縄文時代

平田七反地遺跡においては住居は検出しておらず、僅かに生活の痕跡が見ることができる。

包含層より後期の土器が出土しているが、遺構と共伴するものは縄文時代晩期突帯文土器からで

ある。遺構はb区の南東部に認められる。遺構内容は土坑3基・溝1条である。

弥生時代中期

縄文時代と同様で、住居は検出しておらず、僅かに生活の痕跡が見ることができる。

遺構はb区南部、C区北部、d区北東部に認められる。遺構の内容はb区が土坑1基・溝2条、C区

は溝2条、d区は溝1条である。出土土器は壺・甕・ジョッキ形土器である。甕は折り曲げ口縁部

で多条の櫛描文および剌突文を施すものと、貼付口縁で頸部直下に1条の貼付突帯を施すものが

見られる。壺は短い頸部と外反する口縁部を持ち、頸部に1条の貼付突帯を持つものがある。

3　弥生時代終末期～古墳時代の平田七反地遺跡

弥生時代終末期～古墳時代は平田七反地遺跡における集落経営の第1のピークである。

今回の調査では、各調査区全面より遺構および遺物を多量に検出することができた。なかでも

いくつかの遺構の土器群は資料単位としてのまとまりがあり、これらの土器を検討し、弥生時代

終末期～古墳時代の土器の変遷をたどっていきたい。平田七反地遺跡において、古式土師器は

壺・甕・高杯・鉢・支脚・ミニチュア土器・小型精製土器が出土し、須恵器は杯蓋・杯身・高杯

が出土した。ここでは多量に出土し、変遷が理解しやすい古式土師器の甕・壺・鉢の形態および

調整の変化を軸に土器群の様相を概観レ 必要に応じて他の器種も述べていくこととする。

同時期の土器群を大きく4つに区分し、平田Ⅰ～Ⅳ期を設定する。

　平田1期-　d－3-SDl・d-3-SD2・d-3-SD3・d-3-SD7土器群を指標とする。

d-3-SD1・2は溝の上面は削平されているが、土器の埋没状況から見て一括性の高い資料であ

る。d-3-SD3はd-3-SD1に切られている。
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甕は肩の張りの弱い長胴形・肩の張りの強い短胴形どちらも出土している。d-3-SD3は半数が

長胴形で、d-3-SDl・2は長胴形のものは1割にも満たない。底部はどちらも突出しない不明瞭な



平底である。口縁部は外傾・外反し、頸部の屈曲は弱い。体部調整は長胴形の甕は全面ハケのも

のとタタキ疸を明瞭に残寸ものがあるが、短胴形の甕はタタキ疸をハケで消しており、特に体部

下半へのハケが比較的丁寧である。甕は大型（625）・中型・小型（609・627）のものがあるが中型の

ものが比較的多い。

壺は広口壺・直口壺・複合口縁部壺などがある。広口壺・直口壺は中型、複合口縁部壺は大型

（606）のものが多い。広口壺・複合口縁部壺は頸部に斜行文を施した貼付突帯を付し、口縁部に

波状文・斜格子文を施す。そのほか外面ヘラミガキで丁寧に仕上げられた長頸壺や広壷が出土

している。

鉢は口縁部を持つ鉢と体部と口縁部の境の不明瞭な鉢があり、前者は大型（646・713）・中型

（717）・小型（642）のもの、後者は中型（644）・小型（643）のものがある。底部は突出する平底・突出

しない平底・尖り気味の底など様々で、外面調整もハケ・タタキ成形後ハケ・ヘラミガキとバリ

エーションが豊富である。

この時期より他地域の影響を受けた甕が混じる。平田七反地遺跡においても、讃岐地域の影

響をうけた土器（d-2-SD13-549）が出土している。

d-3-SD3およびd-3-SD1・2は遺構の検出状況および長胴形甕の出土量比からみて画期が存在す

るのかもしれないが、甕の調整方法および底部の形状、他の器種の形態・調整方法は両遺構とも

変化はなく、ここでは平田I古相・平田Ⅰ新相の設定に留めておく。

この時期を庄内式新相～布留式初頭併行期に比定する。

平田Ⅱ期d-2-SK16・C-2-SD17・C-2-SD49土器群を指標とする。

d-2-SK16土器群は住居ではないが、1辺4m前後を測る大型の土坑の床面直上資料であり、一括

性は高い。C-2-SD17・C-2-SD49土器群は溝出土資料ではあるが、土器の埋没状況より一括性の高

い資料である。

甕は数点小型の短胴形のものを残寸他は、ほとんど体部が球形を呈す。口縁部は外傾あるいは

内湾気味にのび、口縁端部内面に凹面をなすものもある。短胴形の甕の体部調整は平田Ⅰ期のも

のと同じであるが、球形のものは体部外面がハケ、内面がヘラケズリで器壁が薄く仕上げられて

いる布留系の甕である。体部外面に櫛描沈線による波状文が施されるものもある。

壺は広口壺・直口壺・二重口縁部壺がある。ほとんどが中型の直口壺で、広口壺・二重口縁部

壺は数える程度である。調整方法は球形の甕と同様に体部外面がハケ、内面がヘラケズリで仕上

げられている。

鉢は前期と同様の形態・調整のものと、形は同じであるが内外面がハケのもの出土している。

大型のものはここでは見られない。またd-2-SK16からは浅い椀形の鉢（506～510）も出土している。

またこの時期には「小型精製土器」といわれる小型丸底壷・小型器台・小型丸寇鉢があり、そ

こまで定形ではないが小型の甕・鉢・壷が多いのが特徴である。

以上この時期を布留式古相併行期に比定する。

359

他地域の影響を受けた土器としては山陰地域の影響をうけた甕・鉢（C-2-SD48-345・d-lSD73-

464）が認められる。これは搬入品ではなく、在地で作成されたものである。



平田Ⅲ期  c-2-SIl・c-2-SI4・c-2-SD48土器群を指標とする。

c-2-SIl・4は床面直上および柱穴内からの資料であり、一括性は高い。c-2-SD48は溝出土資料

であり、埋没事情から若干時期の相違する土器も認められるが、量的に主体を占める土器の諸特

徴にはまとまりがある。

甕は大型のものと中型のものがある。大型のものは口縁部が外傾し、端部内面は凹面をなす。

体部は肩が張り胴の膨らむ長胴形である。中型のものは口縁部が外反し、体部は球形である。体

部調整は外面ハケ、内面ヘラケズリであり、大型の甕の内面は指でナデ上げられている。

壺は二重口縁部壺があるが、広口壺・直口壺はここでは見られない。ただ直立気味の口縁部で

球形の体部を持つ小型のものが一定量存在する。

鉢は丸底を呈し、形態・調整方法は前期と変化はない。中型と小型のものがある。

この時期は須恵器を含む。

平田ⅡとⅢの間は空白期間が存在すると考えられる。平田Ⅲは布留式新相併行期から古墳時代

中期末に比定する。

平田Ⅳ期　c-2-SI2出土の須恵器を指標とし、6世紀後半に比定する。

以上、平田七反地遺跡出土の弥生時代終末期～古墳時代の土器を外観した。その結果、弥生時

代終末期～古墳時代前期の甕の体部形態は、平田Ⅰ期=肩の張らない長胴形の体部もしくは肩の

張る短胴形の体部で、底部は突出しない平底→平田Ⅱ期=球形の体部へと変化することが明らか

となった。また、同時に体部の調整は、平田Ⅰ期=外：タタキ成形後ハケ/内：ハケ→平田Ⅱ期=外：細

かなハケ/内：ヘラケズリヘと変遷していることが明らかとなった。

平田七反地遺跡からは、平田Ⅰ期の後者（短胴形・体部外面にタタキ成形後ハケ）の甕が一定量

出土している。この甕が遺構よりこのようにまとまって出土したのは中予地域においては平田七

反地遺跡が初例である。

以上のことを踏まえ、平田七反地遺跡出土の土器群を既存編年にあてはめると次のようになる。

平田Ⅰ期　梅木編年・弥生時代Ⅴ－4新相注15、栗田編年・古照Ⅰ式新相併行
注16

平田Ⅱ期　栗田編年・古照Ⅱ式併行

平出Ⅲ期　出作Ⅳ期併行
注17

平田Ⅳ期　陶邑編年Ⅱ型式第5段階併行　注18

である。

4　平田七反地遺跡の弥生終末から古墳時代の集落

平田七反地遺跡における主な遺構を前述した平田Ⅰ～Ⅳ期に大別し、弥生終末から古墳時代の

集落集落の様相をまとめてみる。

平田Ⅰ期遺構は調査区全面に広がる。

調査区のやや低位（d-3区）に隅丸方形の竪穴住居（d-3-SI1）、周辺に土器を内包した土坑（d-3-

SK11～13）柱穴（d-3-SP435）や土器溜まり（d-1-SX1）が営まれる。この時期の特徴として、多量の土

器が投棄された溝が各調査区で検出されていることである。特にd-3-SI1の東側で検出した「Y」
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字状の溝d-3-SD1・2は幅約40㎝と狭く、溝幅いっぱいに土器が密集して出土している。ｃ～e区

においても同様で、各調査区において2～5条の溝が検出されている。溝には土器が投棄されて

いるが、d-3-SDl・2ほどではない。溝は直線的にのびるものや弧を描くものがある。また東西

方向にのびるもの、南北方向にのびるものなど様々で溝の規格性は認められない。

平田Ⅱ期 遺構はｃ-2・d-区3 にみられる。

住居は認められず、ｃ-区2 で溝1条（ｃ-2-SD17）、d-区2 で土坑1基（d-2-SK16）・溝1条（d-2-SD10）を

検出した。平田1期同様、土坑・溝内より土器が多量に出土している。前期との相違点は、出土

土器がほとんど外来系（布留系甕・小型精製土器等）のものになってしまうことである。

平田Ⅲ期 遺構はb・ｃ・e区にみられる。

住居が一定量営まれ、集落が形成される時期である。方形の竪穴住居がb-2区の南西側に

c-2棟、-区2 の南東側に5棟検出している。今まで遺構が広がっていたd-区2 には認められない。土器を

廃棄した溝は、ｃ-2-SD48とe-SD10である。

平田Ⅳ期 遺構はb・ｃ・d区にみられる。

方形の竪穴住居がｃ-2区北東部に1棟営まれる。b-区2 は溝1条・ｃ-2区は南西側に土坑およびピ

ット、d-2 区は土坑1基と平田Ⅲ期と比べ遺構は希薄になっている。

弥生時代後期より古墳時代前期にかけて、平田Ⅰ期のd-3-SD1・2にみられる土器を大量に内包

する溝の報告例は多く、今回もその1例を報告するにとどまる。ただ平田七反地遺跡においては

次の平田Ⅱ期になると平田Ⅰ期に出土した在地系の土器（短胴形・砂混じりの胎土の荒い土器）は払

拭され、ほとんどが外来系の土器（布留系甕：球形・胎土良好な土器）となる。このことは集落内部

に何らかの質的な変化があったあらわれとも考えられるが、平田Ⅰ期においての集落構造が不明

であり、言及はさけたい。この問題は弥生時代後期から古墳前期の集落を考える上で重要な検討

課題として認識しておきたい。

5　古代～中世の平田七反地遺跡

ｃ-1において奈良～平安期の土坑1基（ｃ-1-SK3）、ｃ-2において古墳終末期（飛鳥期）の掘立柱建物2

棟（ｃ-2-SB1・2）、奈良～平安期の土坑1基（ｃ-2-SK5）、溝1条を検出した。この時期の特徴的な遺物

として飛鳥～奈良時代の赤色塗師器と10世紀前後の緑釉陶器があげられる。土器は中世期

に埋没した溝（b-2-SD5・ｃ-2-SD4）お よび包含層から出土している。これらの土器は一般民衆の集

落ではなく、公的施設（官衙）あるい は有力 階層（貴族・官人・寺社）の居住区から出土しているこ

とが多く、平田七反地遺跡はこの時期の遺構は希薄ではあるが、周辺に公的施設あるいは有力階

層の居住区があったことが想定で きる。

中世は平田七反地遺跡の集落経営の第2のピ ークである。遺構は遺跡全体に広がっているが、

特にｃ-2・d-1に多い。
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掘立柱建物は総数16棟検出している。総柱建物はd-1-SB9のみでほとんとは側柱 のみの建物で

ある。総柱建物は2間×5間（10m×4m）と調査区最大である。この建物の特徴としては建物内お

よび近接して井戸（d-l-SE6・8）が構築されることである。d-1-SB9以外は1間×2間・1間×3間・2



間×2間・2間×3 間・3間×5 間と様々である。時期は出土遺物が少なく不明な点が多いが、概ね

12～13世紀と考えられる。

遺跡からは総数16基の井戸が検出されている。調査区毎の内訳はb区1基・c区2 基・d区12

基・e区1基と建物跡の多いd区に特に多く構築されている。構造での内訳は丸太刳り抜き型1基、

縦板組隅柱横桟止め型2基・縦板組横桟止め型1基・曲物積み上げ型1基・石組すり鉢型3基・素

掘り型5基である。井戸の時期は石組の井戸と丸太刳り抜き井戸以外は12～13世紀であり、掘立

柱建物とほぼ同時期である。石組の井戸はやや時期が下り14～15世紀のものである。

多数の井戸の中でも特筆すべきは丸太刳り抜き井戸（b-2-2-SE1）である。クスノキの丸太を刳り抜

いて3分割したものを丸く組み合わせて井戸側としている。このような井戸の出土例は県内では

なく平田七反地のものが初例である。全国的に見ると古くは弥生時代中期に検出されているが、

最も出土例の多い時期は古代である。本井戸は中世の溝b-2-SD2・5 に切られており、確実な構

築時期は不明である。出土遺物より12世紀以前には構築されていたと想定できる。またd-1-SE5

およびe-SElからは木簡が1点ずつ出土している。

d区で集落が展開している時期にc区は墓域となっている。c-1からは伸展葬の土坑墓が3基

検出された。特筆すべきは1号土坑墓において男女1対の遺体が埋葬されていることである。土

坑墓は12～13世紀のものである。

中世の出土遺物は、井戸・土坑・溝などから多数出土している。出土遺物は土師器・須恵器・

瓦器・貿易陶磁器・青銅器・石器・木器などがある。土器は日常的に使用される椀・杯・皿など

の供膳具が多く出土している。土師器は「ての字口縁」皿をはじめ胎土が精良で灰白色を呈す京

都系のものと胎上が荒く褐色を呈する在地系のものが出土している。また素地は褐色を呈するが、

外面に灰白色の化粧土を施した土師器も一定量出土している。そのほかにも土坑墓から青銅製の

和鏡、溝から漆塗の皿、包含層資料ではあるが石鍋を転用した印章などが出土している。

出土遺物は11世紀前後および12～13世紀のものを中心とする。11世紀前後の遺物は溝あるい

は土坑内出土であり、確実に11世紀に比定できる建物跡は確認できないため集落の様相は不明

である。

12～13世紀の遺物は掘立柱建物・井戸などから出土しており、平田七反地遺跡の中世集落は

同時期を中心に展開していたと考えられる。出土遺物は前述したとおり土師器の椀・杯・皿など

の日常的に使用されたものが多く、貿易陶磁器は少ない。出土遺物からみると12～13世紀の平

田七反地遺跡はきわめて一般的な農村の性格をもつ集落と考えることができる。ただ、2間×5

間の総柱建物のような大型のものも検出されており、このような建物跡の評価を踏まえ、松山平

野内の中世集落の在り方を考えていかなければならない。

6　近世の平田七反地遺跡

近世の遺構はb区において検出されている。b区は江戸時代末期から明治初期の庄屋屋敷の跡

で、遺構も旧庄屋関連のものと考えられる。特に注目すべきはb-1-SD2出土の甕である。甕の底部外

面に「寛政庚戊・・」の紀年名が墨書されており、これは1850年（19世紀中頃）を示している。
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注

注1　 奈良県立橿原考古学研究所編 『矢部遺跡－国道24 号線橿原バ イパス建設に伴う 遺跡調 査報告（Ⅱ）－』1986 ．

注2　 中村浩著 『和泉陶邑窯の研究』柏書房1981 ．

注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．

注4　 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査セン ター編 『朝倉南甲遺跡』1986 ．

注5　 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査セン ター編 『多々羅製塩遺跡』1994 ．

注6　 松山市教育委員会 財団法人松山市生涯学習振興財団 埋蔵文化財セ ンター編 『和気・堀江の遺跡Ⅱ』1998 ．

注7　 器種名称は大野薫「匙形土製品小考」『大阪文化財論集－財団法人大阪文 化財セン ター設立15周年記 念論 集－』1989 ．に

拠る。

注8　 宇野隆夫「10 井戸考」『史林65 －5』1982．

注9　 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所編 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅴ－中世瀬戸内の集落－』1996．

注10　 中世土器研究会編 『概説 中世の土器・陶磁器』真陽社1995 ．

注11　 日本中世土器研究会編 『中近世土器の基礎研究Ⅰ～ⅩⅢ 』真 陽社1985 ～1998 ．

注12　 赤色塗彩土師器については奈良県立橿原考古学研究所の林部均氏に遺物を実見して頂 き、有益な御教示を賜った。

注13　 緑有釉陶器については奈良国立博物館の高橋照彦氏に遺物を実見して頂 き、有益な御教示を賜った。

注14　 人骨の鑑定および分析については土井ヶ浜・人類学 ミュ ージア ムの松下孝幸氏に依頼した。分析結果は付章 として

掲載する。

注15　 菅原康夫・梅木謙一編 『弥生土器の様式と編年 四国編』木耳社2000 ．

注16　 松山市教育委員会・財団法人松山市生涯学習振興財団 埋蔵文化財セン ター編 『古照遺跡－第8 ・9次調査－』1996 ．

注17　 松前町教育委員会編 『出作遺跡Ⅰ』1993 ．

注18　 注3 と同じ



表6　主要遺構一覧（縄文～古墳1）
遺構 名 種 別 時調査区 期 位 置 平 面形状 長 さ 幅 深 さ 出土 遺物

b－2 SX22 土坑 縄文 晩期 LI7 楕円形 130 100 38 1

SX5 弥生 前～中期 K19 円形 90 80 13 3～5

SX7 J18 円形 70 65 21 6～8

SX24 弥生 中期 L17 円形 100 80 20 9～10

SD4 溝 縄文 晩期 J16～17 帯状 670 40 15 2

SD3 弥生 中期 I19～J20 帯状 1,070 160 84 11～17

SD6 I16～JI7 帯状 370 90 18 18～22

c－2 SD8 溝 弥 生前～中期 F8 ～I8 帯状 700 90 5 23

SD9 F8 ～I8 帯状 330 40 5 24・25

SP138 柱穴 弥生 中期 F8～I8 円形 40 40 8 26

d－2 SD7 溝 弥 生中期 L16～17 帯状 150 45 11 27・28

b－2 SIl 竪穴住居 古墳 時代 K17 ～L17 隅丸方形 405 390 10

SI2 古墳 前期 K15 ～L16 隅丸方形 416 416 13 29～30

SK1 土坑 古墳 初頭～前 I16 円形 60 60 43 33～43

SXl 古墳 前期 I16～J17 隅丸長方形 230 140 34 31・32

SX4 K19 不整円形 110 100 16 44～46

SX11 L18 隅丸方形 105 50 45 47

SX13 L17 円形 80 40 19 48

SX19 K17 ～L17 楕円形 80 40 19 49

古墳初頭～前期SD7 溝 H14 ～I15 帯状 480 70 14 56～60

SD8 G14 ～H15 帯状 810 80 18 61～64

SDl 古墳後期 J17～18 帯状 470 40 16 53～55

竪穴住居 古墳初頭～前期c－2 SI6 O11 ～N12 方形 400 340 77～85

8I3 M13～L13 方形 460 460 12 70～76

8I4 M12 ～L12 方形 630 600 85～89

8I5 古墳前期以降 K11～M11 方形 540 500

SI1 古墳中期 K12 ～13 隅丸方形 370 50 7 65・66

SI2 古墳後期 G9 隅丸方形 370 350 7 67～69

SK2 土坑 古墳初頭～前期 H11 不整方形 250 170 10 91～118

SK18 P8 不整楕円形 120 60 17 124

SK19 Q6 不整楕円形 120 100 26 125 ～129

SK21 P5 隅丸方形 150 120 13 130 ～139

SK3 古墳前期 J13 不整円形 100 60 16 119～123

SK22 M6 楕円形 130 90 25 140

SK28 I5 不整方形 310 190 19 141・142

溝 古墳初頭～前期SD17 L9 ～K13 帯状 2,300 180 59 143 ～158

SD29 O9 帯状 430 30 5 188 ～194

SD34 N8 帯状 480 23 195 ～199

SD40 Q6 ～N6 帯状 1,900 100 24 159

SD42 P4 ～O6 帯状 1,370 70 24 160 ～166

SD45 O7 ～8 帯状 580 40 22 167 ～187

SD49 J6～H6 帯状 1,180 130 43 284 ～407

SD48 古墳前～中期 M4 ～J8 帯状 2,200 330 30 200 ～283

SP126 柱穴 古墳初頭～前期 H10 円形 40 30 8 410

SP706 N8 不整円形 60 50 45 424

SP729 P8 隅丸方形 40 39 9 425

SP838 O7 不整楕円形 63 53 42 430

SP897 M7 円形 50 40 26 434

SP953 M5 円形 50 50 46 435

SP537 N10 円形 50 50 46 413 ～419

SP72 古墳前期 I13 円形 50 40 8 408

SP94 H12 円形 50 40 7 409
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主要遺構一覧（縄文～古墳2）

遺構名 種 別 時 期 位 置 平面形状 長さ 幅 深さ 出土遺物

円形

調査区

c－2 SP139 柱穴 古墳初頭～古墳前期 I6 50 50 27 411

L12 円形SP412 70 60 25 412

SP634 L9 ～10 楕円形 50 30 32 421

M9 隅丸方形SP668 80 50 31 423

楕円形SP790 Q6 ～7 100 60 27 426 ・427

O8 不整楕円形SP837 90 80 63 428 ・429

SP852 O7 楕円形 88 76 48 432

古墳後期 M12 円形SP593 60 50 4 420

M9 不整楕円形SP638 130 70 37 422

SP883 N7 楕円形 50 50 20 433

SP851 O7 楕円形 60 30 21

隅丸方形d－1 SX1 土器溜 I16 230 140 34 31・32

溝

不明

古墳初頭～古墳前期

古墳初頭～古墳前期SD53 F13～E13 帯状 500 40 10 462

SD73 I11～I2 帯状 990 50 5 464

SD55 G13～E14 帯状 910 50 6 463

d－2 SK2 土坑

古墳前期

古墳初頭～古墳前期 J15 不整方形 250 170 10 91～118

SK12 I15 ～H15 楕円形 135 120 39 478

楕円形SK13 I15 ～H15 85 50 13 479

SK15 J11 瓢箪形 125 40 20 480 ～482

隅丸方形 80 24 521 ・522SK24 K16 115

SK16 H13 ～14 不整楕円形 410 330 36 483 ～520

SK1 K15 円形 60 60 43 33～43

SD13 溝

古墳前期

古墳後期

古墳初頭～古墳前期 J14～J16 帯状 950 65 12 546 ～555

SD18 M14 ～K15 帯状 750 100 7 558

SD21 K12 帯状 250 75 14 559 ～561

SD26 L11～K11 帯状 465 40 9 562・563

古墳初頭～古墳前期 円形SP9 柱穴 M17 25 25 12 564

565・573SP435 H14 円形 90 85 81

G15 円形SP696 10 10 8 574

SD10 古墳前期 J14～L17 帯状 1,785 110 6 523 ～538

L16 ～K16 帯状SD12 335 75 20 539 ～545

SD15 J15～K15 帯状 420 55 16 556・557

竪穴住居d－3 SI1 K17 ～L17 隅丸方形 405 390 10

SK1 土坑

古墳初頭～古墳前期

古墳初頭～古墳前期 I16 円形 60 60 43 33～43

H18 円形 70 70SK7 11 588 ～591

SK9 I16 ～H16 不整楕円形 106 60 37 592 ～595

G17 ～G18 不整楕円形SK11 90 76 11 596・597

SD1 溝 古墳初頭～古墳前期 J14～L17 帯状 1,040 52 16 598 ～658

J14～L17 帯状SD2 1,280 52 20 659 ～697

SD3 G16 ～F16 帯状 600 280 19 698～719

F15 ～G15 帯状SD7 370 64 12 720 ～738

SD8 G15 ～G16 帯状 460 54 9 739 ～743

e 溝 古墳初頭～古墳前期SD2 H9 ～H1O 帯状 340 64 13 744 ～753

SD4 18～G9 帯状 940 80 18 754・755

SD9 H9 ～G9 帯状 540 30 14 756・757

帯状SD24 H8 ～I8 370 40 9 765

SD10 H7 ～D1O 帯状 2,100 160 12 758 ～764

柱穴

古墳前期

古墳初頭～古墳前期SPl H10 円形 66 66 15 766 ～768

楕円形SP46 I10 94 58 18 769 ～771

SP76 H7 不整楕円形 80 44 17 773

SP131 古墳前期 G8 円形 20 20 24 774

SP183 G9 ～F9 円形 30 30 30 775

SP184 G9 ～F9 隅丸方形 64 32 10 776
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主要遺構一覧（古代～近世1）
調査区 遺構名 種別 時 期 位置 平面形状 長 さ 幅 深 さ 出土遺物

b－2 SBl 掘立柱建物 中世 J15～16 長方形 428 204 40

SEl 井戸 ～中世 K16 長 楕円形 176 164 164 777 ～782

SXl 土坑 古代 L18 円形 70 70 28 783

SD2 溝 古代～中世 K15 ～L16 蛇行 960 56 784 ～793

SD5 ～中世 K15 ～L16 屈曲 600 156 ～342 50 794～811

SP2 柱穴 中世 M16 円形 30 30 9 812

SP8 円形M17 30 30 9 813

c－1 SK1 土坑 古代～中世 K9 ～L9 隅丸長方形 260 170 8 814 ～819

SK3 古代 K9 楕円形 100 70 11 820 ～828

SK11 中世 J12 楕円形 50 20 20 829

SK15 N14 不整形 60 20 8 830 ・831

SK18 O5 隅丸長方形 60 40 24 832

SD127 溝 古代 O7 帯状 230 60 4 843

SD18 中世 15～L3 屈曲 2,260 85 6 833

SD31 中世 K5 ～I5 屈曲 2，260 85 6 833

SD88 中世 O8 帯状 130 35 24 842

SD39 不明 O11～N13 帯状 1,680 40 20 835 ・836

SD40 不明 O11～N13 帯状 1,460 40 20

SD41 不明 O11 ～N13 帯状 820 50 20

SD42 不明 O11～N13 帯状 850 45 20

SD43 不明 N11～M13 帯状 840 45 20

SD44 不明 N11～M13 帯状 190 45 20 837

SD62 不明 O11 ～L11 帯状 1,410 80 10 838

SD63 不明 O11～L11 帯状 1,150 30 10 839

SD74 不明 O9 ～10 帯状 610 55 8 840

SD77 不明 N9 ～L9 帯状 970 60 6 841

1号土 坑墓 土坑 墓 中世 P10 隅丸方形 250 155 844

2号土 坑墓 N6 隅丸方形 170 90 7 845 ～847

3号土 坑墓 K9 ～10 隅丸長方形 280 130 7 848 ～856

c－2 SBl 掘立柱建物 古代 E11～F11 長方形 516 390 6 857

SB2 N13 長方形 492 360 30

SB3 中世 N13 長方形 268 192 28 858 ・859

SB4 K4 ～I4 長方形 928 432 32

SB5 I12 ～H12 長方形 540 300 60

SEl 井戸 中世 L5 隅丸方形 156 156 140 860 ～880

SE2 K7 円形 112 112 60 881 ～883

SK5 土坑 古代 H8 隅丸方形 330 320 884

SK20 土坑 中世 P6 楕円形 160 150 78 886 ～890

SD35 溝 古代 P9 ～O10 帯状 2,150 1 30 26 938 ～954

SD4 中世 K8～J13 帯状 3,200 250 36 891 ～928

SD7 G7 ～H7 帯状 1,340 100 9 929 ～932

SD22 L1O～M10 帯状 770 170 13 933

SD23 L1O～M12 帯状 670 60 19 934

SD25 O9 ～N9 帯状 670 60 8 935 ・936

SD26 L7 ～P8 帯状 310 30 5 937

SD36 P9 ～8 帯状 860 50 11 959 ～961

SD46 N7 ～O7 帯状 240 30 10 955 ～959

SP406 柱穴 古代 L12 円形 24 24 16 975

SP172 中世 M13 円形 20 20 16 962 ・963

SP432 N11 円形 15 15 15 976

SP182 L13 円形 24 24 8 964

SP183 L13 円形 24 24 24 965 ・966

SP184 L13 円形 28 28 24 967

SP240 M13 楕円形 40 28 24 968 ・969

SP319 N12 楕円形 48 24 8 971～973

SP335 N12 楕円形 28 20 20 974

SP433 N11 円形 15 15 15 977
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主要遺構一覧（古代～近世2）
遺構 名調査区 種別 時 期 位 置 平面形状 長さ 幅 深 さ 出土 遺物

c－2 SP472 O10 楕円形 76 44 12 978 ・979

O10 円形SP473 28 28 20 980

SP475 O9 楕円形 40 40 20 981

SP477 O9 円形 32 24 28 982

SP746 P8 楕円 32 24 20

SP747 P8 楕円 32 8 983

P6 円形SP795 30 30 19 984

SBl 掘立 柱建物 中世 M17～L17 長方形d－1 330 220 10

SB2 L16～M16 長方形 460 230 20～40 985

SB3 L16 長 方形 450 380 36

SB4 L13 ～K13 長方形 330 250 12

SB5 K13 長方形 250 120 8 986

SB6 I13 ～H13 方形 430 420 20

SB7 H12～I13 長方形 250 190 16 987

SB8 I14 ～H14 長方形 350 180 12

SB9 I15 ～G16 長方形 1,050 400 32 988 ～993

SE1 井戸 中世 K18 ～L18 円形 220 220 120 994 ・995

SE2 J17 楕円形 200 150 135 996 ～999

SE3 J16 円形 180 180 85 1000

SE4 F15 ～G15 不整円形 240 200 120 1001

SE5 H12 不整円形 250 220 164 1002～1014・木簡1

円形SE6 G16 80 80

SE7 E13 ～F13 不整円形 340 270

SE8 I16 隅丸方形 90 80

70 1015～1017

200 1018～1024

105 1025・1026

SE9 I16 円形 80 80 45 1027

SK1 土坑 中世 K17 不整円形 100 92 24 1028

SK2 K17 不整形 120 1029

SK4 K11 隅丸方形 90 90 32 1030

SK8 E13 楕円形 120 80 32 1031・1032

SK15 G15 ～H15 不整形 500 160 10 1033・1034

SD1 溝 古代 ～中世 M17～L18 帯状 900 110 10 1035～1081

古代SD7 J14～K17 帯状 1,170 150 16 1082～1085

SD17 中 世 L14 帯状 310 50 20 1086・1087

SD19 K13 帯状 280 40 13 1088～1102

SD23 K11 ～L12 屈曲 1,500 50 50 1103

SD30 H13 ～J13 屈曲 1,480 120 16 1105～1108

SD32 I12 ～J1l 帯状 240 60 8 1109～1111

SD39 J14 帯状 400 40 9 1112～1114

SD41 I12 帯状 340 60 15 1115～1121

SD46 H12 帯状 300 140 11 1122・1123

SD50 E12 帯状 230 20 9 1124

SD51 E12 帯状 250 20 8 1125・1126

SD57 F14 帯状 520 90 12 1127～1129

SD59 帯状F13 ～G13 710 100 27 1130～1132

SD69 G15～17 帯状 1,600 90 14 1133～1135

SD75 J12 帯状 630 250 4 1137

SD77 I14 帯状 400 90 7 1138

SD82 I15～17 帯状 780 80 9 1140～1145

SD87 E12 ～13 帯状 230 20 5 1146

SD91 E12 帯状 180 30 3 1147～1152

SD92 J12 帯状 360 40 16 1153～1155

SR1 M17～L18 帯状 1,800 400 40 1155～1185

SP100 柱穴 中世 円形L17 25 25 10 1189

SP110 L17 不整円形 40 30 35 1190

SP112 K16 円形 35 35 27 1191

SP183 L15 楕円形 30 20 9 1192

SP185 楕円形L15 50 40 32 1193・1194

SP187 L15 円形 20 20 23 1195
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主要遺構一覧（古代～近世3） 
調査区 遺構名 種別 時期 位置 平面形状 長さ 幅 深さ 出土遺物

SP315 L13 円形 40 40 20 1196柱穴d－1 不 明
円形SP382 H12 40 40 20 1197

円形SP416 H11 30 30 27 1198

円形SP466 L12 30 30 17 1199

SP467 K12 円形 20 20 10 1200

円形SP490 H13 10 10 2 1201

円形SP547 G13 30 30 15 1202

円形SP568 G13 30 30 15 1203・1204

円形SP608 I14 25 25 7 1205

SP622 I15 円形 22 22 7 1206

SP629 H15 楕円形 30 20 36 1207

SP642 G14 楕円形 50 40 17 1208

円形SP715 H14 30 30 17 1209～1211

円形SP749 H16 30 30 22 1212

SP750 H16 円形 20 20 16 1213

SP771 H16 円形 10 10 19 1214

長楕円形1号土坑墓 土坑墓 不明 K16 1 16 84

不整円形d－2 SEl 井 戸 不明 J17 75 75 40

SE2 H15 楕円形 176 148 120

SE3 H14 楕円形 100 86 50

SD9 溝 古代 L15 ～17 帯状 825 125 19 1215

SD17 中世 M14 ～K15 帯状 900 125 3 1216

SD6 不明 M17 ～K17 帯状 1,280 96 32

SP17 柱穴 中世 M16 円形 20 20 13 1217

SP214 中世 K12 円形 20 20 13 1218

SP700 中世 G12 円形 35 35 14 1219・1220

d－3 SK5 土坑 中世 H16 楕円形 108 56 1221・1222

SP12 柱穴 中世 円形H17 22 22 33 1223

e SBl 掘立柱建物 不明 方形F9 212 232

井戸 中世 D8 不整円形SE1 216 180

30

120 1224～1226・木簡2

SD3 溝 中世 I9 ～F9 帯状 1,200 80

SD27 B7 ～C7 帯状 1,200 240

17 1227・1228

30 1229～1249

SD42 D5 ～6 帯状 480 40 8 1250

帯状b－1 SD8 溝 近 世 J17～18 830 60 13 1251

SD9 K15 ～17 帯状 1,100 110 12 1252

SD12 I16～18 帯状 980 80 6 1253

SP10 柱穴 近 世 円形L18 110 90 27 1254

円形SP14 K17 60 50 12 1255・1256

SD2 溝 近 世 K17～18 円形 703 36 9 1257

b－2 SX10 土坑 近 世 L18 楕円形 92 76 14 1258～1261
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表7　出土遺物器種構成（古墳時代）

c－2 壺 甕 高杯 鉢 支脚 小形器種 小 形器台 小形丸底鉢 小形丸底壺 ミニチュア土器 製塩土器 須恵器 その他 計

SD17 2 4 3 3 2 1 1 16

SD40 6 5 8 1 20

SD42 2 1 2 2 7

SD48 2 13 11 8 19 5 1 3 2 64

SD49 41 39 16 25 4 10 5 3 9 1 1 152

d－1
SXl 7 9 3 6 1 26

d－2

SK16 6 6 6 1 9 5 1 3 1 38

SDl 8 31 2 9 8 2 1 61

SD2 15 11 0 7 3 2 1 39

SD3 6 7 9 22

SD7 3 9 6 1 19

SD8 2 1 1 1 5
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表8　 出土遺物観察表（1）
番号 出土 地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］㎝，g 備考

1 b－2 SX22 縄文土 器（晩期）深鉢 口:(30.8)高:[13.2]

2 b－2 SD4 縄文土 器 深鉢 口:(32.6)高:[5.6]

3 b－2 SX5 縄文土 器（晩期）深鉢 高:[4.0]

4 b－2 SX5 縄文土 器（晩期）深鉢 口:(20.4)高:[6.6]

5 b－2 SX5 弥生土 器 壺 高:[5.3]底:9.2

6 b－2 SX7 繙文土 器（晩期）深鉢 高:[2.1]

7 b－2 SX7 弥生土器（前期）甕 高:[7.5]

8 b－2 SX7 弥生土器 甕 高:[3.5]底:5.7

9 b－2 SX24

10 b－2 SX24

11 b－2 SD3

12 b－2 SD3

13 b－2 SD3

14 b－2 SD3

15 b－2 SD3

16 b－2 SD3

17 b－2 SD3

18 b－2 SD6

弥 生土 器（ 中期 ）壺

弥生土 器（ 中期 ）甕

弥生土 器（ 中期 ）壺

弥生土 器（ 中期 ）甕

弥生土 器（中期） 甕

弥生土 器（中期） 甕

弥生土 器（中期） 甕

弥生土 器（中 期） 甕

弥 生土 器（中 期）鉢

弥生土器 （中 期） 甕

19 b－2 SD6 弥 生土 器（中 期） 支脚

口:(19.6) 高:[5.5] 頸 径:(14.2)

高:卩.5]底:(5.8)

高:卩2.6] 底:(9.4)

[口:(29.4)高:[7.7]

高:[2.5]底:6.4

高:[7.5]底:(7.6)

口:(19.0) 高:28.5 頸 径:(18.0)

高:[7.1]

高:［10.0]底:11.0

高:[8.1]底:5.4

高:［10.4]

20 b－2 SD6 古式土師器 底部 高:［3.9]底:(4.9)

21 b－2 SD6 古式土師器 鉢

22 b－2 SD6 土師器 皿

23 c.2 SD8 弥生土 器（中 期） 甕

24 c－2 SD9 弥生土器 甕

25 c－2 SD9 弥生土 器 甕

26 c－2 SP138 弥生 土 器 壺

27 d.2 SD7

28 d．2 SD7

弥生 土 器（中 期）壺

弥生 土 器（中 期） 壺

口:(22.2) 高:[4.4]

口:(9.4)高:1.3 底:3.7

高:[7.5]

高:[9.5]底:7.2

高:[5.1]底:7.0

高:[H.6] 底:8.9

口:(13.4) 高:[5.1]頸 径:(8.8)

高:[4.4]底:(9.6)

29 b－2 SI2 古式土 師器 甕

30 b－2 SI2

31 b－2 SXl

32 b－2 SXl

甕

壺

支 脚

33 b－2 SKI

34 b－2 SKI

口:(18.0) 高:[4.7] 頸 径:(15.6)

[口:(21.8)高:[8.2] 頸 径:(20.6)

[口:(14.2)高:[6.1]

高:[6.6]底:(11.6)

[口:(19.4)高:[8.4]頚 径:(17.2)

高:[8.2]

35 b－2 SKI

36 b－2 SKI

37 b－2 SKI

38 b－2 SKI

甕

甕

甕

甕

甕

甕

高:[8.7]

高:[5.5]

高:[6.7]

高:[4.8]

39 b－2 SKI

40 b－2 SKI

41 b．2 SKI 黒斑

42 b－2 SKI

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

古式 土師器

高杯

台 付鉢

鉢

支脚C

43 b－2 SKI

44 b－2 SX4

杯蓋

ミニチュア土 器（鉢）

口:(25.4) 高:[7.3]

口:9.9 高:[7.5]

[口:19.0 高:6.8底:3.5

高:[14.7]

口:(13.2)高:[4.9]

口:(4.5)高:[5.1]底:1.0

45 b－2 SX4

46 b－2 SX4

ミニチュア土 器（鉢） 高:[2.5]底:(1.6)

ミニチュア土 器（壺） 高:[3.5]

47 b.2 SX11 高:[4.2]

48 b－2 SX13

鉢

高杯

49 b－2 SX19

50 b－2 SDl

51 b－2 SDl

52 b－2 SDl

甕

壺

甕

壺

53 b－2 SDl

口:(18.6) 高:[4.5]

高:[3.5]

口:(14.9) 高:[5.8]頸 径:(8.6)

高:[4.2]

高:［2.9]底:(4.9)

口:(11.0) 高:9.4 受 径:(13.2)

54 b－2 SDl

須恵器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

須恵器

須恵器

55 b．2 SDl

56 b－2 SD7

有蓋高杯

脚付椀

甑（把手）

甕

57 b－2 SD7

58 b－2 SD7 黒斑

59 b－2 SD7

60 b－2 SD7

61 b－2 SD8

62 b－2 SD8

甕

壺

鉢

鍋

甕

甕

63 b－2 SD8

古式士師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

瓦質土器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

64 b－2 SD8

65 c－2 SIl

古式土師器

古式土師器

66 c－2 SIl

67 c－2 SI2

68 c－2 SI2

69 c－2 SI2

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

底部

底部

高杯

杯蓋

杯蓋

杯身

杯身

70 c－2 SI3

71 c－2 SI3

72 c－2 SI3

73 c－2 SI3

74 c－2 SP545

壺

甕

鉢

鉢

鉢

75 c－2 SI3

76 c－2 SI3

77 c－2 S14

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

須恵器

古式土師器

支 脚C

杯蓋

甕

口:(12.0)高:[10.8]

高:[6.2]幅:5.6

口:(17.2) 高:[4.9]頸 径:(13.8)

口:(14.8) 高:[12.2] 頸 径:(12.6)

高:[6.2]底:(6.9)

口:10.4 高:7.5底:0.9

高:[2.6]

口:(13.0) 高:24.5 頸 径:(10.3)

口:(17.7) 高:[7.2] 頚 径:(13.7)

高:[2.6]

高:[7.4]底:｢18 」)

口:15.7 高:[4.6]

高:[3.8]

口:(14.4) 高:[3.5]

高:[2.6]

口:(11.0) 高:[3.3]受 径:(13.2)

高:[17.9] 底:5.0

口:(11.4) 高:12.頸 径:(9.0)

口:(14.4) 高:[9.4]

口:(17.0)高:［5.4]

口:16.9 高:8.2

高:［10.1]底:(10.2)

口:(14.8) 高:[3.0]

口:(11.8) 高:10.7

色調

にぶい黄橙色(10YR6/3)

黄灰色(2.5Y4/1）

司赤褐色(2.5YR5/6)

にぶい黄橙色(10YR5/4)

灰白色(2.5Y8/2)

浅黄色(2.5Y7/3)

にぶい橙色(5YR6/4)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

にぶい橙色(7.5YR6/4)

敗色(7.5YR7/6)

にぶい黄色(2.5Y6/4)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

にぶい橙色(7.5YR6/4)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

明赤褐色(5YR5/6)

灰褐 色(7.5YR4/2)

にぶい橙色(7.5YR7/4)

にぶい橙色(7.5YR7/4)

にぶい橙色(7.5YR7/4)

浅黄 色(2.5Y7/3)

明黄褐 色(10YR7/6)

橙色(7.5YR7/6)

灰白 色(10YR8/2)

にぶい橙 色(7.5YR6/4)

にぶい橙色(7.5YR6/4)

明黄褐 色(10YR7/6)

灰白 色(2.5Y8/2)

灰白 色(2.5Y8/2)

明赤褐 色(5YR5/6)

にぶい褐 色(7.5YR5/4)

浅黄橙 色(10YR8/4)

にぶい 黄橙 色(10YR7/4)

褐灰 色(7.5YR6/1)

にぶい 黄橙 色(10YR6/4)

にぶい 黄橙 色(10YR7/4)

浅黄橙色(10YR8/4)

明黄褐色(10YR6/6)

橙色(7.5YR6/6)

にぶい 橙色(7.5YR7/4)

にぶい 黄橙 色(10YR7/4)

浅黄橙色(10YR8/3)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

灰白色(5Y7/1）

明黄褐色(10YR7/6)

にぶい 黄橙色(10YR6/3)

にぶい 黄橙色(10YR6/4)

橙色(7.5YR7/6)

橙色(7.5YR6/6)

灰黄色(2.5Y6/2)

橙色(7.5YR7/6)

浅黄橙色(10YR8/4)

にぶい 黄橙色(10YR7/4)

灰色(5Y6/1)

灰色(10Y6/I)

明赤褐色(2.5YR5/8)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

にぶい黄橙色(10YR6/4)

浅黄色(2.5Y7/3)

橙色(7.5YR7/6)

黒色(2.5Y2/1)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

灰黄褐色(10YR5/2)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

褐灰色(10YR5/1）

にぶい黄橙色(10YR7/4)

灰色(N5/O)

暗灰色(N3/O)

灰色(10Y6/1)

灰色(N6/O)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

にぶい黄橙色(10YR7/3)

浅黄色(2.5Y7/4)

浅黄橙 色(10YR8/4)

にぶい黄橙 色(10YR7/4)

浅黄色(2.5Y7/3)

灰色(5Y6/1）

灰黄色（2.5Y7/2)
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出土遺物観察表（2）
番号 出土 地区 遺構 種別 備考

78 c－2 SI4 古式土師器

79 c－2 SI4 古式土師器

80 c－2 古式土師器SI4

81 c－2 SI4 古式土師器

82 c－2 SI4 須恵器

器種

甕

甕

鉢

ミニチュア土器（鉢形）

杯身

83 c－2 土師器SI4

84 c－2 SI4 土師器

85 c－2 SI6  古式土師器

皿

椀

鉢

86 c－2 SI6 古式土師器 黒斑

87 c－2 SI6 古式土師器 黒斑

88 c－2 SI6 古式土師器 黒斑

89 c－2 SI6 古式土師器

ミニチュア土器（鉢形）

ミニチュア土器（鉢形）

ミニチュア土器（鉢形）

器台

法量（推定）［残存］㎝.g

口：（10.2）高：11.6

口：（17.6）高：［4.7］

口：12.高9：6.0

口：4.高8：5．0

口：10.高4：4.受6 径：12.5

口（：7.6）高：1.2底：（5.4）

高：［1.4］底：（7.6）

口（：13.6）高：［6.6

口：6.高7：4.3底：2.8

口：5.高9：3.4

口：．5 9高：2.5底：1.2

口：8.高3：8.4頸径：3.4

色調

褐灰色（10YR4／）1

にぶい橙色（7.5YR6／）4

にぶい黄橙色（10YR6／3）

橙色（5YR6／）6

外：灰色（N5／）0

淡黄色（2.5Y8／3）

淡黄色（2.5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄色（2.5Y6／）3

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）4

90 欠番

91 c－2 SK2 甕

92 c－2 SK2

93 c－2 SK2

壺

広口壺

94 c－2 SK2

高：［3.1］底（：6.1）

口（：19.4）高［：6.9］頸径（：10.0）

口：（21.2）頸径：（9.6）

口（：7.4）頸径（：8.8）

95 c－2 SK2

96 c－2 SK2

97 c－2 SK2

弥生土器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

98 c－2 SK2

複合口縁壺

複合口縁壺

複合口縁壺

複合口縁壺

複合口縁壺

黒色（10YR2／）1

にぶい黄橙色（10YR7／）4

橙色（7.5YR6／）6

橙色（5YR7／）6

橙色（7.5YR7／）6

にぶい黄橙色（10YR7／）4

橙色（5YR6／）6

にぶい黄橙色（10YR7／）4

99 c－2 SK2

100 c－2 SK2

101 c－2 SK2

102 c－2 SK2 黒斑

103 c－2 SK2

104 c－2 SK2

105 c－2 SK2

106 c－2 SK2

高［：4.7］底：3．5

高：［16.4］底：11.4

底径：5．0

口：14.5高［：18.2］頸径：12.4

口（：14.9）高：20.頸3径（：11.4）

口：（18.0）高：25.頸6径：（15.8）

口（：14.4）高：16.7

口（：15.8）頸径：（12.4）

107 c－2 SK2

108 c－2 SK2

壺

壺

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕 黒斑

109 c－2 SK2

底径：4.4

底径：4．0

口（：20.8）

110 c－2 SK2

111 c－2 SK2

高杯

高杯

高杯

112 c－2 SK2

113 c－2 SK2 黒斑

114 c－2 SK2 黒斑

115 c－2 SK2

116 c－2 SK2

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

口：22.高9：．9 5

口：16．高1：9.2

口：（13.2）高：7.2

口：11.7高：5.8

口：12.高4：8.4 黒斑

117 c－2 SK2

118 c－2 SK2 黒斑

119 c－2 SK3

頭部幅：（8.3）高：5.1

高：12.支6点幅：6.5

高：［2.6］

120 c－2 SK3

121 c－2 SK3

口：（7.0）高［：6.2］頸径：（6.0）

口：9.8高：［6.2］

122 c－2 SK3

灰黄褐色（10YR5／2）

にぶい黄橙色（10YR6／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）4

浅黄色（2.5Y7／）3

灰褐色（7.5Y6／）2

にぶい黄橙色（10YR6／）4

：明黄褐色（10YR6／6）

橙色（5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／）3

にぶい黄橙色（10YR7／）4

橙色（7.5YR7／）6

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

明赤黄褐色（10YR7／）6

浅黄色（2．5Y／7 3）

浅黄色（2.5Y7／3）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR8／）2

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR8／）3

にぶい黄色（2.5Y6／）3

123 c－2 SK3

124 c－2 SK18

高［：4.4］底：3.9

幅：6.長0：14.厚3：4.重1：607.7

高：［2.6］

125 c－2 SK19

126 c－2 SK19

127 c－2 SK19

128 c－2 SK19

129 c－2 SK19

130 c－2 SK21

131 c－2 SK21

支脚A類

支脚C

壺

小形壺

壺

壺

石斧

高杯

甕

高杯

高杯

鉢

ミニチュア土器（鉢形）

壺

小型丸底壺

132 c－2 SK21

133 c－2 SK21

134 c－2 SK21

甕

甕

鉢 黒斑

135 c－2 SK21

136 c－2 SK21

137 c－2 SK21

138 c－2 SK21

139 c－2 SK21

140 c－2 SK22

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

石器

須恵器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

甑未製品

支脚A

甕

ミニチュア土器（鉢形）

ミニチュア土器（鉢形）

ミニチュア土器（鉢形）

141 c－2 SK28 縄文土器（晩期） 深鉢

142 c－2 SK28 古式土師器 壺

143 c－2 SD17 広口壺

144 c－2 SDI7 壺 黒斑

145 c－2 SD17 甕 黒斑

146 c－2 SD17 甕 黒斑

147 c－2 SD17 甕 黒斑

148 c－2 SD17 甕

149 c－2 SD17 高杯

150 c－2 SD17 高杯

151 c－2 SD17 高杯

152 c－2 SDI7 小形壺 黒斑

153 c－2 SD17 小形壺

154 c－2 SD17

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器 小形壺

口：11．6高：2.4頸径：9.1

高：［6.1］頸径（：2.9）

高［：8.0］頸径（：3.0）底（：12.3）

口：（9.7）高：［6.1］頸径（：8.6）

口：5.9高：3.6

高：［5.4］底（：4.3）

口：10.高6：9.8頸径：8.9

高：［18.2］底：2.7

口（：14.7）高：19.頸4径：（12.3）

口（：28.2）高：［10.0］頸径：（24.0）

高［：3.2］底：2.0

口：5.1高：7.2支点幅：5.1底：4.1

口（：8.8）高：8.3

口：5．3高：3.4

口：5.高5：3.3

口：5.高3：3.6最大径：5.5底：3.2

高：［5.9］

口：12.7高：5.7頸径（：11.1）

口：17.2高：［8.7］頸径：9.3

口：17.2高：26.1

口：（16.4）高：19.頸7径：（13.2）

口：13.7高［：18.4］

口（：17.6）高：［18.3］

口：15.高8［：10.3］

口：18.高2：［11.7］基径：4.0

口：17．高6：［6.2］

口：14.高0［：7.0］基径（：3.3）

口：（9.2）高：12.0

口（：13.4）高：13.0

口：11.高8：10.頸1径：9.2

黒色（2.5Y2／1）

灰白色（10YR8／）2

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）4

にぶい黄色（2.5Y6／）3

浅黄色（2.5Y7／4）

淡黄色（2.5Y8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／）4

橙色（7.5YR7／6）

橙色（7.5YR6／6）

浅黄色（2.5Y7／）4

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／）4

にぶい黄橙色（10YR7／）3

にぶい黄橙色（10YR6／）3

灰黄色（2.5Y7／）2

灰白色（10YR8／2）

浅黄橙色（10YR8／）4

浅黄色（2.5Y7／）4

にぶい橙色（7.5YR6／4）

にぶい橙色（5YR7／）4

淡黄色（2．5Y8／）4

橙色（7.5YR6／）6

灰白色（2.5Y7／）1

橙色（5YR6／6）

浅黄色（2.5Y7／）3

橙色（7.5YR7／）6

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／）3

にぶい橙色（5YR7／4）
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出土遺物観察表（3）
番号 出土地区 遺構 種別 法量（推定）［残存］㎝，g 色調 備考

SD17 古式土 師器

SD17 古式土 師器

SD17 古式土 師器

器種

小型 丸底壺

小型 丸底鉢

小型 丸底鉢

口：9.7高：6.7底：2.2

口：12.7高：6.8頸径：10.2

口：13.0高：［6．6］

SD17 古式土 師器 ミニチュア土器（鉢形）口：6.2高：3.1

SD29 弥生土 器

SD34 古式土 師器

SD34 古式土 師器

小形 器台

複合口 縁壺

広口壺

SD34 古式土 師器

SD34 古式 士師器

SD34 古式土 師器

SD34 古式土 師器

壺

甕

甕

鉢

SD34 古式土 師器

SD40 古式土 師器

支脚C

広口 壺

SD40 古式土 師器

高:［4.8］底：9.0

口:（18.0）高：［8.0

口：（15.2）高:［5.5］

高:［27.0］底：5.0

口：（15.8）高：［25.6］

口：（11.2）高：15.8底：3.0

口：11．3高：7.1底：1.5

高：16.1底：10.3

口：（16.5）高:［7.7］

口：28.7高：［7.9］

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

広口 壺

広口 壺

広口 壺

SD40 古式土師器

口：19.4高：［6.4］

口：14.6高：［5.8］

口：13.1高：［8.7］

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

複合口縁壺

壺

直口 壺

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

高:［32.3］頸径：11.5

口：8.8高：13.6頸径：5.8

口：13.5高：［14.9］頸径：10.8

口：（16.8）高：15．底：2.5

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

甕

甕

甕

甕

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

小形壺

鉢

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

SD40 古式土師器

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

SD40 古式土師器

SD42 古式土師器

SD42 古式土師器

にぶい黄橙 色（1OYR7／3）

橙色（7.5YR6／6）

浅黄橙 色（7.5YR8／4）

灰白色（10YR7／1） 黒斑

にぶい黄橙 色（10YR7／4）

橙色（7.5YR6／6）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい橙色（2.5YR6／3）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい 黄橙 色（10YR7／3）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい 黄橙色（10YR7／4）

淡橙色（5YR8／3）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい 黄橙（10YR7／4）

にぶい 黄橙色（10YR7／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

淡黄色（2.5Y8／4）

浅黄色（2.5Y7／4） 黒斑

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

にぶい橙色（7.5YR6／4）

橙色（7.5YR7／6）

黒褐色（2.5Y3／1）

浅黄色（2.5Y7／3）

褐灰色（10YR5／1）

外：にぶい橙色（5YR6／3） 黒斑

にぶい橙色（5YR6／3） 黒斑

にぶい橙色（7.5YR7／3）

灰白色（2.5Y8／2）

にぶい橙色（5YR6／3）

灰黄色（2.5Y6／2）

SD42 古式土師器 浅黄色（2.5Y7／3） 黒斑

SD42 古式土師器 にぶい橙色（7.5YR6／3） 黒斑

SD42 古式土師器 灰黄色（2.5Y7／2） 黒斑

SD42 古式土師器

SD42 古式土師器

SD45 古式土師器

支脚

複合口縁壺

複合口禄壺

甕

鉢

鉢

支脚C

支脚A

壺

SD45 古式土師器

SD45 古式土師器

SD45 古式土師器

鉢

鉢

鉢

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄 色（2.5Y7／3） 黒斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい赤黄橙色（10YR7／4）黒斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7.5YR6／6）

SD45 古式土師器

SD48 縄文土器

支脚C

浅鉢

口：（16.0）高：29.2底：（2.4）

口：13.0高：［17.2］

口：10.2高：11.9

口：21.2高：（9.3）

口:（18.0）高:［7.3］

口:（29.0）高：16.3

口：8.6高：5.9底：0.6

口：9.1高：6.5頸径：9.0

口：10.8高：5.0底：1.7

口：9.9高：6.0底：1．0

高：7.4頸径:（10.4）

高：13.5支点幅：7.4底：8.3

口:（21.0）高：［10.3］

高：［13.0］頸径：（16.2）

口：16.5高：15.7頸径：13.9

口：（21.3）高：6.7底：1．2

口:（12.2）高：8.0底：4.9

高：17.8底：10.4

高：［11.4］底：9.1

高：［9．5］底：8．1

口：21．1高：10.5底：2.5

口：12.9高：8.0底：2.5

口：（11.4）高：4．8底：1.7

高：14.6支点幅：11.2底：12.9

高：［3.4］

SD48 弥生土器（中期) 甕

SD48 弥生土器（中期) 甕

灰黄 色（2.5Y7／2）

黄灰 色（2.5Y5／1）

灰白 色（10YR8／1）

褐灰 色（10YR5／1）

SD48 弥生土器（中期) 甕

SD48 弥生土器（中期) 壺

高：［6.7］

高：［7.9］

高：［4.2］

高：［5.0］

SD48 古式土師 器 二重口縁壺

SD48 古式土師器 複合口縁壺

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

橙色（7.5YR7／6）

灰白 色（7.5YR8／2）

灰白 色（10YR8／2）

灰白 色（7.5YR8／4）

にぶい 黄橙 色（10YR7／4）

にぶい 黄橙 色（10YR7／4）

にぶい橙 色（7.5YR7／4）

にぶい 橙色（5YR6／4）

にぶい 黄橙 色（10YR6／3）

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

にぶい 黄橙色（10YR7／4）

にぶい 黄橙色（10YR7／2）

にぶい 黄橙色（10YR7／2）

にぶい 黄橙色（10YR7／4）

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 甕

SD48 古式土 師器 高杯

口：（22.8）高：［5.0］

口：（36.4）高：［5.2］

口：（12.9）高：25.6頸径：10.1

口：15.9高：31.9

口:（15.7）高：［22.0］

口：（11．7）高：17.4

口：11.7高：13.2

口：（17.0）高：［24.9］

口:（15.8）高：22.6

口：15.3高：18.0

口:（16.1）高：［16.0］

口:（19.6）高：［7.7］頸径：（16.7）

口：（13.0）高：14.6

口：（18.1）高：［10.3］頸径：（13.2）

口：（12.0）高：8.5頸径：（10.7）

口：12.8高：5.9頸径：10.2

口：19.3高：15.3基径：3.8底：13.5

SD48 古式土 師器 高杯

SD48 古式土 師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

口：20.3高：15.5基径：4.7底：13.3

口：（21.2）高：13.2基径：4．2底：（11.8）

口：17.5高：13.3基径：3.2底：11.9

口：16.4高：13.3基径：3.2底：10.6

SD48 古式土師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

SD48 古式土師器 高杯

155 c－2

156 c.2

157 c.2

158 c.2

159 c－2

160 c－2

161 c－2

162 c－2

163 c－2

164 c－2

165 c－2

166 c－2

167 c.2

168 c－2

169 c－2

170 c－2

1 71 c.2

172 c－2

173 c－2

1 74 c.2

1 75 c.2

176 c－2

177 c－2

178 c.2

179 c.2

180 c－2

181 c－2

182 c.2

183 c.2

184 c－2

185 c－2

186 c－2

187 c－2

188 c.2

189 c－2

190 c－2

191 c－2

192 c－2

193 c－2

194 c－2

195 c－2

196 c－2

197 c.2

198 c－2

199 c－2

200 c－2

201 c.2

202 c－2

203 c－2

204 c－2

205 c.2

206 c－2

207 c.2

208 c－2

209 c－2

210 c－2

211 c－2

212 c－2

213 c－2

214 c－2

215 c－2

216 c－2

217 c－2

218 c－2

219 c.2

220 c－2

221 c.2

222 c－2

223 c－2

224 c.2

225 c－2

226 c－2

227 c－2

228 c－2

229 c－2

230 c，2

231 c－2 SD48 古式土師器 高杯

口：（17.5）高：13.8基径：2.9底：11.5

口：19.9高：［9.7］基径：3.7底：13.8

口：16.2高：13.0基径：4.0底：11.3

口：10.5高：10.1基径：3.5底:（7.4）

高:［6.9］基径：4.0底：7.9

高：5.3基径：（2.8）底：（9.8）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい 黄橙色（10YR6／4）

浅黄橙色（7.5YR8／6）

にぶい 橙色（7.5YR7／4）

浅黄橙色（7.5YR8／3）

灰黄褐色（10YR4／2）

灰黄褐色（10YR4／2）

にぶい 黄橙色（10YR7／3）

橙色（7.5YR7／6）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

372



出土遺物観察表（4）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］㎝，g 色調 備考

232 C－2 SD48 古式土師器 高杯 高：4.3基径：4.0底：8.1

233 C.2 SD48 古式土師器 高：［4.2］基径：2.6

古式土師器

高杯

鉢234 C.2 SD48

SD48 古式土師器235 C－2
SD48 古式土師器236 C－2
SD48 古式土師器

鉢

鉢

鉢237 C－2
小形壺238 C－2 SD48 古式土師器

239 C.2 SD48 古式土師器

古式土師器

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

灰黄色（2.5Y6／2）

灰白色（10YR7／1）

灰黄色（2.5Y7／2）240 C.2 SD48

SD48 古式土師器 ：にぶい橙色（7.5YR7／4）241 C－2
SD48 古式土師器242 C－2
SD48 古式土師器243 C－2

SD48 古式土師器

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢244 C－2
SD48 古式土師器

にぶい黄橙色（10YR7／2）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい橙色（7.5YR76／4）245 C－2
SD48 古式土師器246 C－2

古式土師器247 C－2 SD48

248 C.2 SD48 古式土師器

249 C.2 SD48 古式土師器

250 C－2 SD48 古式土師器

浅黄色（2.5Y7／3）

灰白色（10YR7／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰黄色（2.5Y6／2）

251 C.2 SD48 古式土師器 ：灰黄色（2.5Y6／2）

古式土師器252 C－2 SD48

253 C.2 SD48 古式土師器

254 C.2 SD48 古式土師器

255 C.2 SD48 古式土師器

SD48 古式土師器256 C－2
SD48 古式土師器257 C.2

古式土師器258 C－2 SD48

259 C.2 SD48 古式土師器

260 C－2 SD48 古式土師器

261 C－2 SD48 古式土師器

SD48 古式土師器

にぶい黄橙色（10YR7／4）

暗灰白色（5Y8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい橙色（7.5YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄色（2.5Y7／3）

灰黄色（2.5YR7／2）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）262 C－2
SD48 古式土師器

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺

小形壺263 C.2

264 C.2 SD48 古式土師器

古式土師器

浅黄色（2.5Y7／3）

浅黄色（2.5Y7／3）

灰黄色（2.5Y6／2）265 C－2 SD48

SD48 古式土師器266 C－2

267 C.2 SD48 古式土師器

SD48 古式土師器268 C－2
SD48 古式土師器

支脚A

支脚A

支脚A

支脚A

支脚C

支脚C269 C－2

270 C－2 SD48 古式土師器

SD48 古式土師器271 C－2
272 C.2 SD48 古式土師器

器台

器台

甑

口：19.0高：9.2頸径：17.1

口：14.4高：5.4

口：13.6高：7.7

口：13.1高：8.6頸径：11.8

口：（9.5）高：9.5

口：（12.0）高：［6.9］頸径：（11.2）

口：10.4高：［6.4］

口：（11.4）高：［7.1］

口：（10.8）高：7.4

口：（11.2）高：5.3底：3.8

口：6.2高：6．0底：3.2

口：9.3高：10.1底：2.9

口：9.2高：14.2頸径：8.3最大径：13.6

口：10.5高：15.7頸径：8.3最大径：15.8

口：（11.2）高：12.9頸径：（8.4）最大径：12.8

口：（8.6）高：14.0頸径：7.4最大径：13.8

口：9.0高：11．7頸径：（7.8）最大径：10.0

口：8.9高：11.0頸径：7.3最大径：11.0

口：10.3高：14.1頸径：8．3最大径：13.1底：1.7

口：（15.0）高：［7.3］頸径：（12.4）
口：9.7高：9.0頸径：8．4最大径：9．2底：1．7

口：（8.2）高：9．0最大径：9.0

口：（6.2）高：8.0頸径：（6.0）最大径：8.3

口：（7.0）高：8.3頸径：（5.8）最大径：（7.4）

高：［7.8］頸径：（8.4）最大径：（5.9）

口：6.8高：8.7頸径：6．8最大径：8．2底：2.0

口：7.1高：8．9最大径：8．3底：4.1

口：8.2高：9．0頸径：7．0最大径：9.0

口：（8.4）高：［6.2］頸径：（7.2）

高：（6.9）頸径：（7.8）

高：7.8支点幅：6.8底：7.2

高：6.5支点幅：5.5底：7.2

高：6.6支点幅：4.7底：7.7

高：［6.2］底：（11.2）

高：15.0底：9.4

高：18.0支点幅：8．5底：8.4

高：13.5支点幅：（8.8）底：8.4

高：［13.1］支点幅：7.6

高：［12.4］

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰黄色（2.5Y6／2）

灰黄色（2.5Y7／2）

灰黄色（2.5Y6／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

273 C.2 SD48 古式土師器

274 C－2 SD48 古式土師器

275 C.2 SD48 古式土師器

褐灰色（10YR4／1）

灰白色（10YR8／1）

浅黄色（2.5Y7／3）

SD48 古式土師器276 C－2
SD48 古式土師器

ミニチュア土器（壺） 高：［5.9］頸径：（6.8）

ミニチュア土器（鉢） 口：（10.0）高：［5.7］

ミニチュア土器（鉢） 口：8.0高：3.1

ミニチュア土器（鉢） 口：（6.4）高：4.1

ミニチュア土器（鉢） 口：4.1高：3.5

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）277 C－2

278 C－2 SD48 古式土師器 高：［8.3］

土製品279 C－2 SD48

SD48 古式土師器280 C－2
須恵器281 C－2 SD48

SD48 須恵器282 C－2
283 C.2 SD48 須恵器

甑

有孔円盤

製塩土器

杯身

はそう

甕

直径：4.0厚：1.0孔径：0.7重：17.1

高：［8.2］

口：（11.4）高：4．8受径：13.6

高：［7.0］頸径：（4.0）最大径：（13.4）

口：（23.0）高：［10．0］頸径：（20.4）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

灰色（N5／O）

灰オリーブ色（7.5Y6／2）

灰色（N5／O）

弥生土器（中期）甕 高：［4.0］284 C－2 SD49

SD49（A ） 古式土師器 複合口縁壺285 C－2
286 C.2 SD49（A ） 古式土師器 広口壺

浅黄色（2.5Y7／3）

灰白色（10YR8／2）

浅黄色（2.5Y7／3）

SD49（A ） 古式土師器 広口壺287 C.2
古式土師器 壺288 C－2 SD49（A ）

289 C.2 SD49（B ） 古式土師器 広口壺

290 C.2 SD49（B ） 古式土師器 広口壺

291 C.2 SD49（B ） 古式土師器 広口壺
黒 斑292 C－2 SD49（B ） 古式土師器 直口壺

口：（21.4）高：［8．1］

口：11．8高：［26.5］頸径：（8.6）

口：（17.6）高：28.6頸径：（11.4）最大径：25.8

底：4．6

口：（13.8）高：［22.4］頸径：（8.4）最大径：（22.2）

口：17.7高：［11.1］頸径：11．1

口：（15.4）高：［13.2］頸径：10.0

高：［11.9］最大径：（16.4）

にぶい赤黄橙色（10YR7／4）

にぶい橙色（5YR7／4）

灰黄色（2.5Y7／2）

浅黄橙色（7.5YR8／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄色（2.5Y7／3）

SD49（B ） 古式土師器 広口壺 口：（17.4）高：［24.7］頸径：（13.0）最大径：（24.0） にぶい黄橙色（10YR7／4）293 C－2

294 C.2 SD49 古式土師器 複合口縁壺

SD49 古式土師器 直口壺295 C－2
SD49 古式土師器 壺296 C－2

古式土師器 広口壺

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

浅黄橙色（7.5YR8／4）

淡黄色（2.5Y8／3）297 C.2 SD49

口：（12.0）高：［6.3］頸径：6．4

口：11.0頸径：8.8

口：（24.2）

口：（16.6）
直口壺298 C－2 古式土師器SD49

SD49 古式土師器 直口壺 口：（12.6）299 C－2
SD49 古式土師器 直口壺300 C－2
SD49 古式土師器 直口壺 口：（12.8）301 C－2

古式土師器 広口壺302 C.2 SD49

303 C.2 SD49 古式土師器 複合口縁壺

SD49 古式土師器 広口壺304 C－2

305 SD49 古式土師器 広口壺C－2
306 C.2 SD49 古式土師器 複合口縁壺

SD49（B ） 古式土師器307 C－2 甕

古式土師器 甕

口：（19.0）

口：（13.2）

口：（11．2）高：15.7頸径：（9.8）最大径：（13.8）底 3.0

口：（13.2）高：16.5頸径：（10.8）最大径：（15.7）

浅黄橙色（10YR8／3）

浅黄橙色（10YR8／3）

淡黄色（2.5Y8／4）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（5YR7／6）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい：黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4） 黒 斑308 C.2 SD49（B ）
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出土遺物観察表（5）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］㎝，g 色調 備考

309 c－2 SD49（B ） 古式土 師器 口：（12.4） 浅黄橙色（10YR8／4）

310 c－2 SD49（A ） 古式土 師器 口：18.6高：［19.3］頸径：13.5最大径：（24.6） 灰白色（10YR8／1）

311 c－2 SD49（B ） 古式土 師器

312 c－2 SD49（B ） 古式土 師器

313 c－2 SD49 古式土 師器

灰白色（10YR8／2）

灰白色（10YR8／2）

浅黄色（2.5Y7／4）

314 c－2 SD49 古式土 師器

315 c－2 SD49 古式土 師器

316 c－2 SD49 古式土 師器

317 c－2 SD49 古式 土師器

318 c－2 SD49 古式土 師器

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

口：（15.6）

口：（17.4）

口：15.2頸径：12.0

口：（12.8）

口：（12.4）頸径：（10.2）最大径：（13.6）

口：（14．1）

口：（10.0）

口：（12.6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

橙色（5YR7／6）

灰黄色（2.5Y6／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

319 c－2 SD49 古式土 師器

320 c－2 SD49 古式土 師器

321 c－2 SD49 古式土 師器

322 c－2 SD49 古式土 師器

323 c，2 SD49 古式土 師器

324 c－2 SD49 古式土 師器

浅黄橙色（7.5YR8／6）

口：（14.0） にぶい黄橙色（10YR7／4）

口：（14.2）高：［21.1］頸径：11．0最大径：19.4 浅黄橙色（7.5YR8／6）

口：16.0高：［12.5］頸径：13.0最大径：21.8 灰白色（10YR8／1）

口：12.6高：11.9頸径：（11.8）最大径：（12.9）底 2.0 にぶ：い橙色（5YR6／4）

口：（13.6）高：［13.0］頸径：10.6最大径：19.2 浅黄色（2.5Y7／4）

325 c－2 SD49 古式土 師器 浅黄色（2.5Y7／4）
326 c－2 SD49 古式土 師器

327 c－2 SD49 古式土 師器

328 c－2 SD49 古式土 師器

橙色（5YR6／6）

にぶい橙色（5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

329 c－2 SD49 古式土 師器

330 c－2 SD49 古式土 師器

口：13.7頸径：10.8

口：16.0頸径：12.6

口：12.1高：［11.8］頸径：10.1最大径：13.8

口：（14.6）頸径：（12.2）

口：（13.4）頸径：10．2

口：（19.0）

331 c－2 SD49 古式 土師器

332 c－2 SD49 古式土師器

333 c－2 SD49 古式 土師器

口：（16.6）

口：（15.2）

口：（14.0）

334 c－2 SD49 古式 土師器 口：（13.0）高：20.3最大径：（18.8）頸径：（10.4）

浅黄色（2.5Y7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR6／1）
灰白色（2.5Y8／2）

335 c－2 SD49 古式土 師器 口：（14.8）高：14.9頸径：（11.6）最大径：17.6 灰白色（10YR8／1）

336 c－2 SD49 古式土師器 浅黄橙色（10YR8／3）

337 c－2 SD49 古式 土師器

338 c－2 SD49 古式 土師器

339 c－2 SD49 古式土師器

340 c－2 SD49 古式土師器

341 c－2 SD49 古式土 師器

口：（13.2）

口：（12.8）高：［14.7］頸径：（11.0）

口：（15.0）

口：（12.6）

口：（15.4）

口：（16.4）

342 c－2 SD49 古式土師器

343 c－2 SD49 古式 土師器

344 c－2 SD49 古式土師器

口：13.2頸径：10.2

口：（15.8）

口：（14.0）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR7／1）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい橙色（7.5YR6／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

黄橙色（10YR8／6）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

内：淡黄色（2.5Y8／4）

345 c－2 SD49 古式土師器 橙色（2.5YR6／6） 山陰系

346 c－2 SD49 古式土師器

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

347 c－2 SD49（A ） 古式土師器

348 c－2 SD49（B ） 古式土師器

349 c－2 SD49（B ） 古式土師器

350 c－2 SD49（B ） 古式土師器

351 c－2 SD49（B ） 古式土師器

352 c－2 SD49（B ） 古式土師器

353 c－2 SD49 古式土師器

354 c－2 SD49 古式土師器

355 c－2 SD49 古式土師器

356 c－2 SD49 古式土師器

357 c－2 SD49 古式土師器

358 c－2 SD49 古式土師器

359 c－2 SD49 古式土師器

360 c－2 SD49 古式土師器

口：（26.4）高：［8.5］頸径：（11.6）

口：（14.4）

口：（13.4）高：10.3基径：3．3底：17.6

口：19.0高：［11．6］器部径：3．0

口：（18.4）高：15.1基径：3.7底：15.0

口：12.0高：11.1頸径：2.8底：19.0

口：（13.8）

高：9.1底：15.5

口：（22.0）

口：（20.6）

口：（24.8）高：［7.9］

口：（19.8）

基径：（3.0）底：（9.0）

基径：3．2底：17.2

底：（14.6）

基径：（3.6）

361 c－2 SD49 古式土師器

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

362 c－2 SD49 古式土師器 高杯 基径：（3.0）

363 c－2 SD49（B ） 古式土師器 口：（17.0）高：［11.7］

364 c－2 SD49（B ） 古式土師器

365 c－2 SD49（B ） 古式土師器

366 c－2 SD49（B ） 古式土師器

367 c－2 SD49 古式土師器

368 c－2 SD49 古式土師器

口：17.6高：14.2頸径：15.8最大径：17.2

口：（15.6）高：10.3基径：4.3底：9.0

口：14.6

口：（22.0）

口：（15.2）高：7.0

369 c－2 SD49 古式土師器

370 c－2 SD49 古式土師器

371 c－2 SD49 古式土師器

口：（14.2）

口：（19.2）

口：（12.6）

372 c－2 SD49 古式土師器

鉢

鉢

台付鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢 口：10.6高：7．0

373 c－2 SD49 古式土師器 ミニチュア土器（鉢形）口：10.3高：5．0

374 c－2 SD49 古式土師器 口：（14.2）高：［8.7］

375 c－2 SD49 古式土師器

376 c－2 SD49 古式土師器

377 c－2 SD49 古式土師器

鉢

鉢

鉢

鉢

口：12.0高：10.5最大径：11.8頸径：10.9

口：11．1高：9.7最大径：11．8頸径：10．4

口：（12.8）高：7．1頸径：（10.7）底：2.0

378 c－2 SD49 古式土師器

379 c－2 SD49 古式土師器

380 c－2 SD49 古式土師器

381 c－2 SD49 古式土師器

382 c－2 SD49 古式土師器

383 c－2 SD49（A ） 古式土師器

384 c－2 SD49 古式土師器

385 c－2 SD49 古式土師器

ミニチュア土器（鉢形）口：10.3高：7．5底：5．0

ミニチュア土器（鉢形）口：（7.6）
ミニチュア土器（鉢形）口：（6.8）

ミニチュア土器（鉢形）高：［4.6］底：3.0

ミニチュア土器（鉢形）高：［3.3］底：3.0

小形丸底壷

ミニチュア土器（甕形）底：1.6

ミニチュア土器（甕形）口：（8.4）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

灰黄色（2.5Y7／2）

浅黄橙色（10YR8／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7.5YR7／6）

黄橙色（10YR8／6）

にぶい橙色（7.5YR7／4） 黒 斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（1OYR8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（5YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒 斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黄橙色（10YR8／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

灰白色（2.5Y8／2）

にぶい橙色（5YR7／3）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

灰黄色（2.5Y7／2）

浅黄色（2.5Y7／3） 黒斑

黄灰色（2.5Y6／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰黄色（2.5Y7／2）

浅黄色（2.5Y7／3）

橙色（5YR7／6）

炎黄色（2.5Y8／4）

浅黄色（2.5Y7／3）
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出土遺物観察表（6）
番号 出土 地区 遺構 種別 器種

SD49 古式土師器 小形丸底壺

古式土師器 小形丸底壺SD49

法量（推定）［残存］㎝，g

［4.4］

［5.3］

SD49（B ） 古式土師器 小形器台

SD49 古式土師器 小形器台

古式土師器 小形器台SD49

SD49 古式土師器 小型器台

SD49 古式土師器 小形器台

支脚SD49 古式土師器

SD49 古式土師器 支脚A

口：8.3高：7.1基径：2.3底：11.2

口：（10.0）高：7.5基径：3.0底：10.7

口：10.3高：［3.5］

口：9.0

高：［5.3］頸径：2．9底：9.2

高：4.9支点幅：4.0底：5.0

高：5.5底：（6.0）

SD49 古式土師器 支脚A

SD49（B ） 古式土師器 支脚

SD49（B ） 古式土師器 鉢 口：（6.8）高：［5.0］

SD49（B ） 古式土師器 鉢

SD49（B ） 古式土師器 鉢 口：8.8高：5.0

古式土師器

色調 備考

外：褐灰色（10YR6／1）

浅黄色（2.5Y7／4）

橙色（5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

浅黄色（2．5Y7／4）

黄橙色（10YR8／6）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅xぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

内：淡黄色（2.5Y8／3）

内：淡黄色（2.5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

灰白色（2.5Y8／2）SD49

SD49 古式土師器

SD49 古式土師器

SD49 古式土師器

SD49 古式土師器

ミニチュア土器（壺形） 高：［3.9］底：3.3
ミニチュア土器（壺形） 口：（2.5）高：6.0頸径：2.4最大径：4.6底：1.4
ミニチュア土器（鉢形） 口：6.7高：4.5基径：2.5底：2.4
ミニチュア土器（高杯形） 高：［4.8］底：4.1
ミニチュア土器（甕形） 高：［3.1］底：3.0

SD49 古式土師器 脚部 高：［3.4］底：6.9

古式土師器

にぶい黄色（2.5Y6／4）

浅黄色（2.5Y7／4） 黒斑

にぶい黄色（2.5Y6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

淡黄色（2.5Y8／4）

浅黄色（2.5Y7／4）SD49 ミニチュア土器（鉢形） 口：（9.2）
古式土師器SD49

SD49（B ） 須恵器

SP72 古式土師器

製塩土器Ⅲ 類

杯身

甕

SP94 古式土師器

SP126 古式土師器

SP139 古式土師器

壺

甕

甕

古式土師器SP412

SP537 古式土師器

小型丸底壺

広口壺

SP537 古式土師器

にぶい橙色（5YR7／3）

灰色（N5／O）

黄橙色（10YR8／6）

灰白色（10YR8／1）

赤橙色（7.5YR7／6）

淡黄色（2.5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

SP537 古式土師器 黒斑橙色（7.5YR7／6）

古式土師器 橙色（7.5YR7／6） 黒斑SP537

SP537 古式土師器

SP537 古式土師器

古式土師器

甕

甕

甕

鉢

鉢

鉢SP537

SP593（SI4内） 須恵器

SP634 古式土師器

須恵器SP638

SP668 古式土師器

SP706 古式土師器

古式土師器SP729

SP790 古式土師器

SP790 古式土師器

SP837 古式土師器

SP837 土師器

SP838 古式土師器

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR4／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

灰色（N6／O）

にぶい赤褐色（2.5YR5／4）

灰色（N6／O）

浅黄色（2.5Y7／4）

浅黄色（2.5YR7／3） 黒斑

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7.5YR7／6）

褐灰色（10YR4／1）

灰黄色（2.5Y7／2）

橙色（7.5YR7／6）

SP851 金属器

高杯

製塩土器Ⅲ 類

杯身

鉢

鉢

広口壺

鉢

支脚A

小形壺

杯

直口壺

耳環

高：［2.2］底：4.3

口：（10.4）高：4.8受径：12.6

口：（16.1）高：［2.7］頸径：（12.3）

高：［8.3］底：10.3

口：（11.7）高：［4.0］頸径：（9.4）

口：（15.9）高：［6.2］頸径：（12.7）

高：8.0頸径：（5.6）最大径：8.1

口：（20.8）高：［7.9］

口：12.1高：15.0頸径：10．1最大径：12.6底：2.5

口：15.9高：17.7頸径：12.3最大径：14.3底：2．7

口：12.3高：16.1頸径：11.0最大径：12.7底：2.2

口：（21.4）高：8.8底：2.3

口：14.0高：8.1底：3.6

口：14.0高：7.8底：4.0

口：（13.6）高：［3.1］受径：（16.0）

高：［2.0］底：4.5

口：（10.8）高：［3.7］受径：13.0

口：（11.5）高：5.5底：3.4

口：（12.3）高：7.5

口：（20.8）高：［4.8］

口：（9.5）高：3.8底：1.5

口：（5.2）高：4.5底：6.8

高：［2.3］底：3.0

高：［2.4］底：（8.8）

高：［6.2］

長径：3.5短径：3.1つき合わせ：0.4厚：0．8

古式土師器 高：［1.9］底：2.8 黒色（7.5YR2／1）SP852

SP883 ，SP842 須恵器

SP897 古式土師器

SP953 古式土師器

古式土師器

灰色（N6／O）

にぶい橙色（7.5YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

古式土師器

古式土師器

古式土師器

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

古式土師器

小形壺

杯蓋

支脚A

甕

広口壺

壺

複合口縁壺

複合口縁壺

小形丸底壺

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

口：（12.3）高：［4.1］

高：7.1支点幅：3.4底：6.8

口：（19.2）高：［6.0］頸径：（16.0）

口：14.8高：［14.1］頸径：（11.2）

口：（20.6）高：［6.0］頸径：（11.6）

口：18.4高：［11.4］頸径：（11.8）

口：17.O高：［27.0］頸径：11.8最大径：22.4底：6.6
口：6.7高：10.4最大径：10.8頸径：5.0

口：13.8高：32.4頸径：9.0最大径：26.7底：1．8

高：［32.8］頸径：11.8最大径：（32.7）底：2.9

口：（16.0）高：28.5頸径：（12.4）最大径：20.4底：4.1

口：16.4高：26．0頸径：12.6最大径：19.2底：5.0

淡黄色（2.5Y8／4）

橙色（5YR6／6）

橙色（5YR6／6）

にぶい黄橙色（7.5YR7／4）

にぶい橙色（7.5YR6／4）

古式土師器 口：（16.8）高：［13．0］頸径：（12.6）最大径：（15.6） 浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄橙色（10YR8／4）古式土師器 口：（17.6）高：21.7頸径：（14.2）最大径：（18.0）底：2.5

古式土師器 口：（17.6）高：［17.6］頸径：（14.0）最大径：（14.2） 褐灰色（10YR6／1）

古式土師器 にぶい黄橙色（10YR7／4）

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

古式土師器

壺

壺

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

古式土師器

古式土師器

古式土師器

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

明赤褐色（5YR5／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7.5YR6／6）

灰黄色（2.5Y6／2）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

386 c－2

387 c－2

388 c－2

389 c－2

390 c－2

391 c－2

392 c－2

393 c－2

394 c－2

395 c－2

396 c－2

397 c－2

398 c－2

398 c－2

399 c－2

400 c－2

401 c－2

402 c－2

403 c－2

404 c－2

405 c－2

406 c－2

407 c－2

408 c－2

409 c－2

410 c－2

411 c－2

412 c－2

413 c－2

414 c－2

415 c－2

416 c－2

417 c－2

418 c－2

419 c－2

420 c－2

421 c－2

422 c－2

423 c－2

424 c－2

425 c－2

426 c－2

427 c－2

428 c－2

429 c－2

430 c－2

431 c－2

432 c－2

433 c－2

434 c－2

435 c－2

436 d－1

437 d－1

438 d－1

439 d－1

440 d－1

441 d－1

442 d－1

443 d－1

444 d－1

445 d－1

446 d－1

447 d－1

448 d－1

449 d－1

450 d－1

451 d－1

452 d－1

453 d－1

454 d－1

455 d－1

456 d－1

457 d－1

458 d－1

459 d－1

460 d－1

461 d－1

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl

SXl 古式土師器

高杯

高杯

高杯

支脚

口：14.8高：18.3頸径：12.4最大径：14.0底：1.5

高：［26.4］頸径：（10.4）最大径：（13.4）

口：16.0高：24.8頸径：12.7最大径：21.0底：4.5

高：［10.8］底：3.1

口：24.1高：［9.4］

口：（18.6）高：7.8底：1.8

高：［7.5］頸径：18.2

口：（12.4）高：6.9底：2.9

口：（27.6）高：［11.0］

口：（40.0）高：［7.5］

口：（30.0）高：［8.4］

口：（20.6）高：［6.1］

高：［5.9］底：6.9

高：［14.4］底：12.2
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出土遺物観察表（7）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］㎝，g 備考

462 d－1 SD53 古式土 師器

463 d－1 SD55 古式土 師器

464 d－1 SD73 古式土 師器

甕

甕

鉢 山陰系

465 d－2 SK1 古式土 師器

466 d－2 SK1 須恵 器

器台

杯身

467 d－2 SK2 古式土 師器

色調

灰黄色（2.5Y6／2）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

灰白色（10YR8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（N7／O）

灰白色（2.5Y8／2）
468 d－2 SK2 古式土 師器

469 d－2 SK2 古式土 師器

470 d－2 SK2 古式土 師器

471 d－2 SK2 古式土 師器

472 d－2 SK2 古式土 師器

褐灰色（10YR4／1）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR5／1）

浅黄色（2.5Y7／4） 黒斑

473 d－2 SK2 古式土 師器

壺

甕

甕

甕

甕

甕

鉢 にぶい黄橙色（10YR7／4）
474 d－2 SK2 古式土 師器

475 d－2 SK2 古式土 師器

器台

支 脚

口：（12.6）高：［6.5］頸径：（10.6）

高：［4.6］

口：（36.4）高：21.3頸径：（21.4）最大径：（33.2）

高：8.7脚基径：3.1底：12.6穿孔：1.2

口：（11.2）高：［2.4］受径：（14.0）

口：（18.6）高：［4.0］

高：［18.6］底：（3.1）

口：（16.0）高：［17.9］頸径：（12.9）最大径：（17.5）

口：15.0高：［17.1］頸径：12.2最大径：（19.0）
高：［17.3］最大径：17.1底：3.8

高：［14.4］底：3.2

口：（18.6）高：［6.5］

口：8.8高：13.1底：8.7

高：5.9底：8.2
476 d－2 SK2 古式土師 器

477 d－2 SK2 古式土師 器

ミニチュア土器（鉢形）高：［3．2］

ミニチュア土器（鉢形）口：（6.4）高：3.1

478 d－2 SK12 古式土師 器 口：6.6高：［5.6］

浅黄色（2.5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR6／1）

灰白色（10YR7／1）

灰黄色（2.5Y7／2）
479 d－2 SK13 古式土師 器

支脚

甕

480 d－2 SK15 古式土師 器

481 d－2 SK15 古式土師 器

482 d－2 SK15 古式土師 器

甕

鉢

鉢

483 d－2 SK16 古式土師 器

484 d－2 SK16 古式土師 器

485 d－2 SK16 古式土師器

486 d－2 SK16 古式土師器

487 d－2 SK16 古式土師器

口：（14.7）高：［6.0］頸径：（10.4）

口：（13.6）高：［3.7］

口：（13.4）高：7.0底：4.0

口：（12.8）高：［5.1］

高：［6.6］頸径：（4.6）最大径：（9.0）

口：（22.8）高：［9.3］頸径：（21.2）

高：［10.5］頸径：（12.4）

口：（21.4）高：［7.8］受径：14.5頸径：（10.2）
口：（22.8）高：［8.3］受径：（17.0）頸径：（12.0）

488 d－2 SK16 古式土師 器

489 d－2 SK16 古式土師器

複合口縁壺

複合口縁壺

複合口縁壺

二重口縁壺

二重口縁壺

広口壺

甕

490 d－2 SK16 古式土師器

491 d－2 SK16 古式土師器

口：16.6高：［26.5］頸径：10.5最大径：（24.6）

高：［14.8］頸径：（8.4）最大径：11.9底：1.4

口：16.6高：24.5頸径：11．6最大径：（21.4）

口：14.7高：［28.1］頸径：10.7最大径：（22.2）

492 d－2 SK16 古式土師器

493 d－2 SK16 古式土師器

494 d－2 SK16 古式土師器

甕

甕

甕

甕

甕

495 d－2 SK16 古式土師器

496 d－2 SK16 古式土師器

497 d－2 SK16 古式土師器

498 d－2 SK16 古式土師器

499 d－2 SK16 古式土師器

500 d－2 SK16 古式土師器

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯

高杯 黒斑

501 d－2 SK16 古式土師器

502 d－2 SK16 古式土師 器

503 d－2 SK16 古式土師器

504 d－2 SK16 古式土師器

505 d－2 SK16 古式土師器

小型器台

小型器台

器台

小型器台

器台

506 d－2 SK16 古式土師器

507 d－2 SK16 古式土師器

508 d－2 SK16 古式土師器

509 d－2 SK16 古式土師器

510 d－2 SK16 古式土師器

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

511 d－2 SK16 古式土師器 小型丸底鉢

512 d－2 SK16 古式土師器

513 d－2 SK16 古式土師器

514 d－2 SK16 古式土師器

鉢

甑

鉢

515 d－2 SK16 古式土師器

516 d－2 SK16 古式土師器

517 d－2 SK16 古式土師器

台付鉢

台付鉢

支脚

高：［13.5］頸径：（10.7）

口：15.8高：［12.3］頸径：（11.1）最大径：（21.0）

口：（15.8）高：［12.0］頸径：（10.8）

口：（20.8）高：［6.5］杯底径：9.0基径：4.0

高：［9.9］基径：6.4底：15.1穿孔：1.3

口：（21.2）

口：（21.6）高：［6.2］

高：［5.3］基径：4.0

高：［6.2］基径：2.8底：10.8穿孔：0.7

高：［7.2］脚基径：3．7底：12.0

高：［6.8］基径：3．3底：10.4

口：4.1高：［7.3］基径：0.9底：5.5穿孔：0.9

口：（9.8）

高：［5.0］基径：（2.7）

口：（14.0）高：4.9

口：（13.0）高：4.0

口：（12.4）高：3.4

口：（13.2）高：［4.3］

口：（11.8）高：3.4

口：（16.2）高：4.8頸径：（12.0）

口：12.1高：7.0頸径：5.4

高：［16.5］

口：8.4高：7.0最大径：8.9底：1.8

高：［4.6］基径：3.6底：4.0

口：（15.0）高：［5.0］基径：3.3

高：15.4支点幅：10.0底：11.5

518 d－2 SK16 古式土師器

519 d－2 SK16 古式土師器

520 d－2 SK16 古式土師器

ミニチュア土器（鉢形）高：［1.6］底：3.8

ミニチュア土器（鉢形）高：2.1底：1.8

ミニチュア土器（鉢形）口：4.0高：2.3

521 d－2 SK24 古式土師器 高：［6.4］底：8.0

522 d－2 SK24 古式土師器

523 d－2 SD10 古式土師器

甕

支脚

複合口縁壺

口：7.7高：13.9最大径：11.6底：11.6

高：［6.8］頸径：（20.7）

524 d－2 SD10 古式土師器

525 d－2 SD10 古式土師器

526 d－2 SD10 古式土師器

壺

壺

甕

527 d－2 SD10 古式土師器

528 d－2 SD10 古式土師器

529 d－2 SD10 古式土師器

530 d－2 SD10 古式土師器

531 d－2 SD10 古式土師器

532 d－2 SD10 須恵器

高杯

高杯

鉢

鉢

製塩土器Ⅲ－2類

杯身

533 d－2 SD10 須恵器

534 d－2 SD10 須恵器

535 d－2 SD10 須恵器

杯身

高杯

提瓶

536 d－2 SD10 土師器

537 d－2 SD10 土師器

538 d－2 SD10 瓦器

杯

杯

椀

口：（15.2）高：［9.2］頸径：（10.4）

高：［3.5］底：4.5

口：（23.8）高：［5.7］頸径：（18.0）

高：［4.6］基径：2.6底：11.6

高：［2.9］底：16.3

口：（13.4）高：4.6

口：11.4高：4.6

高：［6.8］脚基径：2.8脚高：1.2底：4.1

口：14.0高：4.8底：3.2受径：14.1

高：［3.0］

高：［9.0］

口：（7.3）高：［7.8］最大径：［13.0］

高：［1.5］底：（7.6）

口：11.4高：3.3底：6.5

高：［2.7］

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

褐灰色（10YR6／1）

灰黄色（2.5Y7／2）

にぶい黄橙色（10R7／4）

灰白色（10YR8/1)

淡黄色（2.5Y8／3）

淡赤黄色（2.5Y8／3）

浅黄色（2.5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

灰白色（10YR8／1）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰白色（2.5Y8／2）

灰色（5YR5／1）

浅黄橙色（7.5YR8／4）

灰白色（10YR8／1）

橙色（7.5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰黄色（2.5Y7／2）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

にぶい橙色（7.5YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

黄橙色（7.5YR8／8）

灰白色（7.5YR8／2）

橙色（7.5YR7／6）

灰白色(10YR8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

黄橙色（1OYR8／3）

黄灰色（2.5Y5／1）

浅黄橙色（7.5YR8／17）

明黄褐色（10YR6／6）

オリーブ黄色（5Y6／3）

灰白色（10YR8／2）

赤灰白色（2.5Y8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄色（2.5Y7／3）

褐灰色（10YR5／1）

橙色（7.5YR7／6）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（10YR8／I）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

灰黄色（2.5Y6／2）

明赤褐色（5YR5／6）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい橙色（7.5YR7／3）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

灰色（N5／O）

灰白色（N7／O）

灰色（N4／O）

灰色（N6／0）

橙色（5YR6／6）

黄灰色（2.5Y4／1）

黒色（2.5Y2／1）
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出土遺物観察表（8）
番号 出土地区 遺構 種 別 器種

SD12 古式土師器 複合口縁壺

古式土師器 複合口縁壺SD12

SD12 古式土師器 壺

SD12 古式土師器 鉢

古式土師器 鉢SD12

SD12 古式土師器 支脚A

SD12 古式土師器 有孔円盤

古式土師器SD13 壺

SD13 古式土師器 壺

SD13 古式土師器 甕

SD13 古式土師器 甕

古式土師器 甕

法量（推定）［残存］㎝，ｇ

口：（29.2）高：［4.8］

口：（14.6）高：［6.2］

口：（11.2）高：［14.5］頸径：9.0最大径：（15.8）

口：19.8高：7.3

口：（13.6）高：［6.1］

高：5.7支点幅：5.7底：5.7

直径：5.0厚：1.0孔径：0.8

口：（15.8）高：［3.9］

口：15.6高：［3.9］頸径：（11.4）

口：13.6高：22.6最大径：（18.2）頸径：（10.2）底：3.8

口：（14.2）高：［15.0］頸径：（11.0）最大径：（20.0）

口：（13.4）高：16.6頸径：（10.6）最大径：（13.6）SD13

SD13 古式土師器 鉢

SD13 古式土師器 鉢

色調 備考

黄灰色（2.5Y4／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（5YR6／6）

褐灰色（10YR4／1）

橙色（5YR6／6）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

古式土師器 鉢SD13

SD13 古式土師器 鉢

SD13 古式土師器 支脚

口：（17.0）高：5.7

口：（10.4）高：9.1底：（1.6）

口：（11.2）高：［6.0］底：（3.0）

口：6.1高：4.2底：1.2

高：5.1底：7.0

浅黄色（2.5Y8／4）

褐灰色（10YR5／1）

灰白色（10YR8／2）

SD15 古式土師器 壺

SD15 古式土師器 甕

橙色（5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

SD18 古式土師器 甕

古式土師器 甕SD21
古式土師器 甕SD21

SD21 古式土師器 甕

古式土師器 甕

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

浅黄橙色（10YR8／4） 黒斑

にぶい黄橙色（10YR6／4）SD26

SD26 古式土師器 鉢

SP9 古式土師器 製塩土器Ⅲ 類

SP435 古式土師器 壺

口：（11.2）高：［11.9］最大径：（14.2）頸径：（11.0）

高：［6.5］底：4．0

口：（14.0）高：［4.0］

口：（18.4）高：26.4頸径：（15.2）最大径：22.2底：1.8

口：12.7高：20.5最大径：15.1頸径：11.3底：1.6

高：［16.8］最大径：（16.8）底：2.1

口：（18.2）高：［16.0］頸径：（14.6）最大径：（21.4）

口：（12.0）高：7.8底：1.5

高：［4.9］基径：3.5

口：（29.0）高：［13.4］頸径：（9.6）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

暗灰黄色（2.5Y5／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

古式土師器 壺 頸径：（13.0）SP435

SP435 古式土師器 壺

SP435 古式土師器 甕

古式土師器 甕SP435

SP435 古式土師器 甕

口：（19.6）

口：（23.4）

口：（15.0）

口：（16.8）

SP435 古式土師器 甕

SP435 古式土師器 甕

古式土師器 鉢

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）SP435

鉢SP696 古式土師器

SI1 古式土師器 壺

SI1 古式土師器 複合口縁壺

底：3.0

底：2.1

口：（31.0）

口：12.0高：6.2

高：［7.4］

口：（25.0）

SI1 古式土師器 壺

SI1 古式土師器 甕

古式土師器 甕SI1

SI1 古式土師器 高杯

SI1 古式土師器 高杯

SI1 古式土師器 鉢

SI1 古式土師器 鉢

SI1 古式土師器 鉢

SI1 古式土師器 支脚

口：（15.6）高：［7.2］頸径：（11.4）

口：（14.2）高：［5.7］頸径：（10.6）

高：［11.0］基径：4.2底：16.6

基径：4.2

口：22.3高：9.7

口：（20.8）高：［6.3］

口：（10.4）高：［3.8］

口：7.1高：4.5底：4.5

古式土師器 有孔円盤

にぶい橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2.5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

明黄褐色（10YR6／6）

黄橙色（7.5YR8／8

橙色（5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒斑

橙色（5YR7／8）

橙色（7.5YR6／8）

明黄褐色（10YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／2）SI1

SK1 古式土師器 甕

SK7 古式土師器 甕

橙色（7.5YR6／6）

浅黄色（2.5Y7／4）

SK7 古式土師器 高杯

古式土師器 鉢SK7

古式土師器 支脚SK7

SK9 古式土師器 壺

浅黄色（2.5Y7／4）

褐灰色（10YR5／1）

灰黄色（2.5Y7／2）

灰白色（10YR8／2）

SK9 古式土師器 甕

古式土師器 甕SK9

SK9 古式土師器 鉢

SK11 古式土師器 甕

鉢SK11 古式土師器

SD1 古式土師器 壺

SD1 古式土師器 壺

SD1 古式土師器 壺

SD1 古式土師器 壺

SD1 古式土師器 壺

古式土師器 壺SD1
古式土師器 壺SD1

SD1 古式土師器 壺

SD1 古式土師器 壺

古式土師器SD1 甕

SD1 古式土師器 甕

SD1 古式土師器 甕

SDl 古式土師器 甕

SD1 古式土師器 甕

SD1 古式土師器 甕

口：（12.0）高：26.1頸径：（9.6）最大径：（17.6）底：1．1

口：（15.8）高：18.7頸径：（14.2）最大径：（17.0）底：3.2

口：（18.0）高：［7.4］基径：3.9杯底径：12.7

口：（11.8）高：7.2底：2.2

高：［9.9］底：7.9

最大径：11.2頸径：4.1底：0．4

口：（14.4）高：［20.1］頸径：（11.8）最大径：（17.0）

口：13.6高：［12.8］頸径：10.2最大径：（12.2）

口：（18.2）高：［9.8］

口：（5.3）高：［9.3］頸径：9.3最大径：（12.4）

口：（12.2）高：7.O底：1.6

口：（19.2）高：［14.0］頸径：（14.2）

口：（21.0）高：［5.4］

口：（20.0）高：［5.3］頸径：（10.5）

口：（16.6）高：［14.3］頸径：（10.4）

高：［21.2］頸径：（10.0）最大径：（22.8）

口：（18.0）高：［11.1］頸径：（12.1）

口：（13.4）高：21.8頸径：（8.0）最大径：（16.4）底径：2.5

高：［6.4］最大径：（12.2）

口：24.0高：67.0頸径：（16.0）最大径：52.0底径：8.0

口：（20.6）高：［22.6］頸径：（16.8）最大径：（26.8）

口：（16.0）高：［27.0］最大径：（18.2）

口：9.8高：13.8頸径：8.9最大径：11．1底径：2．6

口：（16.2）高：［25.1］頸径：（12.2）最大径：（20.0）

高：［25.8］頸径：（14.6）底径：4.0

口：（16.4）高：［22.6］頸径：（13.4）最大径：（19.0）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

橙色（5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

灰黄色（2.5Y7／2）

明赤褐色（5YR5／6）

浅黄橙色（7.5YR8／4）

灰黄色（2.5Y6／2）

にぶい褐色（7.5YR5／3）

にぶい黄色（2.5Y6／3）

にぶい黄色（2.5Y6／3）

にぶい黄色（2.5Y6／3）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

明赤褐（5YR5／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黒褐色（2.5Y3／1）

橙色（7.5YR7／6）

浅黄色（2.5Y7／3）

SD1 古式土師器 甕 口：（16.0）高：24.0頸径：（13.4）最大径：（19.0）底径：4．0 にぶい黄色（2.5Y6／3）

古式土師器 甕 にぶい黄色（2.5Y6／3）SD1
古式土師器 甕

口：（16.0）高：23.2頸径：14.6最大径：19.6底径：3.3

口：（15.6）高：26.8頸径：12.6最大径：20.7底径：4.0

539 d－2

540 d－2

541 d－2

542 d－2

543 d－2

544 d－2

545 d－2

546 d－2

547 d－2

548 d－2

549 d－2

550 d－2

551 d－2

552 d－2

553 d－2

554 d－2

555 d－2

556 d－2

557 d－2

558 d－2

559 d－2

560 d－2

561 d－2

562 d－2

563 d－2

564 d－2

565 d－2

566 d－2

567 d－2

568 d－2

569 d－2

570 d－2

571 d－2

572 d－2

573 d－2

574 d－2

575 d－3

576 d－3

577 d－3

578 d－3

579 d－3

580 d－3

581 d－3

582 d－3

583 d－3

584 d－3

585 d－3

586 d－3

587 d－3

588 d－3

589 d－3

590 d－3

591 d－3

592 d－3

593 d－3

594 d－3

595 d－3

596 d－3

597 d－3

598 d－3

599 d－3

600 d－3

601 d－3

602 d－3

603 d－3

604 d－3

605 d－3

606 d－3

607 d－3

608 d－3

609 d－3

610 d－3

611 d－3

612 d－3

613 d－3

614 d－3

615 d－3 SD1 赤（10R5／6）
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出土遺物観察表（9）
番号 出土地区 遺構 種 別 器種 法量（推定）［残存］㎝，g 色 調 備考

616 d－3 SDl 古式土師器 甕 口：13．6高：［13．0］頸径：11．9最大径：15．8 橙色（2．5YR6／6）

617 d－3 SDl 古式土師器 甕 口:（17．2）高：［20．5］頸径：（13．4）最大径：（18．6） 灰黄色（2．5Y6／2）

618 d－3 SDl 古式土師器 甕 にぶい黄色（2．5Y6／3）
619 d－3 SDl 古式土師器 甕

620 d－3 SDl 古式土師器 甕

621 d－3 SDl 古式土師器 甕

高：26．3頸径：（13．2）最大径：（22．4）底径（3：．4）

口：（16．0）高：26．5頸径：13．0最大径：20．8底径：3．2

口：15．7高：26．0頸径：13．2最大径：20．2底径：4．0

口：13．6高：16．4頸径：11．6最大径：13．7底径：1．9

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄色（2．5Y6／3）
622 d－3 SDl 古式土師器 甕

623 d－3 SDl 古式土師器 甕

624 d－3 SDl 古式土師器 甕

625 d－3 SDl 古式土師器 甕

口：（20．4）高：［23．4］頸径：（17．6）最大径：（22．8） にぶい黄色（2．5Y6／3）

口：16．0高：24．5頸径：13．2最大径：20．3底径：3．3 暗灰黄色（2．5Y5／2）

高:［17．6］頸径:（12．6）最大径:（16．4）底径：2．2 にぶい黄色（2．5Y6／3）

口:（21．0）高：［39．2］頸径：（18．2）最大径：（29．4） 橙色（7．5YR6／6）

626 d－3 SDl 古式土師器 甕 暗灰黄色（2．5Y5／2）

627 d－3 SDl 古式土師器 甕

628 d－3 SDl 古式土師器 甕

629 d－3 SDl 古式土師器 甕

630 d－3 SDl 古式土師器 甕

高：［16．7］最大径：14．7底径：2．6

口：（11．6）高：12．0頸径：（10．6）最大径：（11．8）

高：［12．0］

高:［13．3］頸径：11．2最大径：13．7

口：（18．2）高：［8．9］頸径：（14．6）

灰黄色（2．5Y6／2）

黄灰色（2．5Y4／1）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

橙色（5YR6／6）
631 d－3 SDl 古式土師器 甕 口:（15．8）高：［21．0］頸径：（12．4）最大径：（21．4） 浅黄橙色（7．5YR8／6）

632 d－3 SDl 古式土師器 甕 口：（20．6）高：［19．1］頸径：（16．8） にぶい黄橙色（10YR7／4）

633 d－3 SDl 古式土師器 甕 口：（14．2）高：［10．3］頸径：（12．4） 黄橙色（7．5YR8／8） 煤 付着

634 d－3 SDl 古式土師器 甕 浅黄色（2．5Y7／3）
635 d－3 SDl 古式土師器 甕

636 d－3 SDl 古式土師器 甕

637 d－3 SDl 古式土師器 高杯

638 d－3 SDl 古式土師器 高杯

639 d－3 SDl 古式土師器 鉢

640 d－3 SDl 古式土師器 鉢

641 d－3 SDl 古式土師器 鉢

642 d－3 SDl 古式土師器 鉢

643 d－3 SDl 古式土師器 鉢

644 d－3 SDl 古式土師器 鉢

645 d－3 SDl 古式土師器 鉢

646 d－3 SDl 古式土師器 甕

647 d－3 SDl 古式土師器 鉢

648 d－3 SDl 古式土師器 支脚A

649 d－3 SDl 古式土師器 支脚A

650 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

651 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

652 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

653 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

654 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

655 d－3 SDl 古式土師器 支脚C

656 d－3 SDl 古式土師器 鉢

657 d－3 SDl 古式土師器 鉢

658 d－3 SDl 古式土師器 器台

659 d－3 SD2 古式土師器 壺

口:（16．2）高：［7．5］頸径：（14．3）

口:（9．4）高：［7．5］

口：（6．4）高：［3．8］頸径：（6．0）

口：（27．0）高：［7．7］

口：19．2高：12．1基径：4．3底径：11．2

口：（11．2）高：4．3

口：20．9高：8．2底径：4．5

口：（22．8）高：［4．9］

口：（11．8）高：［6．3］

口:（14．5）高：7．9

口：26．4高：8．3底径：2．6

口：（16．4）高：［6．7］

口：（30．6）高：20．3頸径（27：．2）最大径：（27．6）

口：20．3高：8．5

高：6．1底径：8．5

高：5．2底径：7．7支点幅：3．7

高：5．3底径：3．7

高：［13．7］底径：10．0

高：［7．0］底径：10．3

高：［14．0］底径：（10．2）

高：13．3支点幅：10．4

高：［10．3］底径：11．6

口：7．4高：6．6

口：5．2高：5．3

高：［4．7］

高：［5．8］頸径：（10．8）

浅黄色（2．5Y7／3）

浅黄色（2．5Y7／4）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

黄灰色（2．5Y4／1）

にぶい褐色（7．5YR5／3）

にぶい褐色（7．5YR5／3）

橙色（7．5YR6／6）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい褐色（7．5YR5／3）

黄褐色（10YR7／5）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黄褐色（2．5Y5／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄色（2．5Y6／4）

黄灰色（2．5Y4／1）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄橙色（10Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4） 黒斑

橙色（5YR6／6）

橙色（5YR6／6）

660 d－3 SD2 古式土師器 甕 口：（13．8）高：［16．7］頸径：（13．8）最大径：（20．4） にぶい黄橙色（10YR6／4）

661 d－3 SD2 古式土師器 壺 橙色（7．5YR6／6）

662 d－3 SD2 古式土師器 壺

663 d－3 SD2 古式土師器 壺

664 d－3 SD2 古式土師器 壺

665 d－3 SD2 古式土師器 壺

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4） 黒斑

浅黄橙色（10YR8／3）

浅黄橙色（10YR8／3）
666 d－3 SD2 古式土師器 壺

口：13．9高：29．0頸径：11．5最大径：21．5底径：2．0

口：22．0高：［7．7］

高：［7．2］底径：1．2

高：［9．2］頸径：（8．0）最大径：（12．8）

高：［8．3］頸径：10．5

口：（10．0）高：25．0頸径：（8．8）最大径（16：．4） 褐灰色（10YR4／1）

667 d－3 SD2 古式土師器 壺 口：（18．4）高：［18．0］頸径：（9．9）最大径（26：．2） にぶい黄橙色（10YR7／4）

668 d－3 SD2 古式土師器 壺 口:（16．8）高：［3．1］ 橙色（2．5YR6／6）
669 d－3 SD2 古式土師器 複合口縁壺 にぶい黄橙色（10YR6／4）

670 d－3 SD2 古式土師器 壺 口：18．9高：29．1頸径：9．5最大径：26．0底径：5．5

671 d－3 SD2 古式土師器 壺

672 d－3 SD2 古式土師器 壺

口（18：．2）高：［4．4］

口：（13．0）高：［5．2］頸径：10．0

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

673 d－3 SD2 古式土師器 複合口縁壺

674 d－3 SD2 古式土師器 甕

675 d－3 SD2 古式土師器 甕

676 d－3 SD2 古式土師器 甕

677 d－3 SD2 古式土師器 甕

淡黄色（2．5Y8／3）

口：（19．4）高：［6．5］ 橙色（7．5YR7／6）

口：（20．4）高：［18．8］頸径：（17．0）最大径：（19．8） 明黄褐色（10YR7／6）

口：（14．2）高：18．7頸径：（11．4）最大径：（10．0）底径：1．8 橙色（5YR6／6）

口：（13．4）高：26．9頸径：（11．4）最大径：（19．9）底径：3．2 にぶい黄橙色（10YR7／4）

678 d－3 SD2 古式土師器 甕

679 d－3 SD2 古式土師器 甕

680 d－3 SD2 古式土師器 甕

681 d－3 SD2 古式土師器 甕

682 d－3 SD2 古式土師器 甕

683 d－3 SD2 古式土師器 甕

684 d－3 SD2 古式土師器 甕

685 d－3 SD2 古式土師器 鉢

686 d－3 SD2 古式土師器 鉢

687 d－3 SD2 古式土師器 鉢

688 d－3 SD2 古式土師器 台付鉢

689 d－3 SD2 古式土師器 鉢

690 d－3 SD2 古式土師器 鉢

高：［16．2］頸径：（8．8）最大径：（13．4）底径：1．5

高：［15．9］底径：4．4

高：［15．8］底径：2．2

口：13．0高：［15．8］頸径：11．0最大径：15．8

高：［19．3］最大径：（18．4）底径：1．9

口：（14．4）高：21．7頸径：（11．4）底径：1．8

口：（19．6）高：［9．3］底径：4．4

口：13．8高：6．0

口：（18．8）高：7．6

口：（10．4）高：［7．1］底径：1．1

高：［5．8］基径：（4．2）底径：（4．1）

口：（12．8）高：6．2底径：2．3

口：11．0高：6．8

黄褐色（10YR7／5）

明黄灰色（10YR6／6）

にぶい黄橙色（7．5YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

黒褐色（7．5YR3／1）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

橙色（7．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

橙色（5YR6／6）

橙色（2．5YR6／6）

691 d－3 SD2 古式土師器 台付鉢

692 d－3 SD2 古式土師器 支脚D 高：4．7底径：2．9
橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR6／3）
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出土遺物観察表（10）
番号 出土地区 遺構 種 別 法量（推定）［残存］㎝，g 色調 備考

693 d－3 SD2 古式土 師器

694 d－3 SD2 古式土 師器

器種

支 脚C

支 脚D

695 d－3 SD2 古式土 師器

696 d－3 SD2 古式土 師器

697 d－3 SD2 古式土 師器

壺

甕

有孔 円 盤

698 d－3 SD3 古式土 師器

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（2．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

699 d－3 SD3 古式土 師器

700 d－3 SD3 古式土 師器 黒班
明黄褐色（10YR7／6）

浅黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR7／5）701 d－3 SD3 古式土 師器

702 d－3 SD3 古式土 師器

703 d－3 SD3 古式土 師器

高：［5．8］底径：（12．5）

高：4．4支点幅：6．4底径：7．4穿孔：上1．4下0．6

口：2．9高：5．2頸径：3．0最大径：5．9底径：1．7

高：［8．0］底径：0．8

直径：［6．0］厚：1．2重：34．8穿孔：0．8

口：13．7高：32．6頸径：（11．0）最大径：（24．7）底径：4．4

口：（11．4）高：［10．5］頸径：（9．8）

口：（13．8）高：［18．4］最大径：（30．0）

高：［19．7］底：6．2

口：（13．2）高：12．3頸径：（10．2）最大径：（13．0）

口：7．2高：9．0頸径：6．2

橙色（5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

704 d－3 SD3 古式土 師器

SD3 古式土 師器705 d－3

口：（17．2）高：25．4頸径：（14．0）最大径：（17．8）底径：2．1 にぶい黄橙色（10YR7／4）

口：（14．0）高：［17．3］頸径：（12．0）最大径：14．2底径：3．0 にぶい黄橙色（10YR7／4）

706 d－3 SD3 古式土 師器 橙色（5YR6／6）

707 d－3 SD3 古式土 師器

708 d－3 SD3 古式土師 器

古式土師 器709 d－3 SD3

高：［23．7］最大径：（16．8）底径：3．0

口：（9．6）高：26．3頸径：（7．4）底径：3．2

口：14．5高：22．0頸径：12．0最大径：15．7底径：1．7

口：（14．4）高：16．2頸径：（11．8）最大径：（13．2）底径：2．0

橙色（5YR6／6）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

灰白色（10YR8／2）

710 d－3 SD3 古式土師 器 口：（14．4）高：20．0頸径：（11．2）最大径：（14．0）底径：2．4 灰白色（10YR8／D 黒班

711 d－3 SD3 古式土師 器 口：（19．6）高：9．2底径：3．4 灰白色（10YR8／1） 黒班

SD3 古式土師器712 d－3

713 d－3 SD3 古式土師器

714 d－3 SD3 古式土師器

SD3 古式土師器715 d－3

716 d－3 SD3 古式土師器

717 d－3 SD3 古式土師器

古式土師器718 d－3 SD3

壺

壺

壺

壺

壺

壺

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

甕

鉢

鉢

719 d－3 SD3 古式土師器

720 d－3 SD7 古式土師器

匙 形 土 製品

複 合 口 縁 壺

721 d－3 SD7 古式土師器

722 d－3 SD7 古式土師器

723 d－3 SD7 古式土師器

724 d－3 古式土師器

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒班

灰白色（10YR8／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒班

灰白色（10YR8／1） 黒班

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

橙色（5YR6／6）

橙色（7．5YR6／6）

赤色（10R4／6）
にぶい黄橙色（10YR：7／2）SD7

口：（18．2）高：9．6底：2．8

口：（46．1）高：［7．9］頸径：（41．4）

口：16．8高：7．4

口：13．9高：10．6頸径：13．1最大径：13．6

口：（10．0）高：13．0最大径：（11．0）底径：1．5

口：（16．2）高：11．0最大径：（16．4）底：1．9

口：11．4高：7．9底：3．9

口：6．0うつわ高：5．8把手高：7．5把手長：9．2把手幅：1．5

口：14．0高：［15．0］頸径：12．7

口：（17．0）高：27．9頸径：（12．4）最大径：（23．8）

口：10．8高：27．6頸径：10．9最大径：21．4底径：4．0

口：13．7高：24．9最大径：24．0底径：2．8

口：（14．0）高：［28．1］頸径：（11．8）最大径：（19．6）底径5．1

725 d－3 SD7 古式土師器 灰黄褐色（10YR5／2）

726 d－3 SD7 古式土師器

口：（13．8）高：20．9頸径：12．0最大径（14：．8）底径：2．7

口：（15．0）高：25．6頸径：12．2最大径：17．6底径：4．0 橙色（5YR6／6）

727 d－3 SD3SD7 古式土師器

728 d－3 SD7 古式土師器

口：（11．4）高：17．0頸径：（9．2）最大径：（11．6）底径：2．2 にぶい黄橙色（10YR7／4）

口（14：．0）高：26．5頸径：（9．2）最大径：（17．0）底径：4．4 にぶい黄橙色（10YR7／4）

古式土師器729 d－3 SD7 口：17．2高：23．2頸径：15．4最大径：18．1底径：4．0 橙色（7．5YR6／6）

730 d－3 SD7 古式土師器 口：（14．6）高：17．6頸径：（13．0）最大径：（13．0）底径：0．8 浅黄色（2．5Y7／3）

731 d－3 SD7 古式土師器 口：（16．0）高：［24．7］頸径：（14．0）最大径：（19．6） にぶい黄橙色（10YR7／3） 黒班

古式土師器732 d－3 SD7 浅黄色（2．5Y7／4） 黒班

733 d－3 SD7 古式土師器 にぶい黄橙色（10YR7／4）

734 d－3 SD7 古式土師器 橙色（7．5YR7／6） 黒班

古式土師器735 d－3 SD7

736 d－3 SD7 古式土師器

737 d－3 SD7 古式土師器

壺

壺

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

甕

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

738 SD7 古式土師器d－3

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

739 d－3 SD8 古式土師器 灰白色（10YR8／1） 黒班

740 d－3 SD8 古式土師器 橙色（7．5YR7／6） 黒班

741 d－3 SD8 古式土師器

742 d－3 SD8 古式幸師器

支 脚

長 頸 壺

長 頸 壺

甕

支 脚

口：22．8高：9．6底径：22．7

口：（20．4）高：［11．1］

口：17．8高：6．7底径：1．6

口：15．0高：7．3

口（15：．3）高：9．3

高：7．2底径：3．4

口：10．2高：15．5底径：8．8

高：［11．2］最大径（14：．8）

高：［7．8］最大径：12．7

高：15．6頸径：（9．2）最大径：（13．8）

高：5．2

743 d－3 SD8 古式土師器 ミ ニ チ ュ ア 土 器（鉢 形 ）口（4：．8）高：4．0頸径：4．0

744 e SD2 古式土師器 広 口 壺 口：（20．0）高：15．7頸径：11．0

745 e SD2 古式土師器

746 e SD2 古式土師器

747 e SD2 古式土師器

748 e SD2 古式土師器

甕

甕

甕

甕

749 e SD2 古式土師器

750 e SD2 古式土師器

751 e SD2 古式土師器

古式土師器752 e SD2

753 e SD2 古式土師器

754 e SD4 古式土師器

755 e SD4 古式土師器

756 e SD9 古式土 師器

757 e SD9 古式土 師器

758 e SD10 古式土 師器

759 e SD10 古式 土師器

760 e SD10 古式 土師器

761 e SD10 古式土 師器

762 e SD10 古式土 師器

763 e SD10 古式土 師器

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

褐灰色（10YR5／1）

灰白色（10YR8／2）

暗黄色（2．5Y8／3）

灰褐色（5YR6／2）

浅黄色（2．5Y7／4）

淡黄色（2．5Y8／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄色（2．5Y7／4）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4） 黒班

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR4／1）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

にぶい橙色（5YR6／6）

橙色（7．5YR7／6）

橙色（7．5YR7／6）

橙色（7．5YR6／6）

764 e SD10 石器

765 e SD24 古式土 師器

766 e SPl 古式土 師器

767 e SPl 古式土 師器

台 付 鉢

鉢

鉢

支 脚A

支 脚C

壺

高 杯

甕

支 脚A

甕

甕

高 杯

高 杯

高 杯

鉢

石 鏃

甕

小 形 壺

甕

口：（9．0）高：13．9最大径：（13．4）

高：［9．4］底：1．5

口：（16．0）高：18．8最大径：（18．6）底：（3．0）

口：（16．4）高：［10．9］

高：［5．7］基径：4．7底：8．5

口：（14．0）高：6．0

口（11：．6）高：［4．1］
高：4．3支点幅：5．6底：6．0

高：13．0底：（12．0）

高：［8．2］底：7．0

高：［11．5］基径：3．0

高：［11．8］

高：5．9支点幅：6．8底：7．0

口（8：．2）高：4．4

口：（16．4）高：4．7

高：［6．9］底：11．0

高：［5．3］底：10．5

高：［7．4］底：（12．1）

口：9．0高：5．0底：7．0

幅：1．2長：2．0厚：0．3重：0．6

口：（15．6）高：22．0頸径：（12．4）最大径：18．7

口：8．7高：11．3頸径：7．3最大径：11．2底：0．6

口：（12．8）高：10．4頸径：（10．8）

768 e SPl 古式土 師器 ミ ニ チ ュ ア 土 器（鉢 形 ）口：7．4高：3．9底：0．9

769 e SP46 古式土 師器 甕 口：（14．0）高：［8．4］頸径：（10．6）最大径：（12．9）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

明黄褐色（10YR7／6）

橙色（7．5YR6／6）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）
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出土遺物観察表（11）
番号 出土地区 遺構 種別 器種

770 e 古式土 師器 鉢

771 e 古式土 師器 鉢

772 e 古式土 師器 壺

773 e

SP46

SP46

SP62

SP76 古式土 師器 支脚A

774 e 古式土 師器 高杯

法量（推定）［残存］㎝，g

口：（23．6）高：8．3底：（4．0）

口：（13．4）高：6．6

高：［47．5］最大径：46．8底：9．0

口：6．3高：［7．0］頸径：3．9

口：15．3高：5．2

775 e 古式土 師器 壺

776 e

SP131

SP183

SP184 古式土 師器 甕

777 b－2

778 b－2

色調 備考

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4） 黒斑

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2．5．Y7／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

橙色（7．5YR6／6）

黒色（10YR2／1）

灰黄色（2．5Y6／2）

779 b－2

縄丈 土器（晩期）深鉢

縄文土 器（晩期）深鉢

縄文土 器（晩期）深鉢

高：［1．3］

口：（18．5）高：［6．3］頸径：（15．6）

高：［2．6］

高：［4．4］

高：［9．4］

須恵器 杯780 b－2

781 b－2 土 師器 杯

黒褐色（2．5Y3／1）

黄灰色（2．5Y6／1）

灰白色（2．5Y8／I）

782 b－2

SE1

SE1

SEl

SE1

SE1

SE1 瓦器 皿

783 b－2 須恵器 杯身

784 b－2

SX10

SD2 黒色土 器 椀

785 b－2 土 師器 杯蓋

786 b－2 須恵器 底部

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（N8／O）

褐灰色（2．5Y8／4）

にぶい橙色（7．5YR6／4）

灰色（7．5Y6／1）

787 b－2 土 師器 杯

788 b－2 土 師器 杯

789 b－2 土 師器 杯

灰白色（2．5Y8／1）

灰白色（2．5Y8／2）

灰黄色（2．5Y7／2）

790 b－2 土 師器 皿

791 b－2 土 師器 小皿

792 b－2 瓦器 椀

793 b－2 瓦器 椀

794 b－2 古式土 師器 製塩土器 Ⅲ類

795 b－2 須恵器 杯身

796 b－2 須恵器 杯蓋

797 b－2

高：［1．7］底：（6．5）

高：［1．9］底：（3．8）

口：9．1高：2．2底：2．2
高：［1．1］底：（10．0）

高：［1．8］底：（7．4）

高：［1．5］

高：［2．6］底：（3．0）

口:（13．6）高：3．1底：（8．0）

口：（14．2）高：3．4底：（8．0）

口：（16．0）高：4．2底：（10．2）

口：（13．0）高：1．5底：（9．6）

口：7．8高：1．5底：5．8

口：（15．8）高：［5．1］

口：（12．7）高：［4．0］

高：［2．5］

高：［3．0］

口：（12．8）高：［2．5］
高：［4.0］

798 b－2

赤色塗彩土師器 杯

赤色塗彩土師器 椀

799 b－2 瓦質 鉢

800 b－2 椀

801 b－2 杯

802 b－2 杯

浅黄橙色（10YR8／3）

灰白色（5Y7／2）

黒色（2．5Y2／1）

黒色（2．5Y2／1）

橙色（5YR6／6）

灰色（5Y6／1）

暗青灰色（5B4／1）

明赤褐色（5YR5／6）

明赤褐色（5YR5／6）

灰色（N6／O）

灰白色（2．5Y8／1）

黒褐色（2．5Y2／1）

浅黄色（5Y7／3）

803 b－2 杯

804 b－2 杯

805 b－2 杯

806 b－2 皿

807 b－2

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器 皿

褐灰色（10YR4／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（2．5Y8／2）

808 b－2 椀

809 b－2 皿

810 b－2

瓦器

瓦器

土製品 土錘

811 b－2 羽釜

812 b－2 土錘

813 b－2 皿

814 ｃ－1 杯

815 ｃ－1 高杯

816 c－1 杯

817 c－1 杯

818 ｃ－1 皿

黒色（2．5Y2／1）

黒色（2．5Y2／1）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

黒色（2．5Y2／1）

橙色（7．5YR6／6）

橙色（7．5YR7／6）

灰色（N6／O）

灰白色（7．5Y8／1）

灰白色（2．5Y8／1）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

819 ｃ－1

土師器

土製品

土師器

須恵器

須恵器

須恵器

土師器

土師器

石製品 砥石

820 c－1 弥生土器 鉢

821 c－1 杯

822 ｃ－1 壺

823 c－1 杯

824 ｃ－1 杯

825 c－1 蓋

826 c－1 杯

827 c－1 杯

828 c－1

SD2

SD2

SD2

SD2

SD2

SD2

SD2

SD2

SD2

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SD5

SP2

SP8

SK1

SK1

SK1

SK1

SK1

SK1

SK3

SK3

SK3

SK3

SK3

SK3

SK3

SK3

SK3 鉢

829 c－1

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

土師器

土師器

土師器

須恵器

土師器 杯

830 ｃ－1 椀

831 ｃ－1 椀

832 c－1

瓦器

瓦器

土師器 皿

833 ｃ－1 椀

834 ｃ－1 杯蓋

835 ｃ－1 杯身

836 c－1 杯身

837 c－1 杯身

浅赤黄橙色（7．5YR8／3）

褐灰色（7．5YR6／1）

灰白色（N7／O）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（5Y7／1）

灰黄褐色（10YR6／2）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（N7／O）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2．5Y7／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい橙色（5YR7／4）

淡黄色（2．5Y8／4）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（N5／O）

灰色（N5／O）

灰白色（N7／O）

838 c－1 杯盖

839 ｃ－1 甕

840 c－1

土師器

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

土師器 杯

灰白色（N8／O）

灰色（10Y6／I）

橙色（5YR7／6）

841 c－1 椀

842 c－1

SK11

SK15

SK15

SK18

SD18

SD31

SD39

SD39

SD44

SD62

SD63

SD74

SD77

SD88 土 錘

843 c－1 皿

844 c－1 椀

845 c－1 皿

瓦器

土製品

緑釉陶器

内黒土器

土師 器
瓦器846 ｃ－1

SD127

土坑墓1

2号土 坑墓

2号土 坑墓 椀

口：（18．4）高：［1．9］
高：［4．4］

高：［3．1］底：（7．2）

口：（13．0）高：3．1底：（8．0）

口:（13．0）高：3．6底：（8．4）

口：13．6高：3．2底：7．2

口：（11．8）高：3．1底：（7．0）

口：（14．4）高：3．7底：（9．9）

口：8．2高：1．5底：6．6

口：（7．6）高：［1．9］底：（5．0）

口:（16．0）高：［3．7］

口：（10．4）高：1．4底：（8．0）

長：4．9幅：1．9重：17．1孔径：0．3

口：（8．6）高：［11．0］

幅：1．5長：6．2厚：1．5重：11．7

口：（8．8）高：1．6底：（6．8）

高:［2．9］底：（10．1）

高：［10．0］

高：［2．3］底：（6．8）

高：［1．9］底：（7．1）

口：（7．8）高：1．4底：（5．8）

長さ：5．0幅4．8重：144．8

口：（28．0）高：［7．2］

高:［2．8］底：（12．4）

高：［2．6］底：（11．5）

高:［2．7］底：（16．3）

高：［1．6］底：（13．8）

高：［1．1］底：（14．0）

口：（13．8）高：3．8底:（9．8）

口：（15．8）高：3．7底：（10．4）

口：（31．6）高：［12．0］最大径：33．6

口：（12．8）高：3．5底：（8．1）

高：［2．0］

口：（14．8）高：4．6底：（6．2）

口：（8．5）高：1．7底：（5．0）

高：［4．0］底：（5．7）

口：（12．1）高：［4．0］

高：［3．0］受径：（12．0）

口：（10．8）高：［2．8］受径：13．8

高：［1．9］底：（12．4）

高：［2．0］

口：（27．2）高：［3．6］

口：（12．8）高：3．7底：（6．5）

高：［2，7］

長：5．1幅：1．0～1．6重：11．7穿孔：0．4

口：（11．9）高：2．3底：（6．5）

口：13．0器高：5．6底：6．3

高：［1．4］底：（6．5）

高：［2．0］

黄灰色（2．5Y5／）

にぶい橙色（5YR7／4）

明オリーブ色（5Y6／6）

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（7．5YR8／2）

黒色（2．5Y2／1）

380



出土遺物観察表（12）
番号 出土地区 遺構 種 別 器種 色調 備考

847 C－ 2号土坑墓 銅裂晶 鏡

3号土坑墓848 C－ 須恵器 杯蓋

849 C－ 3号土坑墓 須恵器 杯身

3号土坑墓 須恵器 高杯850 C－
3号土坑墓 須恵器 杯B 蓋851 C－
3号土坑墓 須恵器 杯身852 C－1

853 C－1 3号土坑墓 土師器 皿

3号土坑墓 瓦器 椀

灰オリーブ色（7．5Y6／2）

灰色（N6／0）

灰色（N6／O）

灰白色（5Y7／1）

灰白色（7．5Y7／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR5／1）854 C－
瓦器 椀855 C－ 3号土坑墓

3号土坑墓 銅製品 鏡856 C－
857 C－2 SB （SP1O） 古式土師器 甕

858 C－2 SB （SP224 ） 土師器 杯

859 C－2 SB （SP224 ） 土師器 杯

860 C－2 SE

SE

縄文土器（晩期 深鉢

縄文土器（晩期 深鉢

法量（推定）［残存］cm，g
径：10．2

高：［3．7］

口：（10．6）高:［3．4］受径：12．2

高：［7．1］底：（9．8）

高：［1．1］

高：［1．7］底：（11．2）

口：7.4高：1．7底：5．6

口：（15．6）高:［2．6］

口:（15．8）高:［3．7］

径：1．0器高：0．7

高：［6．0]底:（3．5）

高：［1．5]底:（7．4）

高：［1．8］底：7．9

高：[3．2］

高：［6．5］861 C－2
862 C－2 SE 古式土師器 壺 口：（5．8）高:［5．7］

863 C－2 古式土師器 甕 口：13．3高：14．0頚径：（14．6）最大径：28．0

古式土師器 高杯 高：[6．3］底：（10．8）864 C－2
古式土師器 鉢 口:（16．4）高：［7．0］865 C－2
古式土師器 ミニチュア土器（壺形）高：［6．6］頸径：（6．8）最大径：（8．0）866 C－2

867 C－2 底部 高：［7．8］

868 C－2

古式土師器

黒色土器

土師器869 C－2

870 C－2

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

褐灰色（10YR4／1）

灰黄褐（10YR5／2）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

灰黄色（2．5Y6／2）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい橙色（5YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

灰白色（10YR7／1）

灰黄色（2．5Y7／2）

灰白色（10YR8／2）

黒色（2．5Y2／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

淡黄色（2．5Y8／3）

浅黄橙色（7．5YR8／4）871 C－2

872 C－2

873 C－2

SE 1

SE 1

874 C－2

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

椀

椀

椀

椀

杯

椀

杯

高：[1．9］底：（6．6）

高：［2．1］底：6．6

口:（14．4）高：［3．1］

口:（12．0）高：［3．9］

高：［4．0］底:（6．6）

高：［2．5］底：（6．6）

高：[1．8］底：（8．5）

杯875 C－2

876 C－2

土師器

土 師器

土 師器

灰白色（2．5Y7／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

灰黄色（2．5Y7／2）877 C－2

SE

SE

SE 1

SE 1

SE878 C－2

879 C－2

880 C－2

SE 1

SE 1

瓦器

瓦器

瓦器

881 C－2

882 C－2

883 C－2

杯

皿

椀

椀

椀

杯

椀

椀

SE

SE

SE

SK

須恵器

瓦器

瓦器

須恵器 杯身884 C－2
885 C－2

886 C－2

887 C－2

土 師器

土 師器

土 師器

888 C－2
889 C－2

890 C－2

SK 0

SK 0

SK 0

SK 0

SK 0

SK 0

891 C一2

椀

椀

杯

椀

皿

椀

壺 黒斑

瓦器

瓦器

陶磁器

古式土 師器

古式土 師器892 C－2

893 C－2

器台

杯身

894 C－2

895 C－2

896 C－2

897 C－2
898 C一2

須恵 器

須恵 器

須恵 器

須恵 器

須恵 器

須恵 器

須恵 器899 C－2

杯

蓋

杯蓋

杯

杯

鉢

黒色（N2／O）

黒色（N2／O）

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（2．5YR7／1）

黒色（2．5Y2／1）

黄灰色（2．5Y4／1）

灰色（7．5Y5／1）

灰白色（10YR8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい橙色（5YR6／4）

黄灰色（2．5Y6／1）

黒色（2．5Y2／1）

灰オリーブ色（7．5Y6／2）

浅黄色（2．5Y8／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

灰色（10Y6／1）

灰色（N5／O）

灰色（7．5YR6／1）

灰色（N6／O）

灰白色（7．5Y7／1）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（7．5Y6／1）

明赤褐色（5YR5／6）900 C－2
901 C－2

赤色塗彩土師器 杯

赤色塗彩土師器 杯

緑 釉 杯902 C－2

903 C－2 椀

904 C－2 椀

明赤褐色（5YR5／6）

灰オリーブ色（7．5Y6／2）

灰白色（2．5Y8／1）

灰白色（2．5Y7／1）

杯905 C－2
椀906 C－2

907 C－2 杯

杯908 C－2
杯909 C－2
杯910 C－2
杯911 C－2

912 C－2 杯

913 C－2 杯

914 C－2 皿

灰白色（10YR8／1）

灰白色（2．5Y8／1）

橙色（2．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR8／1）

灰白色（2．5Y8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黄橙色（10YR8／6）

にぶい橙色（7、5YR7／4）

淡橙色（5YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

皿915 C－2

916 C一2 皿

917 C－2 皿

皿

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

灰白色（10YR8／2）

橙色（7．5YR6／6）918 C－2
皿919 C－2
小皿920 C－2

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土師器

土 師器

土師器

土師器

土師器

土師器

椀921 C－2
椀922 C－2

瓦器

瓦器

瓦器923 C－2

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD 椀

高：［1．8］底：6．0

高：[0．9］底：（4．2）

口：15．3器高：5．3底：6．4

口：（14．8）高：［4．3］

高：［3．7］

口:（16．0）高：［3．0］

口：（13．8）高:［2．8］

口：（12．8）高：［3．2］

口：（14．2）高：［3．9］底：（11．8）

高：[1．7］底:（7．0）

口:（8．6）

高：［1．5］底:（6．2）

口：（16．0）高［4．2］

口：8.2器高：1．7

口：（16．0）高：［2．7］

高：［3．3］底：5．5

口：9.0高：7．3基径：4．0底：9．4

口：（12．0）高：［3．5］受径：14．2

口：（13．0）高:［3．4］受径：（15．8）

高：[3．8］

高：[2．4］

高：[1．4］底：（9．2）

高：［1．5］底：（10．4）

高：［2．8］

高：［1．4］

口：（18．4）高：［1．9］

高：［1．9］底：（7．0）

口：（13．0）高：［3．0］

口：（12．2）高：2．9底:（8．2）
高：［1．5］底：（8．7）

高：［1．7］底:（7．6）

高：［1．8］

口:（13．7）高：3．9底：（8．6）

口：（14．2）高：3．5底：（8．8）

口:（14．5）高：3．4底:（8．4）

口:（12．0）高：3．5底：（6．9）

口：10．9高：3．6底:（6．9）

口（： 14．0）高：［1．6］

口:（8．6）高：1．9底：（5．4）

口：（7．3）高：2．3底:（3．9）

口：（7．9）高：1．6底:（5．4）

口：（8．6）高：1．5底:（5．4）

口：（8．6）高：［1．4］底：（4．6）

口：（7．8）高：1．5底：（5．7）

口：7.6高:1.5底：5．6

口:（16．0）高：［2．8］

高：［2．7］

口:（8．0）高：1．8底：（3．1）

灰黄褐色（10YR6／2）

にぶい黄橙色（I0YR7／4）

灰白色（10YR7／1）

灰白色（2．5Y7／1）

黒色（10YR2／1）
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出土遺物観察表(13)
番号 出 土 地 区 遺構 種 別 器種 法量(推定)[残存]1cm,g 色調 備考

924 C-2 SD4 瓦器 皿

925 C-2 SD4 瓦器 皿

926 C-2 SD4 皿瓦器

口:(7.5)高:1.5底:(2.8)
口:(7.9)高:1.6底:(3.5)
口:(7.9)高:1.5底:(3.5)

口:(8.0)高:1.4927 C-2 SD4 瓦器 皿

928 C-2 土製品 土錘 長:5.6幅:1.1~1.8孔径:0.3重:17.6SD4
929 C-2 SD7
930 C-2 SD7

弥生土器(中期) 広口壺

弥生土器(中期) 甕

931 C-2 SD7 土師器 杯

932 C-2 SD7 皿

933 C-2 SD22 杯盖

934 C-2 SD23 杯

口:(41.6)高:[3.3]

高:[4.8]

口:(13.2)高:[3.3]底:(8.6)

口:(8.8)高:[1.3]底:(7.0)

口:(16.3)高:[2.5]

口:(11.6)高:4.4底:(7.0)

935 C-2 SD25

土師器

須恵器

須恵器

土師器 杯

936 C-2 SD25 緑釉陶器 椀

937 C 嶇 SD26 杯

高:[1.2]底:(7.6)

高:[1.8]底:(6.4)

高:[2.0]底:(7.4)

黒色(10YR2/1)

褐灰色(10YR6/1)

悁灰色(10YR5/1)

黒色(2.5Y2/1)

にぶい黄橙色(10YR6/4)

浅黄橙色(10YR8/4)

淡灰黄 色(2.5Y7/2)

浅黄 色(2.5Y7/4)

淡橙色(5YR8/4)

灰白色(7.5Y8/1)

にぶい橙 色(5YR6/4)

明赤褐 色(2.5YR5/6)

暗ｵﾘｰ ﾌﾞ色(7.5Y4/3)

にぶい橙色(7.5YR7/4)
938 C-2 SD35 杯

939 C-2 SD35 椀

940 C-2 SD35 杯

灰白色(2.5Y8/1)

灰白色(2.5Y8/1)

灰白色(2.5Y7/1)
941 C-2 SD35 杯

942 C-2 SD35 杯

943 C-2 SD35 椀

944 C-2 SD35 杯

945 C-2 SD35 杯

946 C-2 SD35 皿

浅黄 色(2.5Y7/3)

灰白色(10YR7/1)

灰 白色(10YR7/1)

浅黄橙色(7.5YR8/6)

灰 白色(10YR7/1)

浅黄橙色(7.5YR8/3)
947 C-2 SD35 皿

948 C-2 SD35 皿

949 C-2 SD35

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土 師器

土 師器 皿

浅黄 色(2.5Y7/4)

浅黄 色(2.5Y7/4)

灰 白色(2.5Y8/2)

950 C-2 SD35 椀

951 C-2 SD35 椀

952 C-2 SD35

瓦器

=瓦器

瓦 質 鍋

口:(16.2)高:[4.0]

口:(14.2)高:[3.0]

口:(13.4)高:4.1底:(9.0)

口:13.8高:3.5底:8.8

口:13.0高:4.1底:7.6

高:[1.6]底:(7.6)

高:[1.4]底:(7.6)

高:[1.6]

高:[1.2]底:(5.8)

口:(3.8)高:1.3底:(6.2)

口:(10.2)高:[1.7｣底:(7.6)

口:(8.8)高:1.2底:(6.0)

口:(14.0)高:[4.1]

口:(13.0)高:[3.0]

高:[4.7]

黒色(2.5Y2/1)

黒 色(2.5Y2/1)

黒 色(2.5Y2/1)

953 C-2 SD35 土師器 鍋

954 C-2 SD35 鍋

955 C-2 SD36 杯

口:(11.0)高:[1.9]

口:(33.4)高:[4.6]

口:(15.0)高:[4.0]

956 C-2 SD36 椀
957 C-2 SD36 皿

958 C-2 SD36

瓦 質

土 師器

瓦器

土 師器

瓦 器 椀

959 C,2 SD46 杯

960 C-2 SD46 杯

961 C-2 SD46 杯

口:(14.5)高:3.5底:(4.6)

口:(7.8)高:(4.6)

高:[2.0]

高:[1.8]底:(8.8)

口:(14.2)高:[4.0]底:(8.3)

口:13.5高:3.8底:8.4

962 C-2 SP172 皿

963 C-2 SP172 皿

964 C-2 SP182 皿

浅黄色(2.5Y7/3)

黒 色(2.5Y2/1)

浅 黄橙 色(10YR8/3)

灰色(N2/0)

淡黄色(2.5Y8/3)

灰色(N4/0)

にぶい 黄橙色(10YR7/4)

浅黄色(2.5Y7/3)

浅黄色(2.5Y7/3)

浅黄橙色(7.5YR8/4)

浅黄橙色(7.5YR8/4)

浅黄橙色(7.5YR7/6)
965 C-2 SP183 皿

966 C-2 SP183 皿

967 C-2 SP】84 皿

浅黄橙色(7.5YR7/6)

浅黄橙色(7.5YR7/6)

浅黄橙色(7.5YR7/6)
968 C-2 SP240 皿

969 C-2 SP240

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器 皿

口:(9.2)高:[1.8]底:(7.4)

口:(9.0)高:[1.5]底:(5.7)

口:(8.8)高:[1.7]底:(6.6)

口:(8.2)高:[1.4]底:(6.4)

口:(9.0)高:[1.7]底:(6.0)

口:(9.4)高:[1.1]底:(7.2)

口:(9.4)高:[1.5]底:(7.6)

口:(9.4)高:[1.5]底:(ﾌ.8)

970 C-2 SP319 椀

971 C-2 SP319

瓦器

土 師器 杯

972 C,2 SP319 怦
973 C-2 SP319 皿

974 C-2 SP335 皿

975 C-2 SP406 杯
976 C-2 SP432 皿

977 C-2 SP434 皿

口:(14.0)高:[2.3]

口:(14.4)高:3.2底:(9.4)

高:[2.3]底:(9.8)

口:8.6高:[1.7]底:5.8

口:(9.2)高:1.3底:(6.8)

高:[2.7]底:(10.2)

高:[1.4]底:(7.8)

口:(9.4)高:[1.7]底:(7.0)

978 C-2 SP472 杯

979 C-2 SP472 杯

にぶい黄橙色(10YR7/4)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

灰色(N5/0)

にぶい黄橙色(10YR7/4)

灰白色(10YR8/2)

灰白色(10YR8/2)

橙色(7.5YR7/6)

灰色(7.5Y6/1)

にぶい黄橙色(I0YR7/4)

灰白色(10YR8/2)

橙色(7.5YR7/6)

にぶい黄橙色(10YR7/4)
980 C-2 SP473 杯

高:[1.4]底:(7.6)

高:[2.0]底:(6.8)

高:[1.9]底:(7.0)

981 C-2 SP475

土 師器

土 師器

土 師器

須恵器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器 杯

982 C-2 SP477 椀

灰黄褐(10YR6/2)

灰白色(10YR8/2)

黒色(2..5Y52/1)
983 C-2 SP747 蓋 にぶい黄橙色(10YR7/3)
984 C-2 SP795 椀

985 d-1 SB2(SP09)

瓦器

土 師器

緑 釉陶器

土 師器 杯

986 d-1 SB5(SP475) 古式土 師器 甕

987 d-1 SP583 土 師器 小皿

988 d 一1 土 師器 杯

989 d-1 土 師器 杯

990 d-1 土 師器 皿

991 d-1 土 師器 杯

992 d-1 土 師器 杯

993 d-1 土 師器 小皿

994 d-1 土 師器 椀

ｵﾘｰ ﾌﾞ黄色(7.5Y6/3)

にぶい黄橙色(10YR6/4)

褐灰色(10YR4/1)

にぶい黄榿色(10YR7/4)

淡黄色(2.5Y8/3)

灰白色(2.5Y8/2)

明黄褐色(10YR7/6)

橙色(7.5YR6/6)

灰白色(10YR8/1)

橙色(7.5YR6/6)

灰白色(10YR8/2)
995 d-1 土 師質 釜
996 d-1 土 師器 抔

口:(12.2)高:2.9底:(7.4)

高:[2.5]

高:[1.4]口:(9.0)

高:[1.4]底:(7.2)

口:11.6高:3.0底:7.6

口:(11.5)高:E6.7]頸径:(8.8)

口:(6.0)高:1.4底:(4.5)

口:(11.1)高:3.2底:(6.0)

口:11.8高:3.1底:6.9

高:[1.3]底:5.7

口:(11.0)高:3.4底:7.0

口:11.6高:3.3底:7.1

口:(6.3)高:1.3底:(4.3)

高:[1.6]底:(7.0)

高:[6.7]

口:11.7高:2.9底:7.05

997 d-1 土 師器 杯

黒色(7.5Y2/1)

灰白色(5Y7/1)

浅黄色(5Y7/3)
998 d-1 土 師器 杯

999 d-1 土 師器 杯

口:11.5高:3.3底:7.4

口:12.2高:3.8底:7.6

口:10.9高:3.0底:7.6

1000 d-| + 師器

SP902

SP907
SP908
SP909
SP912

SP912
SE01
SE01
SE02

SE02
SE02
SE02

SE03 小皿 口:(6.7)高:1.5底:(4.5)

ｵﾘｰ ﾌﾞ黄色(5Y6/3)

にぶい黄橙色(10YR6/3)

浅黄色(2.5Y7/4)
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出土遺物観察表（14）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 色調 備考

小1001
d －1

SE04 土 師器 皿

1002 d －1 SE05 須恵器 杯身

1003 d－1 SE05 須恵質 鉢

1004 d －1 SE05 土 師器 椀

1005 d－1 SE05 土 師器 杯

1006 d －1 SE05 土 師器 杯

1007
d 一l

SE05 土 師器 杯

1008 d －1 SE05 土 師器
杯A

1009 d －1 SE05 土 師器 皿

1010 d－1 SE05 土 師器 皿

1011 d －l SE05 土 師器 皿

1012 d 一l SE05 瓦器 椀
d 瓦 器1013
－1

SE05 椀

1014 d 一l SE05 瓦器 椀

法量（推定）［残存]cm.g
口：（6．8）高：1．6底：（3．4）

高：［2．9］
高：［2．8］

口：（13．3）高：［3．1］

口：13．8高：3．3底：7．6

口：12．5高：3．8底：7．4

口（13．7）高：4．1底：（7．9）

口：11．2高：2．8底：6．5
口：10．6高：1．6底：7．7

口：8．8高：1．8底：5．8

口：（8．3）高：1．3底：（6．3）

口：14．2高：3．9底：3．0

口：（15．2）高：［2.9］

口：（14．4）高：［4．5］

橙色（7．5YR7／6）

灰白色（N8／O）

灰白色（7．5Y7／1）

浅黄橙色（7．5YR8／3）

オリーブ黄色（5Y6／3）

オリーブ黄色（5Y6／3）

灰白色（5Y8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（2．5Y8／1）

灰白色（2．5Y8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰色（5Y4／1）

黒色（10YR2／1）

黒色（10YR2／1）

1015 d －1 SE6 古式土師器 甕

1016 d －1 SE6 古式土師器 甕

口：（19．2）高：［7．1］頸径：（14．0）底：4．1 橙色（5YR6／6）
口：（20．0）高：［13．6］頸径：（17．6）最大径：（20．4） にぶい黄橙色（10YR7／4）

1017 d －1 SE06 土師器 椀 黄橙色（10YR8／6）

1018
d-1

SXl 古式土師器 壺 にぶい黄橙色（10YR7／4）

1019 d－1 SE07 土師器 杯

1020
d －1

SE07 土師器 杯

1021 d －1 SE07 須恵質 鉢

淡黄色（2．5Y8／4）

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（2．5Y7／1）

1022 d －1 SE07 備前 すり鉢

1023 d －1 SE07 備前 擂鉢
d －1 須恵質SE07 瓦1024

高：［2．1］底：（5．6）

高：［18．6］

口：（13．1）高：3．2底：（8．2）

口：（13．2）高：3．2底：（8．4）

高：［3．3]

高：［7．7］

高：［7．0］

厚：1．8～2．0

1025
d-1

SE8 土師器 杯

1026 d －1 SE8 土師器 皿

皿1027
d －1

SE9 土師器

口（11．0）高：3．0底：（5．8）

口：口．9）高：1．6底：（6．0）

口：（7．3）高：1.3底：（4．6）

1028 d－1 SKI 土師器 釜

1029 d －1 SK2 土師器 椀
d －1 須恵器1030 SK4 杯蓋

1031 d －1 SK8 土師器 皿

1032 d －1 SK8 土師器 土鍋
d －1

SK15 土 師器 皿1033
1034 d －1 SK15 土 師器 小皿

橙色（5YR7／6）

褐灰色（7．5YR5／1）

灰色（7．5Y6／1）

灰白色（2．5Y8／2）

にぶい浅黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR7／6）

明赤褐色（5YR5／6）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰色（N6／O）

浅黄橙色（10YR8／4）

褐灰色（10YR4／1）

浅黄橙色（10YR8／4）
橙色（7．5YR7／6）

口：（16．0）高：［4．3］

高：［1．6］底：（7．8）

高：［2．3］

高：［1.3］底：7．8

高：［3．1］

口：（8．6）高：1．6底：（6．0）

口：（7－2）高：1．2底：（5．4）

1035 d－1 SD１ 須恵器 杯蓋

1036 d-１ SDl 須恵器 杯蓋

1037 d－1 SDl 須恵器 杯蓋

1038
d-1

SDl 須恵 器 杯身

1039 d－1 SD1 須恵 器 椀
d －1 須恵 器SD1 平瓶1040

1041 d －1 SDl 須恵 器 杯

灰色（N5／O）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（7・5Y5／1）

灰白色（N7／O）

灰色（N6／0）

灰色（N6／O）

灰白色（7．5Y7／1）

1042 d －1 SD1 須恵 器 提瓶

1043 d－1 SDl 須恵 器 壺

1044
d －1

SDl 須恵 器 売

灰色（7．5Y6／1）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（7．5Y5／1）

1045 d －1 SDl 須恵 器 甕

1046 d －1 SDl 須恵 器 杯
灰色（N6／0）

灰白色（7．5Y8／1）
d －l SDl 須恵 器1047 杯

1048 d－1 SDl 須恵 器 杯

1049 d－1 SDl 須恵器 杯

灰色（7．5Y5／1）

灰色（7．5Y5／1）

灰色（7．5Y5／1）

1050 d－1 SD1 土師器 椀

1051 d －1 SDl 黒色土器 椀

1052 d －1 SDl 土師器 高坏

1053
d －l 土師器SD1 杯

1054
d －1

SDl 土師器 杯

1055 d －1 SDl 土師器 杯

1056 d-1 SDl 土師器 杯

口：（）2．2）高：［4．0］

高：［1．9］

高：［1．4]

口：（12．0）高：［2．2］受径：（14．0）

高：［4．4］

高：［3．2］

口：（13．2）高：3．5底：（9．0）

口：02．2）高：［4．3］

高：［4．7］

高：［2．8］

高：［7．4］

高：［2．6］底：（10．6）

高：［1．9］底：（7．0）

高：［3．3］底：（8．0）

高：［3．2］底：（11．0）

高：［3．5］

高：［2．1］底：7．2

高：［6．5］

高：［4．5］底：（7．2）

高：［2．4］底：（7．4）

高：［2．0］底：（6．2）

高：2．6底：7．0

1057
d －1

SD1 土師器 杯

灰白色（2．5Y8／2）

橙色（7．5YR6／6）

橙色（7．5YR7／6）

灰白色（5Y7／1）

灰白色（5Y7／1）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

浅黄色（2．5Y7／3）

1058 d －1 SD1 土師器 杯

1059 d －1 SDl 土師器 杯

1060 d －1 SDl 土師器 杯

1061 d －1 SDl 土師器 杯

1062 d －1 SD1 土師器 杯

高：［7．2］底：（7．2）

高：［2．6］底：（7．4）

高：［2．5］底：（5．4）

高：［2．2］底：（6．6）

高：［2．2］底：（6．6）

高：［2．6］底：（6．8）

1063 d －1 SDl 土師器 杯

1064
d －1

SDl 土師器 杯

1065 d －1 SDl 土師器 杯

1066 d －1 SDl 緑釉陶器 杯

1067
d －l

SDI 緑釉陶器 杯

1068
d －1

SD1 緑釉陶器 椀

高：［2．0]底：（7．8）

高：［2．3］底：（7．2）

高：［2．5］底：（7．4）

高：（8．8）底：4．0

口：（11．6）高：［3．4］

高：［1．7］底：（7．9）

1069 d －1 SDl 土師器 椀

1070 d －1 SDl 土師器 椀

1071 d －1 SDl 土 師器 椀

1072 d －1 SDl 土 師器 椀

1073 d －1 SDl 土 師器 椀

高：［3．7］底：（5．8）

高：［2．5］底：（6．8）

高：［2．7］底：（7．8）

高：［2．1］底：（7．2）

高：［3．0］底：（9．6）

1074 d －1 SDl 土 師器 椀

1075 d－1 SD1 土 師器 杯

1076 d－1 SD1 土 師器 杯
d 一1

SDl 土 師器 皿1077

高：［3．2］

口：（14．8）高：［3．5］底：（9．0）

口：（11．5）高：2．7底：（6．6）

口：（11．0）高：1．9底：（6.8）

灰白色（5Y7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

褐灰色（10YR4／1）

暗灰黄色（2．5Y5／2）

褐灰色（10YR4／1）

にぶい橙色（2．5YR6／3）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

橙色（5YR6／6）

黄緑 色

オリーブ灰色（10Y5／2）

浅黄（2．5Y7／3）

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（2．5Y7／1）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄色（2．5Y6／4）

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（10YR8／2）

灰白色（2．5Y8／1）

にぶい橙色（5YR6／4）

浅黄色（2．5Y7／3）
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出土遺物観察表（15）
番号 出土地区 遺構‾ 種別 器種 備考

土 師 器
1078 d －1 皿SDl

土 師 器
1079 d －1 SDl 皿

1080 SDl
土 師 器

d－1 皿

色調

 橙色（5YR7／6）

浅黄色口．5Y7／3）

黄灰色（2．5Y5／1）

SDl 瓦 器1081 d －1 椀

法量（推定［）残存]cm，g

口：（8．6）高：［1．9］底：（6．2）

口：（12．8）高：1．8底：（7．6）

高：［１．1]　底：（6．0）

口：（11．0）高：［3．5］

1082 d SD7
土 師 器－1 椀

1083 d －1 SD7
土 師 器 小皿

1084 d －］ SD7 土 師 器 小皿

高：1．7底：（6．4）

高：［1．8］底：4．7

高：［1．8］底：4．4

黄灰色（2．5Y6／1）

にぶい橙色（5YR7／3）

黄灰色（2．5Y6／1）

灰黄色（2．5Y7／2）

1085 d －1 SD7 須 恵 器 片口鉢 暗灰色（N3／O）

1086 d －1 SD17
土 師 器 杯

1087 d SD1
土 師 器

－I 杯

1088 d －1 7SD19 古式土師器 支脚A

淡黄色（2．5Y8／3）

灰黄色（2．5Y7／2）

浅黄色（2．5Y7／3）

1089 d －1 SD19 須恵器 蓋

1090 d －1 SD19 須恵器 壺

1091 d －1 SD19 土師器 椀

灰白色（N7／O）

灰白色（N7／O）

淡黄色（2．5Y8／3）

1092 d －1 SD19 土師器 椀

高：［3．0］

口：10．0高：2．9底：5．5

口：9．9高：2．6底：5．4

高：［6．0]底：6．2

高：［2．5］底：（19．5）

高：［3．4］底：00．0）

口：（16．0）高：［5．0］

口：（14．6）高：［4．5］

1093 d －l SD19 土師器 椀

1094 d －I SD19 土師器 椀

1095 d －1 SD19 土師器 杯

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（2．5Y8／1）

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（2．5Y8／2）

1096 d －1 SD19 土師器 皿

1097 d- SD19 土師器 杯

1098 d1 －1 SD19 瓦器 椀

1099 d －1 瓦器SD19 椀

1100 d －1 SD19 瓦器 椀

1101 d －1 SD19 瓦器 皿

1102 d－1 瓦器 皿SD19
1103 d 一1 SD23 土師器 皿

1104 d －1 SD30 古式土師器 複合口縁壺

1105
d 」 SD30 古式土師器 支脚A

1106 d －1 SD30 土師器 杯

1107 d －1 SD30 土師器 皿

1108 d －1 SD30 土師器 皿

1109 d －1 SD32 須恵器 片口鉢

1110 d －l SD32 土師質土器 鍋

1111 d－1 SD32 土師器 皿

1112 d －1 SD39 土師器 杯

 高：［2．8］底：6．0

口：（16．5）高：［4．0］

高：［1．4］底：6．4

口：6．6高：1．4底：4．7

口：（10．8）高：3．0底：（6．8）

口：15．4高：［3．6］

口：（16．2）高：4．4底：（10．8）

高：［1．2］底：5．4

口：（9．0）高：［1．4]

口：8．6高：1．9底：4．0

高：［1．6]底：（8．7）

口：（31．4）高：［13．8］頸径：（26．7）

高：［4．6］底：（6．0）

口：［11.O］高：2．4底：6．3

口：9．4高：2．5底：6．6

口：（9．9）高：2．1底：（6．9）

高：［5．5］

高：［3．6]

高：［1.1］底：（5．4）

口：12．2高：3．7底：8．0

1113 d －1 SD39 土師器 皿

1114 d －1 SD39 土師器 小皿

SD41 羽釜1115 d －1 瓦質

1116 d－1 SD41 土師器 小皿

 高：［2.0］底：（7．6）

口：（6．8）高：1．5底：（5．4）

口：（33．6）高：［11．7］

口：．2高：1．4底：4．8

1117 d －1 SD41 土師器 小皿

1118 d －1 SD41 土師器 小皿

 口：（6．7）高：1．4底：（4．4）

口：6．2高：１．４底：4．0

1119 d－1 土師器 皿SD41
1120 d －1 SD41 土師器 皿

 口：9．8高：１.7底：7．0

高：［1．4］底：（7．8）

1121 d －1 SD41 土製品 羽口

1122 d －1 SD46 土師器 皿

1123 d－1 SD46 土師器 小皿

1124 d －1 SD50 土師器 椀

1125 d 一l SD51 土師器 皿

1126 d －1 SD51 土師器 皿

1127 d －1 SD57 土師器 皿

高：［0．8］底：（6．4）

 口：（6．2）高：1．6底：（4．2）

口（14．3）高：［2.9]

口：（8．4）高：1，4底：（6．8）

 口：（7．6）高：1．8底：（5．2）

高：［1．0］底：（7．8）

1128 d －1 SD57 備前 すり鉢

1129 d －1 SD57 備前 鉢

1130 d －1 SD59 古式土師器 高杯

1131 d－1 SD59 土師器 小皿

高：［6．1］

高：［5．2］

高：［7．3］基径：3．6底：（12．0）

高：［1．6］

1132 d －1 SD59 土師器 小皿

1133 d －1 SD69 土師器 椀

1134 d －1 SD69 土師器 椀

 橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

黄灰色（2．5Y4／1）

褐灰色（10YR6／1）

褐灰色（10YR4／1）

灰白色（2．5Y7／1）

暗灰色（N3／O）

明黄褐色（10YR6／6）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄色（2．5Y7／4）

淡黄色（2．5Y8／4）

褐灰色（10YR5／1）

灰白色（2．5Y7／1）

灰色（10Y6／1）

黄灰色（2．5Y4／1）

黄灰色（2．5Y6／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

 橙色（7．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黒色（10YR2／1）

灰白色（10YR8／2）

灰白色（10YR8／2）

灰白色（10YR8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（10YR8／1）

 橙色（5YR6／6）

褐灰色（10YR6／1）

 にぶい黄橙色（10YR7／4）

淡黄色（2．5Y8／3）

灰白色（10YR8／2）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい赤褐色（2．5YR5／4）

灰色（5Y6／1）

 橙色（7．5YR6／6）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

灰白色（10YR8／2）

1135 d －1 SD69 土師器 杯

1136 d －1 土師器 皿SD69
1137 d －1 SD75 土師器 皿

1138 d －1 SD7 土師器 小皿

1139 d －1 7SD82 土師器 皿

  橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

1140 d－1 SD82 土師器 皿

1141 d －1 SD82 土師器 皿
瓦器1142 d －l SD82 椀

1143 d －1 SD82 土師器 椀

1144 d －1 SD82 土師器 杯
土師器 椀1145 d－1 SD82

1146 d －1 SD87 土師器 皿

1147 d －l SD91 土師器 杯

1148 d －1 SD91 土師器 杯

1149 d －1 SD91 土師器 杯

1150 d －1 SD91 土師器 杯

1151 d －1 SD91 土師器 皿

1152 d －1 SD91 土師器 皿

  橙色（7．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（5YR6／3）

灰白色（10YR8／2）

淡黄色（2．5Y8／1）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（5YR6／4）

淡黄色（2．5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

浅黄橙色（10YR8／3）

1153 d －1 土師器 皿SD92
1154 d－1 SD92 土師器 皿

口：（5．8）高：1．5底：（5．0）

口：（11．7）高：［3．3］

高：［1．6］底：（7．0）

高：［1．9］底：（8．2）

口：（8．8）高：1．5底：（1．0）

高：［1．4］底：4．0

口：（6．7）高：1．5底：（4．6）

口：（7．9）高：1.1底：（5．5）

 口：（8．5）高：1．7底：（5．4）

口：（9．4）高：1．5底：（7．0）

高：［1．6］底：（5．6）

高：［2．5］底：（7．6）

高：［2．9］底：（4．8）

口：15．0高：5．5底：6．2

 口（7．8）高：1．4底：（5．3）

口：（10．2）高：2．8底：（6．0）

高：［1．5］底：7．3

口：（12．6）高：4．0底：（7．2）

高：［1．7］底：（6．8）

口：（8．4）高：1、4底：（4．9）

口：（7．8）高：1．7底：（5．4）

口：7．4高：1．4底：5．0

口：7．4高：1．4底：5．6

  橙色（7．5YR7／6）

  橙色（7．5YR7／6）
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出土遺物観察表（16）
番号 出土地区　 遺構　 　 　種別 器種 法量（推定）［残存]cm．g　 備考

1155 d－1 SD92 土 師器 皿

縄文土器（晩期）深鉢SR

SR 甕

口：7．2高：1．6底：5．2

高：［6．1］

高：5．5

SR

SR

底部

甕

高：（5．01底：7．5

口：16．9高：21．0

色調　

 橙色（7．5YR7／6）

黄褐色（2．5Y5／3）

内：暗灰黄色（2．5Y4／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい橙色（7．5YR74）

SR

SR

甕

ミニチュア土器（壺） 口：3．1高：4．2頸径：2．7

黄橙色（10YR8／8）

灰黄色（2．5Y7／2）

SR

弥生土 器

弥生土 器

古式土 師器

古式土 師器

古式土 師器

須恵器 杯蓋 高：［4．0］底：（22．0） 灰白色（7．5Y7／1）

SR 高：［1．1］

SR

SR

SR

須恵器

須恵器

須恵器

須恵器

杯蓋

甕

甕

長頸壺

灰色（N7／O）

浅黄色（5Y7／3）

灰色（N6／0）

灰色（N6／O）

SR

SR

SR

灰白色（2．5Y8／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

淡黄色（2．5Y8／4）

SR

土師器

土師器

土師器

土師器

椀

杯

椀

椀

SR

SR

SR

土師器

土師器

土師器

椀

椀

椀

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

土師器

土師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

SR

口：（18．6）高：［7．0］

高：［4．3］

最大径：［28．2］高：［3．7］

口：15．7高：5．5底：（6．4）

口：（12．2）高：［3．9］

口：（14．0）高：［3．0］

高：［2．1］底：（5．8）

高：［2．6］底：7．0

高：［3．0］底：（6．6）

高：［1．9］底：6．2

高：［1．6］底：（5．8）

高：［2．1］底：（6．4）

口：（12．2）高：3．3底：（7．4）

高：［1．6］底：6．2

高：［3．7］底：6．2

高：［1．4］底：6．4

口：（8．6）高：1．6底：（5．8）

口：（8．4）高：口底：（6．5）

高：［0．9］底：（4．4）

SR

SR

SR

口：（13．2）高：［2．9］

口：（15．0）高：［4．1］

口：（14．0）高：［4．6］

SR

SR

SR

瓦 器

瓦 器

瓦 器

瓦 器

瓦器

瓦器

瓦器

椀

椀

杯

杯

杯

杯

皿

皿

椀

椀

椀

椀

椀

椀

椀

SP100 小皿

SP110

SP112

1156 d－1

1157 d－1

1158 d－1
1159 d－1

1160 d－1

1161 d一l

1162 d－1

1163 d－1

1164 d－1

1165 d一l

1166 d－1

1167 d－1

1168 d－1

1169 d－1

1170 d－1

1171 d－1
1172 d－1

1173 d一l

1174 d－1

1175 d－1

1176 d－1

1177 d－1

1178 d－1

1179 d－1

1180 d－1

1181 d－1

1182 d－1

1183 d－1

1184 d－1

1185 d－l

1186 d－1

1187 d－1

1188 d－1

1189 d－1

1190 d－1

1191 d－1

1192 d－1 SP183

093 d－1 SP185

SP185

皿

小皿

杯

杯

杯

浅黄色（5Y7／3）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰白色（2．5Y8／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

浅黄橙色（10YR8／4）

黄灰色（2．5Y5／1）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

浅黄色（2．5Y7／3）

浅黄色（2．5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（10YR8／1）

黒色（2．5Y2／1）

黒色（2．5Y2／1）

黒褐色（2．5Y3／1）

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（2．5YR7／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい橙色（7．5YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰オリーブ色（7．5Y6／2）

灰白色（2．5Y8／1）

褐灰色（10YR6／1）

SP187 小皿 　にぶい黄橙色（10YR7／4）

SP315

1194 d－1

1195 d－1
1196 d－1

1197 d－1 SP382

1198 d－1 SP416

SP466

SP476

SP490

SP547

SP568

杯

小皿

杯

小皿

小皿

小皿

杯

杯

SP568

SP608

小皿

小 皿

SP622

SP629

SP642

SP715

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土 師器

土師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

SP715

SP715

杯
小皿

皿

小皿

小皿

椀

SP749 小皿

SP750

SP771

SD9

SD17

SP17

SP214

SP700

皿

小皿

皿

椀

杯

皿

抔
小皿SP700

SK5

SK5

SP12

1199 d－1

1200 d－1

1201 d－1

1202 d一l

1203 d－1

1204 d-

1205 1d－1

1206 d－1

1207 d－1

1208 d－1

1209 d－1

1210 d－1

1211 d－1

1212 d－1

1213 d－1

1214 d－1

1215 d－2

1216 d－2

1217 d－2

1218 d－2

1219 d－2

1220 d－2

1221 d－3

1222 d－3

1223 d－3

1224 e SEO1

SE01

杯

杯

杯

甕

甕

高：［2．3］底：（5．0）

口：（12．0）高：［3．6］

口：［14．0）高：［4．0］

高：［1．5］

高：［1．4］

口：（7．4）高：1．7底：（5．1）

高：［4．0］底：（7．4）

口：（10．1）高：2．6底：（6．4）

口：11．6高：2．8底：7．8

口：（6．9）高：1．6底：（4．9）

口：（13．5）高：3．2底：（6．9）

口：（7．3）高：1．7底：（5．0）

高：［0．9］底：5．5

口：7．7高：1．4底：6．1

口：（6．4）高：1．0底：（4．9）

口：7．0高：1．5底：4．8

口：（10．5）高：2．4底：（5．6）

口：（12．2）高：3．4底：（7．4）

口：6．7高：1．6底：5．2

口：（6．4）高：1．7底：（3.3）

口：（12．4）高：3．6底：（7．3）

口：（7．4）高：1．6底：（5．1）

口：7．9高：1．5底：5．7

高：1．6

高：［1．1]

口：（14.9）高：3．6

口：（7．1）高：1．7底：（4．7）

口：8．0高：1．5底：5．7

口：（7．4）高：1．4底：5．5

口：9．6高：1．9底：7．0

高：［2．5]底：（7．0）

口12．6高：3．4底：（8．2）

口：（8．1）高：1．6底：（6．3）

口：（11．4）高：3．1底：（6．0）

口：（6．5）高：1．0底：（4．8）

口：13．7高：3．6底：8．8

口：8．4高：1．6底：6．1

口：11．2高：3．0底：6．8

高：［7．8］

口：（32．0）高：［18．2］

浅黄橙色（10YR8／3）

灰黄色（2．5Y7／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（7．5YR7／6）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（7．5YR7／6）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

明黄褐色（10YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

褐灰色（10YR6/1）

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄色（2．5Y6／3）

にぶい橙色（7．5YR6／4）

橙色（7．5YR6／6）

にぶい橙色（10YR7／4）

灰白色（2．5Y8／2）

灰白色（10YR8／2）

橙色（7．5YR7／6）

灰白色（2．5Y8／1）

灰黄色（2．5Y7／2）

明黄灰褐色（1OYR6／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR8／2）

にぶい赤褐色（5YR4／3）

にぶい赤褐色（5YR4／3）

SE01

瓦 器

瓦 器

土 師器

土 師器

土 師器

土 師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

土師器

備前

備前

瓦質 口：（18．0）高：［16．9］最大径：（28．0） 灰色（5Y5／1）

SD3 浅黄橙色（10YR8／3）

SD3

SD27

SD27

1225 e

1226 e

1227 e

1228 e

1229 e

1230 e

1231 e SD27

土師器

土師器

須恵器

須恵器

土師器

釜

杯

杯

甕

鉢

椀

口：（11．2）高：4．3底：（5．0）

口：12．0高：3．3底：8．0

口：（24．4）高：［8．0］

口：（30．0）高：［10．7］

高：［7．8]　底：（7．4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（10Y6／1）

灰白色（10YR8／2）

385



出土遺物観察表（17）
番号 出土地区 遺構 種別 法量（推定）[残存]cm，g 色調 備考

1232 e SD27 土師器

器種
椀 口：（11．2）高：［2．8］

SD27 土師器

SD27 土師器

SD27 土師器

灰白色（10YR8／1）

灰白色（10YR8／1）

灰白色（10YR8／1）

灰白色（10YR8／1）

SD27 土師器

SD27 土 師器

SD27 土 師器

SD27 土 師器

SD27 土 師器

SD27 土 師器

SD27 土 師器

杯
坏
椀
杯

坏
坏
杯

坏
杯
皿

SD27 土 師器

土 師器SD27
SD27 土 師器

小皿
小皿

小皿

SD27 瓦器

SD27 瓦器

SD27 瓦器

椀
椀
椀

灰黄色（2．5Y7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR8／1）

にぶい橙色（5YR6／4）

灰白色（2．5Y8／1）

灰白色（10YR8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄褐色（2．5Y7／4）

灰白色（5Y7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黒色（2．5Y2／1）

灰白色（2．5Y7／1）

黄灰色（2．5Y6／1）

SD27 木製品

1233 e

1234 e

1235 e

1236 e

1237 e

1238 e

1239 e

1240 e

1241 e

1242 e

1243 e

1244 e

1245 e

1246 e

1247 e

1248 e

1249 e

1250 e SD42 土師器

SD8 瓦質

SD9 土師器
1251 b －1

1252 b －1

1253 b －1 SD12 備前

SP10 備前

漆皿
坏

鍋
皿

底部
すり鉢

SP14 土師器

SP14 土師器

口：（13，6）高：3．2底：（9．0）

口：（14．4）高：3．7底：（9．8）

口：（13．0）高：［3．6］

口：（11．4）高：3．1底：（7．2）

高：［1．4］底：（9．0）

口：（10．8）高：［3．1］

口：（10．8）高：［2．7］底：（6．0）

口：（10.4）高：3．1底：（5．2）

口：（9．0）高：［2．4]底：（5．4）

口：（9．1）高：［1．2］底：（7．6）

口：（7．6）高：1．2底：（5．6）

口：（6，8）高：1．6底：（5．0）

口：（5．8）高：［5．8］

高：［2．5］底：（4．4）

口：（13．0）高：［3．1］

口：（14．6）高：［3．6］

底：（6．0）

口：10．4高3．3底：5．7

高：［2．5］

口：（7．6）高：1．0底：（5．3）

高：［3．7］底：（12．6）

口：口3．8）高：［8．8］底：（12．6）

高：［1．8］底：（7．0）

高：［3．3］底：（7．0）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

黒色（2．5Y2／1）

橙色（5YR7／6）

灰黄褐色（10YR6／2）

褐灰色（10YR4／1）

灰白色（2．5Y8／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

SD2 土師質土器

SX16 土師器

SX16 備前

椀

杯
甕
杯
甕

SX16 備前

SX16 備前

SX32 瓦質

包含層 須恵 器

すり鉢
すり鉢
鍋

杯蓋
包含層 須恵 器

包含層 須恵 器

包含層 須恵 器

1254 b

1255 b－1

1256 b

1257 b－1

1258 b－2

1259 b－2

1260 b－2

1261 b－2

1262 b－2

1263 b

1264 b

1265 b

1266 b

1267 b 包含層 須恵 器

杯蓋
杯身
杯身

杯身
包含層 須 恵器1268 b

1269 b 包含層 須 恵器
はそう
高坏

包含層（3層） 須 恵器 甕

包含層 須 恵器 脚部
包含層 須 恵器 杯
包含層 赤色塗彩土師器 杯

1270 b

1271 b

1272 b

1273 b

1274 b 包含層（3層） 土師器 椀
1275 b－2 包含層 土師器 杯

包含層（3層）土師器 杯

包含層 土師器 皿
土師器

土師器

土師器

皿
皿

皿

口：（9．0）高：［2．0］底：（6．0）

高：［1．6］底：07．0）

高：［8．0］底：（9．0）

口：（31．6）高：［12．5］底：（14．0）

高：［2．2］

口：（17．0）高：［4．0]

口：（13．4）高：3．9

口：（13．4）高：4．1受径：16．0i

口：（12．8）高：3．1受径：15．8

口：（11．8）高：3．0受径：15．0

最大径：10．0高：［12．6］穿孔：1．5

高：［8．0］底：（10．0）

口：（16．0）高：［5．3］

高：［l.1］

口：（16－2）高：3．4底：（11．6）

口：（16－0）高：5．1底：（10．0）

高：［2．5］底：（8．0）

口：（11.5）高：3．4底：（7．4）

口：（13．0）高：［3．0］底：（8．0）

口：（8．4）高：1．6底：（4．5）

口：（8．3）高：1．1底：（6．4）

口：7．8高：1．9底：4．7

 口：（8．3）高：口底：（6．4）

1276 b

1277 b

1278 b

1279 b

1280 b

1281 b 土製品

灰黄色（2．5Y6／2）

暗赤褐色（2．5YR3／4）

内：暗褐色（7．5YR3／3）

にぶい赤褐色（2．5YR5／4）

黒色（．2．5Y2／1）

灰色（N5／0）

灰色（N5／0）

灰白色（7．5Y7／2）

灰色（10Y6／1）

灰色（N5／0）

灰色（N6／O）

黒色（N1．5／0）

灰オリーブ色（5Y6／2）

灰色（N6／O）

灰色（N6／O）

明赤褐色（5YR5／6）

橙色（5YR6／8）

橙色（7．5YR6／6）

灰白色（10YR8／1）

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（5YR7／6）

褐灰色（10YR6／1）

1282 b－1

包含層

包含層
包含層
包含層

包含層 石器

土製品

土製品

土製品

1283 b

1284 b

1285 b

1286 b

表採
表採
表採

表採 土製品

羽口
算盤玉

鳩笛
土人形
紅皿
紅皿

直径：1．3高：0．7重：1．7

幅：0．4～2．5高：1．1～3．6

幅：1．9～3．3高：4．5

口：2．2高：1．1底：1．2

口：2．3高：1．1底：1．1

灰白色（5Y7／2）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

高：［6．0］

にぶい黄橙色（10YR7／4）高：［6．3］

高：［3．3］

高：［4．3］

包含層（3層） 縄文土器（後期）深鉢
包含層（3層） 縄文土器（後期）深鉢
包含層 縄文土器（晩期）浅鉢

包含層（3層） 縄文土器　（晩期）浅鉢
包含層 縄文土器　　（晩期）深鉢
包含層（3層） 弥生土器（中期）壺

包含層（3層） 弥生土器（中期）壺

包含層（3層） 弥生土器（中期）壺

包含層（3層） 弥生土器（中期）壺
包含層 弥生土器（中期）甕

高：［3．7]

高：［6．5］

口：（48．0）高：［10．5］

口：（12．8）高：［5．5］頸径：（10．2）

高：［2．2］底：7．0

高：［7．0］

黄灰色（2．5Y6／1）

橙色（7．5YR7／6）

黒色（10YR2／1）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

包含層（3層） 古式 土師器 壺
包含層 古式 土師器 直口壺

口：（14．8）高：32．1頸径：（14．2）最大径：（27．8）底：7．0 橙色（5YR7／6）

口：（10．0）高：28．8頸径：（8．0）最大径：（20．5）底：3．5 橙色（7．5YR6／6）

包含層（3層） 古 式土師器 壺

包含層 古 式土師器 直口壺
包含層 古 式土師器 直口壺

褐灰色（10YR4／1）

口：（9．0）高：［8．3］口：（9．4）高：［11．0］頸径：（9．0）最大径：（15．0） にぶい黄橙色（10YR7／4）
口（18：．6）高：30．6頸径：（10．6）最大径（24：．0）底：4．0 浅黄色（2．5Y7／3）

包含層 弥生土器 壺 灰黄色（2．5Y4／1）．

包含層（3層） 古式土師器 壺
包含層（3層） 古式土師器 二重口縁壺

包含層（3層） 古式土師器 甕

包含層（3層） 古式土師器 甕
包含層（3層） 古式土師器 甕

1287 c－2

1288 c－2

1289 c－2

1290 c－2

1291 c－2

1292 c－2

1293 c－2

1294 c－2

1295 c－2

1296 c－2

1297 c－2

1298 c－2

1299 c－2

1300 c－2

1301 c－2

1302 c－2

1303 c－2

1304 c－2

1305 c－2

1306 c-2

1307 c－2

1308 c－2 包含層 古式土師器 甕

高：［4．0］底：4．8

高：［3．5］底：（4．0）

口：（28．8）高：［4．9］

口：（14．6）高：23．5底：2．5

口：13．6高：［22．6］

口：13．7高：22．2底：1．8

高：［18．4］底：2．0

灰白色（2．5Y8／1）

にぶい橙色（5YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（5YR6／6）

灰黄褐色（10YR6／2）

386



出土遺物観察表（18）
番号 出土地区 遺構 種別 器 種 備考

1309 c－2 甕

甕1310 c－2

1311 c－2

包 含層 古式土師器
包 含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器 甕

1312 c－2 包含層（3層） 古式土師器 甕

1313 c－2 包 含層 古式土師器 高 坏

c－2 包含層 古式土師器 高 坏
1314
1315 c－2 包含層（3層） 古式土師器 鉢

古式土師器 鉢1316 c－2 包 含層

1317 c－2 包 含層 古式土師器 鉢

法量（推定）[残在]cm,g

口：（15．0）高：18．8

口：16．1高：［9．3］頸径：14．4

口：（14．8）高：[16．1

口：（15．8）高：[17．3］

口：（19．0）高：13．6

口：19．4高：［5．8］

口：（47．2）高：[14．7］

口：24．4高：26．3

口：（21．4）高：8．0

1318 c－2 鉢

1319 c－2 鉢

鉢1320 c－2

包 含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式士師器
包含層（3層） 古式土師器

口：20．9高：8．1

口：19．2高：6．5

口：16．0高：6．8

1321 c－2 鉢

1322 c－2 鉢

鉢
1323 c－2

包 含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包 含層（3層） 古式土師器
包 含層 古式土師器 鉢

1324 c－2

1325 c－2 鉢

1326 c－2 鉢
包 含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器 鉢

1327 c－2

1328 c－2 鉢

口：18．4高：13，1底：3．4

口：14．1高：｜11．2底：5．3

口：13．2高：4．8

口：10．8高：6．6底：2．6

口：10．3高：6．7

口：（10．2）高：5．3底：4．0
口：8．5高：4.1

口：（9．4）高：5．4底：3．4
支 脚A1329 c－2

1330 c－2

包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包 含層（3層） 古式土師器 支 脚A

1331 c－1 包含層 古式土師器 支 脚A

包 含層 支 脚A1332 c－2 古式土師器
支 脚D

1333 c－2 包 含層（3層） 古式土師器

高：6．3支点幅：4．9底：7．5

高：6．3支点幅：4．0底：6．0

高：5．6支点幅：5．7底：5．6

高：7．9支点幅：5．3底：6．7

高：4．5支点幅：6．2底：7．3
支 脚c

1334 c－2

1335 c一2

包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器 器 台

表採 古式土師器 支 脚D1336 c－2
支 脚c

1337 c－2 包 含層（3層） 古式土師器

1338 c－2 包含層 古式土師器 鉢

1339 C 包 含層（4層） 古式土師器 高 坏

古式土師器 小形器台1340 c－2 包含層

包含層（3層） 古式土師器 小 形 器 台
1341 c－2

1342 c－2 器 台

1343 c－2 高 坏

包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器 小 形壺

色調
にぶい 黄栓 色(10YR7/3)

黄栓 色(10YR8/6)

淡 黄色(2.5YR8/4)

淡黄 色(2.5Y8/3)

桜色(5YR6/6)
にぶい黄栓fe(I0YR7/4)

外:にぶい黄栓色(10YR7/4;

浅黄橙 色(10YR8/3)

にぶい 黄桜色(I0YR7/4)

明 黄褐色(10YR7/6)

にぷい黄栓 色(10YR6/4)

にぶい黄栓色(10YR7/4)

浅黄 色(2.5Y7/4)

にぶい黄栓色(10YR6/4)

橙 色(5YR7/6)

浅黄栓 色()OYR8/4)

桜色(7.5YR6/6)

浅黄 桜色(10YR8/4)

にぶい 黄桜色(L0YR7/4)

にぶい黄栓 色(10YR7/4)

にぶい黄 桜色(10YR7/4)

浅黄色(2.5Y7/4)

にぶい黄栓色(10YR7 μ)

にぶい黄 色(2.5Y6/3)

浅黄色(2.5Y7/3)

にぶい黄栓 色(10YR7 洵

浅黄色(2.5Y7/3)

明黄 褐色()OYR6/6)

浅黄 色(2.5Y7/3)

:灰黄色(2.5Y7/2)

にぶい黄栓色(10YR7/4)

浅黄 色(2.5Y7/4)

浅黄 色(2.5Y7/4)

栓色(7.5YR7/6)

にぶい栓 色(7.5YR6/4)

浅黄色(2.5Y7/3)1344 c－2

高：13．4支点幅：6．0底：11．3

高：14．8底：8．1

高：7．4支点幅：9．0底：5．5

高：14．2支点幅：13．5底：10．8

口：（13．2）高：［12．6］

口：06．0）高：6．9基径：3．0底：（7．3）

口：7．7高：7．8基径：2．3底：8．8

高：14．0底：9．6

高：［13．4］

高：［9．2］基径：6．0底：12．4

高：［8．0］最大径：（9．8）底：（3．2）

1345 c－2 ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）口：5．5高：5．7頸径：4．2最大径：6．4

1346 c－2 小 形 壺 口：5．8高：6．6頸径：5．1最大径：6．4

1347 c－2

包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器

1348 c－2

1349 c－2

包含層（3層） 古式土師器
包含層 古式土師器

1350 c－2 包含層（3層） 古式土師器

1351 c－2

ミ ニ チ ュ ア土 器（壺 形 ）口：(4.7)高：[3.7]頸径：(4.3)最大径：(5.3)

ミ ニ チ ュ ア土 器（壺 形 ）高［5：．5］最大径：4．1
ミ ニ チ ュ ア土 器（壺 形 ）高：［3．7］最大径：4．3
ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）口：5．7高：6．2頸径：5．2

ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）高：［4．7］頸径：（2．8）最大径：（4．7）

にぷい黄橙色(10YR6/4)

にぶい黄栓色(10YR7/4)

にぶい樟色〔7.5YR6/4 〕

にぶい黄榿色(10YR6/4)

にぶい黄栓色(10YR6/4)

にぶい黄 桜色(10YR6/4)

栓色(5YR6/6)包 含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器1352 c－2

包含層 古式土師器1353 c－2

ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：（5．7）高：5．］頸径（5：．3）底：1．6 浅黄色(2.5Y7/4)

ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）口（3：．7）高：4．4頸径：（3．4）最大径：3．7 淡黄色(2.5Y8/3)

1354 c－2 包含層 古式土師器 ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）高［3：．4］底：1．8 にぶい黄 桜色(10YR7/4)

1355 c－2 包含層 古式土師器 ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：3．8高：4．3底：1．6 浅黄色(2.5Y7/3)

1356 c－2 包含層 古式土師器 ミ ニ チ ュ ア土 器（甕 形 ）高：［3．4］底：2．6 にぶい黄 桜色(10YR7/4)

ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）
1357 c－2 口（4：．6）高：4．5頸径：（5．0）最大径：5．8底：2．1 にぶい黄栓色(10YR6/4)

1358 c－2

包含層（3層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器

1359 c 一2

1360 c－2

1361 c－2

ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：4．0高：4．2最大径：4．7

ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：3．6高：3．6底：1．8
ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：5．0高：3．3底：1．0
ミ ニ チ ュ ア土 器（鉢 形 ）口：3．3高：2．2最大径：3．3底：1．2

黄灰色(2.5Y6/1)

浅黄色(2.5Y7/4)

にぶい黄栓色(10YR7/4)

浅黄色(2.5Y7/4)

1362 c－2

包含層（3層） 古式土師器
包含層（2層） 古式土師器
包含層（3層） 古式土師器
包含層 古式土師器

1363 c－2

1364 c－2

1365 c-2

包含層（3層） 古式土師器
包 含層（3層） 土製品
包含層 土製品

台付 鉢

台付 鉢

不 明 土 器

紡 錘 車

高［3：．4］基径：（2．8）底：（4．1）

高：［3．3］基径：3．0底：4．1

高：［5．2］

口：5．4高：2．4底：5．3重：69．4

にぶい栓 色(7.5YR7/4)

にぶい黄栓色(10YR7 翊

にぶい黄 桜色(10YR7/4)

桜色(7.5YR7/6)

勾 玉1366 c－2

1367 c－2

包含層（3層） 石器
包含層（3層） 須恵器 灰色(N5/0)

1368 c－1

1369 c－1

包含層（3層） 須恵器
包含層（3層） 須恵器
包含層（3層） 須恵器1370 c－1

c 包含層 須恵器1371 －1

黒色(N2/0)

にぶい赤 褐色(2.5YR5/4)

灰色(N5/0)

灰色(N4/0)

包含層（3層） 須恵器

坏 蓋

杯 蓋

坏蓋

坏 蓋

坏 蓋

坏 蓋1372 c－1

1373 c－2 包含層 須恵器
c－1 包 含層（2層 須恵器1374 ）

1375 c－2 包含層 須恵器

1376 c 包 含層 土師器

蓋

坏 蓋

坏 蓋

椀

包含層（3層） 須恵器1377 c-1

1378 c－1 包含層 須恵器
包 含層（3層） 須恵器

坏 身

坏 身

坏 身
1379 c－2

1380 c 包含層 須恵器

1381 c－1 包 含層（3層） 須恵器
包 含層 須恵器1382 c－1

1383 c

1384 c

幅：2．1長：3．6厚：1．0孔径：0．3重：11．5

口：（13－5）高：［4．5］

口：02．0）高：［3．7］

口：り3．6）高：［3．9］

口：（12．8）高：［3．9］

高：［2．8］底：（13．6）

口（10：．8）高：［3．0］

口：（8．8）高：[3．8］

口（20：．2）高：［2．8］

口：（11．7）高：［1．9］

高：［3．5］

口：12．3高：4．3受径：14．9

口：12．2高：4．3受径：14．8

口：(11．4）高：［3．7］受径：14．2

口：(12．0）高：［4．3］底：（10．0）

最大径：9．3高：［6．9］穿孔：1．7

最大径：11．4高：6．7

口：(16．0）高：［1．5］底：（12．4）

最大径：[13．8］高：［9．8]底：（11．9）

c－1

包含層（3層） 須恵器
包 含層（3層） 須恵器
句 今層3 層 須恵器

坏

は そ う

は そ う

皿

台付 き 壺

長 頸壺
1385 最大径：15.1高：[8.8]底：(8.9)

暗青灰色(5B4/1)

灰白色(N7/0)

灰白色(N8/0)

灰色(7.5Y6yI)

灰白色(2.5Y8/2)

灰色(5Y5/1)

灰色(N6/0)

灰 色(N5/0)

灰黄 色(2.5Y7/2)

灰色(N6/0)

灰色(7.5Y4/1)

灰色(N6ﾉ0)

灰色(N6/0)

灰 裲,fN6/01
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出土遺物観察表（19）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］cm,g 色調 備考

1386 c 包含層（3層） 須恵器 台付壺

1387 c‐1 包含層（2 層） 須恵器 甕

1388 c‐2

1389 c‐1

灰色（N6／0）

灰白色（5Y7／1）

明赤褐色（5YR5／6）

にぶい橙色（7.5YR6／4）

1390 c

1391 c‐1

1392 c‐1

1393 c‐1

包含層（3層） 赤色塗彩土師器 蓋

包含層（6層） 赤色塗彩土師器 杯

包含層 赤色塗彩土師器 杯

包含層（2層） 赤色塗彩土師器 蓋

包含層 赤色塗彩土師器 杯

包含層（3層） 赤色塗彩土師器 杯

1394 c‐2 包含層 赤色塗彩土師器 杯

明赤褐色（5YR5／6）

明赤褐色（5YR5／6）

明赤褐色（5YR5／6）

明赤褐色（5YR5／6）

明赤褐色（5YR5／6）

1395 c‐1 包含層 赤色塗彩土師器 杯

1396 c 包含層 赤色塗彩土師器 杯

1397 c‐1 包含層（6層） 赤色塗彩土師器 杯

1398 c 包含層（3層） 緑釉陶器 杯

1399 c 包含層（3層） 緑釉陶器 杯

1400 c

1401 c‐1

1402 c‐1

包含層（3層） 赤色塗彩土師器 杯

包含層（3 層） 緑釉陶器 皿

包含層（6 層） 赤色塗彩土師器 杯

1403 c 杯

1404 c‐2

包含層 緑釉陶器

包含層（3層） 緑釉陶器 皿

1405 c‐1 包含層 緑釉陶器 椀

1406 c‐1 表採 緑釉陶器 椀

1407 c‐1 包含層（2 層） 緑釉陶器

1408 c‐2

1409 c

1410 c‐1

1411 c

包含層（3層） 土師器

包含層（3層） 土師器

包含層（3層） 土師器

包含層（3層） 土師器

椀

皿

杯

杯

杯

1412 c 包含層 土師器 杯

1413 c 包含層 土師器 杯

1414 c‐2 包含層（3層） 土師器 杯

1415 c‐2 包含層 土師器 杯

1416 c 包含層（3層） 土師器 杯

1417 c‐1 包含層（2層） 土師器 杯

1418 c 包含層（3層） 土師器 杯

1419 c‐1 包含層 土師器 杯

1420 c 包含層（3層） 土師器 杯

1421 c‐1 包含層 土師器 杯

1422 c 包含層（3層） 土師器 皿

1423 c 包含層 土師器 皿

1424 c 包含層 土師器 小皿

1425 c‐1

1426 c‐1

1427 c‐1

1428 c‐1

包含層（2 層） 土師器

包含層（2層） 土師器

包含層（2層） 土師器

包含層（2層） 土師器

小皿

小皿

小皿

小皿

1429 c‐1 包含層 土師器 皿

最大径：［16.1］高：［7.3］底：（10.8）

口：（19.6）高：［3.7］

高：［1.7］

高：［2.4］底：15.0

口：（13.8）高：3.5底：（10.2）

高：［1.3］

高：［2.4］底：15.0

高：［2.1］底：（19.6）

高：［1.9］底：（7.6）

高：［1.9］底：（9.4）

高：［1.4］底：（9.0）

高：［1.3］

口：（9.4）高：［3.3］底：4.9

高：［2.9］底：（6.4）

口：（12.0）高：27底：（7.7）

高：［1.4］

高：［1.1］底：（9.4）

高：［1.5］底：（8.6）

高：［1.9］底：（8.0）

高：［1.5］底：（7.0）

高：［2.4］底：（6.6）

高：［1.5］底：（5.2）

高：［1.5］底：6.2

高：［2.1］底：（6.6）

高：［1.8］底：（6.4）

高：［2.3］底：（7.0）

口：14.4高：4.1底：9.3

口：（12.4）高：［3.6］

口：（12.2）高：3.0底：（7.6）

口：（13.1）高：3.7底：（7.6）

口：（12.4）高：3.6底：（8.4）

口：13.8高：3.5底：8.4

口：（13.0）高：3.6底：（7.8）

高：［2.7］底：（6.8）

高：［1.7］底：（6.8）

口：11.8高：4.2底：6.2

口：（16.0）高：［2.0］底：（12.0）

口：8.8高：1.6底：6.3

口：（8.3）高：1.6底：（6.0）

口：7.8高：1.5底：6.0

口：8.2高：1.6底：6.0

口：（8.6）高：1.5底：（6.2）

口：8.2高：1.8底：6.4

口：（5.2）高：1.5底：（3.2）

1430 c‐1 包含層 瓦器 椀

1431 c‐2 包含層 瓦器 椀

1432 c‐2 包含層 瓦器 皿

口：（15.6）高：5.1底：（5.4）

口：（14.2）高：4.0底：（4.2）

口：（10.0）高：2.1底：（4.0）

1433 c‐2 包含層（2層） 土製品 土錘

1434 c‐2 包含層（2層） 土製品 土錘

1435 c‐2 包含層（2層） 土製品 土錘

1436 c‐2 包含層（2 層） 土製品 土錘

1437 c‐2 包含層（2層） 土製品 土錘

1438 c‐1 包含層（5層） 土製品 土錘

1439 c 包含層（3層） 土製品 土錘

1440 c‐2 包含層（3層） 土製品 土錘

浅黄橙色（7.5YR8／6）

橙色（5YR7／6）

明赤褐色（5YR5／6）

明オリーブ灰色（2.5GY7／1）

暗オリーブ色（7.5Y4／3）

明赤褐色（5YR5／6）

淡オリーブ色（7.5Y4／3）

橙色（5YR6／6）

オリーブ黄色（7.5Y6／3）

淡オリーブ色（7.5Y4／3）

明オリーブ色（7.5Y5／3）

にぶい黄色（2.5Y6／3）

オリーブ黄色（7.5Y6／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰オリーブ色（5Y6／2）

灰白色（5Y8／1）

橙色（5YR6／6）

灰白色（5Y7／2）

灰黄色（2.5Y6／2）

橙色（7.5YR7／6）

橙色（7.5YR6／6）

にぶい橙色（7.5YR7／4）

橙色（7.5YR7／6）

橙色（5YR6／6）

灰白色（2.5Y8／2）

灰白色（2.5Y8／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（5Y8／1）

浅黄色（2.5Y7／3）

灰白色（2.5Y8／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（2.5Y8／1）

灰白色（2.5Y8／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

黄灰色（2.5Y5／1）

灰色（N6／O）

黄灰色（2.5Y4／1）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい赤褐色（5YR5／4）

にぶい赤褐色（5YR5／4）

にぶい赤褐色（5YR5／4）

灰黄色（2.5Y6／2）

褐色（7.5YR4／3）

にぶい黄褐色（10YR5／3）

1441 c‐2 包含層（5層） 土製品 土錘

1442 c‐2 表採 土製品 土錘

1443 c‐2 包含層（5層） 土製品 土錘

1444 c‐2 包含層（4 層） 土製品 土錘

にぶい黄褐色（10YR5／3）

にぶい黄褐色（10YR5／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄褐色（10YR5／3）

1445 c‐2 包含層（3層） 青磁 且

1446 c 包含層（3層） 陶磁器 椀

1447 c 包含層（3 層） 須恵器 台付壺

長：5.8幅：1.6孔径：0.4重：12.0

長：6.2幅：1.5重：11.9孔径：0.2～0.4

長：5.0幅：1.2孔径：0.3重：6.3

長：5.3幅：1.4孔径：0.3重：10.6

長：［2.3］幅：1.3重：2.9孔径：0.3

長：5.0幅：0.9～1.5重：13.8穿孔：0.4

長：5.1幅0.5～1.4孔径：0.4重：6.9

幅：0.9～1.9長：5.9重：21.3

幅：0.9～1，6長：5.6重：14.4

幅：0.7～1.6長：6.5重：15.8

幅：0.9～1.7長：3.5重：11.3

幅：0.8～1.6長：6.4重：18.5

底：2.9

高：［2.1］底：（6.6）

最大径：［16.1］高：［7.3］底：（10.9）

灰オリーブ色（5Y6／2）

橙色（5YR6／6）

灰色（N6／1）

1448 c‐2 高：［7.0］

1449 d‐2

包含層

包含層

石製品 石鍋

弥生土器（中期）壺 にぶい橙色（7.5YR6／4）

1450 d‐1 古式土師器 二重口縁壺

1451 d‐1 壺

1452 d‐2

包含層

包含層

包含層

古式土師器

古式土師器 壺

1453 d‐2 甕

高：［8.7］

口：（28.4）高：［11.2］頸径：（12.0）

口：15.1高：32.0頸径：10.5最大径：28.3

高：［3.7］底：13.1

口：（18.0）高：28.3頸径：（14.7）最大径：（26.1）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

浅黄色（2.5Y7／4）

浅黄色（2.5Y7／3）

浅黄橙色（7.5YR8／3）

1454 d‐1 甕

1455 d‐2

包含層（3層） 古式土師器

包含層 古式土師器

包含層（3層） 古式土師器 甕

1456 d‐2 包含層 古式土師器 甕

1457 d‐2 包含層 古式土師器 甑

1458 d‐2 甕

1459 d‐1 甕

1460 d‐2 甕

1461 d‐2 甕

1462 d‐2

包含層（3層） 古式土師器

包含層 古式土師器

包含層（3層） 古式土師器

包含層（3層） 古式土師器

包含層 古式土師器 甕

口：（15.6）高：19.2頸径：（13.0）最大径：（17.4）底：1.5 浅黄橙色（10YR8／3）

口：12.5高：14.7頸径：10.4最大径：13.2底：1.1淡黄色（2.5Y8／4）

口（15.8）高：19.7頸径：（13.0）最大径：（16.2）底：3.2 にぶい黄橙色（10YR7／4）

高：［11.5］底：3.2 にぶい黄橙色（10YR7／2）

口：（16.4）高：26.5頸径：（13.2）最大径：（23.0） 浅黄橙色（10YR8／4）

口：（19.2）高：26.3頸径：（14.6）最大径：（19.0） にぶい黄橙色（10YR7／4）

口：16.4高：28.8頸径：13.6最大径：（20.6） 淡黄色（2.5Y8／3）

口：13.3高：22.3頸径：11.0最大径：15.7底：2.0 浅黄色（2.5Y7／4）

口：（13.8）高：24.6頸径：（10.8）最大径（17.6） 浅黄色（2.5Y7／4）

388



出土遺物観察表（20）
番号 出土地区 遺構 種別 法量（推定）［残存］cm，g 色調 備考

包含層 古式土師器

器種

甕463 d－2

464 d－2 包含層 古式土師器

465 d－2 包含層（3層） 古式土師器

包含層 古式土師器466 d－2
包含層467 d－2 古式土師器

甕

鉢

鉢

鉢

468 d－3 包含層 古式土師器

469 d－2 包含層 古式土師器

古式土師器470 d－2 包含層

包含層 古式土師器471 d－2

472 d－2 包含層 古式土師器

包含層 古式土師器

台付鉢

合付鉢

支脚

合付鉢

鉢

鉢

高：［19．3］最大径：（20．8）

口：（27．4）高：［24．1］頸径：（25．8）最大径：（31．8）

口：20．3高：10．7

口：（11．8）高：5．9底：2．9

口：（11．2）高：［6．4］底：1．7

高：［5．1］

高：［4．9］底：13．5

高：5．9支点幅：5．8底：9．0

口：（18．0）高：18．2］

口：（8．8）高：8．1頸径：（8．1）最大径：（9．4）

口：7．3高：5．3底：5．0473 d－l

474 d 包含層 古式土師器 ミニチュア土器（鉢形）高：［2．2］

475 d－1 包含層 古式土師器 製塩土器Ⅲ類 高：［2．6］頸径：（2．8）

476 d－1 包含層 古式土師器 製塩土器脚部 高：［3．7］

褐灰色（10YR5／1）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2．5Y7／4）

浅黄色（2．5Y7／3）

浅黄橙色（10YR8／4）

にぶい黄橙色（10Y7／4）

浅黄色（2．5Y7／3）

にぶい黄色（2．5Y6／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰黄色（2．5Y7／2）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

浅黄橙色（10YR8／4）

浅黄色（2．5Y7／4）477 d－2 包含層 古式土師器 ミニチュア土器（甕形）高：［2．5］底：1．6

478 d－1 包含層 古式土師器 製塩土器Ⅲ類－2 頸径：3．5 にぶい黄橙色（10YR7／4）

479 d－2 包含層 古式土師器

包含層 古式土師器

ミニチュア土 器（甕形）高：［3．3］底：2．2

ミニチュア土器（鉢形）口：8．2高：3．1

浅黄橙色（10YR8／4）

橙色（5YR6／6）480 d－3

481 d－3 包含層 古式土師器 高：6．1 にぶい黄橙色（10YR6／4）

482 d－3 包含層 古式土師器

支脚A

器台 口：7．8高：［6．0］基径：3．4 にぶい黄橙色（10YR7／4）

包含層 古式土師器 高：［14．9］頸径：（13．4）最大径：（14．6）底：1．8穿孔：0．9 橙色（7．5YR7／6）483 d－2

484 d－2 包含層 古式土師器 浅黄色（2．5Y7／4） 筒状

485 d－2 包含層 古式土師器

包含層 土製品486 d－3

487 d－l 包含層 須恵器

甑

土製品

有孔 円盤

有孔 円盤

杯身

488 d－2 包含層 須恵器

包 含層 須恵器489 d
包含層 須恵器490 d

491 d 包含層 須恵器

492 d－2 包含層 須恵器

杯身

杯蓋

高杯

高杯

高杯

493 d－1 包含層 須恵器

口：4．7高：11．8頸径：4．2最大径：5．9底：4．5

口：（5．5）厚：1．3孔径：（1．2）重：21．5

直径：（6．0）厚：0．6孔径：0．6重：8．6

口：（12．2）高：［3．6］受径：14．2

口：（11．6）高：［4．2］受径：14．0

高：［1．5］

高：［1．5］底：（10．0）

高：［5．9］幅：2．3～4．1

高：［5．1］

高：［4．0］最大径：［10．7］

包含層494 d－2 須恵器

495 d－1 包含層 須恵器

496 d 包含層 須恵器

高：［6．7］

高：［3．0］

高：［3．9］

497 d－1 包含層 須恵器

498 d－2 包含層 須恵器

口（16．0）高：［6．0］

高：［4．8］底：（13．8）

499 d－l 包含層 須恵器

壺

甕

甕

甕

甕

壺

壺

須恵器500 d 包含層
須恵器501 d 包含層

にね鉢

鉢

502 d 包含層 須恵質

高：［4．0］

高：［4．2］

高：［3．4］

高：［3．7］

緑釉陶器503 d－1 包含層

504 d－1 包含層（3層） 土師器

505 d－1 包 含層 土師器

506 d－1 土師器

507 d－1 土師器

508 d－1 土師器

509 d－1 土師器

高：［1．5］底：（7．8）

高：［2．2］底：（9．0）

高：［3．2］底：（6．3）

高：［2．5］底：（7．2）

高：［3．2］底：（6．6）

高：［2．8］底：（6．5）

高：［2．2］底：（7．0）

510 d－1 土師器

511 d－1 土師器

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰色（N6／0）

灰色（N6／o）

灰白色（7．5Y7／I）

灰白色（5Y7／1）

灰色（7．5Y6／1）

黒色（N2／O）

灰白色（7．5Y7／1）

オリーブ灰色（2．5GY6／1）

灰色（5Y6／1）

灰白色（7．5Y7／1）

灰白色（2．5Y8／1）

灰色（N4／0）

灰白色（N8／0）

灰色（7－5Y6／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

淡黄色（2．5Y8／3）

オリ－ブ黄色（7．5Y6／3）

灰色（5Y8／1）

灰白色（5Y7／2）

灰白色（5Y8／2）

淡黄色（2．5Y8／3）

内：淡白色（2．5Y8／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

灰白色（10YR8／2）

512 d－ 土師器

土師器513 d－

514 d－ 土師器

515 d－ 土師器

橙色（7．5YR6／6）

橙色（7．5YR7／6）

淡黄色（2．5Y8／3）

橙色（7．5YR6／6）

516 d－ 土師器

土師器51 d－1

7518 d－1 土師器

土師器

橙色（7．5Y6／6）

褐灰色（10YR6／1）

淡黄色（2．5Y8／3）

にぶい黄褐色（10YR5／3）519 d－1

520 d 土師器

521 d－1 土師器

鉢

杯

杯

杯

杯

椀

椀

椀

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

杯

522 d－1 土師器

土師器

小 皿

皿

灰白色（2．5Y7／1）

にぶい浅黄橙色（10YR7／4）

浅黄色（2．5Y7／4）

灰白色（2．5Y8／1）523 d

524 d－ 土師器

525 d－ 土師器

土師器526 d－

橙色（7．5YR7／6）

灰白色（10YR8／2）

橙色（7．5YR7／6）

土師器

小皿

小皿

小皿

小皿527 d－

528 d－ 土師器

529 d－1 土師器

杯

小皿

土師器530 d－1

531 d－1 土師器

532 d－1 土師器

533 d－1 土師器

小皿

小皿

小皿

小皿

瓦器534 d－1

535 d－1 瓦器

536 d－1 瓦器

椀

杯

椀

537 d－1 土師質

備前538 d－2

羽釡

片口すり鉢
鍋

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR7／6）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／3）

浅黄橙色（10YR8／3）

灰自知2．5Y8／2）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

資灰色（2．5Y5／1）

黄天色（2．5Y5／1）

黄灰色（2．5Y5／1）

黒色（10YR2／1）

明赤褐色（2．5YR5／6）

灰色（N4／0）539 d－1

包含層

包含層

包含層

包 含層

包含層

包 含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包 含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層

包含層 瓦質

口：13．2高：3．9底：7．9

口：11．6高：2．9底：（6．0）

口：（11．8）高：3．1底：（7．0）

口：11．6高：3．1底：7．3

高：［1．9］底：（6．4）

口：11．3高：2．8底：7．8

口：（6．2）高：3．0底：（7．0）

高：［2．3］底：（3．5）

口：（11．0）高：2，5底：（6．0）

口：（12．1）高：3．2底：（7．0）

高：［1．5］底：（7．0）

口：（9．6）高：［2．2］底：（5．8）

口：（8．8）高：1．5底：（6．5）

口：（8．8）高：1．5底：6．0

口：7．4高：I．5底：5．4

口：（7．4）高：1．5底：（5．0）

口：7．6高：1．6底：6．0

口：（8．4）高：1．3底：（6．6）

口：（7．8）高：1．2底：（5．6）

口：7．6高：1．5底：5．2

口：4．6高：1．5底：4．6

口：5．7高：1．1底：4．0

口：（7．0）高：1．5底：4．3

口：（7．2）高：1．1底：（5．2）

高：［1．8］底：（6．0）

口：（14．4）高：4．9底：（4．6）

口：（14．6）高：3．8底：（4．4）

口：（30．0）高：［9．6］

高：［11．3］

高：［4．4］
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出土遺物観察表（21）
番号 出土地区 遺構 種別 器種 法量（推定）［残存］cm，g 色調 備考

540 d－1 包含層 常滑焼 甕

541 d－1 包含層 青 磁 椀

542 d－1 包含層 青 磁 椀

543 d－1 包含層 土 製品 土錘

544 d 表採 石 師器 碁石

545 d 表採 石 師器 碁石

灰オリーブ（7．5Y5／3）

明オリーブ灰色（5GY7／1）

明オリーブ灰色（2．5GY7／1）

にぶい黄橙色（10YR6／3）

黒色（2．5Y2／1）

黒色（2．5Y2／1）

546 d－1 包含層 石 製品 スタンプ

高：7．0］
底：．4

底：．．8

長：．6幅：2．0重：20．6孔径：0．4

幅：2．0厚：0．2～0．8

幅．8厚：0．3～0．8

：長さ：9．0幅7．0

547 e 複合口縁壷 にぶい橙色（7．5YR7／4）

548 e 甕

549 e

包含層（6層） 古式土師器

包含層 古式土師器

包含層（3層） 古式土師器 広口壷

口：26．0）高：［14．0］頸径：（20．2）

口：24．2）高：［5．1］

口：15．8）高：25．8頸径：10．6最大径：23．4底：2．6

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

550 e 包含層 古式土師器 甕 口：13．2）高：13．8頸径：10．6最大径（12：．6）底：1．8 淡黄色（2．5Y8／4）

551 e 包含層 古式土師器 甕 黄灰色（2．5Y6／1）

552 e 包含層 古式土師器 甕

553 e 包含層 古式土師器 高杯

554 e 包含層 古式土師器 高杯

浅黄色（2．5Y7／4）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

橙色（7．5YR7／6）

555 e 高杯

556 e 鉢

557 e 鉢

558 e 器台

559 e

包含層（6層） 古式土師 器

包含層 古式土師器

包含層（6層） 古式土師器

包含層（6層） 古式土師器

包含層（6層） 古式土師器 器台

560 e 包含層 古式土師器 甑

561 e 包含層 古式土師器 製塩土器Ⅲ類

橙色（7．5YR7／6）

橙色（7．5YR7／6）

にぶい黄橙色（10YR7／4）

にぶい黄橙色（10YR6／4）

にぶい橙色（7．5YR7／4）

橙色（7．5YR7／6）

灰白色（10YR8／1）

562 e 有孔円盤

高：7．3］

高：8．3］底：（3．3）

口：21．4）高：［5．6］

口：16．4）高：［5．5］

高：2．5］底：旧．9

口：4．8高：97底：5．6

口：28．8）高：［6．0］

高：11．1］基径：8．8

口：3．5高：15．3基径：3．9底：9．6

高：6．0］

高：3．1］底：5．6
幅4．2厚：2．3孔径：1．0 灰黄色（2．5Y7／2）

563 e

包含層（6層） 古式土師 器

包含層（6層） 土 製品 有孔円盤

564 e 包含層 須恵 器 杯蓋

565 e 包含層 須恵 器 杯 身

566 e 包含層 須恵 器 杯身

567 e 包含層 須恵 器 杯身

568 e 包含層 須恵 器 杯身

569 e 包含層 須恵 器 杯身

570 e 杯身

571 e

包含層（6層） 須恵 器

包含層（6層） 須恵 器 高杯

572 e 包含層 須恵 器 高杯

573 e 包含層 須恵 器 鉢

574 e 包含層 須恵 器 ハソウ

575 e 包含層 土 師器 杯

576 e 包含層 土 師器 杯

577 e 包含層 須恵 質 こね鉢

578 e 包含層 瓦器 椀

灰色（N6／0）

灰色（N4／0）

灰色（7．5Y6／1）

灰色（N5／0）

橙色（5YR7／6）

橙色（5YR7／6）

灰白色（5Y7／1）

灰白色（N7／0）

灰色（10Y6／I）

灰色（N6／O）

灰色（N6／O）

淡黄色（2．5Y8／4）

にぶい黄色（2．5Y6／4）

灰白色（7．5Y7／1）

灰色（N5／O）

579 e 包含層 瓦器 椀

580 e 包含層 瓦器 椀

581 e 包含層（6層） 瓦器 鉢

：直径：3．8厚：1．6孔径：0．7～0．9重：38．8

口：15．4）高：［3．9］

口14．6）高：［2．7］受径：14．4

：口：10．7）高：［3．4］受径：（13．0）

口：15．2）高：［3．1］受径：15．0

口：12．2）高：［2．0］受径：14．1

口：12．4）高：［2．4］受径：12．0

高：3，8］受径（16：．6）

高：8．8］

高：8．6］

口9．4）高：［5．4］

：高：4．7］最大径：［9．3］穿孔：1．8
口：0．2高：3．0底：5．8

口13．1）高：8．3底：（7．5）

：口：27．4）高：［7．3］

口14．4）高：4．3

：口13．8）高：4．2

：高：4．5］
口：27．4）高：［8．4］

灰色（N5／O）

灰色（N5／O）

灰色（N5／0）

390



付章 自然科学的な調査

愛媛県松山市七反地遺跡出土の 中世人骨

＊

松下孝幸

［キーワード］：愛媛県、中世人骨、土壙墓、長頭型、歯槽性突顎、高身長

はじめに

愛媛県松山市平田町に所在する七反地遺跡の発掘調査が1998 年におこなわれ、中世人骨が出

土した。愛媛県で筆者が調査や鑑定の依頼を受けた人骨のうち中世人骨は松山市江戸4丁目に所

在する古照遺跡（松下、1998）と八幡浜市のウラショウジ遺跡（松下、1999）の2ヶ所の遺跡から出土

した中世人骨のみである。この中世人骨は保存状態がよくないもので、中世人の特徴である、長

頭性、鼻根部の扁平性、歯槽性突顎がみられるのかどうかを確認することができなかった。

今回、七反地遺跡から出土した中世人骨の保存状態はかなり良好なもので、計測が可能であっ

た。この人骨によって、愛媛県での中世人の特徴の一端をやっと把握することができた。人類学

的観察と計測をおこなったので、その結果を報告しておきたい。

表1 出土人骨一覧 （Table 1 ．Listofskeletons）

性別 年 齢 備考（頭型、推定身長値など）人骨番号

土壙墓1A 人骨 男 性 熟 年 身長161．58cm

土壙墓1B 人骨 女 性 不 明

女 性 不 明

女 性 壮 年

土壙墓2人骨

土壙墓3人骨

土壙墓4人骨 男 性 壮 年

身長144．61cm

身長147．92cm

身長159．14cm 長頭型（72．43）

資 料

今回、七反地遺跡から出土した人骨は表1に示しているとおり、4遺構から、5体の人骨が出土

した。土壙墓1からは2体分の人骨が検出されたが、その地の遺構からは1体分の人骨が検出され

た。5体とも成人骨で、男性骨が2体、残り3体が女性骨であった。保存状態は砂丘以外から出土

した中世人骨としてはまれにみるほど保存状態がよかったが、惜しまれるのは顔面頭蓋の復元が

できなかったことで、鼻根部の観察もできなかったことである。

各人骨の残存状態は図2に示すとおりで、全般的にその保存状態は良好である。

この5体の人骨は、考古学的所見より、中世に属する人骨群である。

計測方法は、Martin－Saller（1957）によったが、脛骨の横径はオリビエの方法で計測した。

＊　TakayukiMATSUSHITA

TheDoigahamaSiteAnthropologicalMuseum ［土井ケ浜遺跡・人類学 ミュージアム］
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図1 遺跡の位置（1/25，000）

（Fig．1．LocationoftheShichitanjiSite，MatsuyamaCity ，EhimePrefecture）
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表2 年齢区分（Table2 ．Divisionofage ）

年齢区分 年 齢

未成人

成人

乳 児

幼 児

小 児

成 年

壮 年

熟 年

老 年

1歳未満

1歳～5歳（第一大臼歯萌出直前まで）

6歳～15歳（第一大臼歯萌出から第二大臼歯歯根完成まで）

16歳～20歳（蝶後頭軟骨結合癒合まで）

21歳～39歳（40歳未満）

40歳～59歳（60歳未満）

60歳以上

注）成年という用語については土井ヶ浜遺跡第14次発掘調査報告書（1996）を参照 されたい。

なお、性判別については所見の項でそれぞれの個体ごとにその推定根拠を挙げた。年齢区分に

関しては表2の基準のとおりである。

所 見

各人骨の残存状態、残存部分は図2に示すとおりである。

土壙墓1A 人骨（男性、熟年）

1．頭蓋

後頭半が残存していた。径はあまり大きくない。外後頭隆起の発達はよくないし、乳様突起も

あまり大きくない。左右の下顎枝が残存していた。下顎枝は広く、径は大きい。縫合は矢状縫合

とラムダ縫合の観察ができたが、両縫合とも内外両板は癒合しているようである。

2．歯

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ M2 ／／ P2 ［/：不明（破損）］

／ M2 M1 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ M1 ／ ／

遊離歯が残存していた。残存歯を歯式で示すと、次のとおりである。

上下両顎には歯が釘植していた。残存歯と歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

咬耗度はBrocaの1～2度である。また、歯の咬合形式は不明である。

3．四肢骨

（1）上肢骨

肩甲骨、鎖骨、上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。

①鎖骨

左側の保存状態は良好である。長さは長く、細い。

②上腕骨

左側が残存していた。骨体の径はあまり大きいものではないし、三角筋粗面の発達もよくない。

計測値は、中央最大径が21mm（左）、中央最小径は16mm（左）で、骨体断面示数は76．19（左）とな

り、骨体の扁平性は強くない。骨体最小周は60mm（左）、中央周は61mm（左）で、骨体は細い方で

ある。
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③橈骨

左側のみが残存していた。骨体は細いが、骨間縁の発達はきわめて良好である。

④尺骨

尺骨も左側のみが残存していた。橈骨と同様骨体は細いが、骨間縁はよく発達している。

（2）下肢骨

寛骨、大腿骨、脛骨および腓骨が残存していた。

①寛骨

左右とも腸骨が残存していたが、大坐骨切痕の角度は観察できない。

②大腿骨

左右とも残存しているが、右側はばぼ完全である。長さは長く、粗線の発達も悪い。

計測値は、骨体中央矢状径が25mm（右）、横径は25mm（右）で、骨体中央断面示数は100.00（右）

となり、粗線や骨体両側面の後方への発達は悪い。骨体中央周は79mm（右）、81mm（左）で、骨体

は細い方である。また、上骨体断面示数は75.86（右）、84.00（左）となり、右側の骨体上部は扁平で

ある。

③脛骨

両側とも残存していたが、左側の方がよく残っていた。骨体はあまり大きくはなく、ヒラメ筋

線の発達も悪いが、骨体は扁平である。骨体の断面形は左側はヘリチカのV 型を呈している。

計測値は、中央最大径が29mm（左）、中失横径は19mm（左）で、中央断面示数は65．52（左）となり、

骨体は扁平である。骨体周は76mm（左）であるが、最小周は計測できない。

④腓骨

両側が残存していた。骨体の径はやや大きく、稜の発達は良好で、溝も深い。

4．推定身長値

右大腿骨最大長から、Pearsonおよび藤井の公式を用いて推定身長値を算出すると、それぞれ

161.58cm（Pearson、右）、160.37cm（藤井、右）となり、高身長である。

5．性別・年齢

性別は、下顎骨と四肢骨の径が大きいことから、男性と推定した。年齢は、矢状縫合の内板の

一部とラムダ縫合の内板がともに癒合していることから、熟年と考えられる。

土壙墓1B人骨（女性、年齢不明）

頭蓋は残存していなかった。残っていたのは四肢骨のみである。

1．四肢骨

（1）上肢骨

上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。

①上腕骨

右側は遠位部のみが、左側は骨体が残存していた。骨体は細いが、三角筋粗面の発達は良好で

ある。計測は左側のみができた。中央最大径は18mm（左）、中央最小径は14mm（左）で、骨体断面
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示数は77.78（左）となり、骨体の扁平性は強くはない。骨体最小周は50mm（左）、中央周は

52mm（左）で、骨体は細い。

②橈骨

両側の骨体が残存していたが、その径は著しく小さいが、骨間縁はよく発達している。

③尺骨

左側骨体が残存していたが、径はかなり小さい。

（2）下肢骨

寛骨、大腿骨、脛骨および腓骨が残存していた。

①寛骨

両側の腸骨が残存していた。大坐骨切痕の角度は大きく、耳状面前溝も認められる。

②大腿骨

両側の骨体が残っていたが、右側の方がよく残っている。骨体の径はかなり小さく、また、粗

線の発達も悪いが、骨体上部は扁平である。

計測値は、骨体中央矢状径が20mm（右）、横径は23mm（右）で、骨体中央断面示数は86.96（右）と

なり、粗線や骨体両側面の後方への発達はきわめて悪い。骨体中央周は68mm（右）で、骨体は細

い。また、上骨体断面示数は69.23（右）、66.67（左）となり、骨体上部はかなり扁平である。

③脛骨

左側の骨体が残っていた。骨体は細く、ヒラメ筋線の発達も悪い。骨体の断面形はヘリチカの

Ⅴ型を呈している。

計測値は、中央最大径が16mm（左）、中央横径は14mm（左）で、中央断面示数は87.50（左）となり、

骨体には扁平性は認められない。骨体周は66mm（左）、最小周は59mm（左）で、骨体は細い。

④腓骨

両側の骨体が残存していた。骨体は細い。

2．性別・年齢

性別は、大坐骨切痕の角度が大きく、四肢骨の径が小さいことから、女性と推定した。年齢は

不明である。

土壙墓2 人骨（女性、年齢不明）

1．頭蓋

頭蓋はごく一部しか残っていなかった。下顎体の右側部が残っており、歯槽の状態が観察でき

た。歯式で示すと次のとおりである。

2．四肢骨

／ ● ● ● ● ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ［／：不明（破損） ●：歯槽閉鎖］

（1）上肢骨

肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。
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①上腕骨

右側のみが残存していた。長さは短いが、骨体はやや大きく、三角筋粗面の発達は良好である。

計測値は、中央最大径が21mm（右）、中央最小径は15mm（右）で、骨体断面示数は71.43（右）とな

り、骨体は扁平である。骨体最小周は56mm（右）、中央周は63mm（右）で、女性としては骨体は大

きい。

②橈骨

両側の骨体が残存していた。長さは短いが、右側骨体はやや太く、骨間縁の発達も良好である。

③尺骨

長さは短いが、骨間縁は近位部でよく発達している。

（2）下肢骨

寛骨、大腿骨、脛骨、腓骨および膝蓋骨が残存していた。

①寛骨

右側の残りはよい。大坐骨切痕の角度は大きいが、耳状面前溝は浅い。

②大腿骨

右側は最大長が計測できたが、長さは短い。粗線そのものの発達は悪くないが、骨体両側面の

後方への発達はきわめて悪い。骨体上部は扁平である。

計測値は、最大長が369mm（右）、骨体中央周は76mm（右）で、長厚示数は20.82（右）となり、骨

体は頑丈ではない。骨体中央矢状径は22mm（右）、横径は27mm（右）で、骨体中央断面示数は

81.48（右）となり、粗線や骨体両側面の後方への発達はきわめて悪い。また、上骨体断面示数は

68.97（右）、65.52（左）となり、骨体上部は扁平である。

③脛骨

長さは短く、ヒラメ筋線の発達も悪い。骨体の断面形は両側ともヘリチカのⅢ型を呈している。

計測値は、脛骨最大長が301mm（左）、骨体周は72mm（右）、73mm（左）、最小周は68mm（左）で、

骨体は細く、長厚示数は22.74（左）である。中央最大径は24mm（右）、25mm（左）、中央横径は

20mm（右）、19mm（左）で、中央断面示数は83.33（右）、76.00（左）となり、骨体には扁平性は認めら

れない。

④腓骨

両側ともよく残存していた。長さは短いが、骨体の径はやや大きく、扁平である。

3．推定身長値

右側大腿骨最大長から、Pearsonおよび藤井の公式を用いて推定身長値を算出すると、それぞ

れ144.61cm（Pearson、右）、143.70cm（藤井、右）となり、低身長である。

4．性別・年齢

性別は、大坐骨切痕の角度が大きいことから、女性と推定した。年齢は不明であるが、成人で

あり、椎骨に老人性の変化も現れていないので、それほど高齢ではない。
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土壙墓3人骨（女性、壮年）

1．頭蓋

頭蓋は残ってはいるが、顔面頭蓋はもろく、また保存状態もよくなかった。脳頭蓋は復元でき

たが、顔面頭蓋の復元はできなかった。

外後頭隆起の発達はそれほど良好なものではなく、乳様突起も小さい。外耳道の観察はできな

い。縫合は、三主縫合とも内外両板はまだ開離している。

脳頭蓋の計測値は、頭蓋最大長が189mmで、頭蓋最大幅およびバジオン・ブレグマ高は計測

できない。また、顔面頭蓋の計測もできない。

下顎骨あまり大きいものではないが、おとがい隆起はよく発達している。

／ ● M1 P2 P1 C I2 ○ I1 I2 C P1 P2 M1 ● ／

M3 ● ● P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 ● ● M3

［／：不明（破損）○：歯槽開存●：歯槽閉鎖］

2．歯

上下両顎には歯が釘植していた。残存歯と歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

咬耗度はBrocaの1～2度である。

3．四肢骨

（1）上肢骨

肩甲骨、鎖骨、上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。

①鎖骨

右側のみが残存していた。径は小さく、細い。

②上腕骨

骨体は細いが、三角筋粗面の発達は良好である。

計測値は、中央最大径が18mm（左）、中央最小径は15mm（左）で、骨体断面示数は、83．33（左）と

なり、骨体には扁平性は認められない。骨体最小周は53mm（左）、中央周は57mm（左）で、骨体は

細い。

③橈骨

骨体は細いが、骨間縁はよく発達してる。

④尺骨

尺骨も細いが、骨間縁の発達はよくない。

（2）下肢骨

寛骨、大腿骨、脛骨および腓骨が残存していた。

①寛骨

大坐骨切痕の角度と恥骨下角は大きい。また、耳状面前溝は深くて幅が広い。

②大腿骨

左側はほぼ完全である。長さは短く、また、粗線の発達も悪いが、骨体上部は扁平である。

計測値は、最大長が386mm（左）、骨体中央周は76mm（左）で、長厚示数は19．90（左）である。骨
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体中央矢状径は22mm（左）、横径は26mm（左）で、骨体中央断面示数は84.62（左）となり、粗線や骨

体両側面の後方への発達ははきわめて悪い。また、上骨体断面示数は66.67（左）となり、骨体上部

は扁平である。

③脛骨

骨体の大きさは中程度であるが、ヒラメ筋線の発達は悪い。骨体の断面形は両側ともヘリチカ

のⅡ型を呈している。

計測値は、中央最大径が26mm（左）、中央横径は18mm（左）で、中央断面示数は69.23（左）となり、

骨体はわずかに扁平である。骨体周は72mm（左）、最小周は63mm（左）で、骨体は細い。

④腓骨

両側とも残存していた。骨体の径は小さく、稜の発達もあまりよくない。

4．推定身長値

左側大腿骨最大長から、Pearsonおよび藤井の公式を用いて推定身長値を算出すると、それぞ

れ147.92cm（Pearson、左）、147.78cm（藤井、左）となり、低身長である。

5．性別・年令

性別は、眉上弓の隆起か弱く、大坐骨切痕の角度が大きく、耳状面前溝も深いことから、女性

と推定した。年齢は、三主縫合が内外両板とも開離していることから、壮年と推定した。

土壙墓4 人骨（男性、壮年）

1．頭蓋

（1）脳頭蓋

保存状態は良好であるが、骨壁はやや薄い。外後頭隆起の発達もそれほどいいものではない。

また、乳様突起も小さい。外耳道は両側とも観察できたが、骨腫は左右とも認められない。縫合

は、三主縫合のうち冠状縫合は内外両板とも開離している部分が多いが、矢状縫合とラムダ縫合

はともに内外両板ともほとんど癒合閉鎖している。

脳頭蓋の計測値は、頭蓋最大長が185mm 、頭蓋最大幅は134mm 、バジオン・ブレグマ高は計

測できない。頭蓋長幅示数は72.43で、頭型はdolichokran（長頭型）に属している。

（2）顔面頭蓋

右側半分が残っていた。眉上弓はやや強く隆起しているが、鼻根部の様態は不明である。

顔面頭蓋の計測値は、頬骨弓幅が129mm、中顔幅は［88］mmで、顔の幅は狭いが、顔高や上顔

高は計測できない。

眼窩幅は42mm（右）、眼窩高は35mm（右）で、眼窩示数は83.33（右）となり、右側はmesokonch（中

眼窩）に属している。

M2 ○ I2 I1M3 ● ● ○ I1 I2 C P1 P2 M1 ● ●
［○：歯槽開存●：歯槽閉鎖］

● ● P2 ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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歯槽側面角は計測できないが、かなり強い歯槽性突顎の傾向がみられる。

下顎骨はほぼ完全である。下顎枝は細く、筋突起は長い。下顎体は低い。



2．歯

上顎には歯が釘植していた。残存歯と歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

咬耗度はBrocaの2～3度である。また、歯の咬合形式は不明である。

3．四肢骨

（1）上肢骨

肩甲骨、鎖骨、上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。

①鎖骨

大きさは中程度であるが、彎曲がかなり強い。

②上腕骨

左右とも完全である。長さは長く、三角筋粗面の発達も良好である。

計測値は、最大長が309mm（右）、303mm（左）、骨体最小周は60mm（右）、62mm（左）、中央周は

64mm（右）、65mm（左）で、長厚示数は19.42（右）、20.46（左）である。また、中央最大径は22mm（右）、 

22mm（左）、中央最小径は16mm（右）、17mm（左）で、骨体断面示数は72.73（右）、77.27（左）となり、

骨体は扁平である。

③橈骨

左右とも完全である。長さはやや長く、骨体も大きく、骨間縁もよく発達している。

④尺骨

尺骨もばぼ完全である。長さはやや長いが、骨体はやや細い。

（2）下肢骨

寛骨、大腿骨、脛骨、腓骨および膝蓋骨が残存していた。

①寛骨

ほぼ完全に近い。大坐骨切痕の角度は小さく、恥骨下角も小さい。

②大腿骨

右側は完全である。長さはそれほど長いものではないが、粗線の発達と骨体の両側面の後方へ

の発達はきわめて良好である。

計測値は、最大長が414mm（右）、骨体中央周は89mm（右）、86mm（左）で、長厚示数は21.55（右）

である。骨体中央矢状径は29mm（右）、29mm（左）、横径は27mm（右）、26mm（左）で、骨体中央断面

示数は107.41（右）、111.54（左）となり、粗線や骨体両側面の後方への発達は良好である。また、上

骨体断面示数は76．67（右）、89．66（左）となり、右側の骨体上部は扁平である。

③脛骨

右側の残りは良好である。長さは長いものではない。ヒラメ筋線の発達はきわめて良好で、後

面に一稜を形成している。骨体の断面形は両側ともヘリチカのⅣ型を呈している。

計測値は、脛骨最大長が338mm（右）、骨体周は74mm（右）、最小周は69mm（右）で、骨体は細く、

長厚示数は20.85（右）である。中央最大径は27mm（右）、28mm（左）、中央横径は20mm（右）で、中央

断面示数は74.07（右）となり、骨体には扁平性は認められない。
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④腓骨

右側は完全である。骨体の径はかなり大きく、稜の発達は良好で、溝も深い。

4．推定身長値

右側の大腿骨最大長から、Pearsonおよび藤井の公式を用いて推定身長値を算出すると、それ

ぞれ159.14cm（Pearson、右）、157.16cm（藤井、右）となり、低身長である。

5．性別・年齢

性別は、眉上弓が隆起し、大坐骨切痕の角度や恥骨下角が小さいことから、男性と推定した。

年齢は、三主縫合が内外両板とも開離していることから、壮年と思われる。

考 察

本中世人骨を周辺の中世人骨と比較してみた。用いた資料は愛媛県の例として古照（松下、

1998）、ウラショウジ（松下、1999）、山口県では土井ヶ浜、吉母浜（中橋・他、1985（）松下、未刊

行）、瑠璃光寺（松下、1988）、見島（牛島・他、1960）、広島県では月見城（松下、1987）、寄倉（池田、

1980）、それに熊本県の尾窪（内藤、1973）、大分県の立石（内藤、1974）、長崎県の深堀（松下・他、

1987）、神奈川県の鎌倉材木座（鈴木・他、1956（）香原、1956）である。

1．頭蓋

（1）脳頭蓋（P404の表3を参照）

表3 は男性の脳頭蓋の比較表である。頭蓋長幅示数は72．43で、この値は長頭型に属している。

示数値は短頭型である寄倉よりはかなり小さく、見島に次いで小さな値となり、長頭性がかなり

強い。頭蓋水平周は、土井ヶ浜よりは大きいが、寄倉と瑠璃光寺よりはかなり小さく、吉母浜、

見島、鎌倉材木座に近い。

（2）顔面頭蓋（P404の表4を参照）

表4は男性の顔面頭蓋の比較表である。頬骨弓幅は、土井ヶ浜よりは大きいが、寄倉よりかな

り小さく、また吉母浜と鎌倉材木座よりも小さく、見島に近い。中顔幅も小さく、計測値は表4

では最小値を示しており、顔の幅径がかなり狭い。眼窩幅は瑠璃光寺と鎌倉材木座よりも小さく、

土井ヶ浜、吉母浜、見島に近く、眼窩高は瑠璃光寺に次いで大きい。眼窩示数は表4では瑠璃光

寺、見島に次いで大きな値を示しており、眼窩も幅径が狭く、高径は高い。

2．四肢骨

（1）上腕骨（P404の表5・6を参照）

表5 は男性の上腕骨の比較表である。最大長は表5では最大値となり、長さはやや長い。中央

周は土井ヶ浜よりは大きいが、その他の資料よりも小さく、最小周は土井ヶ浜と立石よりは大き

いが、吉母浜よりわずかに小さく、月見城に一致する。長厚示数は土井ヶ浜よりはわずかに大き

いが、吉母浜と立石よりも小さく、上腕骨体は頑丈なものではない。骨体断面示数は、月見城、

土井ヶ浜、深堀、立石よりも大きく、吉母浜に近く、扁平性は強くない。

表6は女性の上腕骨の比較表である。中央周と最小周はともに吉母浜と立石よりも小さく、土

井ヶ浜と大差ない。骨体断面示数は表6では最大値を示しており、骨体には扁平性はまったく認
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められない。

（2）大腿骨（P405の表7・8を参照）

表7 は男性の大腿骨の比較表である。最大長は表7では最大値を示し、中世人としては長さは

長い。骨体中央周は立石、寄倉、吉母浜、月見城よりも小さいが、土井ヶ浜、ウラショウジより

は大きく、鎌倉材木座に最も近い。長厚示数は立石、鎌倉材木座、吉母浜よりは小さく、土井ヶ

浜に近く、骨体は頑丈なものではない。骨体中央断面示数は月見城とウラショウジ、材木座に次

いで大きい。上骨体断面示数は、立石よりは小さいが、月見城と土井ヶ浜よりは大きく、吉母浜、

寄倉、鎌倉材木座に近く、骨体上部は扁平である。

表8は女性の大腿骨の比較表である。最大長は、立石よりは大きいが、その他よりは小さく、

長さは短い。骨体中央周は、古照よりは大きいが、吉母浜、鎌倉材木座よりは小さく、骨体は細

い。長厚示数は土井ヶ浜よりは大きいが、吉母浜、鎌倉材木座よりはわずかに小さく、骨体は頑

丈なものではない。骨体中央断面示数は、表8では最小値となり、骨体両側面の後方への発達は

きわめて悪い。上骨体断面示数は、表8では最小値を示し、骨体上部は著しく扁平である。

（3）脛骨（P405の表9・10を参照）

表9は男性の脛骨の比較表である。最大長は表9では最も小さく、長さは短い。骨体周は、吉

母浜よりが小さいが、ウラショウジよりは大きく、土井ヶ浜に近い。また、最小周は吉母浜、立

石よりは小さく、土井ヶ浜に近い。長厚示数は吉母浜よりも小さく、土井ヶ浜に近い値で、骨体

は頑丈なものではない。中央断面示数は吉母浜、立石、ウラショウジよりは小さく、土井ヶ浜に

近く、中世人としては骨体は扁平である。

表10は女性の脛骨の比較表である。最大長は、立石よりも大きいが、その他の資料よりは小

さく、長さは短い。骨体周は、ウラショウジ、土井ヶ浜よりも大きく、吉母浜に近い。最小周は、

吉母浜よりは小さいが、ウラショウジ、土井ケ浜よりも大きく、立石と大差ない。長厚示数は、

表10では最大値となり、骨体は頑丈である。中央断面示数は、表10では最大値となり、骨体に

は扇平性はまったく認められず、示数値はウラショウジとほとんど大差ない。

3．推定身長値（P406の表9・10を参照）

表11は男性の推定身長値の比較表である。大腿骨からPearsonの式で算出した推定値をみてみ

ると、表11では最大値となり、身長が高い。身長値そのものは尾窪、立石よりも大きく、吉母

浜、鎌倉材木座と大差ない値であるが、本例は160cmをわずかに越える。

表12は女性の推定身長値の比較表である。大腿骨からPearsonの式で算出した推定値をみてみ

ると、土井ヶ浜よりもかなり小さく、吉母浜（松下）よりもやや小さいが、立石よりは大きく、吉

母浜（中橋・他）、尾窪、鎌倉材木座の値に近い。

要 約

愛媛県松山市平田町にある七反地遺跡の発掘調査がおこなわれ、4 遺構から5体の中世人骨が

出土した。保存状態は顔面頭蓋を除けばきわめて良好で、愛媛県での貴重な中世人骨の資料とな

るものである。人類学的観察と計測をおこない、次の結果を得た。
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1．埋葬遺構は土壙であるが、土壙墓1からは2体の人骨が検出された。5体とも成人骨で、2体が

男性骨、3体は女性骨である。

2．5体の人骨の所属時代は、中世である。

3．頭型を知ることができたのはわずか1体で、この例（土壙墓4人骨・男性）は長頭型に属してい

た。

4．顔面の特徴はほとんど明らかにできなかったが、わずか1例のみ顔の幅径が計測できるもの

があり、この例（土壙墓4人骨・男性）は顔の幅がなかり狭いものであった。また、この例では

眼窩の幅径が狭く、高径がやや高かった。

5．歯槽性突顎の傾向がみられた。鼻根部は観察ができるものがなかった。

6．男性の四肢骨は長く、三角筋粗面の発達も良好で、大腿骨には柱状性がみられるものも存在

した。

7．男性の推定身長値は161.58cmと159.14cmで、やや高い。女性は144.61cmと147.92cmで、いず

れも低身長値であるが、1例は特に低身長であった。

8．中世人の形質的特徴は、長頭性、鼻根部の扁平性、歯槽性突顎、低顔があげられるが、本中

世人骨にはこの特徴のうち、長頭性、歯槽性突顎が認められた。顔面頭蓋の特徴を知ることが

できるものがなかったので、顔の高径や幅径は明確ではないが、幅径はかなり狭いようである。

また、鼻根部形態も不明である。

四肢骨は思ったよりも骨質がしっかりしており、女性脛骨を除けば、頑丈なものではなかっ

た。また、男性は中世人としては身長が高い。

9．本中世人は西日本では、珍しく保存状態が良好であったが、顔面頭蓋が失われていたことが

悔やまれる。頭型は長頭性が強く、地方の中世人の特徴が強く現れている。この長頭性は愛媛

県の場合は矢田平山近世人骨にもよく残されており、非都市部の近世人の特徴がよく現れてい

る。本中世人は眼窩から推測すれば顔の幅径がかなり狭まかっかことが予想され、これはこの

地域の特徴かもしれない。

保存がよかったので、推定身長値を算出することが可能で、男性は中世人としては高身長値

であったが、これは注目に値する。

ウラショウジの女性脛骨の中央断面示数が異常に大きかったので、気になっていたが、本中世

人もウラショウジと大差ない大きな示数値を示したことから、この脛骨の特徴は愛媛県域の女

性中世人脛骨の共通した特徴かもしれない。
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編集者注

今回人骨を分析した土坑墓は本章において下記のとおり対応する

土坑墓1・・・・c－2－1号土坑墓土坑墓2・・・・c－2－2号土坑墓

土坑墓3・・・・c－2－3号土坑墓土坑墓4・・・・d－1－1号土坑墓
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表3脳頭蓋計測値（男性、mm（Table3）．ConlparisonofmalecalvarialmeaSurementSandindices）

七反地 土井ヶ浜 吉母浜 見 島 瑠璃光寺 月見城 寄 倉 材木座
中世人 中世人 中世大 中仕人 中世人 中世人 中世人 中世大
愛媛県 山口県 山口県 山口県 山口県 広島県 広島県 神奈川県

（松下） （中橋・他） （牛島・他） （松下・他） （松下・他） （池山） （鈴木・他）

n　　　M n　　　M　　n　　　M　　 n　　　 M　　n　　　M　　n　　　 M　　n　　　 M　　　n　　 M
1． 頭蓋最大長 1 185 1 182 183 16 181 ．8 188．0 1 1 179 187 170 184．2
8． 頭蓋最大幅 1 134 1 135 7 136 ．2 126．0 1 141 1［134］ 1 152 164 136.5
17． バジオン．ブングマ高 1 39128 7 ．4 （142．0） 1 137 1 132 1 （142） 96 137．2
8／1． 頭蓋長幅示数 1 72 ．43 1 74．18 6 74 ．9 67．02 1 77．05 1 ［74．86］ 1 813 164 74.2
17／1 頭蓋長高示数 1 70．33 6 76 ．8 （75．53） 1 74．86 1 73．74 1 （75．9）94 75．0

1 94．81 7 102 ．5 97．16 1 ［98．51］ 1 （93．4）93 99．8（112．70） 117／8． 頭蓋幅高示数
1＋8＋17／3 頭首モルズス 1 148．33 （152．00） 1 153．67 1［148．33］ 1 （160．33）
23 頭蓋水平周 1 1518 509 6 517 ．2 517．0 1 526 1 1 543 151 516 ．9
24 1 316 1 300 7 313 ．8 313 1 1 342 127 309.4
25

横 弧長
正中矢状弧長 1 366 7 377 ．5

（307．0） 1

（309．0） 1 1 111 373．7

七反地 土井ヶ浜 吉母浜 瑠璃光寺 瑠璃光寺 月見城 寄 倉 材木座
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 山口県 山口県

見 島

中世入

山口県

74号中世人 118号中世人

山口県 山口県 広島県 広島県 神奈川県
（松下） （永井・他） （牛島・他）（松下・他）（松下・他）（松下・他）（池田） （鈴木・他）

n　　　M　　 n　　　M　　 n　　　M　　　 n　　　M n　　　M　　n　　　 M　　　n　　　M
40， 顔長 1 101 4 100．6 1 （95．0） 1 （105） 66 102．0
45． 頬骨弓幅 1 129 1 125 8 135．2 1 130．0 1 147 96 134．8
46． 中顔幅 1［88］ 1 100 9 96．00 （106） 99 1 95 1 （109） 107 101．8

147． 顔 高 1 106 1
100．3 2
117．3 114 124 1 111 122 48 115．8

48． 上顔高 1 69 5 72 66 73 1 66 119 64．7
47／45 顔示数（K） 1 84．80 11

69．9 1
86．4 1 83 37 86 ．1

1 55．20 6 51 ．7 1 （53．85） 1 44．9 87 49．6
1 106．00 11 116．5 （107．55）125．25 1 116．84 1 （111．9） 43 113．9

48／45 上顔示数（K）
47／46 顔示数（V）
48／46 上顔示数（V） 1 69．00 16 69 ．8 1 76．60 （62．26）73．74 1 （60．6） 97 65.6

40＋45＋47／3 顔面モズルス 1 110．67
50． 前眼窩開幅 1 15 18 18 ．8 2 22 ．00 17 1 16 1 19 108 19．1
44． 両眼窩幅 1 94 19 98 ．7 2 98 ．50 100 1 105 101 100．0

50／44 眼窩間示数 1 15．96 2 22 ．40 17．00 1 18． 190 19．2
51． 眼窩幅（左） 451 42（右） 1 42 18 42 ．0 2 41 ．25 1 44 111 43．1
52． 眼窩高（左） 1 35（右） 1 32 18 34 ．4 2 34 ．50 36 39 1 35 99 33 ．7

52／51 眼窩示数（左） 1 83．33（右 1） 76．19 18 82 ．1 2 83 ．84 86 ．67 1 79．5 96 78．2
54． 鼻 幅 26 17 26 ．0 2 26 ．50 28 27 1 28 122 26．61

鼻 高 53 16 511 ．4 2 53 ．00 50 ．00 57 1 50 1 49 121 51．1
鼻示数 1 49．06 16 50 ．5 2 50 ．00 56 47 ．37 1 57．1 113 52．1

全側面角 1 82 15 82 ．5 1 （84．5） 88 （80） 1 76 73 81 ，7
鼻側面角 1 87 15 87 ．0 1 89 ．5 94 82 791 80 88．6

55．
54／55
72．
73．
74． 歯槽側面角 1 66 14 65 ．2 1 （67．0） 59 （75） 1 60 68 60 ．3

表5上腕骨計測値（男性、右、mm（Table5）．Comparisonofmeasurementsandindicesofmalerighthumeri）

七反地 土井ヶ浜 吉母浜 月見城 深 掘 立 石
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 山口県 山口県 広島県 長崎県 大分県

（松下） （松下） （松下） （松下・他） （内藤）

n　　　M　　　 n　　　M　　　n　　　M　　 n　　　M　　n　　　M　 n　　　M
1． 上腕骨最大長 1 309 1 286 16 295．8 1282
2． 上腕骨全長 1 303 1 283 16 291．4
5． 中央最大径 2 21．50(左） 1 21 20 22．9 1 24 1 25 1 21

2 16．50（左） 16． 中央最小径 14 20 17，3 1 15 1 17 1 15
62．6 17． 骨体最小周 2 61．00（左） 1 54 20 61 1 67 1 58

2 63．00（左）1 66．4 17（a） 中　央　周 160 20 66 72
2 76．73（左） 16／5 骨体断面示数 66．67 20 75．6 1 62．50 1 68．00 1 71．43

7／1 長 厚 示 数 1 19．43 1 18．88 17 21．2 1 20 ．57

表6上腕骨計測値（女性、右、mm）（Table6．Comparisonofmeasurementsandindicesoffemalerighthumeri）

七反地 七井ヶ浜 吉母浜 吉母浜 立 石
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人

愛媛県 山口県 山口県 山口県 大分県
（松下） （松下） （中橋・他） （内藤）

n　　　M　　　 n　　　M　　　n　　　M　　 n　　　M　　n　　　M
1． 上腕骨最大長 1 280 1 269 26 272．8 2 253．00（左）
2． 上腕骨全長 1 277 1 267 25 270．2 －
5． 中央最大径 2 18．00（左）1 19 2 19．50 28 20．0 2 20．00（左）
6． 中央最小径 2 14．50（左）1 14 2 14．00 28 14．5 2 13．00（左）
7． 骨体最小周 2 5l．50（左）1 51 2 54，00 28 54．0 2 53．00（左）

7（a） 中　央　周 2 54．50（左）1 55 2 59．00 28 57．4 －
6／5 骨体断面示数 2 80．56（左）1 73．68 2 71．71 28 73．0 2 65．00（左）
7／1 長 厚 示 数 1 18．21 1 19．70 26 19．8 2 21．05（左）
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表7 大腿骨計測値（男性、右、mm（）Table7 Comparison of measurements and indices of male right femora）

七反地 ウラショウジ 土井ヶ浜 吉母浜 立石 月見城 寄倉 材木座
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 愛媛県 山口県 山口県， 山口県 広島県 広烏県 神奈川県

（松下） （松下） （永井．他） （内藤） （松下） （池田） （香原）

n M n M n M n M n M n M n M n M

1． 最 大 長 2 420．50 1 405 18 417．1 1 408 10 417 1．0

2． 自然位全長 2 416．00 1 401 115 418．7 1 407 9 406 1．1

6． 骨体中央矢状径 2 27．00 1 29（左） 1 24 19 27．7 1 29 1 29（左） 1 29 65 27、27
7． 骨体中央横径 2 26．00 1 27（左） 1 26 19 27．5 29 1 27（左） 281 1 65 26．50

8． 骨体中央周 2 84．00 1 80（左） 1 79 119 87．5 1 90 1 87（左） 1 91 64 84．50

9． 骨体上横径 2 3329．50 1 33 19 32．1 1 32 1 1 36 57 31．31
10． 骨体上矢状径 2 22．50 1 23 19 24．6 1 26 1 22 1 27 57 24．20

長 厚 示 数 2 20 2．0 19．70 14 22．118／2 1 21．1 1 1 9 21．89

2 103．71 1 1074．0（左） 1 92．31 19 100．6 1 100．00 1 107 4．1（左） 1 103．67 65 104 9．46／7 骨体中央断面示数
10／9 上骨体断面示数 2 76．27 1 69．70 19 76．5 1 666．7 11 81．25 75．0 57 77．86

表8　大腿骨計測値（女性、右、mm（Table8．Comparisonofmeasurementsandindicesoffemalerightfemora）

七反地 ウラショウジ 古 照 土井ケ浜 吉母浜 吉母浜 立 石 材木座
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 愛媛県 愛媛県 山口県 山口県 山日県 大分県 神奈川県

（松下） （松下） （松下） （松下） （中橋・他） （内藤） （西原）

n M n M n M n M n M n M n M n M

1 1 412 2 388．00 22 378．5 31． 最 大 長 369 358.67 3 380.67

自然位全長 21 375．82． 1 2 385．00 3365 1 405 356.67 3 377.33

6． 骨体中央矢状径 2 21．00 1 23（左） 1 22 1 21 2 24．50 28 23．4 3 21.67 25 23.42
2 25．00 28 24．97． 骨体中央横径 1 23（左） 1 21 24 2 27．00 31 25.00 25 23.64

38． 骨体中央周 2 72．00 1 73（左） 1 70 1 73 2 80．50 28 76．2 73.00 21 75.90
9， 骨体上横径 27（左） 29 2 31．00 31 28 29．2 28.17 24 27.67
10． 骨体上矢状径 2 22．50 28 21．31 20 3 19.3320（左） 24 20.85

21 20．28／2 長厚 示 数 1 18．02 2 20．90

3 28．67（左） 1
3 19．00（左） 1
1 19．90（左） 3 20.70
2 84．22 1 100．00（左） 1 104 7．6 1 87，50 2 90．83 28 94．5 3 86.68 25 100.206／7 骨体中央断面示数

10／9 上骨体断面示数 27 73．23 66．29（左） 1 74 0．7（左） 1 68．97 2 72．57 13 68.61 24 76.00

表9  脛骨計測値（男性、右、mm）（Table9．Comparison cf measurements and indices of male right tibiae）

七反地 ウラヒョウジ 吉母浜 土井ケ浜 立 石

中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 愛媛県 山口県 山口県 大分県

（松下） （永井・他） （松下） （内藤）

n M n M n M n M n M

1． 脛 骨 全 長 1 331 14 335.8 1 332 1 (320)

1a． 脛骨最大長 1 338 13 345.2 1 339
8． 中央最大径 2 28.50（左） 29(左) 20 29.4 1 29 1 30（左）

8a． 栄養孔位最大径 1 32 20 34.1 1 35
9 ． 中 央 横 径 1 19（左） 1 20(左) 20 21.5 1 19 1 32（左）

9a． 栄養孔位横径 1 23 20 23.9 1 23
10． 骨 体 周 1 76（左） 1 70(左) 20 80.2 1 75
10a． 栄他孔位周 1 86 20 90.8 1 90
10b． 最 小 周 1 69 20 74.2 1 68 1 75（左）

9/8 中央断而示数 1 65.52(左) 1 68.97(左) 20 73.3 1 65.52 1 73.33（左）

1 71.88 20 70.1 1 65.789a /8a 栄菱孔位断面示数
10b/1 長厚示数 1 20.85 14 22.3 1 20.48

表10 脛骨計洲値（女性右、mm）（Table10．Comparison of measurements and indices of female right tibiae）

七反地 ウラヒョウジ  吉母浜 土井ヶ浜 土井ヶ浜 立 石
中世人 中世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 愛媛県 山口県 山口県 山口県 大分県

（松下） （松下） （中橋・他） （松下） （内藤）

n M n M n M n M n M n M
1. 脛骨 全長 328 3 284.33（左）299(左) 306.81 1

脛骨最大長
2 (308.00) 22
2 (313.50) 231a. 1 301(左) 311.1 1 334 3 285.67（左

268. 中央最大径 3 22.33(左) 1 122（左）2 26.00 25 25.8 3 24 33（左）

8a． 栄養孔位最大径 1 2 25 129(左) 30.00 29.7 29

9. 中央横径 3 17(左) 1 18.50 18.017（左）2 25 1 17 3 18．67（左）
9a. 2 2523(左) 21.00 1 19栄養孔位横径 1 20.1

10. 骨 体 周 3 70.33(左) 1 63(左) 2 71.00 25 69.6 1 67

10a. 栄養孔位周 1 2 81.00 25 78.6 1 7682(左)
最小 周 310b. 63.33(左) 1 58(左) 2 65.00 24 64.3 1 61 3 630．0（左）

9/8 中央町面示数 3 77.58(左) 1 77.27(左) 2 71.48 25 69.8 1 65．38 3 767．5（左）
9a/8a 栄養孔位断面示数 1 2 25 67.579.31(左) 70.00 1 65．52

1Ob/1 長厚示数 1 22.15  （左）22.74(左) 2 (21.14) 22 21.3 1 18．60  3   
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表11 推定身長値（男性、右、cm）（Table11．Comparison of estimated male starures）

七反地 吉母浜 尾 窪 立 石 材木座
 中世人中世人           中世人      中世人    中世人

愛媛県  山口県     大分県      大分県   神奈川県

（中僑・他） （内藤） （内藤） （香原）

 n      n     M    M   n           M    n M －
pearsonの式 上．腕骨 1 160．07 1　 152.25  1 152.25

撓 骨 1 162．47 －

大腿骨 2 15．7  5  18   160．36 158.44 1 158.01 159.72
藤井の式 脛 骨 1 57．31 1 1592．1 1 （154．70）

pearsoのn式 上腕骨 1 59．45     1    151．92
撓 骨 1 59．88
大腿骨 2 58．77 1 155．68

藤井の式 脛 骨 1 57．49

表12 推定身長値（女性、右、cm（）Table12．Comparisonofestimatedfemaleslarures）

七反地 吉母浜 土井ヶ浜 吉母浜 尾 窪 立 石 鎌倉材木座
中世人 中世人 巾世人 中世人 中世人 中世人 中世人
愛媛県 山口県 山口県 山口県 大分県 大分県 神奈川県

（松下）　　（松下）  （中橋・他） （内藤）     （内藤）   （香原）

n　　 M　  n 　　　M　 n　　　M　　 n　　 M　　n　　 M　　 n　　　M　　　　M

pearsoのn式 上腕骨 － 1 145．56 1 148.59 －     2　143.50　2　　141.84　　－

橈 骨 －    2 152．94 1 152.76 － －－ －

    2大腿骨   146.27 2 148.31 1 152 9．8 22 146．5（右）3 145．98 3 142.61 146．88（右）

藤井の式 脛骨    1  145.10  2 ( 147.22）1 151.92 －　　 2  145.22   3   141.65    －

pearsoのn式 上腕骨 － 1 145．32 1 147.94 － －　　　2　 142.32     －

橈 骨 －　　 2 150．07 1 149．92　　　－　　　　 － 　 －   －

大腿骨　　2　145.74　2 147．96 1 153．33 － －  141.39          3  －

藤井の式 脛骨 1 144．19  2 146．84 1 151．35 －      3   140.87     － －

表13脳頭蓋計測値（mm（）Calvaria）

七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓4 平均値土壙墓1 土壙墓3

骨 人骨 人骨
A人
男性 男性 男性 女性

頭蓋最大長 
n M

　　　－　　　 185　　 1　　185　　　1891．
8． 頭蓋最大幅 －　　　 134　　 1　　134 －

－ － －17． バノオン．デレグマ高
8／1． 頭蓋長幅示数 －　　　72.43　　1　　72.43　　－
17／1．　 頭蓋長高示数　　　　 －　　　　－　　　　　　－　　　－
17／8．　 頭蓋幅高示数　　　　　－　　　 －　　　　　 －　　 　－

1＋8＋17／3　頭蓋モズルス　　　　　－　　　 － －　　　　－
5． 頭 蓋底 長 － － － －
9． 最小前頭幅 －
10．　　　最大前頭幅 

－　　　　94　　　1　　94
　　　　－　　　115　　　1　 115 －

11． 両耳幅  130     50   121     2  125.    －
 最大後頭幅　　　　 104　　　 113 12．       2　108.50 　　－

13．　　　　乳突幅 　　　 107      94  　2　 100.50    －
7．      大後頭孔長  －  － 　　　－　　　　－
16． 大後頭孔幅 －　　　　－ － －

16／．7 大後頭示数 － － － －

23．　　　頭蓋水平周　　　　　－　　　 518　　 1　　518 　　－
24．　　　　横 孤長 　　　　－　　　 316　　 1　　316 　　－

－ －25． 正中矢状孤長 －　　　391
26．正中矢状前頭孤長　　　　　－　　　 131　　 1　　131 　　 131

－　　　 139　　 1　　139 　　 139
－ － －　　　121

　　　 －　　　 112　　　1　 112　　  117

27． 正中矢状頭頂孤長
28． 正中矢状後頭孤長
29．正中矢状前頭弦長 
30． 正中矢状頭頂弦長 －　　　 123　　 1　  123　　　124
31．正巾矢状後頭弦長　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　104

29／26 －矢状前頭示数 － －　　　89.31
30／27 矢状頭頂示数 －　　　 85.50  89.2 85.50  1   1  
31／28    矢状後頭示鍛　　　　　－　　　 88．49  1　88．49　　85．95

406



表14顔面頭蓋計測値（mm、度）（Facialskeleton） 表15下顎骨計測値（mm、度）（Mandible）

七反地 七反地 七反地 七反地

土壙墓4 土壙墓3 土壙墓4 土壙墓3
人骨 人骨 人骨 人骨

男性 女性 男性 女性

40． 顔 長 65． 下顎関節突起幅
41． 側 顔 長 10565（1）． 下顎筋突起幅
42． 下 顔 長 103

43． 上 顔 幅 43
12945． 頬 骨弓 幅 66

66．
67．
68．［88］46． 中 顔幅 68（1）．

47． 顔 高

下顎角幅
前下角幅
下顎長
下顎長

オトガイ高 32
48． 上 顔 高 28

69．
69（1）． 下顎体高（右）

47／45． 顔示数（K）
48／45． 上顔示数（K）

（左）
69（2）． 下顎体高（右）

47／46． 顔示数（V）
48／46． 上顔示数（V） 59

40＋45＋47／3

（左）
70． 枝高（右） 59顔面モズルス

50． 前眼窩間幅
44． 両眼窩幅

（左）
70（1）． 前枝高（右） 70 58

66
50／44． 眼窩開示数

4251． 眼窩幅（右）

（左）
70（2）． 最小枝高（右）

49（左） （左）
3552． 眼窩高（右） 13

33（左）
83．33 2852／51 眼窩示数（右）

（左） 30

54． 鼻 幅 28
55． 鼻 高 30

54／55 鼻 示 数 34
55（1）． 梨状口 高

56． 鼻 骨 長 123 123
57． 鼻骨最小幅

70（3）． 下顎切痕高（右）
（左）

71． 枝幅（右）
（左）

71a． 最小枝幅（右）
（左）

71（1）． 下顎切痕幅（右）
（左）

79． 下顎枝角（右）
（左）

57（1／）． 鼻骨最大幅
66／65． 下顎幅示数

60． 上顎歯槽長
68／65． 幅長示数

61． 上顎歯槽幅
68（l）／65． 幅長示数

62． 口 蓋 長
69（2）／69． 下顎高示数（右）63． 口 蓋 幅

64． 口 蓋 高
47．4661／60． 上顎歯榜示数

63／62． 口 蓋示 数

（左）
71／70． 下顎枝示数（右）

（左） －

口蓋高示数 71a／70（2）．下顎枝示数（右）
（左） 61．22全 側面 角

64／63．
72．
73． 鼻側面 角 70（3）／71（l）． 下顎切痕示数（右） 38 ．24
74 歯槽側面角 （左）

表16鎖骨計測値（mm）（Clavicle）

七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 平均値 土壙墓3
A人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性

n M

1． 鎖骨最大長（右） 136 1 136

（左） 148 1 148

2a 骨体彎曲高（右） 32 1 32

（左） 33 1 33
1肩峰端彎曲高（右） 36 362（1）

（左）
4． 中央垂直径（右） 10 1 10 8

（左） 11 10 2 10．50
5． 中央矢状径（右）

（左）
12　　　1　 12　　　 11

12　　　 14　　 2 13　．00
6． 中 央 周（右）

（左）
37　　　1　 37　　　 33

37　　　 40　　　2　38．50
6／1． 長厚 示 数（右） 27．21 1 27．21

（左） 25．00 1 25．00
2a／l． 彎 曲示 数（右） 23．53 1 23．53

83 ．33 1 83．33 72．73
（左）

4／5． 鎖骨断面示数（右）
（左） 91．67 71．43 2 81．55

26 ．47 1 26．472（1）／1肩峰端彎曲示数（右）
（左）
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表17 上腕骨計測値（mm ）（Humerus）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓l 土壙墓4 平均値 土壙墓1 土壙慕2 土壙墓3 平均値
A人骨 人骨 B人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性

n M n M

1． 上腕骨最大長（右 309 1 309
（左 303 1 303

2． 上腕骨全長（右 303 1 303

（左 297 1 297
3． 上 端 幅（右 44 1 44

（左
3（1） 横 上 径（右 48 1 48

（左
4． 下 端 幅（右 60 1 60

（左 61 58 2 59．50 50 1 50
5． 中央最大径（右 22 1 22 21 1 21

（左 21 22 2 21．50 18 18 2 18 ．00
6． 中央最小径（右 16 1 16 15 1 15

（左 16 17 2 16．50 14 15 2 14 ．50
7． 骨 体 最 小 周（右 60 1 60 56 1 56

（左 60 62 2 61．00 50 53 2 51 ．50
7（a） 中央周（右 64 1 64 63 1 63

（左 61 65 2 63．00 52 57 2 54 ．50
8． 頭 周（右 129 1 129

（左
9． 頭最大横径（右 40 1 40 35 1 35

（左
10． 頭最大矢状径（右 43 1 43

（左
11． 滑 車 幅（右 21 1 21 17 19 2 18．00

佐 21 22 2 21．50
12． 14 1 14 13 1 13

17 16 2 16．50 13 1 13
12（a） 43 1 43 39 1 39

4543 2 44．00
13．

小 頭 幅（右
（左

滑車および小頭幅（右
（左

滑 車 深（右 24 1 24 23 1 23
（左 25 24 2 24．50 21 1 21

14． 肘骨頭窩幅（右 24 1 24 21 1 21
（左 29 25 2 27．00 22 1 22

15． 肘骨頭窩深（右 12 1 12 13 1 13
（左 11 11 2 11．00 11 1 11

6／5 骨体断面示数（右 72．73 1 72．73 71．43 1 71．43
（左 76．19 77．27 2 76．73 77．78 83．33 2 80 ．56

7／1 長 厚示 数（右 19．42 1 19．43

（左 20.46 1 20.46

表18橈骨計測値（mm）（Radius）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 平均値 土壙墓2 土壙墓3 平均値

A 人骨 人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性 女性 女性

n M n M
1． 最 大 長（右） 234 1 234

（左） 234 1 234
1b． 平 行 長（右） 232 1 232

（左） 233 1 233
2． 機 能 長（右） 222 1 222

222 1 222
40 1 40 36 37 2 36．50

39 38 2 38．50 34 33 2 33．50
17 1 17 15 14 2 14．50

16 17 2 16．50 14 15 2 14．50

（左）
3． 最 小 周（右）

（左）
4． 骨 体 横 径（右）

（左）
4a． 骨体中央横径（右） 16 1 16 14 13 2 13．50

16 1 16 13 14 2 13．50
21 1 21

12 1 12

（左）
4（1）． 小 頭 横 径（右）

（左）
4（2）． 頚 横 径（右）

（左） 13 12 2 12．50 11 1 11
5． 骨体矢状径（右） 10 1 10 10120 11 2　 10．50

12 11 2 11．50 10 10 2　 10，00（左）
5a． 骨体中央矢状径（右） 10 1 10 9 11 　2　 10．00

12 1 12 10 10 　2　 10．00（左）
5（1）． 小頭矢状径（右） 23 1 23

23 1 23（左）
5（2）． 頚 矢 状 径（右） 13 1 13

13．00 14 1 13．50 14 1 14（左）
5（3）． 小 頭 周（右） 71 1 71

（左）
5（4）．頚周（右）－41 41 1 41

43 43 2 43．00 41 1 41（左）
5（5）． 骨体中央周（右） 42 1 42 40 40 2 40．00

44 1 44 35 39 2 37．00（左）
5（6）． 骨 下 端 幅（右） 28 1 28 25 1 25

（左） 29 1 29 25 1 25
3／2 長 厚 示 数（右） 18．02 1 18．02

17．12 1 17．12
5／4

（左）
骨体断面示数（右） 58．82 1 58．82 66．67 78．57 2 72．62

75 ．00 64．71 2 69．86 71．43 66．67 2 69．05（左）
5a／4a 中央断面示数（右） 62，50 1 62．50 64．29 84．62 2 74．46

（左） 75．00 1 75．00 76．92 71．43 2 74．18
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表19尺腕骨計測値（mm）（Ulna）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地

土壙墓l 土壙墓4 平均値 土壙墓1 土壙墓2 土壙墓3 平均値
A人骨 人骨 B人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性

n　　 M　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　 M

249 1 249 218 1 2181． 最 大 長（右）
（左） 248 1 248

2． 機 能 長（右） 191 199 2 195．00
221 1 221
244 1 244 214 221 2 217．00

（左）
2（1）． 肘頭尺骨頭長（右）

（左） 243 1 243

3． 最 小 周（右） 34 1 34 33 31 2 32．00
34 33 2 33．50

6．
（左）

肘 頭 幅（右） 25 1 25 22 21 2 21．50
25 1 25 21 1 21

29 31 2 30．00
34 1 34
22 1 22 25 21 2 23．00
21 1 21 24 1 24
17 1 17 18 17 2 17．50
19 1 19 17 1 17
13 1 13 11 10 2 10．50

12 13 2 12．50 10 1 10
16 1 16 14 13 2 13．50

15 16 2 15．50 12 1 12
12 1 12 11 10 2 10．50

12 1 12 10 1 10
16 1 16 15 13 2 14．00

1316 1 16 13 1
49 1 49 43 40 2 41．50

47 1 47 37 1 37

17．28 15．58 2 16．43
14．93 1 14．93
81．25 1 81．25 78．57 76．92 2 77．75

80．00 81．25 2 80．63 83．33 1 83．33
75 ．00 1 75．00 73．33 76．92 2 75．13

（左）
6（1） 上 幅（右）

（左）
7． 肘 頭 深（右）

（左）
8． 肘 頭 高（右）

（左）
11． 尺骨矢状径（右）

（左）
12． 尺骨 横径（右）

（左）
S 中央最小径（右）

（左）
L 中央最大径（右）

（左）
C 中 央 周（右）

（左）
3／2 長 厚 示 数（右）

（左）
11／12骨体断面示数（右）

（左）
S／L 中央断面示数（右）

（左） 75．00 1 75．00 76．92 1 76．92

表20大腿骨計測値（mm）（Femur）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 平均値 土壙墓1 土壙墓2 土壙墓3 平均値
A 人骨 人骨 B人骨 人骨 人骨

男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性

n　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　 n　　　M

l． 最 大 長（右） 427 414 2 420．50 369 1 369
（左） 386 1 386

2． 自然位全長（右） 419 413 2 416．00 365 1 365
382 1 382

3． 408 1 408 362 1 362

4． 399 1 399 350 1 350

6． 25 29 2 27．00 20 22 2 21．00
29 1 29 22 1 22

7， 25 27 2 26．00 23 27 2 25．00
26 1 26 26 1 26

8． 79 89 2 84．00 68 76 2 72．00
81 86 2 83．50 76 1 76

9． 29 30 2 29．50 26 29 2 27．50
25 29 2 27．00 27 29 30 3 28．67

10． 22 23 2 22．50 18 20 2 19．00
21 26 2 23．50 18 19 20 3 19．00

15， 31 31 2 31．00 26 1 26
30 1 30 28 1 28

16． 24 22 2 23．00 21 1 21
23 1 23 22 1 22

17． 91 90 2 90．50 81 1 81
89 1 89 87 1 87

18． 41 1 41 38 1 38
43 44 2 43．50 40 1 40

19． 42 1 42
43 1 43 40 1 40

20．

（左）
最大転子長（右）

（左）
自然位転子長（右）

（左）
骨体中央矢状径（右）

（左）
骨体中央横径（右）

（左）
骨体中央周（右）

（左）
骨体上横径（右）

（左）
骨体上矢状径（右）

（左）
頚 垂 直 径（右）

（左）
頚矢 状 径（右）

（左）
頚 周（右）

（左）
頭 垂直 径（右）

（左）
頭 横 径（右）

（左）
頭 周（右） 135 1 135

1 127 127139 139 1

18．85 21 ．55 2 20．20 20．82 1 20．82
19．90 1 19．90

100 ．00 107．41 2 103．71 86．96 81．48 2 84．22

（左）
21． 上 穎 幅（右）

（左）
8／2 長 厚 示 数（右）

（左）
6／7 骨体中央断面示数（右）

（左） 11．54 1 111．54 84．62 1 84．62
10／9 上骨断面示数（右） 75．86 76．67 2 76．27 69．23 68．97 2 69．10

（左） 84．00 89．66 2 86．83 66．67 65．52 66．67 3 66．29
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表21膝蓋骨計測値（mm）（Patella）

七反地
土壙墓4
人骨
男性

1． 最 大 高 41

2． 最 大 幅 44

3． 最 大 厚 19

4． 関 節面 高 32

5． 内関節面幅 26

6． 外関節面幅 22
1／2膝蓋骨高幅示数 93．18

表22脛骨計測値（mm）（Tibia）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓I 土壙墓4 平均値 土壙墓I 土壙墓2 土壙墓3 平均値
A 人骨 人骨 B人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性

n　　　M　　　　　　　　　　　　　　　　 n　　 M

． 脛骨 全 長 右 331 1 331
左 299 1 299

1a． 脛骨最大長 右 338 1 338
左 301 1 301

1b． 脛 骨 長 右 327 1 327
左 292 1 292

2． 顆距間距離 右 314 1 314
左 280 1 280

3． 最大上端幅 右 66 1 66
左

3a． 上内関節面幅 右 29 1 29
左 27 1 27

3b． 上外関節面幅 右 30 1 30
左

4a． 上内関節面深 右 44 1 44
左 45 1 45

4b． 上外関節面深 右 37 1 37
左 40 1 40

6． 最大下端幅 右 49 1 49
左 50 1 50 43 44 2 43．50

7． 下端矢状径 右 35 1 35
左 33 31 2 32．00

8． 中央最大径 右 27 1 27 24 1 24
左 29 28 2 28．50 16 25 26 3 22．33

8a． 栄養孔位最大径 右 32 1 32
左 29 1 29

9． 中央横径 右 20 1 20 20 1 20
左 19 1 19 14 19 18 3 17．00

9a、 栄養孔位横径 右 23 1 23
左 23 1 23

10． 骨体周 右 74 1 74 72 1 72
左 76 1 76 66 73 72 3 70．33

10a． 栄養孔位周 右 86 1 86
左 82 1 82

10b． 最小周 右 69 1 69
左 59 68 63 3 63．33

9／8 中央断面示数 右 74．07 1 74．07 83．33 1 83．33
左 65．52 1 65．52 87．50 76．00 69．23 3 77．58

71．88 1 71．889a／8a 栄養孔位断面示数 右
左 79．31 1 79．31

10b／l 長厚示数 右 20．85 1 20．85

左 22．74 1 22．74
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表23腓骨計測値（mm）（Fibula）

七反地 七反地 七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 平均値 土壙墓2 土壙墓3 平均値
A人骨 人骨 人骨 人骨
男性 男性 男性 女性 女性 女性

n　　 M　　　　　　　　　　　　 n　　 M

1． 最 大 長 （右） 328 1 328 293 1 293

（左） 291 1 291
2． 中央最大径（右） 14 18 2 16．00 16 1 16

（左） 13 1 13 17 12 2 14．50

3． 中央最小径（右） 10 13 2 11．50 10 1 1O

（左） 10 1 10 9 8 2 8．50
4． 中 央 周（右） 41 52 2 46．50 46 1 46

（左） 38 1 38 45 35 2 40．00

4a 最 小 周（右） 34 1 34 36 1 36
（左） 37 31 2 34．00

11 1 11 12 1 124b． 頚 横 径（右）
（左） 12 9　 2　 10．50

12 14c．頚矢状径（右） 12 13 1 13
（左） 10　 10　 2　10．00

26 1 26

25 1 25

20 1 20 18 1 18

19 1 19 18 1 18
26 1 26 24 1 24

26 1 26 21 1 21

71．43 72．22 2 71．83 62．50 1 62．50
76．92 1 76．92 52．94 66．67 2 59．81

10．37 1 10．37 12．29 1 12．29

4（1）． 上 端 幅（右）
（左）

4（la）．上端矢状幅（右）
（左）

4（2）． 下 端 幅（右）
（左）

4（2a）．下端矢状幅（右）
（左）

3／2中央断面示数（右）
（左）

4a／1長厚 示 数（右）
（左） 12．71 1 12．71

表26 推定身長値（cm）（Estimatedstature）表24 四肢骨比（最大長の比）（Rationofextremitis）

七反地 七反地
土壙墓2 土壙墓4

七反地 七反地 七反地 七反地
人骨 人骨

土壙墓1 土壙墓2 土壙墓3 土壙墓4
女性 男性

A 人骨 人骨 人骨 人骨
男性 女性 女性 男性

鎖 骨／上腕骨（右） 44．01 pearsonの式 上腕骨（右） 160．07
（左） （左） 158．33

橈 骨／上腕骨（右） 75．73 橈 骨（右） 162．47
（左） 77．23 （左） 162．47

橈 骨／尺 骨（右） 93．98 大腿骨（右） 161．58 144．61 159．14
（左） 94．35 左） 147．92

（橈 骨／大腿骨（右） 56．52 脛骨（右） 157．31
（左） （左） 145．10

橈 骨／脛 骨（右） 69．23
藤井の式 上腕骨（右） 159．45

（左）
左） 158．66

上腕骨／大腿骨（右） 74．64 （
橈 骨（右） 159．88

（左） （左） 160．62
上腕骨／脛 骨（右） 91．42

大腿骨（右） 160．37 143．70 157．16
（左）

左） 147．78
橈 骨／大腿骨（右） 81．64 （

脛骨（右） 157．49
（左） （左） 144．19

腓 骨／脛 骨（右） 97．04

（左） 96．68
上肢骨／下肢骨（右） 72．21

（左）

＊上肢骨＝橈骨＋上腕骨、下肢骨＝脛骨＋大腿骨

表25 四肢骨比（中央周の比）

七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 平均値

七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓2 土壙墓3 平均値

A 人骨 人骨B 人骨 人骨 人骨

・男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性

n　　 M　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　 M

橈 骨／尺 骨（右） 85．71 1 85．71 93．02 100．00 2 96．51

（左） 93．62 1 93．62
橈 骨／上腕骨（右） 65．63 1 65．63 63．49 1 63．49

（左） 72．13 1 72．13 68．42 1 68．42
鎖 骨／上腕骨（右） 57．81 1 57．81

左） 60．66 61．54 2 61．10
（

上腕骨／大腿骨（右） 71．91 1 71．91 82．89 1 82．89
左） 75．31 75．58 2 75．45 75．00 1 75．00

（
上腕骨／脛 骨（右） 86．49 1 86．49 87．50 1 87．50

（左） 80．26 1 80．26 78．79 79．17 2 79．03
脛 骨／大腿骨（右） 83．15 1 83．15 94．74 1 94．74

（左） 93．83 1 93．83 94．74 1 94．74
腓 骨／脛 骨（右） 70．27 1 70．27 63．89 1 63．89

（左） 50．00 1 50．00 61．64 48．61 2 55．13
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表27 形態小変異（Non－metriccraniavariants）

七反地 七反地 七反地 七反地
土壙墓1 土壙墓4 土壙墓2 土壙墓3
A 人骨 人骨 人骨 人骨
男性 男性 女性 女性

右 左 右 左 右 左 右 左

／ ／ ／ － ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ － ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

1．Medialpalatinecanal
2．Pterygospinousforamen
3．Hypoglossalcanalbridging
4．Clinoidbridging
5．Condylarcanalabsent ／ ／ ／ ＋ ／ ／ ／ ／
6．ForamenofHuschke （＞lmm） ／ ／ ＋ ＋ ／ ／ ／ ／
7．Jugularforamenbridging　　　　　 ／　／　　 ／　／　　／　／　　／　／
8．Precondylartubercle ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
9．Supra－orbitalforamen ／ ／ － － ／ ／ ／ ／
1O．Accesoryinfraorbitalforamen　　 ／　／　　 ／　／　　／　／　　／　／
11．Zygo－facialforamenabsent　　　 ／　／　　 －　－　　－　／　　－　－
12．Auralexostosis　　　　　　　　　－　－　　　－　－　　／　／　　／　－
13．Metopism　　　　　　　　　　　　　／　　　　　－　　　　／　　　　＋
14．Osincae　　　　　　　　　　　　　　－　　　　 －　　　　／　　　　－
15．Ossicleatthelambda　　　　　　　　－　　　　　－　　　　／　　　　－
16．Parietalnotchbone　　　　　　　 －　－　　 ／　－　　／　／　　 －　／
17．Transversezygomaticsuture（＞5mm）　　 ／　 ／　　　 －　－　　 ／　 ／　　　／　 ／
18．Asterionicossicle　　　　　　　 －　－　　 ／　－　　／　／　　 ／　／
19．Occipitomastoidossicle　　　　　－　／　　 ／　－　　／　／　　 －　／
20．Epiptericossicle ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
－ － － － ／ ／ － －
／ － ＋ ＋ ／ ／ ／ －
／ ／ － － ／ ／ ＋ ／
／ ／ － － ／ ／ － ／

21．Frontotemporalarticulation
22．Biasterionicsuture （＞10mm）
23．Mylohyoidbridging
24．Accessorymentalforamen
25．Mandibulartorus
26． 滑車上孔 ／ － － － － ／ － ＋

［present：＋，absent：－，unobservale：／］
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土壙墓1A（男性） 土壙墓1B（女性）

図2 人骨の残存部、アミかけ部分

（Fig．2．RegionsofPreservationoftheskeleton ．Shadedareas）
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土壙墓2（女性） 土壙墓3（女性）

図2 続き

414



土壙墓4（男性）

図2 続き
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頭蓋上面（Superiorviewoftheskull ）

七反地土壙墓2 人骨（女性）（Shichitanji2，female）

頭蓋上面（Superiorviewoftheskull ）

七反地土壙墓4人骨（男性・壮年）（Shichitanji4，youngadultmale）
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頭蓋前面（Frontalviewoftheskull ）

頭蓋側面（Lateralviewoftheskull ）

七反地土壙墓4 人骨（男性・壮年）（Shichitannji4，youngadultmale ）
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七反地土壙墓1B・四肢骨（女性）

（ShichitanjilB ，femalelimbbones ）
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上 肢 骨（Bones of the upper limb）

下肢骨（Bones of the lower limb）

七反地土壙墓1A人骨（男性、熟年）

（Shichitanji 1A，mature male）
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上肢骨（Bones of the upper limb）

下肢骨（Bones of the lower limb）

七反地土杭墓2人骨（女性）

（Shichitanji2，female）
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上肢骨（Bones of the upper limb）

下肢骨（Bones of the lower limb）

七反 地土 坑 墓3 人 骨（女 性 ・ 壮年 ）

（Shichitanji3 ，young adult female）
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上肢骨（Bones of the upper limb）

下 肢 骨（Bones of the lower limb）

七 反 地 土壙 墓4 人 骨（男 性 ・壮 年 ）

（Shichitanji4 ，young　adult　male）
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c-2区SB1完掘状況（東南より）

cc-2区SK2 遺物出土状況（南西より）
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c-2区SK2完掘状況（南西より）

c-2区SK3遺物出土状況（南より）
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c-2区SK5（南より）

c-2区SD49遺物出土状況1（東より）
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c-2区SD49遺物出土状況2（東より）
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d-1区土器溜まり2

d-2区北西部完掘状況（南西より）
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d-2区SK2 遺物出土状況

d-2区SK2 完掘状況
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d-2区SE2 遺物出土状況

d-2区SK16 遺物出土状況1
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d-2区SK16 遺物出土状況2

d-1区SE5・d－2区SK1
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d-2区SD10 完掘状況（北より）

d-2区SD21 遺物出土状況
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d-2区SD10 完掘状況（北より）

d-2区SD21 遺物出土状況
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d-2区SE1

d-3区Sl1（南西より）
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d-3区SD1遺物出土状況1

d-3区SD1遺物出土状況2
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d-3区SD1遺物出土状況3

d-3区SD1遺物出土状況4
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dd-3区SD1遺物出土状況5

d-3区SD1遺物出土状況6
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d-3区SD1遺物出土状況7

d-3区SD1遺物出土状況8
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d-3区SD2 遺物出土状況1

d-3区SD2 遺物出土状況2
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d-3区SD2 遺物出土状況3

d-3区SD2 遺物出土状況4d
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d-3区SD2 遺物出土状況5
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