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序 文

この たび、平 成11 年度 に愛媛県 の委 託 を受 け、 主要 地方道宿毛 津 島線 緊急

輸 送路 ネット ワ ーク整備事業 に伴 い、 愛媛県 北宇和 郡津 島町御 内で発 掘調 査

を実施し た、犬除遺跡2次調査 の報告書 を刊行 することとなりました。

今 回 の調査 におい て は、縄 文時代 早 期か ら後期 にかけ て の土 器 や石器 が多

数発 見 さ れ、県 内 の縄 文時代 の遺跡 において は、最 大 の出土点 数 となっ てお

り ます。 特 に石 器類 の出土 が多 く、 このこ とは本 地域 が石器生 産 の中心 地 と

し て利 用 さ れてい たこ とを示す もので、縄文 時代 におけ る石 器生 産の状況 を

垣 間見 るこ とがで き まし た。今後 、本 報告 書が 地域 の歴 史、考 古 学の研 究資

料 とし て多 くの方々 にご活用い ただけ れば幸い に存 じます。

終 わりに な りましたが、 今 回の発掘 調査 にあ た りまし ては、関係 各位 のご

指 導 を賜 る と ともに、地元 御内 地区 の方々 を はじめ 関係機 関のご 理解 とご協

力 をい ただきましたことに対 しまして厚 くお礼 申し上げ ます。

平成13年10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、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが平成11年度に実施した、愛媛県北宇和郡

津島町御内に所在する、犬除遺跡の埋蔵文化財発掘調査(2次調査) 報告書である。なお犬除

遺跡の1次調査は、平成10年度に津島町教育委員会が実施している。

2　 調査は愛媛県の委託を受け、主要地方道宿毛津島線緊急輸送路ネットワーク整備事業に伴う

記録保存調査として実施したものである。

3　発掘調査は平成11年6月1日から平成11年12月17日まで実施した。

4　発掘調査面積は2,000㎡である。

5　 整理報告作成は、平成12年7月1日から平成13年10月15日の間で実施した。

6　 発掘調査における土層断面図や遺物分布図、遺構実測図などの記録図作成は、多田仁( 調査

員)、森田健一 (臨時調査員、現退職) が、写真撮影記録は多田が行った。

7　 発掘調査では、橘昌信先生( 別府大学文学部) のご指導・ご助言を得た。

8　発掘調査時の基準点打設・水準点打設・メッシュ測量はハート設計株式会社に、航空撮影は

株式会社かんこうに委託した(巻頭図版、図版編)。

9　 本報告書における遺物実測は門多善子・高田正名・高山桂・多田・田中希実・西村智子・本

嶋美鈴・結城やよい・和田子英子が、土器拓本は竹田富士子・藤原よしえが、遺物実測図トレ

ース・遺構図作成・遺構図トレースは門多・高山・本島・竹田・藤原・熊野節子が、本文執筆

・編集は多田が行った。

10　出土遺物の写真撮影はセットアップ株式会社に( 巻頭図版、図版編)、遺物分布図の作成は

株式会社フジテクノに委託した( 資料編)。

11　理化学分析については、テフラ分析を古環境研究所の早田勉氏に( 第4章第1節)、出土石

器の岩石学的分析を応用地質株式会社に( 第4章第2節)、C14年代測定と珪藻分析(第4章

第3・4節)を株式会社パレオラボに委託した。なお石材分析の委託については、高橋治郎先

生(愛媛大学) のご協力を得た。

12　出土獣骨は、松井章先生( 奈良国立文化財研究所) に鑑定所見をいただいた( 第4章第5節)。  
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13　本文中に使用したグリッド名は、北東隅の点名をもってその呼称とした。

14　本報告書に記載した堆積土層の色調表現については、農林水産省農林水産技術会議事務所・

財団法人日本色彩研究所監修『新版標準土色帖1998年版』に準拠した。

15　遺構図中の方位は座標北を示している。

16　遺物実測図における凡例は以下のとおりである。

使用痕

敲打痕

古い段階の欠損 新しい段階の欠損
※ 実線 ※破線

研磨痕

17　本書作成に用いた参考文献は巻末に一覧したが、第4 章については各節ごとに掲載した。

19　出土遺物は愛媛県教育委員会文化財保護課が、現地調査記録図・記録写真・遺物写真等は当

センターが保管している。

20　発掘調査と報告書作成にあたっては、下記の方々および機関にご協力をいただいた。以下に

記して感謝申し上げます。

犬飼徹夫　大山正風　柏本幸四郎　梶原和秋　木村剛朗　黒川忠広　早田　勉　十亀幸雄

冨田尚夫　濱田　薫　兵頭　勲　前迫亮一　前田光雄　松岡利光　松本安紀彦　丸山国夫

三輪田俊助　八木信欣　山本哲也

愛媛県宇和島地方局建設部　大月町教育委員会　高知県埋蔵文化財センター　宿毛歴史館

津島町教育委員会　津島町御槇公民館　土佐清水市教育委員会　中村市教育委員会

幡多郷土資料館　保内町教育委員会　御荘町教育委員会 
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第1章　 調 査 の 経 緯

第1節　 調査に至 る経過

1⁷  ─

愛媛県は( 主) 宿毛津島線緊急輸送路ネットワーク整備事業を、北宇和郡津島町御内において

行うこととなった。これに伴って愛媛県宇和島地方局建設部では、管轄内に所在する埋蔵文化財

について、平成10年度から愛媛県教育委員会文化財保護課( 以下愛媛県教委) と協議を進めてい

た。その後同年11月に、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが同郡同町御内犬除地域の試掘

調査を行い、道路改良工事部分について埋蔵文化財が存在する可能性を報告した。

これを受けて、愛媛県宇和島地方局は愛媛県教委と協議の結果、道路改良工事地内に存在する

埋蔵文化財の記録保存を目的とした発掘調査を、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) に委託することとなった。そして平成11年度に愛媛県と埋文センターとの間で埋

蔵文化財調査の委託契約が締結され、発掘調査を実施することとなった。

2　 調査体制

平成11年度 平成12年度

吉野内直光 吉野内直光

郷田良雄 天野全二

越智　巧 白方清教

小林一郎 小林一郎

中野良一 土居元海

多田 仁 

理事長     

常務理事    

総務課長    

調査課長    

調査第三係長  

調査員     多田　仁

理事長     

常務理事    

総務課長    

調査課長    

調査第二係長  

調査員     

臨時調査員   森田健一

外業作業員   

内業作業員   

稲葉節子　上岡　到　岡村一夫　大塚　守　大塚明美　大塚文子

大塚　純　梶原弥生　川下明雄　是澤良典　三本松豊子　清水花子

橘　敬志郎 　都築コフイ　中津　光　中津聖子　西田ヨヲ子　林　勇輝

室津久代　米田英作

津野弘子　山口富恵

第2 節　 調査の経過

1⁷  

犬除遺跡の2次調査は平成11年6月1日に開始され、発掘調査における人員体制は、担当調査

員2名、現地作業員22名(外業20名・内業2名)で、6～12月の7ヶ月間における現地作業の実

働日数は102日間となった。調査当初は調査区内の安全対策を行ったほか、委託業務による基準
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点・水準点の打設とメッシュ測量が行われ、その後直ちに表土からの掘削作業及び包含層精査等に

取りかかった。なお表土の掘削作業については、人力と重機を併用している。また調査開始か

ら2ヶ月半後には、ラジコンヘリによる航空撮影を委託し(8月12日実施)、現地の基礎データ

を得るための作業が行われた( 本文編巻頭カラーおよび図版編)。

発掘調査の開始から1ヶ月後の7月16日には、土壌に含まれる広域降下火山灰の検出作業が行

われた。この分析作業をテフラ分析と呼び、堆積土層の年代測定法として行われるものである。

この作業では委託先である古環境研究所の早田勉氏( 前橋工科大学・東京都立大学) がサンプリ

ング作業を行い、約4ヶ月後には調査成果の報告を受けた。このことによって遺物の実年代を知

り得たこととなったばかりでなく、本遺跡の堆積土が良好に安定した状態で残されていることも

実証された結果となった。

調査期間中には、愛媛県内や隣接する高知県宿毛市の小学生を対象とした体験発掘を実施して

いる。参加者の総人員数は、小学生122名、引率教員16名で、実施日程と人員は以下のとおりで

あった。

7 月5 日( 月) 御槙小学校( 北宇和郡津島町御内) 生徒17名( 全校生徒)  引率6 名

7 月9 日( 金) 岩松小学校( 北宇和郡津島町岩松) 生徒31名(5 ・6 年生) 引率2 名

7 月13日( 火) 岩松小学校( 北宇和郡津島町岩松) 生徒31名(5 ・6 年生) 引率2 名

7 月14日( 水) 畑地小学校( 北宇和郡津島町畑地) 生徒13名(6 年生)   引率2 名

7月21日(水)玉谷小学校(伊予郡広田村玉谷) 生徒5名(6年生) 引率2名

9 月9 日( 本) 平田小学校( 高知県宿毛市平田)  生徒25名(5 ・6 年生) 引率2 名

以上の日程で、各校ともに約2時間の発掘作業を体験した。この体験学習とも呼ぶべき発掘の

一般参加は、平成9年度に主要地方道宿毛津島線建設に伴う中駄場遺跡の発掘調査( 愛媛県委託)

でも行っている。中駄場遺跡では調査期間が僅か2ヶ月間という事もあって、津島町立御撰小学

校のみの参加であったが、今回は調査期回が長期であったこともあり、体験者数は中駄場遺跡の

調査時に比して大幅に増加している。

発掘調査の方針と位置づけについて検討するため、8月10日には別府大学文学部教授の橘昌信

氏を招へいしている。橘氏には現地の視察と出土遺物の検討をいただき、犬除遺跡が御槇盆地に

おける縄文時代後期の指標的遺跡として位置づけられるとの評価を受けた。

調査の終盤に近づいた11月9日には報道機関に対する発掘調査の成果報告を行い、4日後の11

月13日には一般に対する現地説明会を行った。一般の参加者は96名を数え、発掘調査に対する興

味・関心の高さを示す結果となった。

2　 整理作業

本報告にかかる作業として、まず平成11年度の発掘調査時に、遺物の洗浄と注記、さらに出土

遺物の管理台帳作成までを行っている。本格的な整理作業は平成12年度に開始され、温泉郡重信

町の整理作業事務所において大部分の作業が行われた。まず整理作業は、土器と石器の接合作業

が約2 ヶ月間行われ、この作業に一部重複するかたちで、報告書に掲載する遺物のピックアップ

を行った。また、ほぼ同時期に土器の重量や石器の計測値を測定し、遺物の法量を記録する作業 
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も行っている。この遺物計測作業は、約27,000点の出土遺物すべてを対象としたため、約2ヶ月

の作業時間を要した。報告書に掲載予定の遺物は、土器が約900点、石器が約700点ピックアップ

され、その実測作業は土器の断面実測と拓本がそれぞれ約2ヶ月間、石器の実測が約6ヶ月間を

費やすこととなった。なお遺物の実測作業に並行して、現地調査の記録に関する図面の作成を行

った。本整理事務所で行われたのは、主に土層断面図や遺構実測図の浄書などで、本報告の資料

編に掲載されている遺物分布図の作成は、株式会社フジテクノに委託している。

遺構図や遺物実測図のトレース終了後、直ちに本書作成作業に伴うレイアウト作業及び図版作

成作業を行った。これら一連の作業は約2ヶ月間で行われ、さらに本文執筆はこの作業に併行し

て行った。なお、出土遺物の撮影はセットアップ株式会社に委託し、整理作業の進行状況に従っ

て3回に分けて行った(本文編巻頭カラーおよび図版編)。

出土遺物のうち石器類については、その岩石学的検討を行うため、応用地質株式会社に元素組

成分析を委託した。この委託は石器石材の産地同定を最終的な目的とした分析で、現在までに御

槙盆地の遺跡では、中駄場遺跡や犬除遺跡1次調査で実施されている( 梶原ほか2000、多田1999)。

今回の分析作業も前回に即した方法で、平成12年度内に実施された。詳細は第4章第2節に譲る

が、この結果、頁岩の多くが在地の石材であることが確認された。

遺構内から水洗選別によって得られた炭化物は、C14年代測定を株式会社パレオラボに委託し

た。今回の分析では加速器質量分析器によるAMS法が採用され、配石墓や2・3号土坑などの縄

文時代後期の遺構について、約4,000年前頃の測定値が得られた( 第4章第3節)。

また調査で出土した縄文土器について、その表面に白色の付着物が確認できるものがあった。

これと同様な付着物が、周桑郡小松町鶴来が元遺跡の調査においても確認されている( 中野ほか

1994)。この時の調査による分析からは珪藻が確認されており、今回のものについても同様な分

析結果が得られると考えられ、この分析作業をパレオラボ株式会社に委託することとなった。し

かし当初の予想に反し、これらの付着物中にベーマイトなどの化学物質が含まれていることが確

認され、今後に課題を残すこととなった(第4章第4節)。

平成12年8月10日には奈良国立文化財研究所の松井章氏に、配石墓と2・3号土坑の各遺構か

ら出土した獣骨の鑑定をいただいた( 第4章第5節)。これらの獣骨は遺構内覆土の水洗選別に

よって得られたもので、それぞれ10gに満たないほど少量であった。氏からは当日に鑑定所見を

いただき、その結果、イノシシとシカの遺体が含まれていることが確認された。

平成12年12月4日に愛媛県南宇和郡御荘町教育委員会(平城貝塚出土遺物)、同年同月5日に

高知県宿毛市宿毛歴史館( 宿毛貝塚出土遺物) と大月町教育委員会( 尻貝貝塚出土遺物)、同年

同月6日に高知県県土佐清水市教育委員会( 片粕遺跡出土遺物) と同県中村市幡多郷土館(片粕

遺跡・三里遺跡出土遺物) において、保管資料の類例調査を行っている。この調査では主に縄文

土器に関する類例の対比を行い、報告書作成に向けての基礎データを整備した。 
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第2章　 遺 跡 の 立 地 と 環 境

第1節　 地理的環境

犬除遺跡の所在する愛媛県北宇和郡津島町御内は、北に音無山、東に大黒山、南部一帯を瀬戸

黒森に囲まれた盆地状の地形を形成している。この地域は地理学上、御槇盆地と呼ばれ( 芳我

1976)、盆地の周囲には丘陵地が発達し、御内を東流する御内川・槇川・松田川沿いには砂礫台

地および河岸段丘が形成されている。御内地域は東に高知県宿毛市と接し、宿毛市を縦断する松田

川の最上流域である御内川はここに源を発している。遺跡の立地する犬除と呼ばれる地域は御

槇盆地の東部に位置し、大黒山を背後に控えた河岸段丘が発達している。本遺跡はこうした段丘

上に立地し、調査区から南西約100m程の地点には御内川と槇川の合流点があり、南には松田川

が東流している。調査区からは、一帯の比較的低位な河岸段丘を望むことができる。松田川から

の直線距離は約100m、遺跡周辺の標高は約200mで、西側約2kmの地点には宇和海へ注ぐ岩松川

と御内川の分水嶺があり、御内川の水源地周囲には湿地が展開している。

第2節　 歴 史的環境

周辺の主な遺跡には、御内川の水源地北側に立地する池ノ岡遺跡( 犬飼1982a、木村1979、多

田1995、橘ほか1991) とその南側に位置する影平遺跡( 木村1978、橘ほか1992)、そして近年調

査の行われた中駄場遺跡(多田1999) が挙げられる。なお、本書で報告する犬除遺跡は1999年に

確認された遺跡で、1次調査は津島町教育委員会によって行われている( 梶原ほか2000)。

最も古くから行われた考古学的調査として、1930年(昭和5年) に報告された長山源雄氏の記

録がある(長山1930)。遺跡名は明確に記されていないが、「御槇村大字御内の山中」で採集され

た磨製石斧が報告されており、さらにこの付近で採集された石鏃や石斧が保管されているとの記

載がある。この後、御槇盆地における考古学的な報告はなされていないが、1970年代になってか

らの池ノ岡遺跡の発見を発端として、本地域の考古学的研究が次第に実施されてくる。

池ノ岡遺跡は1971年の発見以来、旧石器時代から縄文時代の遺物包蔵地として周知されており、

1972年に行われた踏査で翼様石器や礫器が採集されたとの報告がなされた( 津島町教育委員会

1975)。その後1978年には轟B 式土器や石鏃などの採集資料が紹介され( 木村1978)、その翌年に

報告された石器類が後期旧石器時代の所産として位置づけられたことで、本遺跡の考古学的位置

づけが明確なものとなった( 木村1979)。この段階で木村氏が紹介した石器には、ナイフ形石器、

尖頭器、スクレイパー、剥片があり、氏はこのうちの尖頭器について宮崎県出羽洞穴との関連を

示唆している。このことによって、氏が追求していた姫島産黒曜石の動態ばかりでなく、石器の

形態学的な観察によって九州地方との関連がより強調されることとなったのである。そして3年

後の1982年には、犬飼徹夫氏によって池ノ岡遺跡の採集遺物が追報告されている( 犬飼1982a)。

報告された遺物は山形文の施された押型文土器片と局部磨製石斧で、この段階までに周知されて

いた池ノ岡遺跡の遺物とは異なる時期のものであった。犬飼氏は押型文土器を黄島式及び細久保

式段階に位置づけ、局部磨製石斧については、条件付きではあるが先行して報告された尖頭器と 
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の関連を示唆している。この報告によって、池ノ岡遺跡の時期的な幅や重複具合はさらに精度の

高いものとなり、遺跡の内包する問題点や重要度を再確認したこととなった。

1991年には圃場整備に伴う試掘調査が、別府大学による調査指導のもと、津島町教育委員会に

よって行われ、後期旧石器時代、縄文時代草創期・早期・前期・後期の各時期の出土遺物が確認

されている( 橘ほか1991)。ここでは後期旧石器時代の遺物としてスクレイパーなどの石器類が、

そして縄文時代の遺物では、半面加工の尖頭器や塞ノ神式土器・轟B式土器・中津式土器などの

縄文土器が報告され、層位的出土を裏付けとした池ノ岡遺跡の詳細な分析が行われている。また

近年には、船野型細石核が採集されたほか( 多田1995)、木村氏によって採集資料の分析と再検

討が加えられている( 木村1995)。また、多田は池ノ岡遺跡における採集遺物のうち、1979年に

木村氏の報告したスクレイパーと、1982年に犬飼氏の報告した石斧、さらに1995年に報告された

船野型細石核との有機的な関連を示唆している（多田2000)。

御内川水源地をはさんで池ノ岡遺跡の対岸に位置する影平遺跡でも、轟B式土器や姫島産黒曜

石製の石鏃などが採集されており、古くから周知の遺跡として知られている( 木村1978)。また、 

1. 犬除遺跡

2. 中駄場遺跡

3. 金比羅遺跡

第1 図　周辺の遺跡分布(1:25,000)
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この影平遺跡では多目的保安林事業に伴う試掘調査が行われており、後期旧石器時代及び縄文時

代前期の遺物とその包含層が確認されている(橘ほか1992）。

池ノ岡遺跡と影平遺跡の立地する御内川水源地から約1.5km東方には、縄文時代前期を中心とし

た中駄場遺跡が知られている( 多田1999)。この遺跡が周知されたのは1978年のことで、西南四

国における姫島産黒曜石製石器の分布を網羅的に集成した木村剛朗氏によって、姫島産黒曜石の

交易活動における本遺跡の位置づけがなされた( 木村1978) 。その内容は、中駄場遺跡を岩松

川・松田川流域グループとしてとらえ、隣接する池ノ岡遺跡をベース・キャンプ、そして中駄場

遺跡を含むそれ以外の遺跡については、狩猟の際のキャンプ地( ハンティング・キャンプ) とし

て理解している。ちなみに1997年に行われた発掘調査によって、この遺跡がハンティング・キャ

ンプとして評価され、木村氏の論を立証・追試したこととなった。この愛媛県埋蔵文化財調査セ

ンターによって行われた中駄場遺跡の調査では、後期旧石器時代と縄文時代前期の遺物包含層が

確認されている。後期旧石器時代の遺物には、ナイフ形石器を主体としたAT 上位の石器群が46

点検出され、これらはナイフ形石器文化期の後半期に位置づけられた。また縄文時代前期の遺物

は、轟B式土器に比定される縄文土器や石鏃やスクレイパーなどの石器類をはじめとした312点

の遺物が確認された。

御槇盆地において縄文時代後期を主とする発掘調査が行われたのは、犬除遺跡1次調査が最初

である。この調査はほ場整備に伴って津島町教育委員会が実施したもので、発掘面積は600㎡、

縄文時代後期の遺物包含層から、約4,000点の縄文土器や石器類が出土しているほか、表面採集で

も約5,000点の遺物が得られた( 梶原ほか200)。縄文時代後期の縄文土器には、宿毛式、三里式、

平城Ⅰ式、片粕式、広瀬上層式、伊吹町式の各土器型式が確認されている。石器は石鏃、石斧、

スクレイパー、石核などが出土しており、特に石核や剥片・砕片の出土は膨大な出土量を数えた。

これらの主な使用石材は、遺跡の南側を流れる松田川流域に産出する頁岩が用いられており、理

化学分析の結果からもこのことが実証されている。またこうした石器の大量出土は、この地が石

器製作に強く関わっていることを裏付けており、縄文時代後期における石器石材の供給地的役割

を果たしたことが考えられよう。

松田川中流域の高知県側では、古くから知られる高知県宿毛市の笹平遺跡(木村1973)、近年

調査の行われ九同市池ノ上遺跡・楠山遺跡(松田・森田1994)などがある。笹平遺跡では円盤状

石器や打製石斧などが採集されており、石器群の再評価が望まれていた。池ノ上遺跡では縄文時

代早期の押型文土器や石鏃、尖頭器、石斧などが出土しており、楠山遺跡では縄文時代早期の無

文土器や石鏃、石核などが多数出土している。特に楠山遺跡は石器製作跡的な様相を示しており、

詳細な分析・報告が期待される。これらの考古資料のうち、近年になって多田が笹平遺跡と池ノ

上遺跡で採集された石斧を再検討し、すべて旧石器時代終末から縄文時代草創期の中でも比較的

新相に位置づけられることを示唆した( 多田2000)。

以上のように、本地域における考古学的実績は、ここ数年の間で飛躍的に増加している。これ

らの成果の中には、道路建設やほ場整備事業に伴う事前調査が多くを占めており、こうした開発

による記録保存調査が、本地域における考古学的調査の一助となっていることは否めない。 
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第3章　 調 査 成 果

第1節　 調 査 区 の 設 定

発掘調査の対象区域は県道拡幅部分の南北10mと東西200mの範囲で、総面積は2,000㎡である。

今 回 の調査 で は、土層 観察 や 遺物 の分布 状況 を 図化す る ため に用 い ら れる現 地 のメ ッシュ 設営 を、

任意で南北10m、東西190mの範囲に4mピッチを基本として打設した。調査区の各グリッド名

は北 東 隅 の点名 を もっ て 呼称 した 。排 土置 き場 の確 保 や土層 断 面記 録 の 関係上 、 調査 は まずA ・

C4～A・C7、A・C8～A・C15、A・C25～A・C30、A・C43～A・C45の各範囲から取

りかか ることとした。 掘削はまず 表土を除去後に包含層の攪乱されている部分を検出し、その部

分の掘削・除去を行った。撹乱部分を除去後に包含層精査を行い、この段階で 出土した遺物につ

いてはドットでの平面分布図を作成し、出土レベ ルと出土層位の記録を同時に行った。また遺物

分布を示す状況については写真記録も行っている。包含層精査の終了後は、各調査範囲内の土層

断面を観察(土 層 観察)し、図 化と写真撮影を行っ た。土層断面の記録は、調査区の東西を直線

的に設定しているAラインを中心に行い、調査区の南北軸である4･15・30・43ラインの土層断

面についても記録作業を行った。残されたA・C1～A・C4、A・C15～A・C25、A・C30～ 

A・C40の各範囲も前と同様の手順で調査を行い、23・35・40ラインの土層断面の記録も追加し

た。さらに詳細に述べると、堆積土から広域降下火山灰を検出するテフラ分析を行うため、B

21・22グリッドを先行して掘削・調査を行っている 。また、同様な分析作業を15ラインにおいて

も行ってお、 調査開始後の早い段階で、より良好に堆積状況の確認される部分におい て、テフ

ラ分析をおこなった。この分析の詳細は、第4章第1節に譲ることとする。

調査範囲(2次調査)

1 次調査区

※平成10年度　津島町教委実施

第2図　調査区位置図 
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第2節　 土層 堆積状況

1⁷  

基本層序は大きく第Ⅰ層から第Ⅸ層に分けられ、縄文時代早期の遺物は第Ⅴ～Ⅶ層から、前期

の遺物は第Ⅲ層下部、後期の遺物は第Ⅲ層を中心に出土している。またテフラ分析の結果、第Ⅳ 

層中には鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah:約6,300年前)の降灰層準が、さらに第Ⅷ層上部で姶良丹

沢火山灰(AT:約25,000年前) の降灰層準が確認された。

今回確認された主要遺物包含層は、基本的には調査区のほぼ全域で残されているが、調査区東

側の約40mと西側の約4m部分は、良好な遺物出土が認められなかった。東側については中世か

ら近世にかけて形成されたと思われる谷部によって、遺物包含層が撹乱されているようで、また

西側については水田の造成による削平で、遺物包含層が失われていることを確認できた。

2⁷ ─  

第Ⅰa層　現水田耕作土層(10YR3/1黒褐)

第Ⅰb層　現水田床土層(2.5Y5/6黄褐)

第Ⅱa層　灰褐色土層(2.5Y4/1黄灰)

現水田耕作土以前の耕作土。

第Ⅱb層　淡茶褐色砂質粘土層(7.5YR3/2黒褐)

現耕作面以前の耕作土。

第Ⅱc層　暗黒褐色砂質粘土層(7.5YR1.7/1黒)
第Ⅰ層　表土層

第Ⅱb層と同様に旧耕作土。

第Ⅲa層　暗黄褐色砂質粘土層(7.5YR4/4褐) 第Ⅱ層 旧耕作土層

後期

前期?
第Ⅲ層 黄褐色土層

第Ⅳ層 明黄色土層
K-Ah降灰期

縄文時代後期の主要遺物包含層。砂質でやや粘質。

僅かに礫を含む。

第Ⅲb層　淡褐色土層(10YR4/2灰黄褐) 第Ⅴ層 淡褐色土層

第Ⅵ層 暗褐色土層 早期

AT降灰期

第Ⅶ層 暗褐色土層

第Ⅷ層 暗褐色砂礫層

砂質を帯びる堆積土。第Ⅲa層よりもやや淡い色調

である。僅かに礫が混在する。縄文時代後期の主要遺

物包含層。

第Ⅲc層　暗褐色土層(10YR2/2黒褐)
第Ⅸ層 暗褐色砂礫層

は、遺物出土範囲 

K-Ah: 鬼界 アカ ホヤ火山灰 

AT : 姶良丹沢火山灰

縄文時代後期の主要遺物包含層。砂質を帯びるもの

で、やや粘土質である。僅かに礫を含む。

第Ⅲd層　淡黄褐色土層(10YR5/6黄褐)縄文時代

後期の主要遺物包含層。砂質を帯びるもので、やや粘

土質である。第Ⅲb層より暗い色調となる。

第Ⅳa層　明黄褐色土層(10YR6/8明黄褐)
第5 図　土層堆積模式図

テフラ分析によって、鬼界アカホヤ火山灰の降灰層

凖が確認された。本遺跡ではブロック状に残る。

９



第 Ⅳb 層　暗黄褐色粘土層(10YR5/6黄褐)

鬼界アカホヤ火山灰を含むと考えられる第 Ⅳa層と、褐色土の混在する堆積土。第 Ⅳa層はブ

ロック状になり、褐色土はその間を埋めるように堆積する。僅かに遺物を含む。

第Ⅴ層　淡褐色砂質土層(10YR4/3にぶい黄褐)

砂質の強いもので、第 Ⅳa層よりも暗い色調となる。

第 Ⅵ層　暗褐色砂質土層(10YR3/3暗褐)

砂質の強いもので、カーボン状の粒子を含む。縄文時代早期の主要遺物包含層。

第Ⅶa層　暗茶褐色砂質粘土層(10YR3/1黒褐)

砂質の強い粘土層。僅かに礫が混在する。縄文時代早期の主要遺物包含層。

第Ⅶb層　淡褐色粘土層(10YR5/3にぶい黄褐)

粘性が強く、小礫が混在する。温地性堆積土と考えられる。縄文時代早期の主要遺物包含層。

第Ⅶc層　暗褐色粘土層(10YR4/2灰黄褐)

第Ⅶb層よりわずかに暗い色調のもの。大小の礫が混在。湿地性堆積土と考えられる。縄文時

代早期の主要遺物包含層。

第Ⅷ層　暗茶褐色礫混じり粘土層(10YR2/3黒褐)

粘質が強く、大小の河床堆積礫が含まれる。本遺跡の立地する段丘礫層の一部。テフラ分析に

よって、上部に姶良丹沢火山灰の降灰層準が確認された。

第Ⅸa層　淡灰褐色砂層(2.5Y5/2暗灰黄)

粗砂で構成される。無遺物。段丘礫層の一部。

第Ⅸb層　黄褐色砂層(10YR5/6黄褐)

僅かに粘性をもつ砂層。段丘礫層の一部。

第Ⅸc層　淡黄褐色砂層(2.5Y6/6明黄褐)

細砂と粗砂の混在する砂層。部分的にレンズ状堆積の礫層が入る。段丘礫層の一部。

第Ⅸd層　黄褐色礫層(2.5Y6/4にぶい黄)

円礫の多く混じるもの。段丘礫層の一部。

第Ⅸe層　淡灰褐色砂礫層(2.5Y5/2暗灰黄)

大小の円礫と砂の混在する堆積層。段丘礫層の一部。

(A13～A8断面)

調査区東側で確認された谷部である。本報告では提示を割愛しているが、谷部の埋没土からは

瓦器碗や青磁器などの13世紀ごろに比定されると思われる中世土器や、近世末のものと考えられ

る陶磁器などが出土している。これらの確認された遺物から、中世から近世にかけて形成された谷

部であると考えられる。この谷部の埋没土は、詳細には下記に挙げた以上の分層が可能であろ

うが、本調査ではその必要性などを考慮し、3つの堆積層で理解することとした。

A層　暗灰色砂層(5Y4/1灰)

谷部の最終埋没土。上面は現水田面以前の耕作によって、ほぼ水平に削平されている。基本的

にはこの堆積土の埋没によって、ほぼ現地形が形成されたものと考えられる。 
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第6図　土 層 断 面 図(1) 
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第7図　土 層 断 面図(2)
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第8図　土層断面図(3) 
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第9 図　土層断面図(4) 
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B層　暗黒灰色砂質粘土層(5Y3/1オリーブ黒)

A 層よりも暗い色調となるもので、やや粘性がある。湿地性堆積土に類似する。

C 層 青灰褐色砂層(7.5Y4/2 灰オリーブ)

細砂と粗砂、小礫などで構成される堆積土である。こうした堆積土の状況からは、谷部内に流

水があったことを示していると思われる。

(Aи A43 )  

調査区の西側で確認された。①～⑦までに分層されたが、各堆積層に時期差が認められるもの

ではなく、すべて水田の造成に伴って、ほぼ同時期に残されたものと考えられる。本調査では色

調の差によって、以下のように分類・理解した。

①灰褐砂質土(2.5Y5/1黄灰) ②淡灰褐砂質土(2.5Y5/2暗灰黄)

③褐色砂質土(7.5YR3/2黒褐) 暗灰褐砂質土(10YR4/3にぶい黄褐)④

黄褐色砂質土(10YR6/6明黄褐)⑤ 灰褐砂礫層(10YR4/1褐灰)⑥

⑦黄褐色砂礫層(2.5Y6/8明黄褐)

3⁷  

調査区内における現代の攪乱については、第3 図に示してある。撹乱坑は不定形な平面形とな

るものが多く、攪乱深度は最大で約100cm以上、最小で約20cmほどであった。また前にも述べた

ように、調査区の東側には中世から近世にかけての谷部と、西側には水田造成による削平が行わ

れており、遺物包含層が失われている状況が確認された。東側の谷部は、検出最大幅約14m を測

るもので、A8～A11グリッドにかけて検出された。平面形は南に最大幅をもち、調査区全体の

地傾斜からすれば、北から南へ開く谷部であったと考えられる。西側の水田造成による削平は、

南西側に面するように削平されたもので、a4～A45グリッドにかけて最大約1.3mの深度で削平

されている。その他の小規模な撹乱は、調査区の全域に散漫に確認できる。多くが土坑状の竪穴

であるが、B5 グリッドとB19 グリッドで確認されたものは、平面形が楕円状の風倒木痕跡であ

る。B32～B35グリッドにかけて認められる段状の削平は、第Ⅱ層段階の水田造成によるもので、 

B36～B39グリッドにかけての削平は、近年行われたほ場整備によるものである。

次に鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah)の降灰層準が確認され、本遺跡における鍵層となった第Ⅳ

層の残存状況について概観してみる。第Ⅳ層は、東西方向を見るとA16～A39にかけての断面で

確認できる。残存状況は東西の両側でブロック状の堆積を示しており、第Ⅳa層がブロック状堆

積となっているほか、第Ⅳb層の形成が希薄であることがわかる。最も厚く堆積しているのがA 

30～A32附近にかけてであるが、特に第Ⅳb層の残存状況は良好である。南北方向を見ると、A 

15～C15にかけての断面観察では、調査区南側にブロック状に堆積する第Ⅳa層が確認できる。

さらに調査区中央付近のC21～C23、C23～C23でも比較的良好に第Ⅳ層の堆積が認められる。

ちなみにこの調査区中央附近の南に接する用地外側では、平成10年に津島町教育委員会による1

次調査が行われており、ここでも第Ⅳa層に類似する堆積土が確認され、縄文時代後期の遺物包

含層も良好に残されていたことが記録されている( 梶原ほか2000)。また調査区中央からやや西 
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よりのA30～C30、A36～C36の断面観察からは、ほぼ水平に第 Ⅳ層が堆積していることがわか

る。このように南北方向に対して水平となる第 Ⅳ層の堆積は、調査区中央から西にかけて顕著に

認められ、この附近が傾斜をもたない安定した土地条件であったことを示していると考えられる。

これに関連する現象であろうか、縄文時代早期と後期の遺構が確認されたもの、調査区の中央から

西側にかけてである。遺構が立地することと土地条件の安定化は、強く関連しているものと考

えて良いであろう。

縄文時代前・後期の主要遺物包含層である第Ⅲ層は、調査区の東西方向でA14～A43にかけて

残されている。残存状況はどの地点においてもほぼ均等な堆積厚で、A15～A16 附近で堆積が確

認されないものの、A14 とA15 の間で僅かに残されていることがわかる。Aライン上の断面観察

からは以上のような観察所見となるが、この附近の調査では包含層中から遺物が検出されており、

斑状に遺物包含層が残されていることを指摘できる。また第 Ⅳ層の残存状況でも確認しているが、 

C21～C23・A23～C23・A30～C30・A36～C36 断面の観察から、第 Ⅳ層と同様に第 Ⅲ層の水

平堆積が確認できる。なお遺物包含層である第Ⅲ層が残されていない調査区東側では、谷部の埋

没土や第Ⅱ層段階の堆積層から遺物の出土が認められた。これらは基本的には原位置を遊離した

ものであるが、遺物の様相から考えても本遺跡内に帰属できるものであると考えられる。

縄文時代早期の遺物包含層である第Ⅵ・Ⅶ層は、調査区のほぼ全域に残されている。しかし縄

文時代早期の遺物は調査区の全域に亘って出土しているわけではなく、主に調査区中央から西側

にかけて検出されている。この第Ⅵ・Ⅶ層は比較的暗い色調となる堆積土で、第Ⅶ層では大小の

礫が含まれている。特にA30から西側にかけては、1mを越える大振りな花崗岩礫が、第Ⅶ層か

ら下位に確認された。この現象からは、縄文時代早期段階の地表面には、花崗岩の大礫が露呈し

ていた景観が想起されよう。さらにこの縄文時代早期の包含層について、特に明記しておくべき

ことは、周辺地域との土層対比についてのことである。四万十川中流域の高知県幡多郡十和村十

川駄場崎遺跡( 岡本・山本1989) や、同郡西土佐村江川中畝遺跡( 犬飼・角張ほか2000) などで

確認された鬼界アカホヤ火山灰の下位に位置する暗褐色の堆積層からは、縄文時代早期の無文土

器や草創期の尖頭器などが出土している。しかし江川中畝遺跡の場合、出土遺物からすれば大き

な時間的な隔たりがあり、直ちに直接的な対比を行う事はできないが、十川駄場崎遺跡の例から

は大きく矛盾するものではない。こうした地域間における堆積層の対比は、今後もより詳細に検

討されなければならず、出土遺物と検出される広域降下火山灰、さらにはC14 年代測定などの年

代測定による多角的な対比が必要であることはいうまでもない。こうしたことからも、本調査に

よって行われたテフラ分析の結果は、その基礎資料となる重要なデータであり、1997年に実施さ

れた中駄場遺跡との結果ともあわせた(多田1999)、さらなる追試・論証が期待されよう。 
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第3 節　 縄文時代早期 の遺構 と遺物

1⁷ ─  ( 10〜12 ) 

2  ( 11 ) 

縄文時代早期の遺構では、集石が1基確認されている。この集石は第Ⅶa層上面で検出され、

65点の礫で構成されている。配石の状態に傾向は認められず、大小問わず散漫に配置されている

ことがわかる。平面形はやや不定形なもので、長径約1.1m 、短径約1.0m 、最大厚約0.45m を渕る。

構成礫は最大長約27.3cmを測るものから約5.0cmのものまでサイズのバリエイションは多く、石材

には安山岩(59点)、頁岩(4点)、花崗岩(2点)がある。構成礫の重量は、最大重量が7,400g、

最小重量が95,0g となり、平均して約1,600g である。構成礫のうち65点中58点が火を受けており、

赤色または灰黒色に変色している部位を持つ。

またこの集石を除去すると、集石の下面に接する部分に、淡赤褐色に変質した部分が確認され

た。この部分は断面が浅い皿状となり、火または熱を受けたために変色したものと思われる。平

面形は不定形なものとなり、最大径約1.4m 、最小径約1.0m 、最大厚約0.05m を測る。またこの変

色部分は集石よりもやや広範囲に認められており、その平面形状も集石とは異なる。

この遺構に伴う遺物には、繊維混入無文土器7点、撚糸文土器1点、使用痕のある剥片1点、

剥片5点、分割礫2点がある。石器類の石材はすべて頁岩製である。遺物は集石の中に混在する

第10図　縄文時代早期の遺構分布 
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上面の堆積

下面の堆積と変色部

第11図　2 号 集 石 
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2 

1 

3

第12図　2号集石の出土遺物

状態で出土しており、分布的偏りをみせるなどの傾向は認められないが、特に述べるとするなら

ば、下面における集石の堆積内に、比較的多くの遺物が確認されていることである。

2 ─ ( 12 ) 

( 12 1) 

1は内外面に条痕などの調整痕が無く、胎土中に5～10mm程度の繊維が多く混入している胴

部片である。2号集石の下面堆積で出土したものである。

( 12 2) 

2 は外面に撚糸文の施文された胴部片である。撚糸文は縦位方向に施されている。

─№╢ ( 12 3) 

3 は大形で不定型な剥片を使用したものである。使用痕は表裏両面の両側部にかけて残されて

おり、いずれも小剥離痕状のものである。肉眼では摩滅痕や光沢痕などは確認できない。

2⁷ ─ ( 13 26 ) 

─ ( 13 ) 

縄文時代早期の遺物は、第V層から第Ⅶa層にかけて出土している。遺物の分布状況をみると、 

B31グリッドからA･B34グリッド、さらにA･B36～37グリッドにかけて密な分布を示し、その

他のA･B22～A･B33グリッドやA･B39グリッドなどでは1グリッド内に40点以下の遺物が出土 

19 



したにすぎない。また土器と石器の分布的偏りは認められないが、細部を見れば、11～40点の出

土が認められたグリッドは、石器に関してより広い分布域を示すといえる。また、A･B35 グリ 

ッド付近では遺物分布の空白域が形成されているが、掘削範囲が他のグリッドに比べて規模の小

さいものであるためである。概していえば、調査区西側の区域で密な分布を示し、調査区中央の

区域では散漫な状況であるといえよう。

─

縄文時代早期の遺物は、第V層から第Ⅶa層にかけて出土している。これら中で、出土位置の

記録を行ったものが1,199点を数える。遺物の内訳は繊維混入無文土器43点(7点図化)、撚糸文

土器2点(2点図化)、無文土器309点(2点図化)、石鏃3点(2点図化)、楔形石器1 点、スク

レイパー9 点(6点図化)、石斧1点(1点図化)、剥片759点、石核60点(17点図化)、分割礫4

点、敲石1点、石皿2点(1点図化)、礫・焼礫5点、である。

( 14 4 14) 

鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah) 降灰層準の下位から出土し、縄文時代早期に所属する縄文土器

は354点出土している。また、これらと同様な土器が2 号集石に伴って出土しており、遺物の組

成からは基本的に包含層中の遺物と2号集石が同時期に残されたものと理解できる。 

( 14 4 10) 

1 は口縁部を残すものである。口縁端部には刻み目が施され、体部はナデ調整が施されている。

胎土中には1～2cm程度の繊維が多く混入しているが、特に内面側で顕著に観察される。2～10

は胴部片である。7 には穿孔が施されている。これらの胴部片からは、胴部に膨らみを持つ形態

となることが考えられる。

( 14  (12ה11

11・12ともに縦位方向の撚糸文が施されるものである。いずれも胴部片で、僅かに1cm程度の

繊維が混入している。11はその器壁の厚みから、底部に近い部位であると考えられる。 

( 14  (14ה13

13・14ともに口縁部を残すものである。13は外傾するもので、口縁端部は緩やかな方角状の断

面となる。繊維混入無文土器や撚糸文土器、さらに14の土器に比べて器壁は薄く、胎土中に黒雲

母が多く含まれているのも特徴的である。14は口縁端部を突帯状に拡張したもので、やや内湾す

る形態となる。

( 15 15～ 26 41)

鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah) 降灰層準の下位から出土し、縄文時代早期に所属する石器は845

点出土している。

 (16ה 15 15 )

15は石鏃の未成品で、左側部と左脚部には礫面を残している。形態的には全体形が正三角形状

で、基部に僅かな抉りの施されるものである。16は全体形が二等辺三角形状のもので、表裏両面

の中央部に素材時の剥離面を残している。第4節の分類に従えば、B類石銀に分類される。 
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遺物全点数

土器の出土状況

1～10点

11～40点

41点以上 

石器の出土状況.

第13図　縄文時代早期(Ah 下位) の遺物出土状況
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第14図　縄文時代の出土遺物(1) 
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第15図　縄文時代の出土遺物(2) 
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第16図 縄文時代の出土遺物（3 ） 
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26

第18図 縄文時代早期の出土遺物（5 ）

スクレイパー（第15図17～第16図22）

17は単剥離打面を持つ縦長剥片を素材としたもので、両側縁に直線的な刃部が形成されたもの

である。刃部加工は両側縁ともに裏面側から行われている。18は単剥離打面を持つ剥片を素材と

したもので、下辺に弧状となる刃部が形成されたものである。刃部加工は表面側から、左側部に

偏るように行われている。19はやや横長となる不定形剥片を素材としたもので、下辺に直線的な

刃部が形成されたものである。刃部加工は裏面側から行われている。20はほぼ円形となる不定形

剥片を素材としたもので、下辺に弧状の刃部が形成されたものである。刃部加工は裏面側から行

われている。21は不定形剥片を素材としたもので、下辺左側部と右側部に直線的な刃部が形成さ

れたものである。刃部加工は裏面側から行われている。22はやや横長となる不定形剥片を素材と

したもので、下辺に直線的な刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われて

いるが、裏面側からのものは大まかで粗い加工となっている。17・18は縦長剥片を素材とし、19

～22までの4 点はいずれも不定形剥片を素材としたものである。第4 節におけるスクレイパーの

分類に比定すれば、17・18はB 類スクレイパー、19～22はC 類スクレイパーに分類される。

石斧（第16図23）

23は石斧の未成品である。表面には礫面を、裏面には素材時の剥離面を残している。調整加工

は表面左側部と刃部、そして表面中央部に柤い調整剥離の痕跡を残している。平面形は基部側か

細くなる撥形になると考えられ、本体横位の断面形は扁平な三角形状である。残される状況から

考えると、大振りな縦長剥片が素材であったと考えられる。 
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第24 図  縄文時代早期の出土遺物（11 ） 

 17 24  25 40  

24は表面に大きく礫面を残すもので、裏面には素材時の分割面を残している。分割面側には剥

片剥離の痕跡が認められる。25・26は扁平な円礫を素材とした石核である。25は表面の右側方向

から横長剥片が大きく剥離され、さらに本体上部でも横長剥片の剥離痕が認められる。裏面のも

のは節理の影響によるアクシデントによるものであろう。26は本体の上部に横長剥片の剥離痕を

残すものである。剥片剥離の痕跡はこの部分の1 回のみである。25・26は、いずれも片面側から

の加撃によって剥片剥離が行われたもので、扁平な円礫を素材としてチョッパー状の残核となる。

第4 節における石核の分類に比定すれば、B1 類石核に分類されよう。

27～30は扁平な円礫を素材とした石核である。27は本体の上部に不定形剥片の剥片剥離の剥離

痕を残すものである。裏面側にも同様な剥離痕が残され、表面では本体の中央部にまで剥離が及

んでいる。28・29は不定形剥片の剥片剥離の剥離痕を残すものである。30は本体の上部にやや小

振りな不定形剥片の剥離痕を残すものである。右側部には素材時の分割面を残す。他のものに比

して、得られた剥片も小形なものと考えられる。またこの石核の素材は基本的には扁平な円礫で

あるが、石材が安山岩であることや、他の石核に比べて均等な厚さを持つことなどから、石皿の

転用であることも考えられる。27～30までの4 点は、いずれも両面側からの加撃によって剥片剥

離が行われたもので、扁平な円礫を素材としてチョッピング・トゥール状の残核となる。第4節

における石核の分類に比定すれば、B2類石核に分類されよう。

31・32はブロック状の石核である。31はブロック状の礫を分割し、その分割面を打面としたも

ので、準備された打面からはやや横長となる不定形剥片が剥離されている。剥片剥離は本体の表

面側と上面で行われており、裏面側には礫面が残されている。また上面側の剥片剥離と同時に、

表面側の剥片剥離に伴う打面調整が行われたことが想定できる。32は剥片を素材としたもので、

ほぼ周囲から不定形剥片が剥離されていることがわかる。剥離された剥片は概して小形なものと

思われる。31・32はいずれもブロック状の残核となるもので、分割礫や剥片を素材として剥片剥

離を行っている。第4節における石核の分類に比定すれば、A類石核に分類されよう。

33～40は剥片を素材とした不定形剥片石核である。33は片面に礫面を、もう一方の面には素材

時の主要剥離面を残し、主要剥離面側から剥片剥離を行ったものである。剥片剥離の痕跡はこの 
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第26図 縄文時代早期の出土遺物（13）

1 ヵ所のみでしか確認できない。得られた剥片は小形な横長剥片であると思われる。34は片面に

礫面を残すもので、周囲には横長剥片の剥離痕が残されている。剥片剥離は表裏両面側から行わ

れている。35は片面に礫面を、もう一方の面には素材時の単剥離打面と主要剥離面を残している。

剥片剥離は素材剥片の縁辺部で行われ、比較的小振りな剥片が得られたようである。こうした状

況からは、スクレイパーなどの他の器種であることも考えられるが、整った連続する小剥離痕が

認められないことから、ここでは石核として分類した。36は片面に礫面を、もう一方の面の中央

部には素材時の主要剥離面を残している。剥片剥離は本体の周囲で行われ、やや不定型な横長剥

片が得られたと思われる。37は他のものに比べてやや厚みをもつ。本体の片面に礫面を残し、本

体の中央部にまで及ぶ剥片剥離が行われている。38は表面風化が著しいもので、素材面の状況は

明確でないが、厚手な剥片を素材としたものと考えられる。表裏両面には横長剥片の剥離痕が認

められる。39は片面に素材時の主要剥離面を残している。剥片剥離は周囲から行われ、横長剥片

の得られた剥離痕が確認できる。40は片面に礫面を、もう一方の面の大部分に素材時の主要剥離面

を残している。剥片剥離は本体の上辺付近で行われ、やや不定型な横長剥片が得られたと思わ

れる。33～40までの8点はいずれも剥片を素材としたもので、33は一方向のみからの加撃による

チョッパー状となり、34～40は両面側からの加撃にによるチョッピング・トゥール状の残核とな

る。第4節における石核の分類に比定すれば、33はC1類石核、34～40はC2類石核に分類され

よう。

26 41  

41は扁平な安山岩を使用したもので、表面に磨痕を残している。 
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第1 表 縄文土器観察表（縄文時代早期1 ）

番号 旧 番 号 器種 分 類 部 位 調 整 お よ び 施 文 色 調 胎 土 挿図番号 

1 

2 

2号集石71 深鉢 繊維混入無文土器

2号集石76 深鉢 撚糸文土器

胴部 外面：ナデ 内面：ナデ

胴部 外面：ナデ、撚糸文内面：ナデ

外面：5YR5／8内面：5YR4／8 長石・未分類鉱石

外面：7．5YR6／8 内面：7．5YR7／6 石英・長石・雲母

第12図

第12図
4 14173・14174・14176 深鉢 繊維混入無文土器 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：2．5YR4／6 内面：2．5YR3／2 石英・長石 第14図

5 胴部 外面：ナデ 内面：ナデ 外面：5YR4／2 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母・未分類鉱物 第14図

6 外面：5YR3／6 内面：5YR3／3 石英・長石・雲母 第14図

7 外面：5YR3／6 内面：5YR3／4 長石 第14図

8 外面：5YR3／6内面：2．5YR4／6石英・長石・雲母 第14図

9 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第14図

10 

14245 深鉢 繊維混入無文土器

14172・14179 深鉢 繊維混入無文土器

14164・14177 深鉢 繊維混入無文土器

12285 深鉢 繊維混入無文土器

12278 深鉢 繊維混入無文土器

14258 深鉢 繊維混入無文土器

胴部 外面：ナデ 内面：ナデ

胴部 外面：条痕文 内面：条痕文

胴部 外面：ナデ 内面：ナデ

胴部 外面：ナデ 内面：ナデ

胴部 外面：ナデ 内面：ナデ 第14図

11 14118 深鉢 撚糸文土器

外面：5YR5／2 内面：5YR5／2

外面：‘5YR4／6 内面：5YR4／8

外面：5YR6／6 内面：5YR6／6

石英・長石・雲母

長石・雲母 第14図

12 撚糸文土器

胴部 外面：条痕文 内面：条痕文

胴部 外面：ナデ 内面ニナデ 第14図

13 Ⅶa層 無文土器 第14図

14

26434 深鉢

深鉢

26429 深鉢 無文土器

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

外面：7．5YR6／6 内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母

外面：7．5YR4／1 内面：7．5YR7／6 雲母

外面：7．5YR6／2 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母 第14図

第2表石　器観察表（縄文時代早期2） 単位：cm，,g

器番号 旧 番 号 種 石 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号 

3 2号集石・63 使用痕のある剥片 頁岩A 12．7 13．2 302．89 第12図

15 14218 石鏃 頁岩A 未成品 2．1 2．1

2．9

0．9 3．16 

完形

完形 第15図

16 25953 石鏃 頁岩A B 3．6 3．0 0．6 5.65 完形 第15図

17 25954 スクレイパー 頁岩B B 5．2 4．1 0．6 14．05 先端部欠損 第15図

18 13828 スクレイパー 頁岩A C 3．9 4．1 1．4 17．39 完形 第15図

19 14229 スクレイパー 頁岩A C 8．411.8 1．9 137.16 完形 第15図

20 14111 スクレイパー 頁岩A C 9．1 9．5 1．1 100．07 完形 第15図

21 14212 スクレイパー 頁岩A C 5．9 8．2 2．0 78．77 完形 第16図

22 13252 スクレイパー 頁岩A C 5．0 8．6 1．0 40．83 完形 第16図

23 13727 石斧 頁岩A 未成品 14．8 8．4 3．5 416．47 完形 第16図

24 26430 石核 頁岩A B1 13．8 10．0 5．5 725．03 完形 第17図

25 13303 石核 頁岩A B1 11．9 8．4 3．8 455．38 完形 第17図

26 26260 石核 頁岩A B1 16．8 10．0 4．4 871．98 完形 第18図

27 25934 石核 頁岩A B2 16．9 15．3 7．3 1，972．62 完形 第19図

28 26276 石核 頁岩A B2 10．4 12．1 5．1 614．25 完形 第19図

29 13792 石核 頁岩A B2 12．3 10．4 5．5 636．71 完形 第20図

30 25914 石核 安山岩 B2 17．6 16．7 4．8 1，566．33 完形 第20図

31 13665 石核 頁岩A A 6．3 9．5 6．6 344．90 完形 第21図

32 26722 石核 頁岩A A 4．7 5．3 2．8 43．69 完形 第21図

33 13926 石核 頁岩A C1 7．4 7．6 2．9 126．29 完形 第21図

34 Ⅶa層 石核 頁岩A C2 13．0 9．9 4．8 582．12 完形 第22図

35 25566 石核 頁岩A C2 11.1 16．0 5．6 854．72 完形 第22図

36 22839 石核 頁岩A C2 11.5 7．5 2．5 215．38 完形 第23図

37 25943 石核 頁岩A C2 9．6 11．4 6．1 596．98 完形 第23図

38 12290 石核 頁岩A C2 8．8 6．8 2．6 180．41 完形 第24図

39 26435 石核 頁岩A C2 10．6 9．8 2．2 204．65 完形 第25図

40 26271 石核 頁岩A C2 11．2 13．9 6．0 919．72 完形 第25図

41 26589 石皿 安山岩 12．0 29．2 8．2 4，000．00 下半部欠損 第26図 

3
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第4 節 縄文時代前 ・後期の遺構 と遺物 

1 ─   27 34  

 ─  27   

鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）を含む堆積層（第Ⅳ層）上面で、縄文時代後期の遺構4基が検

出された。これら4基の遺構は、A・B30 ～A・B37 グリッドの範囲に分布しており、このうち配

石墓（SK-4）・2号土坑（SK-2）・3号土坑（SK-3）の3基の遺構は、A・B30～A・B31グリッ

ドの範囲、約8m×8mの範囲で検出されている。なお、1号集石はこれらの一群とは約20m西

の地点で検出されている。

 SK 4  28   

コの字状に円礫を配置した配石墓である。墓坑上面の残存値は、最大長約1.7m、最大幅約1.1m、

最大深度約0.25m、底面では最大長約1.5m、最大幅約0.8m、礫のコの字状配置は、最大長約1.2m、

最大幅0.9mを測る。墓坑の平面形はやや不安定ながらも長楕円形であるが、南東側の方がより幅

広くなっており、この部位では最大幅約0.8mを測り、やや洋なし形に近い平面形である。墓坑の

断面形は底面がやや平坦となるが、基本的には皿状である。この字状に配置された礫は11点で、

南東側に配置された礫の裏側には、花崗岩製の敲石1点が残されていた。この敲石類はこの字状

配石の裏込めとして施されたと考えられる。この字状に配置された構成礫は、最大で34.4cm、最

第27図 縄文時代後期の遺構分布 
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※覆土の色調：10YR4／2灰黄褐

第28図 配石墓（SK-4）

小で5.1cmを測り、最大重量のものは9,700g、最小のもので40gを測る。また、墓坑内に配置さ

れていない中央部分で検出された4点の礫は、コの字状の配石の上部にほど近い深度で残されて

いる。この検出状況からすれば、この中央部分に残された礫は、標石的な機能を果たしたものと

も考えられよう。これらの諸現象から考えれば、この配石墓はコの字状配石の上面と中央部検出

の礫との間に、本来の検出面が存在していたと想定されよう。なお、この中央部分の礫の上面か

ら墓坑底面までの最大深度は約0.4mを測る。

出土遺物には縄文土器片24点、スクレイパー1点、石錘1点、敲石1点、剥片22点があるほか

に、遺構内覆土の水洗選別によって、縄文土器片17点、砕片61点、動物遺存体（獣骨）2.7g（23

点）、炭化物1.5gが検出された。遺物の多くが配石墓内に散漫な状態で出土しているが、43のス

クレイパーは、コの字状配石の側部で出土し、垂直分布上ではコの字状配石の底部で確認されて

いることがわかる。こうした比較的安定的な出土状況を示す事からみても、この遺物が原位置を

保って出土しているのは勿論、被葬者に対する副葬品であったことを示している。また、42の縄

文土器やその他の縄文土器片などをみると、本報告分類の第Ⅳ類土器に分類されるものが含まれ 
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ており、この配石墓の埋没時期は縄文時代後期の後半期（片粕式土器段階）であると考えられよ

う。

 SK-4 ─     29   

   29 42  

42は2本の沈線文と、その区画内にRL 縄文が施されるものである。上位の沈線文は上方へ伸

び、波頂部の浮文へと曲線的に連結する。また下位の沈線文に接するように、垂下する沈線文が

認められる。この土器は本報告の第Ⅳ類土器に比定される。

☻◒꜠▬Ɽכ  29 43  

交互剥離による石核を転用したスクレイパーである。表裏両面には素材時の剥離面を大きく残

している。刃部は下辺に直線的なものが形成されており、刃部加工は表裏両面から細かく行われ

ている。

 29 44  

頁岩製の扁平な小礫を素材としたもので、端部の打ち欠きによって抉り部分を作り出している。

上端のものは明確にその痕跡を確認することができるが、下端のものは明瞭な抉り部分を作り出

さず、調整剥離の痕跡が僅かに認められる。

2   SK-2   30   

平面形が楕円形状の土坑である。墓坑上面の残存値は、最大長約1.3m、最大幅約0.8m、最大

深度約0.25m、底面では最大長約1.1m、最大幅約0.6mを測る。断面形は底面が平坦で、逆台形状

となる。

出土遺物には縄文土器片125点、石鏃3点、スクレイパー1点、剥片80点があるほかに、遺構

内覆土の水洗選別によって、縄文土器片109点、砕片217点、動物遺存体（獣骨）8.2g（59点）、炭

化物6.3gが検出された。遺物の多くが配石墓内に散漫な状態で出土しており、傾向を見出すこと

はできない。出土した縄文土器をみると、45・46・47は本報告分類の第類土器、48はその第Ⅲ�

類土器に分類され、2号土坑の埋没時期は縄文時代後期の後半期（片粕式土器段階）であると考

えられる。

2  SK-2  ─     31  

 31 45 48  

45は外傾する波状口縁で、波頂部に突起が形成されている。外面には縄文と2 本の沈線文が施

されている。46は屈曲する波状口縁で、外面には縄文と2 本の沈線文が施されている。47は内湾

する口縁で、口縁部には縄文が施されて胴部である。48は内湾する波状口縁で、外面には縄文が

施されている。本報告分類に照らし合わせれば、45は第Ⅳa類土器、46は第Ⅳc類土器、47は第

Ⅳe類土器、48は第Ⅲb類土器に分類されよう。

 31 49 51  

49は抉りが深くなるもので、長い脚部を作り出している。右脚部は欠損している。50は浅い抉

りの施されるもので、先端部が欠損している。51は基部が平坦となるもので、先端部から左側部

にかけて欠損している。表裏両面の中央部には素材時の剥離面を残す。 
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42 

43 

44

第29図 配石墓（SK-4）の出土遺物

☻◒꜠▬Ɽכ 31 52  

52は横長剥片を素材としたもので、下辺に直線的な刃部を形成している。刃部加工は裏面側か

ら行われ、細かな剥離で占められる。裏面には素材時の主要剥離面と打面を残している。

3 SK-3 32  

平面形が楕円形状の土坑である。墓坑上面の残存値は、最大長約1.1m、最大幅約0.8m、最大

深度約0.2m、底面では最大長約0.9m、最大幅約0.5mを測る。断面形は僅かに底面が平坦面をも

つものの、基本的には且状となる。

出土遺物には縄文土器片27点、石鏃1点、石皿1点、剥片12点があるほかに、遺構内覆土の水

洗選別によって、縄文土器片33点、砕片85点、動物遺存体（獣骨）1.5g（11点）、炭化物10.1gが 
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※覆土の色調：10YR4 ／2灰黄褐

第30図 2号土坑（SK－2） 

45 

48 
46 47 

50 
49 

51 

52

第31図  2号土坑（SK－2）の出土遺物 
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※覆土の色調：10YR3／2黒褐

第32図　3号土坑（SK-3）

53		

検出された。遺物の多くが配石墓内に散漫な状態で出

土しており、傾向を見出すことはできない。石皿は既

に検出段階で一部が露呈しており、埋没過程の中で混

入したものとも考えられる。遺構の時期認定を可能と

する縄文土器は、出土したものが小破片のみで図示可

能なものはないが、小破片の中でも本報告分類の第Ⅳ 

類土器の特徴を見出すものがあるため、3号土坑の埋没

時期は縄文時代後期の後半期（片粕式土器段階）で

あると考えてよいであろう。

3 SK-3 ─ 33  

33 53  

基部の抉りが深く、長い脚部を作り出しかものであ

る。

33 54  

54

安山岩の礫を使用したもので、表裏両面に磨痕を残

している。大部分は欠損しており、火を受けて赤色に

変色した部分や黒色の付着物が一部に残されている。

本体の中央部には、磨痕の他に敲打痕も僅かに認めら

れる。

1 34  第33図 3号土坑（SK-3）の出土遺物 
10点の礫で構成される集石遺構である。平面的には 
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第34図1 号集石

直線的であるが、概してまばらで各構成礫の長軸方向も規則性は見出せない。集石の広がりは最

大長約1.7m、最大幅0.7mを測り、構成礫は最大で40.5cm、最小で13.7cmを測り、最大重量のもの

は18,500g、最小のもので715gを測る。構成礫の石材は安山岩5点と花崗岩5点で、花崗岩のも

のの中には石皿を転用したと考えられるものや、火を受けて黒色に変色した部分をもつものもあ

る。この集石遺構に伴った土坑などは確認されていない。またこれに伴う出土遺物は確認してい

ないが、この付近の遺物包含層から出土した遺物の多くが、この遺構に帰属するものと考えられ

る。 

ה 2 ─   35 205   

 ─  35   

鬼界アカホヤの上位から出土した縄文時代前期と後期の遺物は、出土位置の記録を行ったもの

で23,395点を数える。これらの遺物はA・B25～38グリッドにかけて集中して出土しており、遺

物分布域の密な区域が調査区中央にあることがわかる。詳細に見ればA・B35グリッド付近は

300点以下の出土しか認められないが、掘削範囲が限定されていたためで、基本的にはこの区域

も含めて東西約60mの範囲で密な分布を示しているといえよう。全体的には東西約120mの範囲

から遺物の出土が認められており、調査区東側の約60mと西側の約30m部分では希薄な状態とな

っている。調査前の削平によって遺物包含層が欠落していたためで、東側ではA8～11グリッド

で検出された谷部、西側ではa43～A45グリッドで確認された水田造成による掘削が主な要因で

ある。土器と石器におけるそれぞれの分布状況は、基本的に変化は認められない。しかし出土点

数上でみてみると、土器では701点以上の出土が認められていないが、石器ではA・B28グリッ

ドとB30グリッドにその状況が看取される。 
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 ─  

鬼界アカホヤの上位から出土した縄文時代前期と後期の遺物は、出土位置の記録を行ったもの

で23,395点を数える。その内訳は縄文土器9,347点（前期15点と後期969点で984点図化：上層・一

括出土含む）、石鏃213点（191点図化：一括出土含む）、スクレイパー153点（34点図化）、石斧

43点（50点図化：表採・上層・一括出土含む）、石鏃10点（8点図化）、楔形石器18点（23点図

化：一括出土含む）、両面加工石器1 点（1点図化）、尖頭状石器1点（1点図化）、二次加工のあ

る剥片103点、剥片12,294点、石核985点（224点図化）、分割礫4l点（7点図化）、石錘3点（4点

図化：一括出土含む）、円盤形石器1点（1点図化）、水晶製石器素材2点（2点図化）、敲石85点

（31点図化）、石皿40点（6点図化）、礫・焼礫51点、垂飾品2 点（2点図化）、石棒1点（2点図

化：上層出土含む）、土製円盤1点（1点図化）である。 

 36 55 80 1038  

─  36 55 69  

縄文前期の土器はいずれも縄文時代後期の遺物包含層に混在して出土しており、明確に文化層

を把握することはできなかった。従って、本節中に提示する縄文時代後期の石器類の中には、本

来的に縄文時代前期に帰属するものも含まれる可能性がある。

   36 55 63  

55～63は刺突文が施されたものである。55は外傾する口縁部で、横位方向に刺突文が連続的に

施されている。刺突文は押し引きした方角状となり、1列3点単位で4列の文様が確認できる。

内面には斜行する条痕文が残される。56は胴部片で、横位方向に刺突文が連続的に施されている。

刺突文は押し引きした方角状となり、1列3点単位で2列の文様が確認できる。内面には横位方

向の条痕文が残される。57は胴部片で、縦に長い長方形状の刺突文と斜状で長方形状の刺突文が

連続的に施されている。内面には横位方向の条痕文が残される。58は胴部片で、縦に長い長方形

状の刺突文が連続的に施されている。1列1点単位で1列の文様が確認できる。内面には横位方

向の条痕文が残される。59は胴部片で、横位方向に刺突文が連続的に施されている。刺突文は押

し引きした三角形状となり、1列2点単位で6列の文様が確認できる。内面には横位方向の条痕

文が残される。60は胴部片で、横位方向に刺突文が連続的に施されている。刺突文は押し引きし

た三角形状となり、1列2点単位で4列の文様が確認できる。内面には横位方向の粗い条痕文が

残される。61は胴部片で、横に長い長方形状の刺突文が連続的に施されている。1列2点単位で

1列の文様が確認できる。内面には横位方向の条痕文が残される。62は胴部片で、屈曲した断面

形状となる。表面には上下部に無文部を残し、三角形状の刺突文が連続的に施されている。1列

2点単位で4列の文様が確認できる。内面には斜行する条痕文が残される。63は内湾する口縁部

で、円形の刺突文が連続的に施されたものである。刺突は特に単位を認めることはできず、前列

ほぼ等間隔で施されている。内面はナデによる痕跡が残され、中央の穿孔は焼成後に施されたも

のである。

ここで羽島下層式土器として分類した土器は、その刺突文の状態から、方角状で3 点単位のも

の（55・56）、長方形状で1 点単位のもの（57・58・61）、三角形状のもの（59・60・62）、円形 
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遺 物 全 点 数

土 器 の 出 土 状 況

1 ～300点

301～700点

701点以上石 器 の 出 土 状 況

第35図 縄文時代前・後期（Ah 上位）の遺物出土状況

45・46





58 
57 

56 

55 

61 

60 

59 

63 

62 

65 
66 

64 

69

67 
68 

第36図　縄文時代前期の出土遺物 
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のもの（63）に分けられる。また、こうした分類に関連するかは疑問が残されるが、土器の色調

をみると、方角状のものは淡い褐色系、長方形状のものは赤褐色系、三角形と円形のものは黒色

系のものとなっている。

B    36 64 69  

64～69は突帯の施されたものである。64は胴部片で、やや弧状となる縦に長い長方形状の刺突

文が連続的に施されている。刺突文は1列1点単位で2列確認され、その下位には断面台形状の

突帯が残されている。内面には横位方向の条痕文が残される。65は胴部片で、やや弧状となる縦

に長い長方形状の刺突文が連続的に施されている。刺突文は押し引き状で、1列2点単位で1列

確認される。刺突文の下位には断面三角形状の突帯が残され、この突帯の貼り付けに伴う指頭圧

痰が認められる。内面には粗い横位方向の条痕文が残される。66は胴部片で、縦に長い長方形状

の刺突文が連続的に施されている。刺突文は押し引き状で、1列1点単位で3列確認される。2

列の刺突文の間にはの突帯が残され、この突帯には刻み目が施されている。内面には斜行する条

疸文が残される。67は胴部片で、細く斜行した刺突文とが連続的に施されている。刺突文の下位

には断面三角形状の突帯が4条巡り、この突帯の貼り付けに伴う指頭圧痕が認められる。内面に

は粗い斜行する条痕文が残される。68は胴部片で外反した器形となる。表裏両面に斜行する条痕

文が残され、表面には断面三角形状の突帯が1条巡っている。またこの突帯の貼り付けに伴う指

頭圧痕が認められる。69は胴部片で、表面に断面三角形状の突帯が2条残されている。 

─ 37 70 80 1038  

縄文時代後期の土器について、ここでは第Ⅰ層（表土層）から第Ⅱ層（旧耕作土層）や攪乱土

内から出土したものも含めて969点の土器を図示した。これらの土器は、口縁部・胴部で8分類

27細分と、底部、注口土器に分類される。

з 37 70 44 244  

磨消縄文、直線文、曲線文、刻み目、刺突文、研磨などが施され、口縁部の形態もバリェイシ 

ョンに富む一群。高知県宿毛市宿毛貝塚を標式遺跡とする、宿毛式土器（岡本・酒詰・安岡1951）

の一群に分類されるものである。この第Ⅰ類土器は、その施文によって第Ⅰa類土器から第Ⅰf

類土器までの6 細分に分類される。

зa 37 70 39 120  

磨消縄文と曲線的な沈線文が施される。縄文はRL が多く、沈線文は三角形・長方形・円形な

ど、多くのバリェイションが存在する。70は外傾する波状口縁となるもので、口縁端部に沿う縄

文と、波頂部に沿った三角形状の区画文が施されている。口縁部に沿う沈線文とその下位の2本

沈線文で区画された部分には縄文が施され、下位の2 本沈線文の上位のものは、波頂部で上方に

円形の拡張部を描く。この下位の沈線は波頂部を中心として左右対称に扁平な菱形状の区画文と

なる。この菱形の区画文の下位にも縄文が施される。71・72は外傾する波状口縁となるもので、

口縁端部に沿う縄文と、波頂部に沿った三角形状の区画文が施されている。口縁部に沿う2本の

沈線文で区画された部分には縄文が施され、波頂部から垂下する沈線文の区画内も同様に縄文が

施される。73も71・72と同様な外傾する波状口縁となるもので、口縁端部に沿う縄文と、波頂部 
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に沿った三角形状の区画文が確認できる。口縁部に沿う2本の沈線文で区画された部分には縄文

が施され、波頂部から垂下する沈線文の区画内も同様に縄文が施される。これは71・72とほぼ同

様な施文であるが、波頂部から垂下する沈線文は三角形状の区画文を明確に分割している。74は

内湾する波状口縁の口縁部で、波頸部の下位に2 本の沈線文と縄文が施される。75は内湾する波

状口縁の口縁部で、2 本の沈線文の区画とその区画内に縄文と入り組み状の曲線文が施される。 

76は内湾する波状口縁の口縁部で、内面に稜線を形成する屈曲を持つ。外面には縄文地に長方形

状の区画文と、波頂部に円形文が施される。77は内湾する波状口縁の口縁部で、縄文地に長方形

状の区画文と、波頸部に円形文、さらに口縁端部には沈線文が施される。78は外傾する波状口縁

の口縁部で、口縁に沿う沈線文とその下位に2本の沈線文が施される。口縁部と2本の沈線文の

区画内には縄文が施される。79・80は内湾する波状口縁の口縁部で、口縁端部には沈線文を、波

頂部には入り組み文が施される。口縁部には縄文が施される。81は外傾する波状口縁の口縁部で、

内面に稜線を形成する屈曲を持つ。外面には縄文地に長方形状の区画文と、口縁端部に沈線文、

さらに波頸部には円形文と穿孔が施される。外面無文部と内面には研磨痕が確認される。82は内

湾する波状口縁の口縁部で、2本の沈線文が波頂部で入り組み文となる。2本の沈線文の区画内

には縄文が施される。83は内湾する波状口縁の口縁部で、内面に稜線を形成する屈曲を持つ。外

面には長方形状の区画文と口縁端部に沈線文が施され、端部の沈線文と長方形区画文の間とこの

下位には、連続する斜状の刺突文がある。口縁端部側で僅かに縄文が認められる。84は内湾する

波状口縁の口縁部で、口縁部に沿って2本の沈線文が施される。2本の沈線文の区画内には縄文

が施される。85は内湾する波状口縁の口縁部で、口縁部に沿って3本の沈線文が施される。3本

の沈線文のうち、上位2 本の区画内には縄文が施される。86は外傾する波状口縁の口縁部で、波

頂部外面に曲線文が、そして頂部末端には円形刺突文が施される。87は外反する波状口縁の口縁

部で、口縁部に沿って3本の沈線文が施される。3本の沈線文のうち、上位2本の区画内には縄

文が施される。88は外傾する波状口縁の口縁部で、口縁端部に沈線文と、外面に口縁部に沿う1

本の沈線文が施される。外面端部とその下位の沈線文の区画内には、斜状の沈線文が連続して施

されており、さらに区画内には縄文が残される。89は外傾する波状口縁の口縁部で、口縁に沿う

沈線文とその下位に2 本の沈線文が施される。口縁部と2 本の沈線文の区画内には縄文が施され

る。90・91は外傾する口縁部で、口縁に沿う沈線文とその下位に連続する弧状の沈線文が施され

る。91にはその下位にも沈線文と弧状のものと考えられる沈線文が確認され、同様な文様パター

ンが連続していたとも考えられる。また91は内外面に黒色の研磨が施されている。92・93は外傾

する波状口縁の口縁部で、93では口縁端部に沈線文が確認できる。2点とも外面には円形の沈線

文と縄文が施され、波頂部に沿う1条の突帯が添付されている。94・95は外傾する波状口縁の口

縁部で、刺突の施された突起状の波頂部となる。2 点とも外面に波頸部から垂下する沈線文と、

2 本の沈線文による区画文、縄文が施されている。95には外面に赤色塗彩が残される。96は外傾

する波状口縁の口縁部で、波頂部には瘤状突起が施される。口縁端部には沈線文を、外面には長

方形の区画文が施され、その下位には縄文が施される。97は外傾する波状口縁の口縁部で、波頂

部には垂下する沈線文が施される。口縁端部には曲線的な沈線文が施され、その下位には縄文が 
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第38図　 縄文時代後期の出土遺物 （2） 
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施される。98 は外反する口縁となるもので、口縁端部 に沈線文 と入り組み文、口縁部外面 には三

角形状の区画文が施されている。さらにこの区画文の下位にも沈線文が巡る。口縁部に沿う沈線

文とその下位の区画文、さらに下位の沈線文で区画された部分には縄文が施される。99は外反す

る口縁部で、内面に稜線を形成する屈曲を持つ。2本の沈線文 による口縁に並行する区画、L字

の区画、曲線的な区画が施され、それぞれ縄文が残される。また内外面ともに無文部に研磨痕が

確認される。100は外傾する波状口縁の口縁部で、口縁端部外面 には2本の沈線文、波頂部には

曲線文が施される。2本の沈線文の上・下位には縄文が施される。101は内湾する口縁部で、口

縁に沿う沈線文とその下位に曲線的な沈線文が施される。また内外面の無文部には黒色の研磨が

施されている。102は外傾する口縁部で、口縁端部は肥厚している。口縁端部には沈線文と、外

面に扁平な楕円形状の区画文と曲線的な沈線文が施される。また内外面の無文部には研磨が施さ

れている。103は外反する口縁部で、内面に稜線を形成する屈曲を持つ。2本単位の沈線文によ

る円形の区画文が施され、口縁端部にほど近い部位で2ヵ所、さらにその下位に大振りな焼成前

穿孔が伴う。内外には研磨痕が確認される。104～120は胴部片である。104・106・115には長方

形状の区画文を、106 には楕円形状の区画文が認められる。105 は三角形状の区画文であると考え

られる。107 ・109 ・110 ・112 ・116 ・117 ・118 には、2 本単位の沈線文 と縄文が施されているこ

とが確認で きる。109 は2 本の沈線の下位 に、山形に連続する沈線文が施されてい る。107 ・110

は表裏両面の無文部に、黒色の研磨痕が残されている。116には赤色塗彩が残される。108は1本

の沈線文を残すのみである。111・114は2本の沈線文の間に、弧状の短い沈線文が施されている。

113 ・119 ・120 は多くの沈線文によって施文が行われてい るものである。すべて縄文が認められ

る。113 は赤色塗彩が残される。

зb 39 121 40 160  

磨消縄文と主 に2本単位の直線的な沈線文が施される。121 は外傾する口縁部で、口縁端部と

直下の沈線文が巡る。これら2本の沈線文の区画内には縄文が施される。内面には研磨痕が残さ

れる。122は外反する波状口縁で、波頂部には渦巻き状の沈線文と、口縁端部に並行する沈線文

が施される。外面には波頂部から垂下する沈線文、口縁に沿う沈線文、その下位には2本の沈線

文が施されている。内外面の無文部には黒色の研磨が残される。123は外反する波状口縁で、口

縁端部 に並行する沈線文が施される。外面 には2本単位の沈線文 と縄文が施されている。内外面

の無文部 には研磨が残される。124は橋状把手で、垂下する2本の沈線文が認め られる。2本の

沈線文の両側には縄文が施され、2本沈線の無文部には研磨痕が残される。125は外傾する波状

口縁で、口縁端部に並行する沈線文、さらに外面には2本単位の沈線文と縄文が施されている。

状況からは長方形状の区画文が残されていたものと思われる。126は内湾する波状口縁で、口縁

部に並行する2本単位の沈線文と、交差する沈線文が施されている。2本の沈線文の区画内には

縄文が施され、表面には赤色塗彩が残される。127は内湾する波状口縁で、口縁部に並行する2

本単位の沈線文と、垂下する沈線文が施されている。128は外傾する口縁で、口縁部に並行する

沈線文 とが施されている。口縁端部と沈線文の区画内には縄文が施される。129は内湾する波状

口縁で、口縁部に並行する沈線文と、垂下する沈線文が施されている。沈線文の区画内には縄文 
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が施される。130は内湾する口縁で、口縁部に並行する2 本単位の沈線文が2 条巡る。2 本の沈

線文の区画内には縄文が施される。131は外反する口縁で、口縁部に並行する沈線文と、長方形

の区画文が施されている。沈線文と区画文の問には縄文が施される。132は外傾する口縁で、口

縁部に並行する2本単位の沈線文が2 条巡る。さらにその下位にも沈線文の痕跡が残されている。

2 本の沈線文の区画内には縄文が施される。133は外反する口縁で、口縁部に並行する2 本単位

の沈線文が施されている。また口縁部外面は屈曲する段を有している。2 本の沈線文の区画内に

は縄文が残る。134は外反する波状口縁で、口縁部に並行する2 本単位の沈線文と、垂下する沈

線文が施されている。2本の沈線文の区画内には縄文が施され、表面には赤色塗彩が残される。

135は外反する波状口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部とその直下には並行する

2本単位の沈線文と、その区画内には縄文が施される。136は外反する波状口縁で、口縁端部付

近に1条、屈曲部分に2本単位の沈線文が施されている。口縁端部と2本の沈線文の区画内には

縄文が施される。137は外傾する口縁で、2本単位の沈線文とその区画内に縄文が施されている。 

138は外傾する口縁で、2本単位の沈線文とその区画内に縄文が施されている。また区画内には

赤色塗彩が残されている。139は内湾する口縁で、3本単位の沈線文とその区画内に縄文が施さ

れている。140・141は外傾する口縁で、2本単位の沈線文とその区画内に縄文が施されている。

142は外傾する口縁で、2本の沈線文とその下位に縄文が施されている。143は外傾する口縁で、

3 本の沈線文が確認できる。沈線文の区画内には縄文が施されている。144は内湾する波状口縁

で、5本の沈線文が残され、その区画内に縄文が施されている。145は内湾する口縁で、2本単

位の沈線文が2条とその区画内に縄文が施されている。2条の沈線文の間には列点文も施される。 

146は外傾する口縁で、2本の沈線文とその区画内に縄文が施されている。口縁部はやや肥厚し

て、外面に屈曲を有する段が形成される。147は外傾する波状口縁で、口縁部に並行する沈線文

と、垂下する沈線文が施される。148は内湾する波状口縁で、2本単位の沈線文が2条認められ

る。2本に沈線文の区画内には縄文が施されている。149は外傾する波状口縁で、2本の沈線文

とその区画内に縄文が施されている。150は外傾する波状口縁で、3本の沈線文とその区画内に

縄文が施されている。151は外反する口縁で、内外面の口縁端部よりにそれぞれ1本の沈線文が

巡る。表裏ともに口縁端部と沈線文の間に縄文が施されている。152は外傾する口縁で、1本の

沈線文と縄文が施されている。153は外傾する口縁で、1本の沈線文と縄文が施されている。154

は外傾する口縁で、2本の沈線文とその区画内に縄文が施されている。155は外傾する口縁で、

2 本単位の沈線文とその区画内に縄文が施されている。156は外傾する口縁で、口縁部内面に屈

曲する段を持つ。口縁端部に1本、そして口縁部外面には2本単位の沈線文が施されている。2

本の沈線文の区画内には縄文が施され、内面には黒色の研磨痕が残される。157は外傾する口縁

で、口縁端部とその直下に沈線文が施されている。口縁端部と口縁端部から外面の沈線文の間に

は縄文が施される。158～160は胴部片である。158・159は2 本単位の沈線文が施されており、 

160は交差する沈線文も確認できる。159・160には赤色塗彩と無文部に研磨痕が残されている。 
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зC 41 161 42 190  

口縁端部に斜行の刻みが施され、外面施文では2本沈線文の区画内に、斜行の沈線文が刻みの

ように施される。161は内湾する波状口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部に1本、

そして口縁部外面の端部よりに1本、さらにその下位に2本単位の沈線文による長方形区画文が

施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文、そして下位における2本の沈線文の区画内に

は斜状の沈線文が施されている。斜状の沈線文は縄文地に施され、長方形区画文内と内面には研

磨痕が残される。162は外傾する波状口縁で、口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに

1本、さらにその下位に2本単位の沈線文による三角形状の区画文が施されている。口縁端部の

沈線文と直下の沈線文、そして下位における2 本の沈線文の区画内には斜状の沈線文が施されて

いる。斜状の沈線文は縄文地に施され、三角形状の区画文内と内面には研磨痕が残される。163

は外反する波状口縁で、口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本、さらにその下位

に2本単位の沈線文と垂下する沈線文も施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文、そし

て下位における2本の沈線文の区画内には斜状の沈線文が施されている。斜状の沈線文と垂下す

る沈線文の区画内には縄文が施され、無文部と内面には研磨痕が残される。164は内湾する波状

口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本、

さらにその下位に2本単位の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文、そして

下位における2本の沈線文の区画内には斜状の沈線文が施されている。斜状の沈線文は縄文地に

施され、無文部と内面には研磨痕が残される。165は内湾する波状口縁で、口縁部内面に屈曲す

る段を持つ。口縁端部に1本の沈線文と、外面には長方形区画文が施されている。波頂部は肥厚

し、刺突文が認められる。口縁端部の沈線文と長方形区画内の間には、斜状の沈線文が施されてい

る。166は外傾する口縁で、口縁端部と内面に1本、そして口縁部外面の端部よりに2本単位

の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の2本沈線文の間には、斜状の沈線文が施さ

れている。167は外傾する口縁で、口縁端部と外面に1本の沈線文が施されている。口縁端部の

沈線文と直下の沈線文の間には斜状の沈線文が施されている。外面における沈線文の下位には縄

文施される。168は外反する口縁で、口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本、さ

らにその下位に2本単位の交差する沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文の

間には、斜状の沈線文が施されている。内面には研磨痕が残される。169は外反する口縁で、口

縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本の沈線文が

施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文の間には、斜状の沈線文が施されている。内面

には研磨痕が残される。170は外傾する波状口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部

に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下

の沈線文の間には、斜状の沈線文が施されている。171は外傾する波状口縁で、長方形区画文がが

施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施され、区画文外には縄文が残される。172は内

湾する口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部より

に1本、さらにその下位に1本の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文の間

には、斜状の沈線文が施されている。173・174は内湾する波状口縁で、口縁端部に1本、そして 
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口縁部外面の端部よりに1本の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文の間に

は、斜状の沈線文が施されている。斜状の沈線文は縄文地に残される。175は外反する口縁で、

口縁端部に1本の沈線文が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施されている。176は内

湾する波状口縁で、口縁端部に1本、そして口縁部外面の端部よりに1本、さらにその下位に1

本の沈線文が施されている。口縁端部の沈線文と直下の沈線文の間には、斜状の沈線文が施され

ている。177は外反する口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。口縁部外面に2本単位の沈線

文と、斜行する1本の沈線文が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施されて、外面の2

本沈線文の区画内には縄文が施される。178は外傾する口縁で、外面に2本の沈線文が施されて

いる。口縁端部には斜状の沈線文が施され、無文部分と内面には研磨口が残される。179は外傾

する波状口縁で、口縁部外面の端部よりに2本の沈線文と、波頂部に垂下する沈線文、さらにそ

の下位に1本の沈線文が施され、三角形状の区画文が形成される。口縁端部には斜状の沈線文が

施され、三角形状の区画文内と内面には研磨痕が残される。180は外傾する口縁で、口縁部内面

に屈曲する段を持つ。口縁部外面の端部よりに1本、垂下する沈線文1本、さらにその下位に2

本の沈線文が施され、長方形区画文が形成されている。口縁端部には斜状の沈線文が施され、長

方形区画文内と内面には研磨痕が残される。181は外傾する口縁で、口縁部外面の端部よりに1

本の沈線文が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施され、内面には条痕が残される。

182は外傾する口縁で、口縁部外面に屈曲する段を持つ。口縁部外面の端部よりに2本の沈線文

が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施され、内面には条痕が残される。183は外傾す

る波状口縁で、長方形区画文が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が施されている。長方

形区画文内と内面には研磨痕が残される。184は外傾する波状口縁で、口縁部外面の端部よりに

1本、さらにその下位に1本の沈線文が施されている。口縁端部には斜状の沈線文が残される。

185は外傾する口縁で、口縁部外面の端部よりに1 本、さらにその下位に1本の沈線文が施され

ている。口縁端部には刺突文が連続して施されている。186は外傾する口縁で、口縁部外面の端

部よりに1本の沈線文が施されている。口縁端部から直下の沈線文に接するように斜状の沈線文

が施され、内面には研磨痕が残される。また焼成後穿孔も確認できる。187は内湾する口縁で、

曲線文が施されている。口縁端部には刻み目が施され無文部には縄文が残される。188は外傾す

る波状口縁で、1本の沈線文が残される。口縁端部と沈線文の下位に、斜状の沈線文が施されて

いる。内外面には研磨痕が残される。189は外反する口縁で、口縁部内面に屈曲する段を持つ。

口縁端部に1本の沈線文と、斜状の沈線文が施されている。190は外反する口縁で、口縁端部に

1 本の沈線文と斜状の沈線文が施されている。 

ld 42 191 43 227  

沈線文のみが施されるもので、沈線文は直線的あるいは曲線的なものなど、バリエイションは

豊富である。191は外傾する波状口縁で、口縁端部に2本、口縁部外面の端部よりに2本、さら

に波頂部から垂下する2本の沈線文が施されている。192は外傾する波状口縁で、口縁端部に1

本、外面に口縁部と並行して波頂部から垂下する沈線文が2本、さらに波頂部には刻み状の沈線

文が施されている。外面における2本沈線の区画内には縄文が、内面には条痕が残される。また 
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外面の波頂部付近 には、交差する短い沈線文が確認できる。193は外傾する波状口縁で、外面に

口縁部と並行する沈線文が3本、さらに連続する刻み目が施されている。また、曲線文も認めら

れる。194は外傾する波状口縁で、口縁端部に1本、外面に口縁部と並行する沈線文が3本施さ

れている。内外面には条痕が残される。195は外傾する波状口縁で、口縁端部に短い曲線的な沈

線文や、外面には円形文が施されている。外面に条痕が、内面には条痕後研磨の状況が確認でき

る。196は外傾する波状口縁で、口縁端部に1本、外面に円形文が施されてい る。内面には研磨

が残される。197は外傾する波状口縁で、外面に屈 曲する段 を形成している。外面には弧状の曲

線文が3本単位で施され、内外面には条痕が確認できる。198は外傾する波状口縁で、口縁部に

並行する沈線文 が3本施されている。199は内湾する波状口縁で、波頂部 に円形文が施さ れてい

る。200は外傾する波状口縁で、口縁部に並行して1本の沈線文と、斜行する沈線文が施されて

いる。内面には研磨が確認できる。201は外反する波状口縁で、内面に屈曲を有する段を形成し

ている。口縁端部に1本の沈線文と口縁部に沿う連続的な斜状の沈線文、さらに曲線文が施され

ている。内面には研磨痕が残される。202は外反する波状口縁で、内面に屈曲を有する段を形成

している。口縁端部に1本の沈線文と口縁部に沿う1本の沈線文、さらその下位に1本の曲線文

が施されている。203は外傾する波状口縁で、波頂部から垂下する沈線文と、口縁部に沿う沈線

文が施されている。204は外反する波状口縁で、内面に屈曲を有する段を形成している。口縁端

部と口縁端部付近に、1本の沈線文が施されている。内面には研磨痕が残される。205は外反す

る波状口縁で、口縁端部と口縁端部付近に1本の沈線文が施されている。内面には研磨痕が残さ

れる。206 は外反する波状口縁で、口縁端部に2本、口縁端部付近に1本の沈線文が施されてい

る。207 は内湾する口縁で、内面に屈曲を有する段を形成している。口縁端部と口縁端部付近に、

1本の沈線文が施されている。208は外反する口縁で、口縁端部と口縁端部付近さらにその下位

にも、1本ずつ沈線文が施されている。内外面には研磨痕が残される。209は外反する口縁で、

内面に屈曲を有する段を形成している。口縁端部に2本、口縁端部付近に1本の沈線文が、そし

て口縁部外面には曲線文が施されている。内外面には研磨痕が残される。210は外傾する波状口

縁で、口縁端部と口縁端部付近の内外面に、1本ずつの沈線文が施されている。また口縁端部に

は2点の刺突文 も確認できる。211 は外傾する口縁で、1本の沈線文が施されてい る。内外面に

は研磨痕が残される。212は内湾する口縁で、1本の沈線文が施されている。内外面には条痕が

残される。213は外傾する口縁で、2本の沈線文が施されている。内外面には条痕が残される。

214は外反する口縁で、1本の沈線文と押し引き状の沈線文が施されている。口縁端部と沈線文

の下位には縄文が残 される。内外面には研磨痕が確認できる。215は外傾する口縁で、1本の沈

線文と曲線文が施されている。216は外傾する口縁で、2本の沈線文が施されている。217は外傾

する波状口縁で、1本の沈線文が施されている。内外面には研磨痕が残される。218は外傾する

口縁で、2本の垂下する沈線文が施されている。219～227 は胴部片である。219・224・225 ・227

は円形または渦巻き状の曲線文で、220・222・226は長方形の区画文を形成するもの、221・223

は斜行する沈線文で構成されるものである。227には本体に沿った穿孔が認められる。 

зe 44 228 239  
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円形刺突文が連続的に施されるもの。228は内湾する波状口縁で、波頸部にドーナツ形の浮文

が2 条巡り、その浮文状に円形刺突文が施されている。口縁の他の部位には斜状の沈線文の確認

され、表面には縄文地が、内外面には条痕が残される。229は外傾する波状口縁で、波頂部に弧

状の沈線文が4 本、波頂部以外の口縁に円形刺突文が施されている。230は外反する波状口縁で、

口縁端部には1本の沈線文と、外面の波頂部に円形文、口縁部の他の部位に長方形区画文が施さ

れている。波頸部には焼成前穿孔が施され、長方形区画文の下位に刺突文が残る。内面にも波頂

部に円形文が認められる。231は外反する波状口縁で、内外面の口縁端部付近には縄文が施され

る。表面には2 列の円形刺突文と、内面には沈線文と刺突文が残される。232は口縁部付近を残

すもので、円形の浮文上に円形刺突文が施されている。233は内湾する波状口縁で、口縁端部に

沈線文を、波頂部に長方形状の沈線文が施されている。円形刺突文は波頸部から下位へ縦方向に

施され、内面側でも確認できる。口縁端部と長方形区画内には縄文が残される。234は外傾する

口縁で、沈線文の下位に縄文と円形刺突文が施されている。内外面には研磨痕が残される。235

は外反する口縁で、2本の沈線文とその間に円形刺突文が施されている。口縁端部には刻み目も

施される。236は外反する口縁で、口縁端部には刻み目が、外面には円形刺突文が施されている。 

237は外傾する口縁で、痕縁端部に沈線文と斜状の沈線文が、表面には2本の並行する沈線文と

交差する沈線文が施されている。円形刺突文は表面の2本沈線の区画内に残される。238は外反

する口縁で、沈線文とその上位に円形刺突文が施されている。刺突文は2条である。内外面には

条痕が残される。239は屈曲を持つ胴部片で、沈線文とその上位に円形刺突文が施されている。

外面には条痕が残される。

зf 44 240 244  

比較的狭い2本の沈線文の間に、刻み状の刺突または沈線文が施されるもの。240は外傾する

波状口縁で、2本の沈線文の間に連続する沈線文が施されている。この区画内には縄文も残され

る。241は外傾する波状口縁で、2本の沈線文の間に連続する刺突が施されている。この施文の

下位には曲線文も確認できる。内面には線状の条痕が残される。242は外傾する波状口縁で、2

本の沈線文の問に連続する刺突文が施されている。さらにこの施文の下位に直線文も確認できる。 

243は胴部片で、2本単位の沈線文が2条巡っている。刻み状の刺突文は、下位の区画内に施さ

れている。244は屈曲する胴部片で、1本の沈線文の下位に、連続する刺突文が施されている。

内面には研磨痕が残される。

и 45 245 50 347  

口縁端部やその直下に沈線文・曲線文・刻み目が施されるもの。口縁部の形態はバリエイショ

ンに富む。基本的には高知県中村市三里遺跡を標式遺跡とする、三里式土器（岡本・木村・廣田

1978）の一群に分類されるものであるが、高知県長岡郡本山町松ノ本遺跡を標式遺跡とした、松

ノ木式土器（出原・前田1992）に類似するものもある。この第Ⅱ類土器は、口縁端部や外面の施

文によって第Ⅱa類土器から第Ⅱe類土器までの5細分に分類される。 

иa 45 245 47 298  

口縁端部に刻みが施されるもので、外面は無文である。口縁端部に施される刻み目は、おおよ 
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そ3つのバリエイションに分けられそうである。まずは沈線状の刻みとなるもので、245・247・

248・252・253・255～258・260・261・263～267・270・272・275・277・279～282・285～288・

293～298がこれに該当する。2つ目には刺突状のもので、246・249・254・262・268・269・

276・289・292がこれに該当する。3つ目のものはヘナタリの押圧によって刻み目が施されたも

ので、250・251・259・271・273・274・278・283・284・290・291がこれに該当する。内外面の

調整をみると多くが条疸 を残 しており、247・292が斜状の施される以外は、すべ て横 位方向に行

わ れたもの であ る。また、252・278・280には焼成後穿孔が施されている。 口縁部の形態はバリ

ェイションに富むが、異質なものは内面に屈曲する段を有する288である。また、口縁端部には

刻み目の他に、294・295・297のように曲線文が施されるものもある。

иb 47 299 48 314  

口縁部外面に刻み目が施されるものである。300～303は、比較的長身な沈線文のように施され

るもので、斜状となって連続的なものである。229は1条の刻みが列点文状に巡るが、波頂部で

2条となる。また312も上下の刻み目が交互に施される。その他のものは1条の刻み目が施され

るものであるが、304～306・308・309・311・314は斜状なもので、307・310・313は列点状とな

る 。

иC 48 315 49 333  

口縁端部に並行する沈線文と刻み目が施され、外面が無文のものである。315は外反する波状

口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されるものである。刻み目は沈線状で、瘤状突起の頂部にまで

及ぶ。316は外傾する波状口縁で、波頂部に2点の円形刺突文が施される。刻み目は沈線状であ

る。317は外傾する波状口縁で、 波頂部に2点の円形剌突文と刻み目が施されている。刻み目は

沈線状である。318は外反する波状口縁で、 波頂部に瘤状突起を形成する。刻み目は瘤状突起ま

で及び、刻み目は沈線状である。319は外傾する波状口縁で、目縁端部に縄文が施される。刻み

目は沈線状である。320は外傾する波状口縁で、波頂部にまで沈線状の刻み目が及ぶ。321～333

までは、口縁端部に沈線文と刻み目で構成される施文が施されるものである。324・326・327・

328・331・332は、内面に段を有する屈曲が形成されている。また、第ⅡC類土器の刻み目は、す

べて沈線状となっている。

иd 49 334 343  

口縁端部に刻み目と沈線文が施され、外面に沈線文や曲線文が施文されるもの。334は外反す

る波状口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されるものであ る。刻み目は沈線状で、瘤状突起の頂部

にまで及ぶ。 外面には曲線文と垂下する沈線文が施されている。外面には縦 位 、内面には横 位の

条痕が残されている。335は外反する波状口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されるものである。

口縁端部には沈線文が施され、瘤状突起の頂部には外面側に曲線文が認められる。外面には曲線

文とが施されている。336は内湾する波状口縁で、波頂部から垂下する沈線文が施される。口縁

端部の刻み目は沈線状で、波頂部にまで及 ぶ。337は外傾する波状口縁で、口縁端部に沈線文と

刻み目が施される。波頂部に半円形の曲線文も施され、外面には口縁に並行する沈線文と、波

頂部から垂下する沈線文が認められる。また外面には縄文も残される。338は外反する波状口縁 
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で、口縁端部に刻み目が、外面には交差する沈線文が施されている。339 は外反する口縁で、口

縁端部に刻 み目が施される ものである。外面には斜状の沈線文が連続して施されている。内外面

には研磨痕が残されている。340は外傾する口縁で、口縁端部に刻み目、外面には沈線文が施さ

れている。内外面には粗い条痕が残されている。341は外反する口縁で、口縁端部に沈線文が施

されている。外面には斜状の沈線文が連続している。342は外傾する波状口縁で、波頂部に円形

文が施されるものである。口縁端部の刻み目は沈線状である。外面 には波頂部の円形文 ほかに、

長楕円形の区画文も施されている。343 は外傾する波状口縁で、波頸部に円形文が施されるもの

である。口縁端部の刻み目は沈線状である。外面には波頂部の円形文ほかに、長方形区画文も施

されている。

иe 50 344 347  

口縁端部に沈線文 のみが施されるもので、外面 は無文である。344 は外傾する波状口縁で、口

縁端部に2本の沈線状が施されている。345 ～347 は、口縁端部に1本の沈線文のみが施されてい

る。

й 50 348 55 490  

大 きく2つの形態の土器が認められる。 まず一つは口縁端部から胴部にかけて、沈線文や曲線

文が施されるもの。口縁部は肥厚してL字状に拡張するものや、口縁端部から頸部にかけて橋状

把手が付く。 もう一つの ものは、沈線文がほとんど認められず、RL縄文が施されて頸部が無文

となるものであ る。基本的には愛媛県平城貝塚を標式遺跡とする、平城I式土器 （犬飼1982b ）

の一群に分類されるものである。この第Ⅲ類土器は、上記した2つの様相から、第Ⅲa類土器と

第Ⅱb類土器に2細分される。

йa 50 348 360  

沈線文が施されるもの。口縁端部はL字状に拡張され、橋状把手が添付されるものもある。

348・349は口縁端部から頸部にかけて、橋状把手が付くものである。口縁端部にも沈線文が施さ

れ、348の橋状把手上には曲線文も施される。350は内傾する口縁で、口縁端部に沈線文が施され

ている。外面には曲線文と沈線文、区画文が施されている。351は外反する口縁で、口縁端部に

沈線文が施されている。外面には交差する沈線文が施されている。352 ・353 は内傾する口縁で、

口縁端部に沈線文が施されている。外面には交差する沈線文が施されている。354は外反する口

縁で、口縁端部にと外面に沈線文が施されている。355 は外 反する口縁で、口縁端部に沈線文と

曲線文が施されている。外面には曲線文 と沈線文、区画文が施されている。356 は外傾する口縁

で、口縁端部に沈線文が施されている。357は外傾する口縁で、外面に沈線文が施されている。

358 ～360 は胴部片である。いずれも横位方向の沈線文が残されている。 

йb 51 361 55 490  

外面または内外面の口縁端部付近に、RL縄文が施される。内文や沈線文などが施される場合

もある。頸部は無文である。361 ～370 ・395 ・405 ・426 ・428 ・431 ・445 が波状口縁となり、それ

以外の口縁部を残すものは平口縁の形態となる。482 ・485 ～490 は胴部片である。363 には長方形

状の内文 が施され、362 ・365 ～370 には内面に短い沈線文が刻 み様 に施されてい る。内面 に施文 
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をもつものは他にも存在し、403は刺突文が、387・389・444・455には沈線文が施されている。

また439には外面に沈線文が施されている。なお、363は内外面に研磨痕が残され、外面には赤色

塗彩も認められる。

к 56 491 66 712  

大きく2つの形態の土器が認められる。まず一つは口縁部外面に沈線文・曲線文が施されるも

の。波状口縁の波頂部にS字浮文の添付が認められるものもある。口縁部の形態は緩やかなくの字

状となって内湾する。もう一つの一群は、口縁部外面にLR縄文が施され、頸部が無文となる

ものである。これら2者は高知県土佐清水市片粕遺跡を標式遺跡とする、片粕式土器（岡本・木

村・廣田1975）の一群に分類されるものである。この第Ⅳ類土器は、口縁端部や外面の施文によ 

って第Ⅳa類土器から第Ⅳe類土器までの5細分に分類される。 

кa 56 491 57 525  

波状口縁の波頂部に、S字浮文または突起状の浮文が添付されるもの。波頂部にS字浮文が施

されているものは491～517までのもので、518は外面に大形なものが添付されており、519・520

は粘土紐状のものが添付されている。521～525は瘤状突起の形態となる。491は内湾する波状口

縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には、縄文と3本の沈線文、さらにその下位に

は斜行する沈線文が施されている。492は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されてい

る。外面には縄文と2 本の沈線文、さらにその下位には曲線文が施されている。493は内湾する

波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と2本の沈線文、さらにその曲

線文が施されている。494は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面に

は縄文と2 本の沈線文、さらに波頂部から垂下する沈線文が施されている。495・496は内湾する

波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と2本の沈線文、さらにその下

位には曲線文が施されている。497は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。

外面には縄文と3本の沈線文、さらに波頂部付近に刺突文が施されている。498は内湾する波状

口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と3本の沈線文が施されている。

499は内湾する波状口縁で、波頂部にS 字浮文が添付されている。外面には縄文と3 本の沈線文、

さらに下2 本の沈線区画内には列点文が施されている。500は内湾する波状口縁で、波頂部にS

字浮文が添付されている。外面には縄文と3 本の沈線文が施されている。501は内湾する波状口

縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と3本の沈線文、さらに波頂部付近に

は刺突文が施されている。502は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外

面には縄文と2本の沈線文が施されている。503・504は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文

が添付されている。外面には縄文と2 本の沈線文、さらにその下位には曲線文が施されている。 

505・506は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と3本の沈

線文、さらに波頂部付近には刺突文が施されている。507は内湾する波状口縁で、波頂部にS字

浮文が添付されている。外面には縄文のみが施されている。508は内湾する波状口縁で、波頂部

にS 字浮文が添付されている。外面には縄文と横位の沈線文、口縁端部と沈線文の区画内には、

縦位方向の短い沈線文が施されている。509は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付さ 

77 



491 

492 

493 
494 

495 
496 

497 
499 

498 

502 
501 

500 

504
503 

第56図 縄文時代後期の出土遺物 （20） 

78 



506 507 505 

510 
508 509 

511 

515 
512 514 

513 

516 517 
518 

519 

520 522 
521 

524 525

523 

第57図 縄文時代後期の出土遺物（21） 

79



れている。外面には縄文と2本の沈線文、さらにその下位には曲線文が施されている。510は内

湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と1本の沈線文、刺突文

が確認できる。511は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文

と沈線文、曲線文、垂下する沈線文が施されている。512は内湾する波状口縁で、波頂部にS字

浮文が添付されている。外面には縄文と2本の沈線文、さらにその下位には曲線文が施されてい

る。513は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と3本の沈

線文が施されている。514は内湾する波状口縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面に

は縄文と3本の沈線文、波頂部付近には垂下する沈線文が施されている。515は内湾する波状口

縁で、波頂部にS字浮文が添付されている。外面には縄文と2本の沈線文、さらにその下位には

押し引きの列点文が施されている。516は内湾する波状口縁で、波頂部にS 字浮文が添付されて

いる。外面には縄文と3本の沈線文が施されている。517は内湾する波状口縁で、波頂部にS字

浮文が添付されている。外面には縄文が施されている。518は内湾する波状口縁で、口縁部外面

にS字浮文が添付されている。S字浮文上面には縄文とS字状沈線文が施されている。519は内

湾する波状口縁で、波頂部に粘土紐が添付されている。外面には縄文と縦位の沈線文が連続して

施されている。520は内湾する波状口縁で、波頂部に瘤状突起が形成される。波頂部には刻み目、

外面には縄文と2本の沈線文とその下位に波状の曲線文が施されている。521は外反する波状口

縁で、波頂部に瘤状突起が形成されている。外面には縄文が施されている。522は外反する波状

口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されている。外面には縄文と沈線文が施されている。523は内

湾する波状口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されている。外面には縄文と沈線文、さらに長方形

区画文が施されている。524は内湾する波状口縁で、波頂部に瘤状突起が形成されている。外面

には縄文と2本の沈線文、さらにその下位に列点文が施されている。525は内湾する波状口縁で、

波頂部に瘤状突起が形成されている。外面には縄文と2本の沈線文、さらに曲線文が施されてい

る。

кb 58 526 59 556  

口縁部外面に3本の沈線文。2本は直線のもので、もう1本は曲線文となる。526は内湾する

口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その中間に曲線文が施されている。527は内湾する口縁で、

外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施

される。528は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。 

529は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。また内

面には縄文が施されている。530は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲

線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施されている。531は内湾する波状口縁で、

外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。532・533は内湾する口縁で、面に

縄文と3本の沈線文、その下位2本の間に曲線文が施されている。また533は口縁部が段を

持つ変化点部分で、さらに下位の沈線文が施されている。534～536は内湾する口縁で、外面に縄

文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。537は内湾する口縁で、外面に縄文と3

本の沈線文、その上位2本の間に曲線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施されて 
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いる。538～541は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されてい

る。542は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。ま

た内面にも縄文と列点文が施されている。543・544は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線

文、その下位に曲線文が施されている。545は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、そ

の下位に曲線文が施されている。また内面にも列点文が施されている。546は内湾する口縁で、

外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。547は内湾する口縁で、外面に

縄文と2本の沈線文、その沈線文の間に曲線文が施されている。548～550は内湾する口縁で、外

面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。551は内湾する口縁で、外面に縄

文と2本の沈線文、その下位に列点状の曲線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施

されている。552は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されて

いる。また内面にも列点文が施されている。553は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、

その下位に曲線文が施されている。554は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、列点状

の曲線文が施されている。また内面にも縄文と刺突文が施されている。555は内湾する口縁で、

外面に縄文と2本の沈線文、その下位に曲線文が施されている。556は内湾する口縁で、外面に

縄文と2本の沈線文、その間に列点文が施されている。

кc 59 557 61 610  

口縁部外面に3本または2本の沈線文が施される。曲線文は無い。557は内湾する波状口縁で、

外面に縄文と3本の沈線文、2点の刺突文が施されている。558・559は内湾する口縁で、外面に

縄文と3本の沈線文が施されている。560は内湾する口縁で、外面に縄文と3本の沈線文が施さ

れている。また内面にも刺突文が施されている。561・562は内湾する口縁で、外面に縄文と3本

の沈線文が施されている。563は内湾する口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、その下位の2本

の区画内に刺突文が施されている。564は内湾する口縁で、外面に縄文と3本の沈線文が施され

ている。565は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、その下位に列点文が施されている。 

566～571は内湾する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施されている。572・573は内湾する口

縁で、外面に縄文と3本の沈線文、口縁端部に列点文が施されている。574～578は内湾する口縁

で、外面に縄文と3本の沈線文が施されている。579は内湾する口縁で、外面に縄文と2本の沈

線文、その下位に列点文が施されている。580・581は内湾する口縁で、外面に縄文と3本の沈線

文、その列点状の曲線文が施されている。582は内湾する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、

その下位に列点文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施されている。583・584は内湾

する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施されている。585は内湾する口縁で、外面に縄文と

3 本の沈線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施されている。586は内湾する口縁

で、外面に縄文と4本の沈線文、さらに刺突文が施されている。587は内湾する口縁で、外面に

縄文と3本の沈線文が施されている。また内面にも縄文と刺突文が施されている。588・589は内

湾する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、が施されている。590は内湾する口縁で、外面に縄

文と2 本の沈線文、その下位に列点文が施されている。また口縁端部にも列点文が施されている。 

591・592は内湾する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施されている。593は内湾する口縁で、 
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外面に縄文と2本の沈線文、その下位に列点文が施されている。594・595は内湾する口縁で、外

面に縄文と3本の沈線文、その列点状の曲線文が施されている。596は内湾する口縁から胴部ま

でが残存するもので、口縁部外面に縄文と2本の沈線文、胴部には沈線文と斜行する沈線文が施

されている。597は外傾する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、内面に刺突文が施されている。 

598～602は内湾する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施されている。603～605は内湾する口

縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、内面に列点文が施されている。606・607は内湾する口縁で、

外面に縄文と2 本の沈線文が施されている。608・609は内湾する口縁で、外面に縄文と2 本の沈

線文が施されている。また内面にも縄文と列点文が施されている。610は内湾する口縁で、外面

に縄文と2 本の沈線文が施されている。

кd 61 611 62 627  

口縁部外面に長方形の区画文や曲線文などが施される。611～613は内湾する口縁で、外面に縄

文と沈線文、長方形区画文が施されている。614は外反する波状口縁で、口縁端部に沈線文と刻

み目、そして外面に2 本の沈線文と垂下する沈線文が施されている。615～618は内湾する口縁で、

外面に縄文と沈線文、長方形区画文が施されている。619は外反する口縁で、口縁端部に縄文を

残す。口縁部外面には端部寄りで2 本の沈線文と、その下位に曲線文が施されている。また内面

にも縄文が残される。620は内湾する口縁で、口縁端部に列点文を、外面に縄文と沈線文、入り

組み文が施されている。621は内湾する口縁で、外面に縄文と沈線文、入り組みが施されている。 

622・623は内湾する口縁で、外面に縄文と長方形区画文が施されている。624・625は胴部片で、 

624は沈線文とその上位に縄文が残される。625は外面に縄文と沈線文、山形の沈線文が施されて

いる。626は内湾する口縁で、外面に沈線文が施されている。627は内湾する口縁で、外面に沈線

文が施されている。

кe 63 628 65 698  

外面または内外面の口縁端部付近 にLRが施され、頸部は無文となるもの。内文や沈線文など

が施される場合もある。628・629・631～634・646・681・684が波状口縁となり、それ以外のも

のは平口縁の形態となる。628・629・631・634・641・655・692には内面に刺突文が施され、

643・664・695 には内面に沈線文が施されている。また、653・660・666・678・687・689 には内

面にも縄文が施されている。

к ─ 66 699 712  
699～712は、第Ⅳ類の中で細分されない胴部片である。699は縄文地に沈線文と斜状の沈線文、

下位 にはS字文が施されている。700～702・704・706～708・710・712は縄文地に沈線文と斜状

の沈線文が施されている。703・709は縄文地に沈線文と曲線文が施されている。705・711は縄文

地に沈線文が施されている。

л 67 713 71 814  

口縁部外面に縄文が施され、沈線文や刺突文、または区画文などが施されるものである。口縁

部内面にも列点文が施される。また口縁部外面は無文となるものもある。第Ⅳ類土器との差は、

口縁部内面の屈曲する部分に、稜線が形成されることである。この一群は高知県幡多郡十和村広 
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瀬遺跡を標式遺跡とする、広瀬上層式土器（木村1974）の範疇で理解されるものである。この第 

Ⅴ類土器は、口縁部外面における施文の有無によって、第Ⅴa 類土器と第Ⅴb 類土器に2 細分さ

れる。

лa 67 713 70 783  

口縁部外面に沈線文が施される。口縁部内面には列点文が施されるものもある。713は屈曲す

る口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、最下位の沈線文には刺突文が施されている。714は屈曲

する口縁部から胴部までを残寸ものである。外面に縄文と2 本の沈線文、さらに口縁端部には列

点文が施されている。胴部には縄文地に沈線文と区画文が施される。715は屈曲する口縁で、外

面に縄文と2 本の沈線文が施されている。716 は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、

その間に長身な列点文が施されている。また口縁端部にも長身な列点文が施されている。717～ 
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720は屈曲する口縁から胴部までを残すもので、口縁部外面に縄文と2 本の沈線文、胴部に沈線

文が施されている。721は屈曲する口縁から頸部付近までを残すもので、口縁部外面に縄文と2

本の沈線文、頸部に列点文が施されている。722は屈曲する口縁から頸部を残すもので、口縁部

外面に縄文と2 本の沈線文、頸部に沈線文が施されている。723～725は屈曲する口縁で、外面に

縄文と2 本の沈線文、最下位の沈線文には列点文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が

施される。726は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、その間には長身な列点文が施さ

れる。また口縁端部にも長身な列点文が施される。727・728は屈曲する口縁で、外面に縄文と3

本の沈線文、そして沈線文の間には列点文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施され

る。729は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、沈線文の間には長身な列点文が施され
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る。また口縁端部にも長身な列点文が施される。730は屈曲する口縁で、外面に縄文と3本の沈

線文が施される。731は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、沈線文の間には長身な列

点文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施される。732は屈曲する口縁で、外面に縄

文と2 本の沈線文が施される。733は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、中央の沈線

文上には刺突文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施される。734は屈曲する口縁で、

外面に2 本の沈線文、その間には長身な刺突文が施される。735は屈曲する口縁で、外面に3 本

の沈線文が施される。736は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文、その間には長身な刺突文が

施される。737は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文が施される。738は屈曲する口縁で、外面

に縄文と2 本の沈線文が施される。739は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、また垂

下する沈線文も施される。740は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、中央の沈線文上

には刺突文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施される。741は屈曲する口縁で、外

面に縄文と2 本の沈線文が施される。742は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文、さら

に刺突文が施される。743は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、沈線文の間には長身

な列点文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施される。744は屈曲する口縁で、外面

に2本の沈線文、その間には列点文が施される。745・746は屈曲する口縁で、外面に縄文と3本

の沈線文が施される。747・748は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文が施される。749は屈曲

する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施される。750は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線

文、そしてその間に列点文が施される。751は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施

される。752は屈曲する口縁で、外面に縄文と長方形区画文が施される。753～755は屈曲する口

縁で、外面に3 本の沈線文が施される。756は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、そ

して沈線文の間には列点文が施される。また口縁端部にも長身な列点文が施される。757は屈曲

する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施される。758は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本

の沈線文が施される。また口縁端部には長身な列点文が施される。759は屈曲する口縁で、外面

に縄文と2本の沈線文が施される。760 は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文が施される。

761・762は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。763は屈曲する口縁で、外

面に3 本の沈線文と刺突文が施される。764は屈曲する口縁で、外面に縄文と長方形区画文が施

される。765は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈線文が施される。766は屈曲する口縁で、外面に

縄文と2 本の沈線文、さらに刺突文が施される。767は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈

線文が施される。また口縁端部にも長身な刺突文が施される。768は屈曲する口縁で、外面に3

本の沈線文が施される。769は屈曲する波状口縁で、外面に2 本の沈線文と刺突文が施される。 

770は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。771は屈曲する口縁で、外面に3

本の沈線文が施される。772は屈曲する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施される。773は屈

曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。774は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈

線文が施される。775は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文と刺突文が施される。776は屈曲す

る口縁で、外面に縄文と2本の沈線文が施される。また口縁端部にも長身な刺突文が施される。 

777は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文、さらに刺突文が施される。778・779は屈曲 
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する口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施される。780は屈曲する口縁で、外面に縄文と4 本

の沈線文、そして刺突文が施される。781は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈線文と刺突文が施

される。782は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文が施される。783は屈曲する口縁で、外面に

波状の曲線文が施される。

лb 71 784 809  

口縁部の内外面が無文となるものである。786が波状口縁となり、それ以外のものは平口縁の

形態となる。

л ─ 71 810 814  

810～814は、第Ⅴ類の中で細分されない胴部片である。810は沈線文が施されている。811～

814は縄文地に沈線文と斜行する沈線文が施されている。

м 72 815 76 906  

口縁部外面に縄文が施され、沈線文や刺突文、または区画文などが施されるものである。また

口縁部外面は無文となるものもある。第V類土器との差は、口縁部内面の屈曲する部分が緩やか

で、稜線が形成されないことである。この一群は愛媛県宇和高市伊吹町遺跡を標式遺跡とする、

伊吹町式土器の範疇で理解されるものである（犬飼1993）。この第Ⅵ類土器は、口縁端部外面に

おける施文の有無によって、第Ⅵa類土器から第Ⅵb類土器に2細分される。 

мa 72 815 75 889  

口縁部外面に沈線文が施されるものである。815は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と3 本の

沈線文、さらに刺突文が施される。816は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施

される。波頂部では沈線は3 本で構成され、曲線文も施される。頸部には焼成後穿孔が残される。 

817は屈曲する波状口縁で、外面に4 本の沈線文と刺突文が施される。818・819は屈曲する波状

口縁で、波頂部に沈線文と扁平な長方形区画文が施される。また818は波頸部に3点の刺突文が

施されている。820は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と4 本の沈線文、さらに刺突文が施され

る。821は屈曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。822は屈曲する波状口縁で、

外面に縄文と3本の沈線文、さらに刺突文が施される。823は屈曲する波状口縁で、外面に縄文

と2 本の沈線文が施される。824は屈曲する口縁で、外面に2 本の沈線文、そしてその区画内に

は長身な列点文が施される。825は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文が施される。

826は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と4 本の沈線文が施される。827は屈曲する口縁で、外面

に縄文と3 本の沈線文が施される。さらに中央の沈線文上には列点文が施されている。828は屈

曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。829は屈曲する波状口縁で、外面に3 本

の沈線文が施される。また上位と下位の沈線文上には、列点文が施されている。830は緩やかに

内湾する波状口縁で、外面に4 本の沈線文が施される。831は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈

線文が施される。832は屈曲する波状口縁で、外面に3 本の沈線文と波頂部から垂下する沈線文

が施される。833は屈曲する波状口縁で、外面に2 本の沈線文が、さらにその区画内に列点文が

施される。834は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と4 本の沈線文と刺突文が施される。835は屈

曲する口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。836は屈曲する口縁で、外面に縄文と4 
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本の沈線文が施される。837は屈曲する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文が施される。838は屈

曲する波状口縁で、外面に2本の沈線文と刺突文が施される。839は屈曲する口縁で、外面に縄

文と2本の沈線文が施される。840は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、さらに

刺突文が施される。波頸部には突起が形成される。841は屈曲する口縁で、外面に2本の沈線文

と刺突文が施される。842は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と2本の沈線文が施される。波頂

部には突起が形成される。843は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。844

は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文が施される。845は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線

文と刺突文が施される。846は屈曲する波状口縁で、外面に3本の沈線文と、波頸部に刺突文と

曲線文が施される。847は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文が施される。848は屈曲する波状

口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、さらに刺突文が施される。波頸部には突起が形成される。

849は屈曲する口縁で、外面に縄文と2本の沈線文、さらに列点文が施される。850は屈曲する波

状口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。851は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線

文が施される。852は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。853は屈曲する

波状口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、さらに曲線文が施される。854は屈曲する波状口縁で、

外面に2本の沈線文と刺突文が施される。855は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文が施され

る。856は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。857は屈曲する波状口縁で、

外面に縄文と4本の沈線文、そして上下2本の沈線文上には列点文が施される。858は屈曲する

波状口縁で、外面に4本の沈線文、そして上位から3列目には列点文が施される。また波頸部に

も刺突文がみられ、突起が形成されている。859は屈曲する波状口縁で、外面に2本の沈線文が

施される。波頂部には3本の沈線文が認められる。860は屈曲する波状口縁で、外面に2本の沈

線文と刺突文が施される。861は屈曲する口縁で、外面に2本の沈線文が施される。862は屈曲す

る口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。863は屈曲する口縁で、外面に縄文と2本

の沈線文が施される。864は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、さらに刺突文が

施される。865は屈曲する口縁で、外面に2本の沈線文が施される。866は屈曲する口縁で、外面

に2本の沈線文が施される。867は屈曲する口縁で、外面に2本の沈線文と、その区画内に列点

文が施される。868は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文と刺突文が施される。869は屈曲する

波状口縁で、外面に縄文と3本の沈線文が施される。波頂部には突起が形成される。870は屈曲

する波状口縁で、外面に縄文と3本の沈線文、さらに刺突文が施される。871は屈曲する波状口

縁で、外面に縄文と2本の沈線文が施される。872は屈曲する口縁で、外面に1本の沈線文が施

される。873は屈曲する口縁で、外面に3本の沈線文と曲線文、刺突文が施される。874は屈曲す

る口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。875は屈曲する波状口縁で、外面に3本の沈

線文が施される。さらに上下の沈線文上には列点文が施されている。876は屈曲する波状口縁で、

外面に3 本の沈線文が施される。877は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈線文と刺突文が施され

る。878は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。879は屈曲する波状口縁

で、外面に縄文と3 本の沈線文、さらに刺突文が施される。880は屈曲する口縁で、外面に3 本

の沈線文と刺突文が施される。881は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と2 本、そして扁平な長 
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方形区画文が施される。882 は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と3 本の沈線文と刺突文が施さ

れる。883 は屈曲する波状口縁で、外面に縄文と2 本の沈線文が施される。884 は屈曲する口縁で、

外面に縄文と沈線文、さらに長方形区画文が施される。885 は屈 曲する口縁で、外面に縄文 と3

本の沈線文、さらに刺突文が施さ れる。886 は屈曲する口縁で、外面 に縄文 と扁平な長方形区画

文、さらに曲線文が施される。887 は屈 曲する口縁で、外面 に縄文 と2 本の沈線文が施 される。

また沈線文の区画内には列点文が施される。888 は屈 曲する波状口縁で、外面に2 本の沈線文が

施される。889 は屈曲する口縁で、外面に3 本の沈線文が施される。

мb 75 890 899  

口縁部の内外面が無文 となるものである。893 ・899 が波状口縁で、その他は平口縁となる。 

м ─ 76 900 906  

900～906は、第Ⅴ類の中で細分されない胴部片である。900～902・904・905は沈線文と列点文

が施される ものである。903 ・906 は列点文が伴 わないものである。 

н 76 907 918  

羽状縄文の施されるもの。907 は内湾する口縁部で、それ以外のもの は胴部片である。907 ・

911・914は外面に赤色塗彩、内面に研磨痕が残されている。

о 77 919 79 981  

縄文や沈線文などが施されない、無文土器を一括した。口縁部や胴部の形態における形態のバ

イリエイションが多く、また器面の調整 についても研磨や条痕が残されるものなどがある。また、

第Ⅷ類土器は第Ⅰ～Ⅶ類土器のいずれかに帰属することも考えられよう。 

оa 77 919 78 953  

直線的に形成される口縁部を持つ もので、やや外傾する。920 ・921 ・930 ・942 ・958 は波状口

縁となるもので、それ以外のものは平口縁 となる。923 ・925 には焼成後穿孔 が施されている。 ま

た、920・922・925は内外面に研磨痕が残される。口縁部断面の形態は端部が丸みを帯びるもの

が多いが、948 は内面に屈曲を有する段が形成されてい る。さらに952 は口縁が拡張される。 

оb 78 954 79 978  

口縁部が外反する もの。956 は波状口縁 となる もので、その他 のものは平口縁 となる。956 ・

964 には内外面に研磨が施される。口縁部断面の形態は、丸みを帯びる ものから方角状 となる も

のまでバリエイションに富む。

оc 79 979 981  

口縁部が内湾する もの。3 点 ともに波状口縁である。こ れらはすべて、表裏両面に研磨が施さ

れていることも特徴的である。

  79 982  80 1036 

982 ・984 ・987 ・990 ・991 ・992 ・1019 ・1030 が平底で、その他のものは上げ底となる。また上

げ底 となるのもの中には、1032 ・1027 ・1033 ・1036 などの ように、輪高台状 に仕上げたものも認

められる。

80 1038ה1037  
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1037・1038は注口土器の注ぎ口である。2 点ともに管状で、1037の内面には長軸方向のナデま

たは削り状の痕跡が認められる。

 81 1039  205 1625  

鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）降灰層準の上位から出土し、縄文時代前期と後期に所属する石

器は13,898点出土している（出土位置記録）。これらの石器類は、縄文土器の様相からみると前期

と後期の石器が混在していることが考えられる。本来ならば出土状況なとがらこれら石器類の時

期区分を行うべきであるが、ここでは出土状況なとがらその差を見出すことができないことや、

調査の行われた地域では後期旧石器時代から縄文時代を通じて、頁岩が石器石材として使用され

るため、その分類が不可能であった。したがってここに紹介する石器類には、縄文時代前期の石

器類も含まれていることを述べておく。

 81 1039  90 1229  

石鏃は全体形と基部の形態から、A～D 類石鏃までの4細分と未成品に分けられる。 

A   81 1039  84 1130  

基部の抉りが深く、脚部を作り出すものである。多くが調整加工は本体の中央部にまで及び、

素材面を大きく残すものは、1083～1085・1046・1053・1128の6点である。本体の形状は二等辺

三角形状のものが多い。形態的に異質なものは1112で、並行する胴部を形成して全体形が五角形

状となる。

B   85 1131  87 1182  

基部の抉りが浅く、緩やかな凹基となるものである。調整剥離は1133・1134・1153・1164・

1174が、素材時の剥離面を大きく残している。全体形は二等辺三角形状のものが多く、1161は五

角形状となる。

C 87 1183 89 1218  

直線的な基部となり、抉りが施されない平基となるものである。全体形は均等な三角形状が多

いようで、特に大形のものは正三角形に近いものが多い。またこのC類石鏃は厚手なものが多い

ことも特徴であろう。

D   90 1219 1222  

全体形が木の葉状となるもの。1219・1220は長身な柳葉状となり、1221は基部が丸みを帯びる。

1222は扁平な菱形状の全体形である。

 ─  90 1223 1229  

周辺から大まかな剥離痕が残されている。すべて素材時の主要剥離面を残し、剥片を素材とし

たことがわかる。

 91 1230  92 1252  

1230が赤色珪質岩で、その他は頁岩製である。1230・1231は表裏両面に上下方向からの剥離を

残し、側面観は扁平なものである。1232は表面に上下方向からの剥離を残し、裏面には節理面を

残されている。また両側部には裁断面が残される。1233は裏両面に上下方向からの剥離を残し、

表面には素材時の主要剥離面を残している。側面観は扁平で、右側部に裁断面を残す。1234は表
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裏両面に上下方向からの剥離を残し、側面観は扁平なものである。右側部の下方からの剥離痕を

みせるものは裁断面である。1235は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、側面観は扁平なもの

である。左側部には裁断面が残される。1236は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、側面観は

扁平なものである。左側部には表面にまで及ぶ裁断面が残される。1237は表裏両面に上下方向か

らの剥離を残し、側面観は扁平なものである。平面形は正方形に近い。1238は表裏両面に上下方

向からの剥離を残し、周囲にも細かな剥離痕が認められる。1239は裏面に素材時の主要剥離面を

残し、側面観は扁平なものである。横断面形は凸レンズ断面状となる。1240は表裏両面に上下方

向からの剥離を残し、右側部には裁断面も残される。1241は裏面に上下方向からの剥離を残し、

表面には礫面を残す。右側部の剥離痕は切断によるものである。1242は表面に上下方向からの剥

誰を残す。右側部剥離痕は切断によるものである。1243は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、

両側部には表裏面に及ぶ裁断面も残される。1244は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、右側

部には裁断面も残される。この裁断面が形成された剥離によって、本体は大きく破損している。 

1245は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、左側部には裁断面も残される。1246は周囲からの

剥離を残し、裏面には素材時の主要剥離面が残される。1247は表裏両面に上下方向からの剥離を

残し、表面には素材時の主要剥離面が残される。1248は周囲からの剥離を残し、平面形は比較的

整った長方形状となる。1249は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、右側部には裁断面が残さ

れる。1250・1251は表裏両面に上下方向からの剥離を残し、両側部には裁断面が残される。1252

は表裏両面に上下方向からの剥離を残す。また表面には礫面が残される。

92 1253 93 1260 

1253は表面に礫面を、裏面に素材時の主要剥離面を残している。調整加工は周縁に行われてい

る。先端部の断面形は扁平な菱形となる。1254 は右側部に礫面と素材時の剥離面を残している。

調整加工は表面の先端部と裏面に行われている。先端部の断面形は扁平な菱形となる。1255は左

側部に素材時の剥離面を残している。調整加工は先端部を中心に行われ、この断面形は三角形と

なる。1256は不定形剥片を素材としたことがわかる。表面には素材時の主要剥離面を、左側部に

は切断面を残している。調整加工は先端部を中心に行われ、この断面形は扁平な三角形となる。 

1257は裏面に素材時の主要剥離面を残している。調整加工は先端部を中心に行われ、この断面形

は扁平な菱形となる。1258は裏面に素材時の主要剥離面を残している。この状況からは、縦長剥

片を素材としたことがわかる。調整加工はほぼ周囲から行われ、先端部の断面形は扁平な三角形

となる。1259は表面に礫面を、裏面に素材時の剥離面を残している。調整加工は先端部を中心に

行われ、この断面形は菱形となる。1260は表裏両面に素材時の剥離面を残している。調整加工は

先端部を中心に行われ、この断面形は扁平な菱形となる。

☻◒꜠▬Ɽכ 93 1261 100 1294

スクレイパーは素材によって、A ～C 類石鏃までの3 細分に分けられる。 

A ☻◒꜠▬Ɽכ 93 1261 98 1283 

横長剥片を素材としたものである。1261は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な

刃部が形成されたものである。刃部加工は表高両面側から行われている。1262は裏面に表材時の
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剥離痕を残し、上辺と下辺に直線的な刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から

行われている。1263は裏面右に素材時の剥離痕を残し、上辺と下辺に直線的な刃部が形成された

ものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1264は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、

下辺に刃部が形成されたものである。上辺のものは、背縁部の調整で、下辺の刃部加工は弧状な

ものとなる。刃部加工は表裏面側から行われている。1265は表面に礫面を、裏面に素材時の剥離

痕を残すものである。刃部は下辺に形成され、弧状となる。刃部加工は表面側から行われている。 

1266は表面に礫面を、裏面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な刃部が形成されたものであ

る。右側縁から上編にかけての加工は背部の調整である。刃部加工は表裏両面側から行われてい

る。1267は表裏両面に素材時の剥離痕を、上辺に礫面を残す。下辺に直線的な刃部が形成され、

刃部加工は裏面側から行われている。1268は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な

刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1269は表裏両面に素材

時の剥離痕を、上辺に礫面を残す。下辺に直線的な刃部が形成され、刃部加工は表裏両面側から

行われている。1270は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な刃部が形成されたもの

である。刃部加工は表裏両面側から行われて、背部には調整加工が施される。1271は表面に礫面

と素材時の剥離面を、裏面に素材時の剥離痕を残すものである。下辺にやや弧状の刃部が形成さ

れ、刃部加工は表裏両面側から行われている。1272は表裏両面に素材時の剥離痕を、上辺に礫面

を残すものである。下辺にはやや弧状となる刃部が形成され、刃部加工は表裏両面側から行われ

ている。1273は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な刃部が形成されたものである。

刃部加工は表裏両面側から行われている。1274は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、上辺と下辺

に直線的な刃部が形成されたものである。上辺の刃部加工は表裏両面側から、下辺のものは表面

側から行われている。1275は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺にやや弧状となる刃部が形

成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1276は表裏両面に素材時の剥離

痕を残し、下辺に直線的な刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われてい

る。1277は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、上辺と下辺に直線的な刃部が形成されたものであ

る。刃部加工は表裏両面側から行われている。1278は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に

直線的な刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1279は表面に

礫面と素材時の剥離面を、裏面に素材時の剥離痕を残すものである。下辺に弧状となる刃部が形

成され、左側縁と上辺には背部の調整が加えられている。刃部加工は表裏両面側から行われてい

る。1280は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺から右側縁に直線的な刃部が形成されたもの

である。刃部加工は表裏両面側から行われている。1281は表裏両面に素材時の剥離痕を、両側縁

に礫面を残すものである。下辺に弧状となる刃部が形成され、刃部加工は表裏両面側から行われ

ている。1282は表面に礫面を、裏面に素材時の剥離痕を残し、右側面には切断面が残されている。

下辺に弧状となる刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1283

は表裏両面に素材時の剥離痕を、上辺に礫面を残すものである。両側縁に直線的な刃部が形成さ

れ、右側縁のものは表面側から、左側縁のものは表裏両面側から刃部加工が行われている。

B ☻◒꜠▬Ɽכ 99 1284 1286
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第94図 縄文時代後期の出土遺物（58）
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第95図 縄文時代後期の出土遺物（59）
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第96図 縄文時代後期の出土遺物（60）
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1279

1280

第97図 縄文時代後期の出土遺物（61）
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第98図 縄文時代後期の出土遺物（62）
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縦長剥片を素材としたものである。1284は裏両面に素材時の剥離痕を残し、左側縁に直線的な

刃部が形成されたものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。右側縁の加工は切断面

からの調整である。1285は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、右側縁に直線的な刃部が形成され

たものである。刃部加工は表裏両面側から行われている。1286は表裏両面に素材時の剥離痕を残

し、両側縁に直線的な刃部が形成されたものである。刃部加工は裏面側から行われている。

C ☻◒꜠▬Ɽכ 99 1287 100 1294 

不定形剥片を素材としたものである。1287は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的

な刃部が形成されたものである。刃部加工は裏面側から行われている。1288は表面に礫面を、裏

面に素材時の剥離痕を残すものである。下辺に直線的な刃部が形成され、刃部加工は表面側から

行われている。1289は表裏両面に素材時の剥離痕を残し、下辺に直線的な刃部が形成されたもの

である。刃部加工は表面側から行われている。1290は表面に素材時の剥離痕を、裏面に礫面と素

材時の剥離面を残すものである。下辺には直線的な刃部が形成され、上辺には敲打による調整加

工が施されている。刃部加工は裏面側から行われている。1291は表面に礫面を、裏面に素材時の

剥離痕を残すものである。右側縁と下辺に直線的な刃部が形成され、裏面右側部には背部の調整

加工が施されている。刃部加工は表裏両面側から行われている。1292は周縁に直線的な刃部が形

成されたもので、全体形が正方形状となる。刃部加工は表裏両面側から行われている。1293は表

裏両面に素材時の剥離痕を残すものである。上辺に弧状となる刃部を、下辺に直線的な刃部が形

成されている。刃部加工は上辺のものが表裏両面側から、下辺のものが裏面側から行われている。 

1294は他のものに比べ、小振りな剥片を素材としている。下辺にやや弧状となる刃部が形成され、

上辺には背部の調整加工が施されている。刃部加工は裏面側から行われている。

101 1295 115 1344 

石斧は加工の方法と全体形から、3分類5細分と未成品に分類される。 

A 101 1295 106 1316 

A類石斧は全面が研磨で仕上げられるものである。 

A1 101 1295 105 1313

A 類石斧のなかで、刃部側か幅広となり、全体形が撥形となるものである。1295は刃部の表裏

面に、使用によると思われる破損面が残されるものである。この破損後には刃部の再加工が施さ

れている。横断面形は破損面が残されるものの、基本的には扁平な長方形状となる。1296は刃部

裏面に、本体中央部にまで及ぶ破損面が大きく残されている。また、基部表面側にも小規模な破

損面が残されている。また裏面の刃部をみると、破損後も若干の使用が行われた痕跡が確認でき

る。1297は刃部裏面に破損面が大きく残されている。破損後における刃部の再加工は行われてい

ない。1298は刃部裏面に破損面が残されている。破損後の再加工は行われていない。1299は表面

に敲打痕が残され、刃部には研磨痕が施されるものである。表面には敲打痕が残されてはいるか、

研磨は行われており、横断面形は楕円形状となっている。刃部は偏りを持つが、これは刃部破損

後の再加工によって研磨が行われたためである。1300は刃部側を欠損するものである。表裏両面

の中央部には、研磨前の調整剥離痕と敲打痕が残されている。1301は裏面の刃部側を大きく欠損
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第99図 縄文時代後期の出土遺物（63）
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1291
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1293

第100図 縄文時代後期の出土遺物（64）
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1295

1296

1297

第101図 縄文時代後期の出土遺物（65）

するもので、この破損は左側部にまで及ぶ。また基部も欠損している。表裏両面には研磨前の敲

打痕が残されている。1302は刃部側を欠損するものである。表裏両面には、研磨前の調整剥離痕

と敲打痕が残されている。横断面形はやや厚手な楕円形状である。1303は刃部側を欠損するもの

である。胴部の両側縁には抉り状の調整剥離痕が残されており、装着に関わるものとも考えられ

る。1304は刃部と基部を欠損するものである。表裏両面の中央部には、研磨前の調整剥離痕が残

されている。1305は刃部と基部を欠損するものである。裏面の中央部には、基部から本体に及ぶ、

刃部の欠損による破損面が残されている。1306は刃部と基部を欠損するものである。裏面には破

損面が残されている。1307は刃部側を欠損するものである。表裏両面には、研磨前の調整剥離痕
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第102図 縄文時代後期の出土遺物（66）
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第103図 縄文時代後期の出土遺物（67）
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が残されている。1308は刃部と基部を欠損するものである。表裏両面の基部側には破損面が残さ

れている。1309は刃部側を欠損するものである。裏面には、基部側から本体に及ぶ破損面が残さ

れている。1310は刃部側と基部側を欠損するものである。基部側には破損後も敲打による使用痕

が残され、裏面には破損面が残されている。1311は刃部側と基部側を欠損するものである。裏面

には、基部側から本体に及ぶ破損面が残されている。1312は基部側を欠損するものである。1313

は基部側を欠損するものである。横断面形をみると、他のものに比べて概して扁平なものとなっ

ている。

A2 105 1314 106 1316 

A 類石斧のなかで、両側縁が並行して全体形が短冊形となるものである。1314は基部側を欠損

するものである。基部側の剥離面は調整剥離が残されたものである。横断面形は厚みのある楕円

形状である。1315は表面風化が著しく、研磨痕や敲打痕などが明確でない。また刃部の縦断面丸

みを帯びている。横断面形はやや三角形状となる。1316は概して扁平なものである。基部・刃部

ともにほぼ同じような平面形となり、周縁には研磨前の調整剥離痕が残されている。研磨は刃部

に集中して行われている。

B 106 1317 109 1326

B 類石斧は打製石斧に分類されるもので、研磨や敲打が施されていない。

B1 106 1317 107 1321

B 類石斧のなかで、刃部側か幅広となり、全体形が撥形となるものである。1317は表裏両面と

刃部に礫面を残すもので、周囲からの調整剥離が行われている。右側縁には敲打によると思われ

る痕跡が残され、上面刃部には使用によると思われる摩滅が認められる。1318は刃部を欠損する

ものである。表裏両面には周囲からの調整剥離が施され、素材面は残されていない。両側縁には

敲打によると思われる痕跡が残される。1319は表裏両面に礫面を残すもので、周囲からの調整剥

離が行われている。刃部の平面形は直線的で、基部は丸みを帯びる。左側縁には研磨による痕跡

が残され、刃部には破損後の再加工が認められる。1320は表面に礫面を、裏面に素材時の剥離面

を残すもので、両側縁には敲打によると思われる痕跡が残されている。1321は表面に礫面を、裏

面に素材時の剥離面を残すものである。

B2 107 1322 109 1326

B 類石斧の中で、表裏両面に大きく礫面を残し、刃部と基部に調整を行って仕上げたものであ

る。1322は縁辺部に僅かな調整剥離が行われている。刃部には使用によると思われる摩滅が認め

られる。1323は刃部が調整剥離によって仕上げられている。基部側にも僅かな調整剥離が認めら

れる。裏面には敲打痕が残されている。1324は刃部から左側縁、そして裏面に調整剥離が行われ

ているものである。1325は刃部と基部が調整剥離によって仕上げられている。表裏両面には敲打

も施されている。1326は基部が欠損するもので、刃部と裏面左側部に調整剥離が施されている。

刃部には使用による摩滅が残されている。

B3 109 1327 110 1330

B 類石斧の中で、表裏両面に大きく素材面を残し、横断面形が扁平で、平面形が短冊形となる
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第104図 縄文時代後期の出土遺物（68）
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第105図 縄文時代後期の出土遺物（69）
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第106図 縄文時代後期の出土遺物（70）
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第107図 縄文時代後期の出土遺物（71）
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第108図 縄文時代後期の出土遺物（72）
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第109図 縄文時代後期の出土遺物（73）
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第110図 縄文時代後期の出土遺物（74）
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第111図 縄文時代後期の出土遺物（75）
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第112図 縄文時代後期の出土遺物（76）
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第113図 縄文時代後期の出土遺物（77）
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第114図 縄文時代後期の出土遺物（78）
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第115図 縄文時代後期の出土遺物（79）

149



ものである。いわゆる扁平打製石斧の一群である。1327は表裏両面に素材面を残し、基部を欠損

するものである。刃部は半円状に整えられている。調整剥離は主に裏面側から行わaれている。 

1328は表裏両面に素材面を残し、基部側を欠損するものである。刃部は半円状に整えられ、調整

剥離は周囲に行われている。1329は表裏両面に素材面を残す胴部片である。調整剥離は縁辺部に

行われている。1330は表裏両面に素材面を残し、刃部と基部を欠損するものである。左側縁には

調整剥離が残されている。

110 1331 115 1344 

1331～1344までは、仕上げられる平面形態が不明な未成品である。1331は刃部側と基部側を欠

損する胴部片である。表裏両面には礫面が残され、表面には敲打痕が認められる。1332は刃部側

と基部側を欠損する胴部片である。両側縁には礫面が残され、表裏両面には調整剥離が残される。 

1333は刃部側を欠損するものである。表面には礫面と素材時の剥離面を、裏面には素材時の剥離

面を大きく残す。調整加工は周囲に残される。1334は刃部側を欠損するものである。裏面から右

側部にかけて礫面が残される。1335は刃部側を欠損するものである。表裏両面に礫面が残される。

1336は刃部側を欠損するものである。裏面から両側部にかけて礫面が残される。1337は刃部側を

欠損するものである。表裏両面から右側部にかけて礫面が残される。1338は刃部側を欠損するも

のである。表面から右側部にかけて礫面が残される。調整剥離は裏面に大きく残り、表面基部側

にも縦位方向の剥離痕が残される。1339は表裏両面に礫面が残される。調整剥離は裏面左側部に

大きく残り、表面基部側にも縦位方向の剥離痕が残される。1340は表裏両面に礫面が残され、調

整剥離は縁辺部に認められる。1341は表面と右側部に礫面を、裏面には調整剥離による節理面が

残される。1342は表裏両面から右側部に礫面が残される。表面左側部と裏面刃部に調整剥離が残

される。また表裏面には、僅かに敲打痕が確認できる。1343は表裏両面に礫面が残され、調整剥

離は縁辺部に認められる。1344は表裏両面に礫面が残され、調整剥離は施されていない部分があ

るものの、ほぼ全縁辺部に認められる。表裏中央部には敲打痕が残されている。

116 1345 117 1348

1345～1347は扁平な円礫を素材としたもので、上下両端に抉り部分を作り出しかものである。

1348も素材は同様なものであるが、右側部にも調整剥離が施されている。

117 1349

1349は扁平な結晶片岩製の礫を素材としたもので、周囲からの調整剥離によって円形に整えら

れている。表裏両面には礫面を残し、調整剥離は概して大まかなものである。断面形は扁平な六

角形状となる。

118 1350

1350は周縁から細かな剥離痕が施され、長方形状に整えられたものである。調整剥離は本体の

中央部にまで及び、素材面は残されていない。

118 1351

1351は棒状の礫の両端部に、尖頭状の剥離痕を残すものである。調整剥離はまず大まかに施さ

れ、その後、細く先鋭的な調整が施されている。一見して石核に分類することも可能であるが、
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第116図 縄文時代後期の出土遺物（80）
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1349

第117図 縄文時代後期の出土遺物（81）

尖頭部が細かく調整され、明らかに先鋭的な調整が施されていることから、ここでは尖頭状石器

として区別した。

118 1352 1353ה

1352は研磨によって扁平に整えられたもので、全体形は長方形状となる。横断面形は扁平な長

方形状となる。表裏両面上端部の剥離痕は研磨後のもので、破損によるものと思われる。1353は

結晶片岩製のもので、全面が研磨で仕上げられ、上端部に穿孔の行われたものである。穿孔は回

転研磨によるもので、表裏両面から行われているが、完全に穿つことなく残されている。断面形
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第118図 縄文時代後期の出土遺物（82）
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は正円形状で、正面観・側面観は隅丸の砲弾状である。

119 1354 1355ה

1354は緑泥片岩製のもので、礫面を大きく残している。下端部には敲打痕が残され、断面形は

楕円形状となる。1355は結晶片岩製のもので、下端部は欠損している。上端部は本体に直交する

研磨によって仕上げられ、面的な部分を形成している。全面が研磨によって仕上げられ、断面形

は楕円形状となる。

119 1357ה1356

1356・1357は水晶の結晶体で、六角柱状の先端に三角形の面が六面で構成される錐状を形成し

ている。色調は無色透明で、下端部には折り取り、あるいは調整による剥離面が残されている。

先端部には敲打様の痕跡が認められ、何らかの使用によって残されたものと考えられる。これら

2点は、そのまま使用したと思われるが、石器の素材として準備されたものとも考えられ、ここ

では水晶製石器素材として分類することとした。

120 1358 123 1364

1358は裏面から右側部と上面にかけて、大きく礫面を残している。正面側と左側部に分割面を

残し、表面にものは細かな剥離痕も認められる。下面は節理面が認められる。1359は表面から裏

面かけて、大きく礫面を残している。左側部と上面に分割面が認められる。また左側部の分割面

には、打点から伸びる稜線が認められ、両極打法による分割が行われたと考えられる。1360は裏

面から両側部にかけて、大きく礫面を残している。右側部と上面に分割面が認められる。1361は

6 面すべてに剥離痕が残されるものである。やや不安定ながらも全体形はブロック状となり、下

面には節理面が残されている。1362は全体形からみると、大振りな剥片状のものである。裏面に

は大きく節理面を残している。分割面は残る3 面に認められる。1363は大形な剥片状のものであ

る。左側部には複数の剥離痕が残されるが、残る裏面には分割面が認められる。表面には礫面を

残している。1364は表裏面に大きく礫面を残している。右側部に分割面が認められ、表面上部に

は僅かに剥片剥離痕が残される。

124 1365 190 1588 

石核は素材・剥片剥離の手法・残核形態によって、3分類5細分される。 

A 124 1365 132 1388 

分割礫または剥片を素材とし、打面転位をくり返しながら剥片剥離を行うもの。残核形態はブ

ロック状となる。1365は表裏両面と上面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや

縦長な剥片や不定形なものまで認められる。また、正面の剥片剥離は上面を打面としており、下

部のものは表裏両面側からの交互剥離による剥離が行われている。右側部には礫面が残されてい

る。1366は表面と上面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや縦横長で不定形な

ものが認められる。また正面の剥片剥離は上面を打面としており、上面の剥片剥離は概して大ま

かで、打面調整的なものと判断される。裏面から両側部には礫面が残されている。1367は6 面す

べてに剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや横長で不定形なものまで認められる。

また正面の剥片剥離は上下両面を打面としており、上面のものは両側部から、左側部のものは下
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第119図 縄文時代後期の出土遺物（83）

面から剥片剥離が行われている。右側部と上下面の一部には礫面が残されている。1368は下面以

外の部位に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、小振りな不定形なものが認められる。

また、正面の剥片剥離は上面を打面としており、両側部のものは裏面側を打面としている。下部

には礫面が残されている。1369は6 面すべてに剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、

やや縦長な剥片や不定形なものまで認められる。また、正面の剥片剥離は上面を打面とし、両側

面のものは正面、裏面のものは周囲から剥離が行われている。裏面の一部には礫面が残されてい

る。1370は6面すべてに剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、不定形なものが認めら

れる。剥片剥離に伴って頻繁に打面を転位としており、礫面は残されていない。1371は表裏両面
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第121図　縄文時代後期の出土遺物（85）
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1362 

第122図 縄文時代後期の出土遺物（86）
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と上面、および両側部に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、不定形なものが認めら

れる。また、表面の剥片剥離は上下両面を打面としており、両側部のものは表面側から、裏面の

ものは上面と右側部側から剥離が行われている。下面には礫面が残されている。1372は表裏両面

と上面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや横長で不定形なものが認められる。

また、正面の剥片剥離は上下両面を打面としており、右側部のものは交互に、左側部のものは表

面側から剥離が行われている。下面と裏面には礫面が残されている。1373は6面すべてに、剥片

剥離痕および分割面を残すものである。剥離痕をみると、やや縦長な剥片や不定形なものまで認

められる。また、正面と左側部の剥片剥離は上面を打面としており、右側部のものは表面側から

剥離が行われている。上下両面には分割面が残されている。1374は下面以外の部位に剥片剥離痕

を残すものである。剥離痕をみると、やや横長で不定形なものが認められる。また、正面の剥片

剥離は上面を打面としており、上面のものは表面側から、裏面のものは主に右側部側から剥離が

行われている。下面には礫面が残されている。1375は左側部以外の部位に、剥片剥離痕および分

割面を残すものである。剥離痕をみると、やや縦長な剥片や不定形なものまで認められる。また、

正面の剥片剥離は上面を打面としており、右側部のものは表面側から剥離が行われている。上面

と裏面には分割面が、裏面から左側部にかけて礫面が残されている。1376は6 面すべてに、剥片

剥離痕および分割面を残すものである。剥離痕をみると、やや縦長な剥片や不定形なものまで認

められる。また、正面の剥片剥離は上面を打面としており、右側部のものは正面側から、裏面の

ものは下面から剥離が行われている。左側部には分割面、右側部には礫面が残されている。1377

は下面以外の部位に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや横長で不定形なものが

認められる。また、表裏両面と両側部は上面から、上面のものは表面側から剥離が行われている。

両側部から下面にかけて礫面が残されている。1378は下面以外の部位に剥片剥離痕を残すもので

ある。剥離痕をみると、やや不定形なものが認められる。また、正面の剥片剥離は上面を、両側

部のものは表裏両面や上下から、上面のものは表面側から剥離が行われている。表面の一部には

節理面が残されている。1379は5面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや横長

で不定形なものが認められる。また、剥片剥離に伴う打面は、頻繁に転位している。正面の一部

には節理面が残されている。1380は5面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや

縦長で不定形なものが認められる。また、正面の剥片剥離は上面から、上面と両側面のものは表

面側から剥離が行われている。裏面には礫面が残されている。1381は左側部以外の部位に剥片剥

離痕を残すものである。剥離痕をみると、やや横長で不定形なものが認められる。また、正面の

剥片剥離は上面を打面としており、上部のものは正面側から、下部のものは裏面側から、裏面の

ものは右側部側から剥離が行われている。1382は5面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕を

みると、不定形なものが認められる。また、正面の剥片剥離は周囲から、上面のものは表面側か

ら、裏面のものは左側部から剥離が行われている。裏面には礫面が残されている。1383は6 面す

べてに、剥片剥離痕および分割面を残すものである。剥離痕をみると不定形なものが認められる。

また、正面の剥片剥離は上面から、上面のものは正面側から、裏面のものは左側部側から剥離が

行われている。右側部と下面には分割面が残されている。1384～1388は姫島産黒曜石製のもので
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第124図 縄文時代後期の出土遺物（88）
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1372

1373

第128図 縄文時代後期の出土遺物（92）
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第129図 縄文時代後期の出土遺物（93）
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第130図 縄文時代後期の出土遺物（94）
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第131図 縄文時代後期の出土遺物（95）
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ある。1384は5 面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると不定形なものが認められる。

また、表裏両面の剥片剥離は上面を打面としており、右側部のものは裏面側から、左側部のもの

は正面側から剥離が行われている。1385は表裏両面と上面に剥片剥離痕を残すものである。剥離

痕をみると不定形なものが認められる。また、正面の剥片剥離は上下両面を打面としており、上

面のものは正面側から、裏面のものは右側部から剥離が行われている。裏面から左側部にかけて

礫面が残されている。1386は裏面以外の部位に、剥片剥離痕および分割面を残すものである。剥

離痕をみると、やや縦長で不定形なものが認められる。また、正面の剥片剥離は上面を打面とし

ており、上面のものは正面側から、下面のものは裏面側から剥離が行われている。左右両側部に

は分割面が、裏面には礫面が残されている。1387は5面に剥片剥離痕を残すものである。剥離痕

をみるとやや横長で不定形なものが認められる。また、剥片剥離に伴う打面転位は頻繁に行われ

ている。1388は6面すべてに剥片剥離痕を残すものである。剥離痕をみると小形で不定形なもの

が認められる。また、剥片剥離に伴う打面転位は頻繁に行われている。裏面には素材面が残され

ている。

B1 133 1389 134 1392

礫を素材とし、一方向からの加撃によって剥片剥離を行うもの。残核形態はチョッパー状とな

る。1389は裏面側から剥片剥離が行われているもので、上部に大形な横長剥片の剥離痕が残され

ている。1390は裏面側から剥片剥離が行われているもので、上部に小振りな横長剥片の剥離痕が

残されている。また右側部には分割面が残されている。1391は裏面側から剥片剥離が行われてい

るもので、上部に不定形剥片の剥離痕が残されている。1392は裏面側から剥片剥離が行われてい

るもので、上部にやや横長となる不定形剥片の剥離痕が残されている。

B2 135 1393 144 1415

礫を素材とし、表裏両面側からの加撃によって剥片剥離を行う、交互剥離の痕跡を残すもの。

残核形態はチョッピングトゥール状となる。1393は主に上部で不定形剥片が剥離されており、表

面の中央部にも右側部方向からの剥片剥離が行われている。1394は主に上部で不定形剥片が剥離

されており、表面の中央部にも右側部方向からの剥片剥離が行われている。また左側部には節理

面を残している。1395は本体のほぼ周囲で不定形剥片が剥離されている。剥片剥離は本体の大部

分に及び、左側部から裏面の中央部で僅かに礫面が残されている。1396は主に上部で不定形剥片

が剥離されており、裏面にも左側部方向からの剥片剥離が行われている。1397は周囲から不定形

剥片が剥離されており、表面の中央部には分割面が残されている。1398は上部でやや横長となる

不定形剥片が剥離されており、表面の中央部にも左側部方向からの剥片剥離が行われている。

1399は主に上部で不定形剥片が剥離されており、表面中央部には左側部側から、裏面の下部には

下方からの剥片剥離が行われている。1400は周囲で不定形剥片が剥離されており、表裏両面の中

央部には礫面が残されている。1401は上部で不定形剥片が剥離されており、裏面のものでは、左

側部方向からの剥片剥離も残されている。1402は周囲で不定形剥片が剥離されており、裏面の剥

離痕は本体の中央部にまで及ぶ。右側に下の剥離痕は分割面である。1403は上部で横長剥片が剥

離されている。1404は上下両端部で横長剥片が剥離されている。下端のものは表面にのみ剥片剥
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第132図 縄文時代後期の出土遺物（96）

離の痕跡を残す。1405は上部で不定形剥片が剥離されており、裏面の中央部にも、右側部方向か

らの剥片剥離が行われている。1406は上部でやや横長な不定形剥片が剥離されている。1407は上

部で不定形剥片が剥離されている。1408は左側部以外の部位でやや横長となる不定形剥片が剥離

されている。1409は周囲で不定形剥片が剥離されており、裏面には礫面が残されている。1410は

上部で不定形剥片が剥離されており、裏面には右側部方向からの剥片剥離が行われている。裏面

の剥離痕は本体中央部にまで及ぶものである。1411は周囲で不定形剥片が剥離されており、表面

には礫面を、裏面には節理面を残している。1412は上部から右側部にかけて不定形剥片が剥離さ

れており、左側部から表裏両面の一部にかけて礫面を残している。1413は周囲で不定形剥片が剥

離されており、表面の中央部には礫面を残す。裏面の剥片剥離は本体中央部にまで及ぶ。1414は

上下両端で不定形剥片が剥離されており、表面には下方からの剥片剥離痕が残されている。この

石核の素材は他のものと違い、棒状の礫が素材となっている。1415は上部で不定形剥片が剥離さ

れている。表面には下方からの剥離痕が残されているが、その形状から剥片剥離に伴うものでは

ないと考えられる。この石核の素材は1414と同様、棒状の礫が素材となっている。 

C1 145 1416 151 1438

剥片を素材とし、一方向からの加撃によって剥片剥離を行うもの。残核形態はチョッパー状と

なる。1416は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面に上部と左側部方向からの剥片剥離が認め

られる。裏面右の剥離痕は素材時の打面である。1417は表面に素材時の主要剥離面を残し、周囲

からの剥片剥離が認められる。1418は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥
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1400

第139図  縄文時代後期の出土遺物（103）

離が認められる。1419は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面には主に下部方向からの剥片剥

離が認められる。1420は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められ

る。1421は裏面に上下両端からの剥片剥離が認められる。表面右の剥離痕は素材時の分割面であ

る。1422は表面に素材時の主要剥離面を残し、上部と右側部方向からの剥片剥離が認められる。

1423は表面に周囲からの剥片剥離が認められる。左側部の剥離痕は素材時の分割面である。1424

は表面に上部と左右両側からの剥片剥離が認められる。左側部の剥離痕は素材時の打面である。 

1425は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、右側部以外の部位で剥片剥離が認められる。1426

は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面に上部からの剥片剥離が認められる。裏面上部の剥離

痕は素材時のものである。1427は表面に素材時の主要剥離面を残し、上下両端に剥片剥離が認め

られる。1428は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められる。左側

部の剥離痕は素材時の切断面である。1429は表面に素材時の主要剥離面を残し、上部と左側部方

向からの剥片剥離が認められる。下部の剥離痕は素材時の切断面である。1430は表面に素材時の

主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められる。1431は表面中央に素材時の主要剥離面を

残し、周囲からの剥片剥離が認められる。下部の剥離痕は素材時の打面である。1432は表面に素

材時の主要剥離面を残し、上部からの剥片剥離が認められる。裏面右の剥離痕は素材時のもので

ある。1433は裏面に素材時の主要剥離面を残し、下部に周囲からの剥片剥離が認められる。上部

には素材時の打面を残す。1434は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面の周囲に剥片剥離が認

められる。裏面右の剥離痕は素材時のものである。1435は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表

面の上部に剥片剥離が認められる。下部には素材時の切断面を残す。1436は表面に素材時の主要

剥離面を残し、左側部に裏面側からの剥片剥離が認められる。裏面の剥離痕は素材時のものであ

る。1437は表面に素材時の主要剥離面を残し、上部に剥片剥離が認められる。右側部の剥離面は
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1402

1403

1404

第141図  縄文時代後期の出土遺物（105）
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1408

1409

1410

1411

第143図  縄文時代後期の出土遺物（107）
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1416

1417

1418

第145図  縄文時代後期の出土遺物（109）

184



1
4
1
9

1
4
2
0

第
1
4
6
図

 
 
縄
文

時
代

後
期

の
出

土
遺
物

（
1
1
0
）

185



1421

1422

1423

1424

第147図  縄文時代後期の出土遺物（111）
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1425

1426

1427

1428

第148図  縄文時代後期の出土遺物（112）
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1429

1430

1431

1432

1433

第149図  縄文時代後期の出土遺物（113）
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1434

1435

1436

1437

第150図  縄文時代後期の出土遺物（114）
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1438

第151図  縄文時代後期の出土遺物（115）

素材時の分割面で、左側部のものは素材時の打面である。1438は裏面に素材時の主要剥離面を残

し、表面の上部に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の礫面打面を残す。

C2類石核（第152図1439～第190図1588）

剥片を素材とし、表裏両面側からの加撃によって剥片剥離を行うもの。残核形態はチョッピン

グ・トゥール状となる。1439は裏面に素材時の主要剥離面を残し、右側部から下部にかけて剥片

剥賍が認められる。裏面左には素材時の分割面を残す。1440は周囲から剥片剥離が行われたもの

である。素材時の剥離面は残されていない。1441 は周囲から剥片剥離の行われたものである。

1442は裏面に素材時の主要剥離面を残し、ばぼ全周からの剥片剥離が認められる。右側部には素

材時の礫面打面を残す。1443は裏面に素材時の主要剥離面を残し、右側部に剥片剥離が認められ

る。1444は裏面に素材時の主要剥離面を残し、周囲に剥片剥離が認められる。上部の剥片剥離は

素材時の礫面を打面としている。1445は裏面に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離

が認められる。1446は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面の周囲と裏面の上部に剥片剥離が

認められる。1447は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められる。

1448は裏面に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められる。1449は表面に素材

時の主要剥離面を残し、主に上部で剥片剥離が認められる。1450は裏面に素材時の主要剥離面を

残し、主に左側部で剥片剥離が認められる。上部には素材時の打面を残す。1451は裏面上に素材

時の主要剥離面を残し、表面上部と裏面の周囲に剥片剥離が認められる。1452は表裏両面中央に

素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離が認められる。1453は裏面に素材時の主要剥離

面を残し、表面の右側部と裏面の周囲に剥片剥離か認められる。1454は表面に素材時の主要剥離

面を残し、表面では主に周囲から、裏面では下部に剥片剥離が認められる。1455は裏面に素材時

の主要剥離面を残し、上下両端に剥片剥離が認められる。1456は表面中央に素材時の主要剥離面

を残し、周囲から剥片剥離が認められる。1457は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、周囲か

ら剥片剥離が認められる。1458は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表面の上部と裏面の周
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1442

1443

1444

第154図  縄文時代後期の出土遺物（118）
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1445

1446

1447

第155図  縄文時代後期の出土遺物（119）
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1448

1449

第156図  縄文時代後期の出土遺物（120）

囲に剥片剥離が認められる。1459は裏面に素材時の節理面を残し、周囲からの剥片剥離が認めら

れる。1460は表面の上部と裏面の両側部から剥片剥離が認められる。1461は表裏両面の周囲から

剥片剥離が認められる。1462は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面に周囲からの剥

片剥離が認められる。1463・1464は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面に周囲から

の剥片剥離が認められる。1465は表面周囲と裏面の上部に剥片剥離か認められる。表面左側部の

剥離面は素材時の分割面である。1466は表面に素材時の主要剥離面を残し、周囲からの剥片剥離

が認められる。1467は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表面の左側部と裏面の周囲に剥片

剥殷が認められる。1468は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の上部以外の部位に

剥片剥離が認められる。1469は表面右に素材時の主要剥離面を残し、左側部に剥片剥離が認めら

れる。右側部の剥離痕は切断面である。1470は裏面に素材時の主要剥離面を残し、上部から右側

部にかけて剥片剥離が認められる。下部の剥離面は素材時の打面である。1471は表裏両面の周囲

に剥片剥離が認められる。1472は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片

－195 －
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1452

1453

1454

第158図  縄文時代後期の出土遺物（122）
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1455

1456

1457

第159図  縄文時代後期の出土遺物（123）
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1458

1459

1460

第160図  縄文時代後期の出土遺物（124）
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1461

1462

1463

第161図  縄文時代後期の出土遺物（125）
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1464

1465

1466

1467

第162図  縄文時代後期の出土遺物（126）
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1468

1469

1470

1471

第163図  縄文時代後期の出土遺物（127）
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1472

1473

1474

1475

第164図  縄文時代後期の出土遺物（128）
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1476

1477

1478

1479

第165図  縄文時代後期の出土遺物（129）
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1480

1481

1482

1483

第166図  縄文時代後期の出土遺物（130）
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1484

1485

1486

1487

第167図  縄文時代後期の出土遺物（131）
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1488

1489

1490

1491

第168図  縄文時代後期の出土遺物（132）
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1492

1493

1494

1495

1496

第169図  縄文時代後期の出土遺物（133）
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1497

1498

1499

1500

1501

1502

第170図  縄文時代後期の出土遺物（134）
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剥離が認められる。右側部の剥離痕は素材時の切断面である。1473は裏面中央に素材時の主要剥

離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部には素材時の切断面が残される。

1474・1475は周囲からの剥片剥離が認められる。1476は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、

表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1477は表面に素材時の主要剥離面を残し、ほぼ周囲に

剥片剥離が認められる。左側部には素材時の打面が残される。1478は表面に素材時の主要剥離面

を残し、表面右側部と裏面右側部に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残され

る。1479は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1480は

表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の上下部に剥片剥離が認められる。1481は裏面に素

材時の主要剥離面を残し、表裏両面の左右側部に剥片剥離が認められる。1482は表面に素材時の

主要剥離面を残し、表裏両面の上部に剥片剥離が認められる。下部には素材時の打面が残される。

1483は裏面に素材時の主要剥離面を残し、右側部に剥片剥離が認められる。1484は表面に素材時

の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1485は裏面中央に素材時の主要

剥離面を残し、表裏両面の上下部に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残され

る。1486は表裏両面に素材時の剥離面を残し、周囲から剥片剥離が認められる。左側部に残され

る礫面は、素材時の打面である。1487は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面のほぼ周囲

に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残されるが、この切断面は中央に打点か

ら伸びる稜線が形成されており、両極打法による切断であることが考えられる。1488は裏面に素

材時の主要剥離面を残し、表面上部と裏面右に剥片剥離が認められる。1489は裏面に素材時の主

要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1490は裏面に素材時の節理面を残し、

表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1491は表面の周囲と裏面の左側部から下部にかけて、

剥片剥離が認められる。1492は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が

認められる。1493は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上下部には素材時の切断面が残さ

れる。1494は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面の周囲と裏面右に剥片剥離が認められる。

1495は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表面の上下部と裏面上部に剥片剥離が認められる。

左側部には素材時の切断面が残される。1496は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、表面の周

囲と裏面左に剥片剥離が認められる。下部には素材時の切断面が残される。1497は表面中央に素

材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面

が残される。1498は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の上部に剥片剥離が認められる。

1499は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1500は

表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部には節理面が残される。1501は裏面中央に素材時

の節理面を残し、表裏両面の上部に剥片剥離が認められる。1502は表面に素材時の主要剥離面を

残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。下部には素材時の切断面が残される。1503は表

面中央に素材時の主要剥離面を残し、表面下部と裏面右に剥片剥離が認められる。表面左上には

素材時の打面が残される。1504は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片

剥離が認められる。表面左には僅かに素材時の打面が残される。1505は裏面左に素材時の主要剥

離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められるO1506は裏面中央に素材時の分割面を残し。
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表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の礫面が残される。また裏面に残さ

れる分割面には、直接の剥離とは異なる打点が礫面に接するように確認される。1507は表面に素

材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1508は表面中央と裏面に素

材時の剥離面を残し、主に右側部で剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残され

る。1509 は表裏両面に素材時の剥離面を残し、主に表裏両面の上部で剥片剥離が認められる。

1510は表面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1511は

裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部には素材時の

切断面が残される。1512は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面

が残される。1513は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認めら

れる。1514は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1515

は表面に素材時の剥離面と、裏面に素材時の主要剥離面を残し、主に両側部で剥片剥離が認めら

れる。下部には素材時の打面が残される。1516は表面に素材時の主要剥離面を残し、左側部に剥

片剥離が認められる。下部には素材時の切断面が残される。1517は裏面中央に素材時の主要剥離

面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部には素材時の礫面打面が残される。

1518は表面中央に素材時の主要剥離面を残し 表面下部と裏面の周囲に剥片剥離が認められる。

左側部には素材時の礫面打面が残される。1519は裏面に素材時の主要剥離面を、裏面にも素材時

の剥離面が残され、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1520は表面に素材時の主要剥離面

と節理面を残し、右側部と上部に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残される。

1521は裏面中央に素材時の剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。右側部には

素材時の切断面が残される。1522は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1523は裏面に素材

時の剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部の欠損は新しい段階のもので

ある。1524は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し 表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。

1525は裏面中央下に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1526

は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1527は裏面

に素材時の主要剥離面を残し、表面の周囲と裏面左に剥片剥離が認められる。1528は裏面中央に

素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1529は表裏両面に素材時

の剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残され

る。1530は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1531は表面に素材時の主要剥離面を残し、

表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1532は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の

周囲に剥片剥離が認められる。1533は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に

剥片剥離が認められる。1534は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が

認められる。1535は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。

左側部には素材時の節理面が残される。1536は表裏両面中央に素材時の剥離面を残し、表裏両面

の周囲に剥片剥離が認められる。1537は表面上に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に

剥片剥離が認められる。1538は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が

認められる。1539は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認めら
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第172図　縄文時代後期の出土遺物（136）
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第173図  縄文時代後期の出土遺物（137）
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1515

第174図  縄文時代後期の出土遺物（138）
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第175図  縄文時代後期の出土遺物（139）
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第176図  縄文時代後期の出土遺物（140）

－217 －



1524

1525

1526
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第177図  縄文時代後期の出土遺物（141）
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1531

第178図  縄文時代後期の出土遺物（142）
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1534

第179図  縄文時代後期の出土遺物（143）
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1536

1537

1538

第180図  縄文時代後期の出土遺物（144）

221



れる。右側部には素材時の切断面が残される。1540は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。

1541は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1542は

裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1543は表面中

央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1544は裏面中央に素

材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1545は表面中央に素材時の

主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1546は裏面に素材時の主要剥離面

を、裏面には素材時の剥離面を残し、表面の周囲と裏面上に剥片剥離が認められる。1547は表面

に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1548は表裏両面の周囲

に剥片剥離が認められる。1549は表面に素材時の主要剥離面を、裏面に素材時の剥離面を残し、

左側部に剥片剥離が認められる。下部には素材時の礫面打面が残される。1550は裏面に素材時の

主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1551は表面中央に素材時の主要剥

離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1552は裏面中央に素材時の主要剥離面を、

表面に素材時の剥離面を残し、上部に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残さ

れる。1553は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1554

は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1555は表裏両面

の周囲に剥片剥離が認められる。1556は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥

片剥離が認められる。1557は裏面に素材時の主要剥離面を残し、主に右側部に剥片剥離が認めら

れる。1558は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1559

は裏面中央に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。上部には素

材時の打面が残される。1560は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が

認められる。1561は表面に素材時の主要剥離面を残し、表面の上部と裏面の周囲に剥片剥離が認

められる。1562は裏面上下に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められ

る。1563は表裏両面に素材時の剥離面を残し、主に表裏両面の上下部に剥片剥離が認められる。

両側部には素材時の切断面が残される。1564は表面下に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の

周囲に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残される。1565は裏面中央に素材時

の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離か認められる。裏面下の礫面は素材時の打面が

である。1566 は表面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。

1567は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表面左側部と裏面左下部に剥片剥離が認められる。

1568は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残される。1569・

1570は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1571は裏面

に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1572は表裏両面に素材

時の剥離面を残し、左側部に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残される。

1573は表面に素材時の剥離面を、裏面に素材時の主要剥離面を残し、右側部に剥片剥離が認めら

れる。1574は表面に素材時の剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1575・

1576は表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1577は裏面に素材時の主要剥離面を残し、上下

部で剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残される。1578は裏面下に素材時の主
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1542

第181図  縄文時代後期の出土遺物（145）
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1546

第182図  縄文時代後期の出土遺物（146）
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第183図 縄文時代後期の出土遺物（147）
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1556

第184図 縄文時代後期の出土遺物（148）
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1558
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1560

第185図 縄文時代後期の出土遺物（149）
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1564

1565

第186図 縄文時代後期の出土遺物（150）
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1570

第187図 縄文時代後期の出土遺物（151）
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1574 1575

1576

第188図 縄文時代後期の出土遺物（152）
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1578

1579

1580

1581

第189図 縄文時代後期の出土遺物（153）
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1583

1584

1585

1586

1587

1588

第190図 縄文時代後期の出土遺物（154）
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要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1579は裏面に素材時の主要剥離面を

残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残される。1580は

裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲に剥片剥離が認められる。1581は表裏両面の

周囲に剥片剥離が認められる。左側部には素材時の切断面が残される。1582～1584は表裏両面の

周囲に剥片剥離が認められる。右側部には素材時の切断面が残される。1585・1586は表裏両面の

周囲に剥片剥離が認められる。1587・1588は裏面に素材時の主要剥離面を残し、表裏両面の周囲

に剥片剥離が認められる。

敲石（第191図1589 ～第204図1619 ）

1589は表裏両面に磨痕を残す。1590は表面に磨痕と敲打痕を、裏面に敲打痕を残す。右側部に

も敲打痕が認められる。1591は表裏両面に磨痕を、表面と右側部に敲打痕を残す。1592は表裏両

面に磨痕を残す。1593は表裏両面に磨痕を残す。裏面と右側部には僅かに敲打痕が認められる。

1594・1595は表面に敲打痕を、裏面に磨痕を残す。両側部にも敲打痕が認められる。1596は表裏

両面に磨痕と敲打痕を残す。両側部にも僅かな敲打痕が認められる。1597は裏面に磨痕を残す。

右側部には敲打痕が認められる。1598は表面に磨痕と敲打痕を、裏面に磨痕を残す。1599は表面

に磨痕と敲打痕を、裏面に磨痕を残す。両側部にも敲打痕が認められる。1600は表面に敲打痕を、

裏面に磨痕を残す。1601は表裏両面に磨痕を残す。上部には敲打痕が認められる。1602は表裏両

面に磨痕と敲打痕を残す。右側部にも敲打痕が認められる。1603は表面に敲打痕を。、裏面に磨痕

と敲打痕を残す。1604は表面に磨痕と敲打痕を、裏面に磨痕を残す。下部にも敲打痕が認められ

る。1605は表面に磨痕を、裏面に磨痕と敲打痕を残す。上下部から両側部にも敲打痕が認められ

る。1606は表面に磨痕を残し、裏面から表面の一部にかけて敲打痕が認められる。1607は表裏両

面の中央と、上下部、左側部に敲打痕を残す。1608・1609は表裏両面に敲打痕を残す。1610は裏

面に磨痕を残す。1611は表裏両面に磨痕と敲打痕を残す。1612は下部と右側部上に敲打痕を残す。

1613は上下両端部に敲打痕を残す。1614は裏面中央に敲打痕を残す。下端部にも僅かに敲打痕が

認められ、縦位の欠損は使用によるものと考えられる。1615は上下両側が使用によって縦位方向

に欠損している。1616・1618は下端部に敲打痕を残す。1617は表裏両面の中央に敲打痕を残す。

上部には、使用による縦位方向の欠損が認められる。1619は使用によって縦位に大きく欠損して

いる。

石皿（第204図1620～第205図1625 ）

1620・1622は表裏両面に磨痕を残す。1621は表面に磨痕を残す。表面には黒色の付着物が認め

られる。1623は表面に磨痕を残す。1624は表面に磨痕を残し、受熱による赤色の変色部分が認め

られる。1625は表面が敲打によって窪むものである。

土製円盤（第1626 図1626 ）

1626は土器片を再加工した土製円盤である。全体形は縦に長い隅丸方形状のもので、全縁に研磨

を施して仕上げたものである。表面には器面調整の研磨痕が残される。
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1589

1590

第191図 縄文時代後期の出土遺物（155）
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1591

1592

第192図 縄文時代後期の出土遺物（156）
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1593

1594

第193図 縄文時代後期の出土遺物（157）
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1595

1596

第194図 縄文時代後期の出土遺物（158）
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1597

1598

第195図 縄文時代後期の出土遺物（159）
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1599

1600

第196図 縄文時代後期の出土遺物（160）
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1601

1602

第197図 縄文時代後期の出土遺物（161）
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1603

1604

第198図 縄文時代後期の出土遺物（162）
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1605

1606

第199図 縄文時代後期の出 土遺物（163）
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1609

1610

1611

第201図 縄文時代後期の出土遺物（165）
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1612

1613

第202図 縄文時代後期の出土遺物（166）
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16151614

1616

1617

第203図 縄文時代後期の出土遺物（167）
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1618

1619

1621

1620

第204図 縄文時代後期の出土遺物（168）
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1623

1622

1625

1624

1626

第205図 縄文時代後期の出土遺物（169）
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第3 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期1 ）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 色 調 胎 土 挿図番号

45 SK－2・24 外面：2．5YR5／8内面：2．5YR5／8 石英・長石 第31図

46 SK－2・6 第31図

47 SK－2・25

外面：5YR3／1内面：5YR2／1 石英・長石・雲母

外面：2．5YR3／3内面：2．5YE2／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第31図

48 SK－2・3

第Ⅳa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文内面：条痕文

第Ⅳc類 口縁部 外面：沈線文．条痕文内面：条痕文

第Ⅳe類 口縁部 外面：条痕文内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文内面：条痕文 第31図

55 14844・14845・14847 羽島下層式土器 口縁部 外面：列点文内面：条痕文

外面：10YR7／3内面：10YR7／3

外面：10YR6／4内面：10YR6／4

石英・長石

長石 第36図

56 14848 外面：列点文内面：条痕文 第36図

57 23732
第36図

58 15087
第36図

59 22863 第36図

60 20016 第36図

61 24990

外面：7．5YR6／4：10YR5／3 石英・長石

外面：5YR4／6内面：5YR5／1 石英・長石・雲母

外面：5YR5／4内面：5YR5／4 石英・長石・雲母

外面：5YR3／2内面：7．5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：5YR3／1内面：5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 第36図

62 24974

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

羽島下層式土器 胴部

外面：条痕文、列点文内面：条痕文

外面：刺突文、ナデ、列点文内面：ナデ

外面：列点文内面：条痕文

外面：列点文内面：条痕文

外面：条痕文、列点文内面：条痕文

外面：列点文内面：条痕文 外面：5YR2／2内面：5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第36図

63 14930 羽島下層式土器 口縁部 外面：列点文内面：条痕文 外面：5YR3／1内面：5YR3／1 石英・雲母 第36図

64 14865 胴部 外面：突列点内面：条痕文 外面：5YR4／6内面：5YR2／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第36図

65 22859 胴部 第36図
66 1493 胴部 第36図
67 24341 胴部 第36図

68 22985 胴部 第36図

69 13709

轟B式土器

轟B式土器

轟B式土器

轟B式土器

轟B式土器

轟B式土器 胴部

外面：条痕文内面：条痕文

外面：条痕文、列点文内面：条項文

外面：条痕文、突帯、列点文内面：条痕文

外面：条痕文、突帯内面：条痕文

外面：ナデ内面：ナデ 第36図

70 26251■26252・26253

外面：5YR2／1内面：7．5TR3／1 石英・長石・雲母

外面：5YR2／1内面：5YR3／1 石英・長石・雲母

外面：5YR2／2内面：5YR2／2 石英一長石・雲母・未分類鉱石

外面：5YR5／6内面：7．5YR5／2 長石・雲母

外面：7．5YR4／6内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母

夕t面：4．5YR6／6内面：7．5YR5／4 長石・未分類鉱物 第37図

71 12710 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR3／1 長石 第37図
72 12704 第37図

73 791 第37図

74 26370

外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／1 石英・長石

夕Hi：7．5YR6／6内面：7．5YR5／4 石英・長石

外面：7．5YR4／3内面：7．況4／1 石英・長石 第37図

75 8652 外面：5YR5／1内面：2．5YR5／1 石英・長石 第37図

76 表土層
第37図

77 第Ⅱa層
第37図

78 25848
第37図

79 3677
第37図

80 6430
第37図

81 第Ⅲa層
第37図

82 24232
第37図

83 3545
第37図

84 7995
第37図

85 20070
第37図

86 1149
第37図

87 第Ⅱa屏
第37図

88 第Ⅱa層
第37図

89 第Ⅱa層
第37図

90 26129

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、RI縄文、研磨内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：RL縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、R1縄文、区画沈線文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：RL縄文、区画沈線文内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、RL縄1文、研磨内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、LR縄文内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、区画沈線文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文月江縄文、区画沈線文内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：RL縄文、区画沈線文、研磨内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、RL縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、LR縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、区画沈線文内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：曲線文、LR縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：刺突文、区画沈線文内面：条痕文

第la類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文．刺突文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、R1縄文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、区画沈線文内面：条痕文

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文内面：ナデ

第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、ナデ内面：ナデ 第38図

91 12930 口縁部 外面：沈潜、曲線、RL縄文、研磨内面：研磨 第38図

92 11791
第38図

93 11793 ・11798
第38図

94 第Ⅲa層
第38図

95 12693

外面：5YR4／4内面：5YR5／8 石英・長石

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR4／4 石英・長石

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母

外面：7．5YR6／4内面：7．5YE6／3 石英・雲母

外面：5YK2／2内面：5YR2／1 石英一長石・未分類鉱石

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR5／6 石英・長石・未分類鉱石

外面：7．5YR6／3内面：7．5YR6／3 長石

外面：5YR5／6内面：5YR3／1 長石・未分類鉱石

外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 長石

外面：7，5YR3／2内面：7．5YR4／3 長石・未分類鉱石

外面：7，5YR6／8内面：7．5YR5／6 石英・長石

外面：7．5YR3／3内面：7．5YR2／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／1 長石

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR3／1 石英・長石

外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／3 石英・長石・未分類鉱石

外面：7．5YR3／3内面：7．5YR3／1 石英一長石・雲母・未分類鉱石

外面：2．5YR5／1内面：2．5YR2／1 石英・長石

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／4 石英・雲母

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／4 石英・長石

外面：7．5YR1．7／1内面：7．5YR1．7／1 長石 第38図

96 7091 外面：況5／8内面：5YR2／3 石英・長石 第38図

97 14339 外面：7．5YR7／6内面：7．5YR4／3 長石 第38図

98 11471
第38図

99 8942

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR6／4 石英・長石・未分類鉱石

外面：5YR6／4内面：5YR2／1 石英・長石・雲母 第38図

100 20523 ・20525 外面：7．5YR5／2内面：7．5YR4／1 石英・長石 第38図
101 第Ⅲa層 外面：5YR3／1内面：5YR3／1 石英・長石・雲母 第38図
102 3527

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

胴部 外面：曲線文、RL縄文、条痕文、突帯内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、区画沈線文内面：条痕文

口縁部 外面：RL条痕文、区画沈線文、赤色塗彩内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、区画沈線文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文

口縁部 外面：曲線文、RL縄文、区画沈線文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、区画沈線文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、条痕文内面：条痕文

口録部 外面：曲線文、RL縄文．研磨内面：ナデ、研磨

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：条痕文 第38図
103 第Ⅱa層 第Ⅰa類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、刺突文内面：ナデ

外面：7．5YR6／8内面：7．5YR6／8 長石

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／7 長石 第38図
104 1472 第Ⅰa類 胴部 外面：7，5YR6／4内面：7．5YR2／1 石英・長石 第38図
105 25836 胴部

外面：RL縄文、区画沈線文、ナデ内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文、研磨内面：ナデ 外面：7，5YR6／4内面：7．5YR4／1 石英・長石 第38図

106 表土 胴部 外面：曲線文、RL縄文、研磨内面：ナデ 外面：2，5YR3／3内面：2．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第38図
107 22523 胴部 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR6／4 長石 第38図
108 第Ⅲa層 胴部

外面：曲線文、RL縄文、研磨内面：ナデ

外面二沈線文・RL縄文、研磨内面：研磨 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR3／1 石英・長石 第38図
109 12948 胴部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：ナデ 夕面：7．5YR4／1内面：7．5YR3／1 ・石英・長石・雲母 第38図
110 第Ⅱa層 胴部 外面：曲線文、RD縄文、LR縄文、研磨内面：条痕文 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR1．7／ 1石英・長石 第39図

111 24875 胴部 外面：沈線文、羽状縄文内面：ナデ 外面：7．5YR5／3内面：7．5YR6／1 石英・長石 第39図

112 第Ⅲa層 胴部 外面：LR縄文、区画沈線文、研磨内面：条痕文 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR4／4 長石 第39図
113 第Ⅲ層 胴部 外面：沈線文、曲線文、赤色塗彩内面：条痕文 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR6／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第39図
114 第Ⅲ層 胴部 外面：沈線文、曲線文、RI縄文、LR縄文内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：7．5YR5／3 石英・長石 第39図
115 表土層 胴部 外面：沈線文、RL縄文、区画沈線文、条痕文内面：ナデ 外面：5YR4／2内面：5YR5／6 石英・長石僵母・未分類鉱石 第39図
116 12860 胴部 第39図
117 第Ⅲa層 胴部 第39図
118 25709 胴部 第39図

119 4503

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類

第Ⅰa類 胴部

外面：沈線文、曲線文、赤色塗彩内面：ナデ

外面：沈線文、条痕文内面：条痕文

外面：沈線文、RL縄文内面：ナデ

外面：沈線文、曲線文、RL縄文、研磨内面：ナデ

外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／4 石英一長石・雲母

外面：7．5YR6／3内面：7．5YR6／2 石英・長石・未分類鉱石

外面：5YR5／8内面：5YR4／2 石英・長石亅 母・未分類鉱石 第39図

250



第4 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期2 ）

旧 番 号 分番号 類 部位 調 整 お よ び 施 文 色 調 胎 土 挿図番号

120
4365 第Ⅰa類 胴部 外面：曲線文、RI縄文、研磨 内面：ナデ 外面：5YR4／内面：5YR6／1 長石・未分類鉱石 第39図

121
9102・9595・12829・12853 第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：ナデ 外面：5YR3／2 内面：5YR3／3 長石・雲母・未分類鉱石 第39図

第Ⅲa層 外面：7，5YR2／1内面：7．5YR1．7／1 第39図
122

22852 第39図
123

第39図124
第Ⅲa層

3406 第39図125

126
21448 第39図

127
26200 第39図

128
第Ⅱa層

長石・雲母

石英・長石・未分類鉱石

長石

長石・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

長石・未分類鉱石

石英・長石 第40図

10169 第40図129
第Ⅱa層 第40図

130

131 5366 第40図

第Ⅱa層

石英・長石

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石 第40図132
7151 第40図133
5159 第40図134

135
表 土 層 第40図

9749 第40図
136

第40図
137

第Ⅲa層

24863 第40図
138

139
12550 第40図

140 26552 第40図

24886

外面：5YR2／1 内面：5YR4／4

外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／4

外面：5YR5／6 内面：7．5YR6／6

外面：2．5YR2／2内面：2．5YR2／1

外面：5YR4／4 内面：2．5YR3／3

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／1

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR4／4

外面：5YR4／1 内面：7．5YR4／1

外面：5YR3／2 内面：5YR4／8

外面：7，5YR3／2内面：5YR2／1

外面：7．5YR4／2内面：5YR4／4

外面：10YR3／2内面：10YR2／1

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR4／3

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR4／2

外面：7．5YR4／1内面：7．5YR4／1

外面：7．5YR6／4内面：7．5YR5／4

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR4／2

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6

外面：7．5YR6／4内面：7．5YR5／1

石英・長石・雲母・未分類鉱石

雲母・未分類鉱石

石英・長石・未分類鉱石

長石・未分類鉱石

長石・雲母

雲母

長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・雲母・未分類鉱石 第40図141

142
23570 外面：10YR7／2内面：10YR6／2長石・未分類鉱石 第40図

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR4／2 石英・長石・未分類鉱石 第40図
143

第Ⅱa層

12377 外面：7．5YR6／8内面：7．5YR7／6 石英・長石 第40図
144

3678 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR5／2 石英・長石 第40図
145

2076 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／4 石英・長石 第40図
146

1298 外面：7．5YE4／6内面：7．5YE5／8 石英・長石・未分類鉱石 第40図147
外面：7．5YR8／2内面：7．5YE7／2 長石 第40図148

撹 乱 内 出 土

第Ⅰb類 口縁部 外面：RL縄文、区画沈線文、条痕文、研磨 内面：条痕文

第Ⅰb類 口録部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、区画沈線文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、赤色塗彩 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、区画沈線文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文．RL縄文、区画沈線文、研磨、赤色塗彩 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、区画沈線文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：研磨

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、R1縄文、条痕文内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：RL縄文、区画沈線文、赤色塗彩、研磨 内面：研磨

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、R1縄文、条痕文、研磨内面：条痕文、研磨

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨、赤色塗彩内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：研磨

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：条痕文、研磨

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、LR条痕文、刺突文 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、研磨 内面：ナデ

25433 第Ⅰb類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：ナデ 外面：7．5YR4／2内面：5YR4／8 長石・未分類鉱石 第40図149
外面：沈線文、RL縄文、研磨、赤色塗彩内面：ナデ 石外面：5YR5／6内面：7．5YR5／6 英・未分類鉱石

150
3455 第40図第Ⅰb類 口縁部

151
6719 外面：7．5YR7／1内面：7．5YR7／2 石英・長石 第40図

5223 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／3 長石 第40図
152

22152 外面：5YR5／6 内面：5YR6／6 長石・雲母 第40図
153

26688 外面：5YR7／1 内面：7．5YR5／2 長石・雲母 第40図154
11780 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／2 長石・雲母 第40図155
12772

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、ナデ内面：沈線文、RI縄文、条痕文

口縁部 外面二沈線文、RL縄文内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、R1縄文、ナデ内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RI縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文，研磨 内面：研磨 外面：5YR6／4 内面：2．5YR2／1 長石 第40図156
第Ⅱa層 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／3 石英一長石・雲母・未分類鉱石 第40図

157 口縁部
6005 外面：5YR4／1 内面：7．5YE5／8 長石 第40図

158
7592 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR7／6 長石 第40図

159
9858

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

第Ⅰb類

胴部

胴部

胴部

外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

外面：沈線文、RL縄文、研磨、赤色塗彩内面：条痕文

外面：沈線文、RL縄文、研磨、赤色塗彩内面：研磨 外面：2．5YR3／3内面：2．5YR2／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第40図
160

・6145
161

6142 外面：5YR4／1 内面：7．5YR6／4 長石
口縁部 外面：曲線文、RL縄文、区画沈線文、研磨内面：条痕文 第41図第Ⅰc類

162
第Ⅱa層 外面：5YR3／2 内面：5YR2／2 石英・長石・未分類鉱石 第41図

163
第Ⅱa層 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR3／1 石英・長石 第41図

164
表 土 層 夕t面：5YR5／6 内面：5YR4／6 長石 第41図

表 土 層 外面：7．5YR3／4内面：7．5YR2／3 石英・長石 第41図
165

表 土 層 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／8 長石・未分類鉱石 第41図
166

639 外面：10YR6／8内面：10YR6／8長石 第41図
167

第Ⅱa層 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR1．7／1 石英一長石 第41図
168

19416 外面：5YR5／4内面：5YR3／1 石英・長石 第41図
169

外面：2．5YR4／6内面：7．5YR6／5 石英・長石・未分類鉱石 第41図170
第Ⅲa層

15204 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／3 石英・長石 第41図
171

第Ⅲa層 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR2／1 長石 第41図
172

9525 外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／8 石英一長石・雲母・未分類鉱石 第41図
173

174
13038 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR2／2 長石 第41図

9934 外面：7．5YR7／6内面：7．5YR5／6 長石・雲母 第41図
175

5834 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／8 石英・長石 第41図
176

11897 石英・長石
177

夕｝面：5YR3／2 内面：5YR3／1 第41図

第Ⅱa層 外面：5YR4／2 内面：7．5YR5／4 長石 第41図
178

11832 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／3 石英・長石 第41図
179

第Ⅱa層 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR5／8 長石 第41図
180

第Ⅱa層 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第42図
181

14940 石英・長石 第42図
182

外面：5YR4／1内面：5YR3／1

7183 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／6 長石 第42図
183

184
表 土 層 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR6／4 長石 第42図

外面：7．5YR3／3内面：7．5YR4／4 石英・長石・未分類鉱石 第42図
185

第Ⅱa層

表 土 層 外面：7．5YR5／8内面：5YR3／2 長石 第42図
186

第Ⅱa層 外面：5YE4／1 内面：7．5YR6／4 未分類鉱石 第42図
187

表 土 層

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、キザミ内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：羽状縄文、区画沈線文、研磨 内面：条痕文、研磨

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：刺突文、区画沈線文、キザミ 内面：刺突文、条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：沈線文、ナデ

第lc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、区画沈線文 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、区画沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：区画沈線文、条痕文、研磨 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：曲線文、RL縄文，研磨、キザミ 内面：ナデ

第Ⅰc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：ナデ 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6 長石 第42図
188

251



第5 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期3 ）

旧 番 号 分番号 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

189 第h 層 第lc類 石英・長石 第42図

190 第aa 喞 第Tc類 石英・長石 第42図

191 5916 第Td類 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第42図

192 5955 第Td類 石英・長石 第42図

193 12480 第Td類 石英・長石・未分類鉱石 第42図
194 24472 第ld類 石英・長石・未分類鉱石 第42図

195 728 第ld類 長石・未分類鉱石 第42図

196 第aa 層 第ld類 石英・長石 第42図

197 24392 第ld類 石英・長石・未分類鉱石 第42図

198 20129 第ld類 長石・雲母 第42図

199 22920 第ld類 石英・長石 第42図

200 12934 第ld類 石英・長石 第42図

201 26651 第ld類 長石 第42図
202 12190 第ld類 長石 第42図
203 782 第ld類 石英・長石 第42図

204 6417 第ld類

外面：7．5YR4／1内面：7．5YR3／1

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／3

外面：5YR5／6 内面：5YR6／6

夕｝面：5YR2／1 内面：5YR4／8

外面：2．5YR4／3内面：2．5YR2／1

外面：7．5YE4／3内面：7，飢5／6

外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／4

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR3／1

トタ面：7．5YR3／1内面：7．5YR2／2

外面：7．5YR2／2内面：7．5YR3／3

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／3

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／2

外面：7．5YR4／6内面：7．5YR7／6

外面：5YR3／1 内面：7．5YR7／2

外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／4

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／4 長石・未分類鉱石 第42図

205 第aa 層 第ld類 石英・長石・雲母・未分類鉱石第42図

206 表土層 第ld類 第42図

207 表土層 第ld類 第43図

208 第h 層 第Td類 第43図
209 第aa 層 第Td類 第43図
210 第aa 層 第ld類

外面：2．5YR5／6内面：5YR4／2

外面：7．5YR3／3内面：7．5YR4／6

夕t面：5YR5／7 内面：5YR4／8

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／2

外面：5YE4／8 内面：23．5YR5／8

外面：7．5YR4／2内面：5� ／6 第43図
211 1141 第ld類 第43図

212 24394 第ld類 第43図

213 23163 第ld類 第43図

214 第h 層 第ld類 第43図
215 表土層 第ld類 第43図
216 21315 第ld類 第43図
217 第h 層 第ld類 第43図

218 24653 第Td類

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：RL縄文、区画沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：曲線文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：曲線文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

目縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：沈線文、条痕文

口縁部 外面：沈線文，ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

目縁部 外面：沈線文、条痕文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ 第43図

219 表土層 第Td類 外面：曲線文 内面：ナデ 第43図

220 14977 第Td類 第43図

221 第aa 層 第ld類 第43図
222 15031 第ld類 第43図
223 25997 第Td類 第43図
224 560 第ld類 第43図
225 14986 第ld類 第43図
226 15023 第ld類 第43図

227 26326 第ld類

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

外面：曲線文、条痕文 内面：ナデ

外面：沈線文 内面：条痕文

外面：沈線文、条痕文、研磨 内面：条痕文

外面：沈線文 内面：ナデ

外面：曲線文、研磨 内面：条痕文

外面：曲線文、研磨 内面：研磨

外面：沈線文、区画沈線文、条痕文 内面：ナデ

外面：曲線文、穿孔 内面：ナデ 第43図

228 15009 第le類 第44図
229 14492 第le類 第44図
230 第aa 層 第le類 第44図
231 20950 第Te類

口縁部 外面：矼縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、刺突文、ナデ 内面：曲線文、条痕文

口縁部 外面：刺突文 内面：沈線文
第44図

232 表土層 第le類 第44図

233 第aa 層 第le類 第44図
234 第aa 層 第le類

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR6／8

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／3

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／1

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR5／4

外面：7，5YR3／3内面：7．5YR5／8

夕圖 二5YR4／6 内面：5YR5／6

脂 ：5YR4／2 内面：范4／2

外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／3

外面：2．5YE4／8内面：2．5YR3／1

外面：5YR6／6 内面：5YR6／4

外面：2．5YR4／6内面：2．5YE2／2

外面：7．5YR3／1内面：10YR6／2

外面：7．5YR8／6内面：7．5YP2／2

外面：10YR5／3内面：10YR5／4

外面：5YR4／6 内面：5YE5／4

外面：7．5YR6／6内面：7．5YR5／3

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR3／2

外面：7．5YR6／8内面：7．5YR7／4

外面：7．5YR5／8内面：7．5YE3／3

外面：7．5YR6／4内面：7．5YR3／4

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR3／2

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／6

外面：5YR4／1 内面：5YR5／4

外面：7．5YR4／6内面：7．5YR5／8

長石・未分類鉱石

石英一長石

長石・未分類鉱石

長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石

石英・長石

長石

長石

石英一長石

石英一長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

長石

長石

石英一長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石

石英・長石・未分類鉱石

長石

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英一長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

長石・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

長石・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

長石

石英・長石

長石・雲母 第44図
235 12954 第le類 外面：7．5YR5／8内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石第44図
236 第aa 層 第le類 外面：7，5YR4／3内面：7．5YR4／1 石英一長石・雲母・未分類鉱石 第44図
237 第aa 層 第le類 夕価：7．5YR4／2内面：7．5YR4／1 長石 第44図
238 14968 第Te類

胴部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、区画沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、瓩縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、キザミ 内面：ナデ

目縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石第44図
239 26691 第Te類 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／3 長石・未分類鉱石 第44図
240 第aa 層 第lf類 外面：5YR2／4内面：5YR4／1 長石 第44図
241 3435 第1圜 第44図

242 表土層 第1圜

胴部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、研磨、キザミ 内面：研磨

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文．キザミ 内面：条痕文 第44図
243 4717 第1圜 胴部 外面：沈線文、研磨、キザミ 内面：ナデ 第44図
244 22215 第Tf類 第44図
245 撹乱内出土 第aa 類

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／1

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／8

外面：5YR6／6 内面：5YE6／6

外面：2．5YR4／8内面：2．5YR3／2

外面：5YR5／4 内面：5YR4／1

石英・長石

長石・雲母

長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母 第45図
246 21120 第aa 類 外面：7．5YR2／2内面：7．5YR2／1長石 第45図
247 15276 第aa 類

胴部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面 二条痕文

口録部 外面：ナデ、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR2／1 石英一長石 第45図
248 5833 第aa 類 外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／6 石英一長石・雲母・未分類鉱石 第45図

249 14460 第aa 類 外面：7．5YR4／4内面：7．5YE5／6 長石 第45図
250 第aa 層 第aa 類 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図
251 11955 第aa 類

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口録部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR4／6 長石 第45図
252 第aa 層 第aa 類 目縁部 外面：条痕文、キザミ、穿孔 内面：条痕文 外面：5YR4／8 内面：5YE4／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図
253 第h 層 第aa 類 外面：7．5YR5／2内面：7．5YR4／1 長石・未分類鉱石 第45図

254 20443 第aa 類 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図
255 第aa 層 第aa 類 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR5／2 石英一長石 第45図
256 23663 第aa 類

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、研磨、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図
257 26201 第aa 類 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図
258 表土層 第aa 類

口縁部 外面：ナデ、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／6 長石 第45図

252



第6 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期4 ）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

外面：7，5YR3／2内面：7�．5 ／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図259 第Ⅱa層

第Ⅱa層 外面：5YR4／3 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図260
外面：7．5YR5／8内面：7．5YR6／6 石英・長石 第45図261 14882
外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第45図262 16820

長石・未分類鉱石 第45図
263 第Ⅱa層 外面：7．5YR6／3内面：7．5YR5／3

雲母 第45図
264 26556・26682 外面：7．5YR3／1内面：5YR2／1

975 外面：7．5YR6／8内面：7．5YR6／8 石英・雲母・未分類鉱石 第45図
265

266 第Ⅱa層
外面：5YR5／6 内面：5YR4／6 石英・長石 第46図

267 14301
外面：7．5YR3／1内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図

外面：5YR5／4 内面：7．5YR6／4 石英・長石 第46図268 25092

第Ⅱa層 外面：5� ／2 内面：5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図269

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ，キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR5／4 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図
270 26575

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

第Ⅱa類

2552 外面：7．5YR5／8内面：7．5YE5／8 長石・雲母 第46図
271

撹乱内出土

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第46図
272

タト面：7．5YR7／3内面：5YR6／6 石英一長石 第46図273 第Ⅱa瑕

274 表土層
外面：5YR4／6内面：5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図

表土層

第Ⅱa類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YE5／4内面：7．5YR6／4石英・長石・雲母・未分類鉱石第46図275
外面：7，5YR7／6内面：7．5YR1．7／1 長石・雲母 第46図276 14909

第Ⅱa層 外面：7．5YR5／8内面：7．5YR2／1 長石 第46図
277

表土層 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／4 長石 第46図
278

279 9819
外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／1 石英一長石 第46図

280 12945
外面：7．5YR5／8内面：7．5YR4／6 長石 第46図

281 22670
外面：7．5YR6／4内面：7．5YR4／1 石英・長石 第46図

外面：5YR6／6内面：5YR5／6 石英・長び・雲母 第46図
282 12001

第Ⅱa層 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図
283

長石 第46図
284 表土層 外面：5YR6／6 内面：5YR4／6

外面：7．5YR4／1内面：7．5YR3／1 長石・雲母・未分類鉱石 第46図
285 10690

9590
外面：7．5YR4／2内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第46図

286

第Ⅱa層
外面：5YR4／6内面：5YR3／1 長石 第46図

287

288 5809
外面：7．5YR7／8内面：7．5YR7／8 長石・雲母 第46図

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR6／4 長石・雲母 第47図289 第Ⅱa層
石英・長石・雲母・未分類鉱石

290 第Ⅱa層
外面：7，5YR5／8内面：7．5YR4／6 第47図

外面：7．5YR5／2内面：7．5YR5／1 長石・雲母 第47図
291 12938

第Ⅱa層 外面：7．5YR5／4内面：10YR4／2 長石 第47図
292

外面：5YR4／3 内面：5YR5／4 石英・長石・未分類鉱石 第47図
293 24504

外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 長石・雲母 第47図
294 第Ⅱa層

295 5267

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：ナデ、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：ナデ、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：キザミ

第Ⅱa類 口録部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 ｀

第Ⅱ類 口縁部 外面：ナデ、キザミ、研磨 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文、研磨

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：刺突文、条痕文．キザミ 内面：条痕文

第Ⅱa類 口縁部 外面：キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口録部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：5YR5／6 長石・未分類鉱石 第47図

表土層 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR5／4 石英・長石 第47図
296

第Ⅲa層
石英・長石・雲母 第47図

297

10089

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱa類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：ナデ 石英・長石 第47図
298

第Ⅲa層
石英・長石・雲母・未分類鉱石第47図

299

23104
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第47図

300

外面：7．5YR6／4内面：7．5YE2／1

外面：5YR5／6 内面：7．5YR6／6

外面：7．5YR4／4内面：7．5YR5／8

外面：7．5YR3／1内面：7�，5 ／1

外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第47図
301 1568

302 26409

第Ⅱb類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱb類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅱb類 口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：7．5YR5／4 長石 第47図

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文 外面：7．5YR6／8内而：7．5YR6／1 石英・長石 第47図303 第Ⅱa層 第Ⅱb類

第Ⅱb類 口録部 外面：沈線文 内面：ナデ 外面：7．5YR4／4内面：10YR6／4 石英・長石 第47図
304 26204

第Ⅱb類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ トタ面：7．5YR5／3内面：7．5YR5／4 石英・長石 第47図
305 15398

第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：10YR6／8内面：10YR6／4石英・長石 第47図
306 1829

第Ⅱa層 第Ⅱb類 口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：研磨 外面：7．5YR5／4内面：7．回5／3 石英・長石・雲母 第47図
307

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YE5／3内面：7．5YR5／4 石英・長石 第48図
308 8654 第Ⅱb類

口縁部 外面：条痕文、研磨、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR5／4内面：5YR4／1 石英・長石 第48図
309 第Ⅱa層 第Ⅱb類

1148 第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7，5YR5／6内面：5YR5／6 長石 第48図
310

口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文、研磨 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図
3 第Ⅱa層 第Ⅱb類

第Ⅱa層 第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 タト面：5YR3／2 内面：5YR3／2 石英・長石・未分類鉱石 第48図
11312

第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR5／3 内面：5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図
313 12538

18238 第Ⅱb類 口縁部 外面：条痕文、キザミ、研磨 内面：条痕文 外面：5YR4／6内面：5YR4／6 石英・長石 第48図
314

11868
外面：5YR5／8内面：5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図

315

316 第Ⅱa層
外面：2．5YR5／6内面：5YR5／6長石・雲母 第48図

石R3／6英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図
317 第Ⅱa層

第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱc類 口録部 外面：刺突文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：2．5YR4／4内面：2．5Y

第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR5／3内面：7．5YR5／4 石英・長石 第48図
318 第Ⅱa層

外面：沈線文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR3／3内面：5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図
319 表土層 第Ⅱc類

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／6 長石 第48図
320 960

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図
321 第Ⅱa層

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文、研磨

外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文 外面：5YR3／1 内面：5YR4／1 石英・長石 第48図
322 14707

口縁部

口縁部

口縁部

口縁部

第Ⅱa層
外面：2．5YR5／6内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第48図

323
外面：2．5YR4／6内面：2．5YE1．7／1 長石 第49図

324 第Ⅱa層
外面：10YR6／6内面：7．5YR6／G 長石 第49図

325 第Ⅱa層
石英・長石・未分垓鉱石 第49図

326 25649
石英・長石 第49図

327 11934
長石・雲母 第49図

328 25752

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

第Ⅱc類

口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ、研磨 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、ナデ、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：ナデ

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR4／1

外面：5YR4／2 内面：7．5YR5／4

外面：5YR6／6 内面：7．5YR4／1

253



第7 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期5 ）
番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

329 12941 外面：5YE4／4 内面：5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第49図

330 表土層 外面：5YR4／4 内面：5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第49図

331 表土層

第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、キザミ内面：ナデ

第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：ナデ

第Ⅱc類 口縁部 外面：条痕文、キザミ 内面：RL縄文 外面：5YR4／4 内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第49図

332 26069 第Ⅱc類 口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／3 石英・長石 第49図
333 26205 第Ⅱc類 口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：条痕文 外面：7．5YR6／3内面：7．5YR6／3 石英・長石・雲母 第49図
334 第Ⅲa層 外面：7．5YR7／6内面：10YR5／2 石英・長石・雲母 第49図

335 第Ⅲa層 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／3 石英・長石 第49図

336 第Ⅲa層 外面：5YR5／6内面：5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石第49図

337 表土層

第Ⅱd類

第Ⅱd類

第Ⅱd類

第Ⅱd類

口縁部 外面：曲線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文、研磨 内面：条痕文、研磨

口縁部 外面：沈線文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文内面：ナデ 外面：5YR5／4 内面：7．5YR5／2 石英・長石 第49図

338 1146 第Ⅱd類 外面：5YR4／8 内面：5YR4／8 石英・長石 第49図
339 10176 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR5／1石英・長石・雲母 第49図

340 第Ⅱa層

第Ⅱd類

第Ⅱd類 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／1 石英・長石 第49図

341 25626 第Ⅱd類 外面：5YR5／8 内面：7．5YR6／8 長石・雲母 第49図

342 23630 外面：7．5YR5／3内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母 第49図

343 第Ⅲa層 外面：5YR6／6 内面：5YR4／1 石英・長石 第49図

344 第Ⅲa層 外面：7．5YR3／l内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第50図

345 第Ⅱa層

第Ⅱd類

第Ⅱd類

第Ⅱe類

第Ⅱe類 外面：5YR3／2 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第50図
346 895 第Ⅱe類

347 22463 第Ⅱe類

外面：5YR4／8内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：2．5YR3／4内面：2．5YR5／3石英・長石・雲母・未分類鉱石

第50図

第50図
348 15063 第Ⅲa類 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第50図
349 23509 第Ⅲa類

口縁部 外面：沈線文、研磨、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、曲線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR4／1 石英・長石・雲母 第50図
350 15232 第Ⅲa類 外面：7．5YR7／4内面：10YR7／4 長石・雲母・未分類鉱石 第50図

351 26001 第Ⅲa類 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6 石英・長石 第50図

352 20203

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文 外面：10YR7／3内面：10YR8／4 石英・長石・雲母 第50図
353 26075・25269 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第50図
354 6654 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR5／6 長石 第50図
355 5110 外面：10YR6／3内面：10YR7／2 石英・長石・雲母 第50図

356 4533 外面：7．5YR5／4内面：5YR5／4 長石・雲母 第50図

357 13019

第Ⅲa類

第Ⅲa類

第Ⅲa類

第Ⅲa類

第Ⅲa類

第Ⅲa類

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、研磨 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR8／3内面：7．5YR8／3 長石 第50図
358 22329 第Ⅲa類 外面：沈線文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 第50図
359 10424 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／4内面：5YR4／3 石英・長石・雲母 第50図
360 15224

第Ⅲa類

第Ⅲa類

胴部

胴部

胴部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR6／6 石英・長石 第50図
361 4556 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6石英・長石・雲母・未分類鉱石

362 第Ⅱa層

363 4052

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／2 石英・長石

外面：5YR5／6内面：7．5YR6／4 石英・長石

第51図

第51図

第51図

364 表土層 外面：7．5YR5／3内面：7．5YE5／6 石英・長石 第51図

365 第Ⅲa層 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR2／1 石英・長石 第51図
366 820

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：RL 縄文、条痕文

口縁部 外面：RL縄文、条痕文、研磨、赤色塗彩 内面：RL縄文、区画沈線文、研磨

口縁部 外面：RL 縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：RL縄文内面：沈線文、RL縄文

口縁部 外面：RL縄文、条痕文内面：RL縄文、条痕文、キザミ 外面：5YR5／6 内面：5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第51図
367 6487 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR5／3 長石・雲母 第51図
368 11652 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／3 石英 第51図
369 24674 外面：5YR5／4 内面：5YR5／1 石英・長石・雲母 第51図
370 第Ⅲa層 外面：7．5YR3／4内面：7�．5 ／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石第51図

371 822 外面：7．5YR4／2内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第51図

372 第Ⅲa層 外面：5YR5／6 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第51図
373 4729 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／1 石英・長石 第51図
374 5297 石英・長石・雲母 第51図
375 23892

外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／4

外面：5YR4／1 内面：5YR5／1 石英・長石・雲母 第51図
376 23700 夕面：5YR4／1内面：5YR6／4 石英・長石 第51図
377 表土層 外面：7．5YE3／4内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図

378 9775 外面：7．5YR6／4内面：7．5YE6／3 石英・長石 第52図
379 第Ⅱa層 外面：7．5YR4／1内面：5YR4／3 石英・長石 第52図
380 22744 外面：5YR4／8 内面：7．5YR5／8 石英・長石 第52図
381 23786 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
382 11521 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR3／1 石英・長石 第52図
383 13587 外面：5YR2／2 内面：5YR2／1 石英・長石 第52図
384 第Ⅱa層 外面：7．5YR4／3内面：5YR4／1 石英・長石 第52図
385 18842 外面：5YR3／1内面：7．5YR4／1石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図

386 15218

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：LR縄文、刺突文、条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文内面：刺突文、キザミ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RI縄文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文内面：RL縄文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文，条痕文、ナデ 内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RI縄文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文 内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：R1縄文内面：R1縄文、ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文 内面：RL縄文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文内面：条痕文

第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文内面：ナデ 外面：7．5YR3／4内面：10YR4／3 長石・雲母 第52図

387 23153 口縁部 外面：RL縄文 内面：沈線文、ナデ 外面：5YR4／4 内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分頸鉱石 第52図
388 4695 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
389 9255 外面：2．5YR5／8内面：2．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
390 19415 外面：7．5YR5／3内面：10YR6／4 石英・長石 第52図
391 114 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6 石英・雲母・未分類鉱石 第52図
392 4366 外面：7．5YR3／1内面：7．5YE3／1 石英・雲母・雲母 第52図
393 4664 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／4 石英・雲母・雲母 第52図
394 679 外面：7．5YR4／4内面：5YR5／8石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
395 9513 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
396 22352 石英・長石・雲母 第52図
397 10083 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第52図
398 14426

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

第Ⅲb類

口縁部 外面：RL縄文内面：条痕文

口縁部 外面：RL縄文、条痕文内面：沈線文、ナデ、研磨

口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：RL縄文

口縁部 外面：RL縄文、研磨内面：研磨

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文、研磨

口縁部 外面：RL縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：RL縄文内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ

外面：5YR4／2 内面：5YR2／1

外面：7．5YR3／4内面：5YR5／6

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 第53図

254
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番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

外面：7．5YR4／3 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母
399 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面： ナデ 第53図14738

外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR3／4 内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図
400 7263 第Ⅲb類 口縁部

401 外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：7．5／8内面：5YR4／4 石英・長石・雲母．未分類鉱石 第53 図9427 第Ⅲb類 口録部

402 第Ⅲb類 口縁部 外面：7．5YR3／2内面：5YR5／6 石英・長石・雲母 第53 図第Ⅲa層

403 第Ⅲb類 口縁部 外面：5YR4／3 内面：5YR4／3 石英・長石 第53 図26565

404 第Ⅲb類 口縁部 外面：10YR6／2内面：10YR4／4 石英・長石 第53 図12460

405 第Ⅱa層 第Ⅲb類 口縁部 外面：7．5YR4／3 内面：7．5YR4／6 石英・長石・未分類鉱石 第53 図

406 第Ⅱa層 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：RL 縄文、ナデ

外面：RL 縄文 内面：刺突 文．条痕文

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：ナデ

外面：RL 縄文 内面：RL 縄文

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：ナデ 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／6 石英・長石 第53 図

407 表土層 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：10YR4／8 内面：1QYR2／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図

外面：5YR3／4内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石
408 第Ⅱa層 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：ナデ 第53 図

外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR4／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図
409 9183 第Ⅲb類 口縁部

外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図
410 24244 第Ⅲb類 口縁部

411 外面：5YR4／内面：5YR4／1 石英・長石 第53 図第Ⅲa層 第Ⅲb類 口縁部

412 第Ⅲb類 口縁部 外面：5YR4／1 内面：7．5YR4／2 石英・長石 第53 図15020

413 第Ⅲb類 口縁部 外面：5YR4／4 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図6745

長石
414 第Ⅲb類 口縁部 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR6／6 第53 図21925

外面：5YR4／4 内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図
415 第Ⅲb類 口縁部17205

外面：7．5YR4／6 内面：7．5YR4／6 石英・長石 第53 図
416 第Ⅲb類 口縁部17220

外面：RL縄文内面：条痕文

外面：RL 縄文、研磨 内面： ナデ

外面：RL縄文、ナデ内面：RL縄文、条痕文

外面：RL縄文内面：ナデ

外面：RL縄文、条痕文内面：条痕文

外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：条痕文、研磨

外面：RL縄文内面：ナデ

外面：RL縄文内面：ナデ 外面：7．54YR6／6内面：7．5YR5／6 長石・未分類鉱石 第53 図
417 3430 第Ⅲb類 口縁部

418 第Ⅲb類 口縁部 外面：LR 縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR5／6 内面：7．5YR5／6 石英・長石 第53 図1600

419 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：7，5YR5／8 内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母．未分類鉱石 第53 図第Ⅱa層

420 表土層 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：5YR5／8 内面：5YR5／8 石英・長石・雲母．未分類鉱石 第53 図

石英・長石・雲母 第53 図
421 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、ナデ 内面：条痕文 外面：7．5YR5／4 内面：7．5YR5／610566

外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／4 内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第53 図
422 表土層 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：5YR4／8 内面：5YR4／8 石英・長石・雲母 第53 図
423 13768 第Ⅲb類 口縁部

424 外面：RL 縄文、ナデ 内面：条痕文 外面：7．5YR6／4 内面：7．5YR7／4 石英・長石・雲母 第53 図15229 第Ⅲb類 口縁部

425 外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：5YR4／1内面：5YR5／3 石英・長石 第53 図24605 第Ⅲb類 口縁部

426 第Ⅲb類 外面：RL 縄文、ナデ 内面： ナデ 外面：5YR5／4 内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母 第53 図21504 口縁部

427 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、ナデ 内面： ナデ 外面：7．5YR4／2 内面：7．5YR4／2 石英・長石・雲母 第53 図第Ⅲa層

428 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR3／2 内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母 第53 図13024

石英・長石．雲母．未分類鉱石 第53 図
429 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄 文 内面：RL 縄 文、条痕文 外面：7．5YR3／2 内面：7．5VR4／34484

外面：7．5YR4／6 内面：7．5YR4／6 石英・長石 第54 図
430 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、ナデ 内面：ナデ6188

外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：10YR6／3 内面：7．5YR6／4 石英・長石 第54 図
431 第Ⅱa層 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL縄 文、条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR3／4 内面：2．5YR4／3 石英・長石・雲母．未分顫鉱石 第54 図
432 21843 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL 縄文、条痕文 内面：沈線文、条痕文 外面：5Y猖／3 内面：5YR3／3 石英・長石・雲母 第54 図
433 第Ⅱa層 第Ⅲb類 口録部

434 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：条痕文 外面：7．5� ／1 内面：7．5� ／1 石英・長石 第54 図第Ⅲa層

435 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文．研磨 内面：条痕文、研磨 外面：7．5YR5／1 内面：7．5YR6／1 石英・長石・雲母 第54 図4708

石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図
436 第Ⅲa層 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／3 内面：7．5YR4／4

石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図
437 第Ⅲa層 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR3／4 内面：2．5YR4／4

外面：7．5YR5／4 内面：7．5YR2／1 石英・長石 第54 図
438 17881 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文、研磨

外面：沈線文、Rb 縄文、研磨 内面：研磨 外面：7．5YR4／6 内面：7．5YR4／4 石英 第54 図
439 4266 第Ⅲb類 口縁部

第54図
440 外面：RL縄 文、条痕文、研磨 内面：条痕文、研磨 外面：7．5YR4／2 内面：7．5YR3／1 石英・長石11473 第Ⅲb類 口縁部

441 第Ⅲb類 口縁部 外面：10YR6／8 内而：10YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図5864

長石 第54 図
442 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL縄 文、条痕文

外面：RL 縄文、ナデ

内面：条痕文

内面：条痕文 外面：7．5YR2／3 内面：7．5YR2／2第Ⅲa層

外面：5YR6／4 内面：10YR6／2 石英・長石 第54 図
443 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、キザミ 内面：ナデ23938

外面：5YR5／6 内面：5YR5／6 石英・長石 第54 図
444 第Ⅲb類 口縁部 外面：ナデ 内面：沈線文、ナデ22537

外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5� ／凵 鯒 ：7．5YR5／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図
445 第Ⅲb類 口縁部23806

外面：RL 縄文、研磨 内面：ナデ 夕ほ ：7．5YR5／8 内面：10YR5／2 長石 第54 図
446 第Ⅲb類 口縁部20824

外面：RL 縄文 内面：ナデ 夕ほ ：2，5YR5／8 内面：5YR5／6 石英・長石．雲母・未分類鉱石 第54 図
447 5356 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL縄 文、条痕文 内面：RL 縄文、条痕文 外面：5YR4／8 内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図
448 1940 第Ⅲb類 口縁部

449 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／4 内面：5YR5／4 長石 第54 図23773 第Ⅲb類

石英・長石．雲母・未分類鉱石
450 第Ⅲb類 口縁部 外面：544 ／3 内面：5YR5／6 第54 図9426

長石・雲母 第54 図
451 第Ⅲb類 口縁部

外面：LR 縄文

外面：RL縄 文

内面：ナデ

内面：RI 縄 文、条痕文 夕｝面：5YR5／6 内面：5YR5／61367

石英・長石・雲母・未分類鉱石 第54 図
452 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄文、ナデ内面：ナデ 外面：7．5YR3／3 内面：7．5YR5／613961

外面：7．5YR6／6 内面：7．5YR8／4 長石 第54 図
453 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：ナデ10456

外面：RL 縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR6／4 内面：7．5YR3／2 石英・長石 第54 図
454 7702 第Ⅲb類 口縁部

夕1面：7．5YR6／4 内面：7．5YR6／4 石英・長石．雲母 第54 図
455 22900 第Ⅲb類 口縁部

456 外面：7．5YR6／4 内面：7．5YR6／6 石英・長石．雲母 第55図23616 第Ⅲb類 口縁部

457 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL縄文内面：沈線文、RL縄文

外面：RL縄文、ナデ内面：RL縄文、条痕文

外面：沈線文、RL縄 文、ナ デ 内面：ナデ 夕1面：7．5YR5／4 内面：7．5YR5／4 長石 第55 図12816

石英・長石．雲母 第55 図
458 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、ナデ 内面：RL 縄 文、ナデ 外面：7．5YR7／4内面：10／2�22853

外面：5YR2／1内面：5YR4／1 長石 第55 図
459 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文 内面：ナデ15183

外面：10YR3／1 内面：1DYR7／4 長石 第55 図
460 第Ⅲa層 第Ⅲb類 口縁部

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR3／l 石英・長石．雲母．未分類鉱石 第55 図
461 13066 第Ⅲb類 口縁部

462

外面：RL 縄文、ナデ 内面：条痕文

外面：RL 縄文 内面：条痕 文、研磨

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：ナデ 外面：5YR5／4 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母 第55 図222 第Ⅲb類 口縁部

長石・未分類鉱石 第55 図
463 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL 縄文、条痕文 内面：RL 縄文、条痕文26665

石英・長石 第55 図
464 第Ⅲb類 口縁部13379

石英・長石・雲母 第55 図
465 第Ⅲb類 口縁部24448

石英・長石・雲母 第55 図
466 第Ⅲb類 口縁部

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：RL縄 文、ナデ

外面：RL 縄文、条痕文 内 面：条痕文

外面：RL 縄文、ナデ 内面 ：RL 縄文、条痕文22465

長石・雲母 第55 図
467 第Ⅲb類 口縁部 外面：RL縄 文 内面：RL 縄 文24867

外面：RL 縄文 内面：条痕文

外面：10YR6／3内面：10YR6／4

外面：5YR5／6 内面：7．5YR6／1

外面：7．5YR6／4 内面：5YR5／4

外面：7．5YR6／3 内面：5YR5／6

外面：2．5YR6／8 内面：2．5YR6／8

外面：2．5YR5／6 内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母 第55図
468 第Ⅲb類 口縁部13081

255



第9 表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期7 ）

分番号 旧 番 号 類 部位 調 整 お よ び 施 文 色 調 胎 土 挿図番号

469 10982 第mb類 口縁部 外面：皿縄文 内面：RI莉文 外面：5YR5／6内面：7．5YR7／3 長石・雲母

470 第aa 層 第mb類 口縁部 外面：瓩縄文、条痕文、研磨 内面：研磨 外面：7．5YR4／2内面：5YR4／1 長石

471 6711 第bb 類 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR4／4口縁部 外面：瓩縄文 内面：条痕文 石英・長石・雲母

472 13082 第bb 類 外面：7．5YE3／1内面：7．5YR3／1口縁部 外面：砠縄文、ナデ 内面：ナデ 石英・長石・雲母

473 1458 第bb 類 外面：5YR5／6内面：5YR6／6口縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：条痕文 石英・長石

474 20162 第bb 類 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR6／4口縁部 外面：RL縄文 内面：RL縄文 石英・長石・雲母

475 23704 第mb類 口縁部 外面：R1肩文 内面：条痕文 外面：7．5YR6／4内面：7．5YE6／4 石英・長石・未分類鉱石

476 25901 第mb類 口縁部 外面：RI肩文 内面：条痕文 外面：7．5YR7／4内面：7．5YR5／6長石・雲母

477 21312 第mb類 目縁部 外面：RL縄文、ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR5／2内面：7．5YR5／3石英・長石・未分類鉱石

478 16396 第mb類 外面：5YR4／4 内面：5YR5／4口縁部 外面：羽状縄文 内面：ナデ 石英・長石・雲母・未分類鉱石

479 16564 第mb類 外面：7．5YR7／1内面：7．5YR7／2口縁部 外面：RL縄文 内面：条痕文 長石・未分類鉱石

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

第55図

480 24533 第mb類 口録部 外面：RL縄文 内面：ナデ、研磨 外面：5YR5／4 内面：5YR4／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第55図

481 14439 第mb類 口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／2内面：10YR5／2 石英・長石
第55図

482 第aa 層 第bb 類 外面：7．5YR3／1内面：5YR4／6胴部 外面：RL縄文 内面：ナデ 石英・長石

483 673 第bb 類 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR5／4口縁部 外面：沈線文、R1肩文 内面：ナデ 石英・長石

484 11318 第bb 類 外面：7，5YR5／4内面：7．5YR5／6口縁部 外面：RL縄文、条痕文 内面：条痕文 石英・長石

第55図

第55図

第55図

485 21532・21526 第bb 類 外面：RL縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR6／2内面：7．5YE2／1 石英・長石 第55図

486 第aa 層 第bb 類 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／4 長石・雲母 第55図

487 7636 第mb類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第55図

488 8677 第bb 類 外面：5YR3／2 内而：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第55図

489 21022 第bb 類 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR4／1 石英・長石・雲母・未分乗鉱石 第55図

490 21967 第bb 類

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

外面：RL縄文 内面：ナデ

外面：R1縄文 内面：条痕文

外面：RI肩文、研磨 内面：条痕文

外面：RL縄文、ナデ内面：条痕文

外面：RL縄文内面：ナデ 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6長石・雲母
第55図

491 撹乱内出土 第aa 類 外面：5YR3／2内面：5YR4／6 石英・長石
第56図

492 17485 第aa 類 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第56図

493 5655・5657 第aa 類

494 20954 第aa 類

外面：2．5YR4／8内面：2．5YR4／8

外面：5YE4／1内面：m4／2

495 20830 第aa 類

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、浮文 内面ニナデ

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、浮文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／8

石英・長石・雲R卜 未分類鉱石 第56図
石英・長石・雲母 第56図
石英・長石・雲母 第56図

496 第h 層 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、浮文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR2／X 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母 第56図

497 7225 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面二条痕文 外面：回5／6内面：5YR5／8外 石英・長石・雲母
第56図

498 10887 第aa 類 面：5YR3／1 内面：5YR3／1 石英・長石 第56図

499 21269 第aa 類 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR4／2石英・長石 第56図

500 5216 第aa 類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第56図

501 表土層 第aa 額 外面：2．5YR4／6内面：5YR4／8 石英・長石・雲母 第56図

502 6015 第aa 類

口縁部 外面：沈線文、浮文 内面二条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文，RL縄文、刺突文、浮文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線、RL縄文、浮文 内面：条痕文 外面：7．5YE5／4内面：7．5YR5／4石英・長石僵母 第56図

503 20932 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第56図

504 第aa 層 第aa 類 外面：7．5YR5／3内面：5YR5／6 石英・長石・雲母

505 第aa 層 第aa 類
第56図

石英・長石・雲ほ・未分類鉱石 第57図

506 23830 第aa 類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、浮文、条痕文 内面：条痕文

外面：2．5YR4／8内面：2．5YR4／4

外面：5YR5／6 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母 第57図

507 表土層 第aa 類 外面：5YR3／4 内面：5YE3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第57図

508 21374 第aa 類 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第57図

509 表土層 第aa 類 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲町 未分頬鉱石 第57図

510 19247 第aa 類 外面：5YR4／6内面：5YR4／6 石英・長石 第57図

511 第ma層 第aa 類 外面：5YR3／1 内面：7．5YR5／3 石英・長石・雲母 第57図

512 第h 層 第aa 類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6石英・長石
第57図

513 表土廖 第aa 類 外面：5YR4／8内面：5RY4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第57図

514 2269 第aa 類

口縁部 外面：RL縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、浮文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：RL縄文、刺突文、浮文、区画沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、浮文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、浮文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6 石英・順石・雲母・未分類鉱石 第57図

515 第aa 層 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文 外面：5YR5／6 内面：5YR4／6 石英・長石 第57図

516 10049 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、浮文 内面：条痕文 外面：7，5YR6／6内面：7．5YE6／6 石英・長石

517 第aa 層 第aa 類 口縁部 外面：浮文、条痕文 内面：曲線文、条痕文 外面：5YR5／6 内面：5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石

518 第aa 層 第aa 類 口縁部 外面：RL縄文、浮文 内面：条痕文 外面：2．5YR3／4内面：7．5YE5／6石英・長石・雲母

519 5073 第aa 類 口縁部 外面：LR縄文、刺突文、条痕文 内面：ナデ 外面：2．5YR5／8内面：5YR4／8石英・長石・雲母・未分類鉱石

520 17547 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文内面：条痕文 外面：2．5YR4／G内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

521 5367 第aa 類 口縁部 外面：RL縄文、ナデ内面：ナデ 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／4 石英・長石

522 23366 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／4 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母

523 表土層 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ 外面：2．5YR3／1内面：2．5YR4／8石英・長石・雲か 未分類鉱石

524 22244 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：ナデ 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／6石英・長石・雲母

525 13270 第aa 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、条痕文内面：刺突文、条痕文外面：5YR5／8内面：5YR4／2 石英・長石・雲母

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

第57図

526 第aa 層 第bb 類 外面：5YR3／2内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第58図

527 21161 第bb 類 石英・長石

528 7487 第bb 類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：5YR5／4内面：5YR4／6

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／3

第58図
石英・長石・雲母・未分類鉱石

第58図

529 12137 第bb 類 口縁部 外面：沈線文、RI縄文、条痕文内面：LR縄文、刺突文、条痕文外面：7．5YR4／4内面：7．5YR3／1石英・長石・雲母 第58図

530 3448 第bb 類 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／6石英・長石・雲母・未分類鉱石

531 16341 第bb 類

532 23903 第bb 類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：LR縄文、刺突文、条痕文

囗縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：2．5YR3／6内面：2．5YE3／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：2．5YR6／8内面：2．5YR6／6 石英・長石

第58図

第58図

第58図

533 22819 第bb 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文 外面：5YE3／1 内面：5YR3／1 石英・長石 第58図

534 5107 第bb 類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／3内面：2．5YR4／6 石英・長石
第58図

535 20931 第bb 類 外面：2．5YR5／内面：2．5YR5／8石英・長石・雲母・未分類鉱石 第58図

536 2349 第bb 類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文 外面：5YR4／8 内面：5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第58図

537 21469 第bb 類

538 第ma層 第bb 類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文内面：RL縄文、刺突文、条痕文外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／4石英・長石・雲母・未分類鉱石 第58図

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、条痕文内面：条痕文 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／4 石英・長石 僵 母 第58図

256



第10表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期8 ）

番号 旧番号 分類 部位 調整および施文 色調 胎土 挿図番号

539 21012 外面：2．5YR2／1内面：2．5YR3／2 石英一長石・雲ほ・未分類鉱石 第58図

540 2413

第Ⅳb類

第Ⅳb類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文 内面：刺突文、条痕文 外面：2．5YR4／8内面：2．5YR4／8 長石・雲母・未分類鉱石 第58図

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英一長石・雲母・未分類鉱石 第58図541 1909

第Ⅱa層 第58図542

表土層

外面：5YR5／6内面：5YR5／8 石英・長石

外面：2．5YR4／3内面：5YR4／2石英・長石・雲母 第58図543
外面：2．5YR4／8内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石

544 第Ⅲa層 第59図

545 21200
石英・長石・未分類鉱石 第59図外面：2．5YR4／4内面：7．5YR4／4

外面：2．5YR5／4内面：2．5YR3／1 石英・長石 第59図546 23675

表土層

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：ナデ

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、ナデ 内面：刺突文、ナデ

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、ナデ 内面：条痕文、ナデ

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、ナデ 内面：条痕文

第Ⅳb類 口録部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

第Ⅳb類 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：ナデ 外面：5YR5／8内面：7．5YR5／6石英・長石・雲母・未分頸鉱石第59図547

548 17461 口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文 石英・長石

撹乱内出土549

表土層

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳb類

口縁部 外面：沈線文、曲線文、R1縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面二沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6

外面：5YR4／3 内面：5YR4／3

外面：5YR5／6 内面：5YR6／6

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母
550

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、ナデ内面：RL縄文、刺突文、条痕文外面：2．5YR4／4内面：5YR5／6 石英・長石
551 6175

外面：2．5YR4／6内面：7．5YR4／6 石英・長石
552 20373

553 26162

554 863

555 8605

556 15013

口縁部 外面：沈線文、曲線文、ナデ 内面：刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、ナデ 内面：LR縄文、刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RI縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

外面：5YR4／3 内面：5YR5／4 石英・長石・雲母

外面：5YR5／6内面：5YR5／8 石英・長石・雲母

外面：5YR4／6 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石

第59図

第59図

第59図

第59図

第59図

第59図

第59図

第59図

第59図

外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第59図557 7233
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第59図558 11953
石英一長石・雲母

559 7687 第59図

560 16546

タト面：7．5YR5／8内面：2．5YR4／6

外面：5YR3／3 内面：5YE4／6

外面：5YR3／1 内面：3／6 石英・長石 第59図

561 8749
石英・長石 第59図

562 7410
石英・長石・雲母 第59図

外面：5YR4／3 内面：5YR4／3

外面：5 ／4 内面：5YR5／4

外面：5YR4／2 内面：5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第59図563 21688
石英・長石 第59図564 16863
石英・長石・雲母 第59図565 23734

表土層566

567 23765

石英・長石・雲母・未分類鉱石第59図
石英・長石 第59図

568 表土層

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文内面：刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：ナデ

口録部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、LR縄文、刺突文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

外面：2．5YR5／6内面：7．5YR5／4

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR5／6

外面：2．5YR3／2内面：2．5YE5／8

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR6／6

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第60図

569 表土層 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／4 石英・長石 第60図

石英・長石・雲母・未分類鉱石
570 第Ⅱa層

571 第Ⅲa層

572 16502

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文内面：LR縄文、刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：刺突文、条痕文

口録部 外面：沈線文。LR縄文、刺突文 内面：条痕文
573 20929

4676574

575 23666

576 22092

577 6776

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／4

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／8

外面：2．5YR4／4内面：2．5YR3／4

外面：7．5YR3／2内面：2．5YR4／4

外面：2．5YR4／8内面：2．5YR4／8

外面：5YR5／4 内面：2．5YR5／6

外面：5YR3／2 内面：5� ／1

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6

外面：5YR4／6 内面7．5YR3／3

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母

石英・長石

石英・長石・雲母

石英一長石・雲母・未分類鉱石
578 2041

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR4／4石英一長石・雲母・未分類鉱石

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図

第60図579 16634

撹乱内出土 外面：5YR3／3 内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母 第60図580
石英・長石・雲母 第60図581 13354
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第60図

582 16584

外面：5YR5／3 内面：5YR4／1

外面：5YR3／4内面：7．5YR3／4

石英・長石・雲母 第60図583 第Ⅲa層

表土層 石英・長石・雲母 第60図584

585 13353
長石 第60図

23614・表土層 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第60図586
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第60図

587 第Ⅲa層

第Ⅲa層
石英・長石・雲母 第60図

588

第Ⅲa層
石英・長石・雲母 第60図

589

撹乱内出土
石英・長石・雲母・未分類鉱石第60図

590

第Ⅲa層
長石・雲母 第60図

591

592 第Ⅱa層 第60図

593 14955 第60図

594 22019 第60図

石英・長石

石英・長石

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母・未分類鉱石 第60図595 5170
第61図596 26689
第61図

597 第Ⅲa層

16444 第61図
598

599 21317

外面：7．5YR5／3内面：5YR4／6

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／2

外面：7．5YR4／2内面：5YR4／2

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6

外面：2．回4 ／8内面：2．5YR4／6

外面：5YR5／6 内而：況5／6

外面：5YR3／1 内而：5YE3／1

外面：2．5YR4／6内面：条痕文

外面：5YR4／8 内面：5YR4／8

外面：5YR5／4 内面：5YR5／6

外面：2．5YR3／1内面：2．5YR5／6

外面：2．5YR3／1内面：5YR4／6

外面：2．5YE3／4内面：5YR4／4

外面：5YR4／2 内面：5YR3／1

外面：5YR4／4 内面：5YR3／3

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR3／2

外面：7．5YR4／2内面：10YR5／2

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石

石英・長石 第61図

600 18591
外面：2．5YR3／4内而：5YR4／4 石英・長石・雲母味 分類鉱石 第61図

第Ⅲa層 外面：7．5YR4／3内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第61図601
石英・長石・雲母 第61図602 802
石英・長石 第61図

603 790
石英・長石 第61図

604 2003
石英・長石 第61図

605 6947

15827
石英・長石・雲母 第61図

606
石英・長石 第61図

607 20960

外面：10YR6／6内面：10YR6／6

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR2／1

外面：7．5YR4／3内面：7．5YE4／4

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR4／3

外面：5YR6／6 内面：7．5YR6／4

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／4

外面：5YR4／2 内面：5YR4／2 石英・長石 第61図
608 22566

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳb類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

第Ⅳc類

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RI縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

口録部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：R1縄文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：LR縄文、刺突文

口縁部 外面：沈線文．刺突文、条痕文、研磨 内面：条痕文、研磨

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：LR縄文、刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、R1縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文，LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面 二刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：刺突文、条痕文、キザミ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：R1縄文、刺突文、条痕文

口録部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：刺突文、条痕文
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第11表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期9 ）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

609 第Ⅱa層 外面：7．5YR2／3内面：7．5YR2／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石
第61図

610 表土層 外面：7．5YR5／4内面：5YR5／6 石英・長石
第61図

611 第Ⅱa層 外面：5YR2／2 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第61図

612 4661 外面：5YR2／2 内面：5YR4／4 石英・長石 第61図

613 第Ⅲa層 外面：5YR2／2 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第61図

614 4725 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR4／1石英・長石・雲母 第62図

615 14910 外面：5YR5／4内面：5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第62図

616 9675 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR4／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第62図

617 81 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR5／6 石英・未分類鉱石 第62図

618 3489

第Ⅳc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：RL縄文、刺突文、条痕文

第Ⅳc類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、内面：ナデ

第Ⅳd類 口縁部 外面：RL縄文、区画沈線文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：ナデ

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、R1縄文 内面：条痕文

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：条痕文

第Ⅳd類 口縁部 外面：曲線文、LR縄文 内面：条痕文

第Ⅳd類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／4内面7．5YR5／8長石
第62図

619 24454 口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文内面：RL縄文、条痕文 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第62図

620 19267

621 4427

外面：7．5YR3／2内面：7．5YR5／4

外面：2．5YR3／1内面：2．5YR2／1

外面：2．5YR5／6内面：2．5YE5／6

長石 第62図
石英・長石・未分類鉱石 第62図

622 第Ⅲa層 外面：5YR6／6 内面：5YE5／6 長石・雲母・未分類鉱石 第62図

623 表土層

口縁部 外面：曲線文、LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：曲線文、LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：曲線文、LR縄文、刺突文、区画沈線文、キザミ 内面：ナデ

口縁部 外面：曲線文、区画沈線文 内面：ナデ 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石
第62図

624 第Ⅲa層 胴部 外面：沈線文，LR縄文、刺突文 内面：研磨 タト面：7．5YR4／1内面：2．5YR5／6 長石
第62図

625 12813 外面：2．5YR3／1内面：2．5YR3／1長石 第62図

626 22659 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR3／2 石英・長石・未分類鉱石 第62図

627 第Ⅱa層 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／3石英・長石・雲母 第62図

628 7367 外面：7．5YR6／3内面：7．5YR5／3石英・長石・雲母 第63図

629 17912 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母 第63図

630 21497 外面：5YR4／3内面：5YR4／6 石英・長石・雲母 第63図

631 第Ⅱa層 外面：5YR5／6内面：7．5YR5／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第63図

632 11497 外面：5YR5／6 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第63図

633 26620 外面：10YR4／2内面：2．5YR4／4 長石・雲母

634 16375

第63図
石英・長石

635 389

636 第Ⅱa層

外面：5YR5／6 内面：5YR5／4

外面：5YR5／6 内面：5YR5／5

外面：5YR5／3 内面：7．5YR6／2

第63図
石英・長石 第63図
石英・長石・雲母 第63図

637 26316 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第63図

638 21717 外面：5YR6／6 内面：5YR6／6 石英・長石
第63図

639 7566 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母 第63図

640 第Ⅱa層 外面：7．5YR5／6内面：10YR4／3 石英・長石
第63図

641 5231 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／3石英・長石・雲母・未分類鉱石 第63図

642 19907

643 撹乱内出土

644 13183

外面：7．5YR5／1内面：7．5YR5／4

外面：7．5YR6／4内面：10YR8／3

外面：7．5YR3／1内面：7．5YR5／4

石英・長石 第63図
石英・長石・雲母 第63図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第63図

645 6185 外面：7．5YR3／2内面：7．5YE3／2 長石・雲母 第64図
表土層 外面：5YR4／6 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母

第64図
664647 10680 外面：5YR6／6 内面：5YR6／4 石英・長石

第64図
648 15162 外面：5YR5／4 内面：5YR4／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

20577 外面：5YR5／4内面：5YR6／6 長石・雲母 第64図

964650 6762 外面：5YR5／6内面：5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

651 7316 外面：10YR6／8内面：7．5YR6／8石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

652 21381

653 5617

外面：5YR5／4 内面：10YR7／3

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／6

長石 第64図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

654 22050 外面：5YR4／4 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

655 第Ⅱa層 外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／3 石英・長石

656 844

657 7529

第64図
石英・長石 第64図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

658 15108 石英 第64図

659 7038 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

660 26715 石英・長石 第64図

661 21089

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／6

トタ面：7．5YE5／8内面：5YR58

外面：5YR6／6 内面：5YR6／6

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／6

脂 ：5YR6／6 内面：5YR4／4

騷 ：5YR6／4 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母

662 7520

第64図
石英・長石・雲母・未分類鉱石

663 24072

外面：5YR3／6内面二5YR5／8

外面：5YR3／2内面：5YR3／4

664 17590

665 9567

666 24157

667 11676

外面：5YR4／6 内面：7．5YR5／4

外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／3

外面：7．5YR6／6内面：7．5YE7／6

外面：5YR4／2 内面：5YE5／6

第64図
石英・長石 第64図
石英・長石・雲母 第64図
石英・長石 第64図
長石 第64図
石英・長石・雲母 第64図

668 12660 外面：5YR3／1 内面：5YR2／1 石英・長石・未分類鉱石 第64図
669 13819 外面：5YR4／3 内面：5YR4／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石

670 25276 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／6

第64図
石英・長石

671 1962
第64図

石英・長石・雲母

672 第Ⅲa層

673 17465

外面：10YR7／4内面：7．5YR6／6

外面：5YR5／4内面：5YR5／4

外面：5YR5／4内面：5YR5／6

674 14973 外面：7．5YR3／3内面：5YR5／6

第64図
長石・雲母 第64図
石英・長石・雲母 4図第6
石英・長石 第64図

675 23452 外面：7．5YR5／2内面：5YR5／4 石英・長石・雲母 4図第6

676 20819 外面：7．5YR3／1内面：7．5YR3／1 長石
第64図

677 21586 外面：1YR6／2内面：5YR5／6 石英・長石・雲母
第64図

678 表土層

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳd類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

胴部 外面：沈線文、RL縄文、研磨内面：研磨

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ、キザミ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：LR縄文、条痕文、キザミ

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文、刺突文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、キザミ 内面：沈線文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：5YR5／6

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：LR縄文、キザミ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面二条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、刺突文、条痕文内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：沈線文、LR縄文

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口録部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口録部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／8内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第64図

258



第12表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期10）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

679 13380 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／4石英一長石 第65図

680 7354

第Ⅳe類 口録部 外面：LR縄文 内面：ナデ

第Ⅳe類 口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／2 石英・長石・雲母 第65図

681 撹乱内出土 口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ 外面：7．5YR5／2内面：7．5YE5／1 石英・長石・雲母 第65図

682 第Ⅱa層 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母 第65図

683 26348 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母 第65図

684 9868 外面：7．5YR4／1内而：7．5YR3／1長石・雲母 第65図

685 21386 外面：5YE4／2 内面：5YR3／1 石英・長石・雲母 第65図

686 6873 外面：7．5YR5／4内面：5� ／4 石英・長石 第65図

687 18032 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR3／1石英・長石 第65図

688 20775 外面：7．5YR4／2内面：2．5YR4／6 石英一長石 第65図

689 23826 外面：2．5YR3／2内面：2．5YR3／1石英・長石・雲母・未分類鉱石 第65図

690 11396 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／4 長石 第65図

691 15026 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母 第65図

692 20809 外面：5YR4／8内面：5YR4／8 石英・長石・雲母 第65図

693 24063 外面：7．5YR6／2内面：7．5YR4／1 石英・長石 第65図

694 25347 外而：7，5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母 第65図

695 2421 外面：7．5YR6／8内面：7．5YR6／8 長石 第65図

21727 外面：5YR4／6 内面：5YE3／4 石英・長石
696 第65図

第Ⅲa層 外面：5YR5／6 内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石
697 第65図

24332

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

第Ⅳe類

口録部 外面：LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：RL縄文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：ナデ` 内面：LR縄文、ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文

口縁部 外面：LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：LR縄文、条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：刺突文、ナデ

口縁部 外面：LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：RL縄文、LR縄文、研磨内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文 内面：LR縄文、ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ

口縁部 外面：LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：LR縄文 内面：ナデ 外面：10YR5／3内面：10YR5／3 長石
698 第65図

第Ⅲa層 第Ⅳ類の胴部 外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ 外面：5YR5／8内面：5YR4／1 石英・長石
699 第66図

21500 外面：況4／8 内面：5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石
700 第66囹

第Ⅲa層 外面：5YR5／6 内面：5YR4／3 石英・長石
701 第66図

702 第Ⅲa層 外面：2．5YR5／8内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第66図

703 第Ⅲa層 外面：5YR4／6内面：5YR4／4 石英・長石・雲母 第66図

704 22089 外面：5YR5／6内面：5YE5／6 石英・長石・雲母 第66図

705 21382

706 第Ⅱa層

外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／4石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：5YR5／6内面：10YE5／3 石英・長石・雲母

第66図

第66図

707
撹乱内出土 外面：5YR5／6内面：5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第66図

708 21366 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第66図

709
第Ⅲa層 外面：5YR4／4 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母 第66図

15046 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母
710 第66図

711
20984 外面：2．5YR4／6内面：2．5YE3／2石英・長石・雲母・未分類鉱石 第66図
13622

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：ナデ

外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文内面：条痕文

外面：沈線文、曲線文、RL縄文、ナデ 内面：ナデ

外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文 内面：ナデ

外面二沈線文、RL縄文内面：ナデ

外面：沈線文、曲線文、LR縄文 内面：条痕文

外面：沈線文、曲線文、RL縄文、ナデ 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文
712

外面：7．5YR6／6内面：7．5YE6／6石英・長石・雲母・未分類鉱石第66図

20719・20732 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母
713 第67図

18120 外面：5YR4／4内面：5YR2／1 石英・長石・雲母
714 第67図口縁部 外面：沈線文、刺突文、区画沈線文、条痕文、穿孔 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文 石英・長石
715 21453・21457・214 第67図

716 81381・02148216710・・表土層2 石英・長石・雲母 第67図

717 20726 ・20739 20747・ 石英 長石 第68図

718 第Ⅲa層 石英・長石 第68図

719 22854 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第68図

720 20745

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：刺突文

外面：2，5YR5／6内面：5YR5／6

外面：2．5YR4／4内面：2．5YR4／4

外面：2．飢4／8内面：7．5YR6／3

外面：5YR4／6 内面：5YR4／3

外面：2．5YR5／8内面：2．5YR4／6

外面：5YR5／8 内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第68図

721 582 石英・長石 第68図

722 23803 石英・長石・雲母・未分類鉱石第68図

723 16702

外面：5YR5／8削：10YR6／4

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／4

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第68図

20767 外面：2．5YR4／3内面：5YR3／6石英・長石・雲母
724

第Ⅲa層
725

20673

外面：2．5YR3／3内面：2．5Y 石英・長石・雲母・未分類鉱石

R3／6外面：5YR4／1内面：7．5YE5／4石英・長石・雲母

第68図

第68図

第68図726

727 16397 外面：5YR4／3内面：5YR5／6 石英・長石 第68図

728 20586 外面：5YR4／2 内面：7．5YR4／3 長石 第68図

729 22069 外面：2．5YR4／4内面：5YR4／2 石英・長石・雲母 第69図

730 7856 外面：5YR4／4 内面：5YR4／6 石英・長石 第69図

731 20733 外面：5YR4／4 内面：2．5YR3／4 石英・長石 第69図

732 3864 外面：2，5YR4／4内面：5YR5／4石英・長石 第69図

733 20695 外面5YR4／1 内面：5YR5／4 石英・長石 第69図

734 26099

735 5498

736 24161

外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石・雲母

外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石

外面：5YR5／4内面：5YR4／4 石英・長石・雲母

737 22276 外面：2．5YR5／6内面：5YR5／6石英・長石・雲母

第69図

第69図

第69図

第69図

738 23275 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6 石英・長石 第69図

739 16362 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母 第69図

740 22035 外面：2．5YR4／1内面：5YR3／2長石 第69図

741 22826 外面：5YR4／4 内面：5YR4／6 石英・長石 第69図

742 23257 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／6 石英・長石 第69図

743 20718 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第69図

744 19393 外面：2．5YR4／内面：2．5YR4／1石英・長石 第69図

745 20723 外面：5YR4／6内面：5YR5／4 石英・長石・雲母 第69図

746 20649 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石

747 21252

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅳ類の胴部

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄斑文、刺突文、ナデ内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面 二刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文 内面：LR縄文、刺突文、条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：LR縄文、刺突文、ナデ 外面：5YR4／4内面：2．5YR4／6石英・長石

第69図

第69図

259



第13表縄文土器観察表（縄文時代前・後期11）

番号 旧番号 部位分類 調整および施文 色調 胎土 挿図番号

748 944 口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：条痕文 トタ面：5YR5／8 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第69図

749 16144 外面：5YR4／8 内面：5YR4／8 石英・長石 第69図

750
第Ⅱa層 外面：2．5YR5／8内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母 9図第6

751 22253 外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／4 石英・長石・雲母 第70

752 21268

753 130

754 26172

外面：7．5YR5／4内面：5YR5／4 長石

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石図図第70第70

外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第70

755 21990 外面：5YR4／4 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第70

756 23371

757 第Ⅲa層

758 20132

外面：5YR4／8内面：5YR4／2石英・長石

外面：5YR5／6内面：7．5YR5／4石英・長石

外面：5YR5／6内面：5YR5／6石英・長石

図第70

図第70

図第70図

759
表土層

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

第Ⅴa類

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL 縄文 内面：条痕文、キザミ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／8内面：5YR4／4 石英・長石 第70図

760 22267 外面：5YR4／3内面：5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第70

761 365

762 第Ⅱa層

外面：5YR5／6内面：7．5YR5／4 石英・長石

外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

図第70図

第70図

763 14374 外面：5YR5／6内面：5YR5／8 石英・長石 第70図

764 13706 外面：7．5YR4／6内面：10YR5／3 石英・長石 第70

19913765 外面：5YR5／6 内面：5YR4／4 石英・長石 図第70図

766 1986 外面：2．5YR4／6内面：7．5YE5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第70

767 第Ⅱa層 石英・長石・雲母 図第70図

768 21992

769 19446 ・22633

外面：5YR5／6 内面：5YR5／6

外面：5YR3／3 内面：5YR3／1

外面：5YR5／8 内面：5YR3／6

石英・長石・雲母・未分類鉱石第70図

石英・長石・雲母・未分類鉱石第70図

770
撹 乱内 出土

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、ナデ 内面：LR縄文、条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 石英・長石・雲母 第70

771 23242 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 図第70

772
第Ⅲa層

外面：5YR5／6 内面：5YR4／6

外面：2．5YR5／4内面：2．5YR5／4

外面：5YR4／3 内面：2．5YR4／4

石英・長石

石英・長石 図第70

773 8404 外面：5YR5／6内面：5YR5／6石英・長石・雲母・未分類鉱石

774 21962

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR5／4内面：5YR5／4石英・長石・雲母 図図第70第70図

775 第Ⅲa層 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ 外面：5YR6／8内面：5YR5／4石英・長石・雲母 第70

776 第Ⅲ層 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第70図

777 4012 第70

778 19270

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：刺突文、条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

外面：7．5YR3／2内面：5YR4／3

外面：7．5YR5／3内面：5YR5／4

石英・長石

石英・長石 図第70

779 7800 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／6内面：5YR4／6石英・長石・雲母 図第70

780 10918 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、ナデ 内面：条痕文 外面：5YR6／3 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母 図第70

781 表 土層 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ 外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母 図第70図

782 23428 第Ⅴa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／4 内面：7．5YR5／2 石英・長石・雲母 第70図

783 4593 第Ⅴa類 口縁部 外面：曲線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文 外面：10YR4／3内面：10YE4／2 石英・長石 第70図

784 16675 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／6 内面：5YR4／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第71

785
第Ⅲa層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第71図

786 21307 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／4内面：2．5YE4／4 石英・長石・雲母・未分頚鉱石 第71

787 21027 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／4内面：2．5YE3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第71

788 22979 ・20567 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：5YR4／4石英・長石・雲母 図第71

789 表 土層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／6内面：2．5YR5／6石英・長石・雲母・未分類鉱石図第71

790 23047 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6 石英・長石 図第71

791 19439 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／4 内面：5YR4／6 石英・長石

792 第Ⅲa層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母 図図第71第71図

793 23289 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／8内面：5YR6／4 石英・長石 第71

794 11870 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／6 内面：5YR4／6 長石 図第71図

795 第Ⅲa層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／3内面：7．5YR4／1 石英・長石・雲母 第71

796 767 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／4 石英・長石・雲母 図第71

797 第Ⅱa層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／6内面：5YR4／8 石英・長石・雲母 図第71図

798 19402 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YE2／2内面：2．5YE3／3 石英・長石・雲母 第71図

799 12596 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第71図

800 3516 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 タト面：5YR4／8内面：5YR5／8石英・長石 第71図

801 20142 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文、ナデ 内面：条痕文 外面：5YR4／8内面：5YR5／8石英・長石・雲母・未分類鉱石第71図

802 15967 第Ⅴb類 口縁部 外面：ナデ 内面：条痕文 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第71

803 20759 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 図第71

804 第Ⅱa層 第Ⅴb類 口縁部 内面：条痕文 外面：5YR4／4内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母 図第71

805 第Ⅱa層 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／6内面：7．5YR7／3 石英・長石・雲母 図第71

806 6155 第Ⅴb類 口縁部 外面：ナデ 内面：沈線文、ナデ 外面：2．5YR4／6内面：7．5YR5／4 石英・長石 図第71図

807 26425 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR4／3内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母 第71

808 4473 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YE3／1内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母 図第71図

809 20773 第Ⅴb類 口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

810 24766

8 22064

外面：2．5YR3／2内面：2．5YE3／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第71

外面：7，5YR4／2内面：7．5YR4／2 石英・長石・雲母 図第71

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 図第71

11812 撹乱 内出土 タト面：7．5YR5／1内面：7．5YR6／5 長石 図第71

813 16698 外面：5YE4／6 内面：5YR4／6 石英・長石 図第71

814 23045

第Ⅴ類の胴部 胴部

第Ⅴ類の胴部 胴部

第Ⅴ類の胴部 胴部

第Ⅴ類の胴部 胴部

第Ⅴ類の胴部 胴部

外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：ナデ

外面：沈線文、RL縄文、刺突文内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／3 内面：5YR4／2 石英・長石 図第71図

815 20682・20698・22168・22190 第aa 類 外面：2．5YR4／3内面：2．5YR4／4石英・長石・雲母 第72図

816 4166 ・4216 第aa 類

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、穿孔 内面：条痕文 外面：2．3／2内面：2．5YR3／2石英・長石・雲母・未分類鉱石 第72図
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第14表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期12）

分 類 貽色 調 土 挿図番号番号 旧 番 号

第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR3／6 石英・長石・未分類鉱石 第72図817 23030・23028

21782・第Ⅲa層 第Ⅴa類 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／2 石英・長石・雲母 第72図818

第Ⅱa層 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第72図819

22210 第Ⅴa類 外面：2．5YR6／6内面：5YR5／4 石英・長石 第72図820

22707・22708 第Ⅴa類 外面：5YR3／3内面：2．5YR4／3石英・長石・雲母 第72図821

822 第Ⅲa層 第Ⅴa類 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母 第72図

22764・22767 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR3／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第72図823

21286 第Ⅴa類 石英・長石・雲母外面：5YR5／4 内面：10YR5／3 第72図824

825 3462・10221 第Ⅴa類 外面：5YR4／6 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第73図

826 555 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第73図

第Ⅴa類 石英・長石・雲母 第73図827 22295・22107

22790 第Ⅴa類 第73図828

第Ⅲa層 第Ⅴa類 第73図829

830 784 第Ⅴa類 第73図

831 22138 第Ⅴa類 第73図

第Ⅴa類 第73図832 第Ⅱa層

第Ⅴa類 第73図833 第Ⅲa層

第Ⅴa類 第73図834 第Ⅲa層

第Ⅴa類 第73図835 1447

第Ⅲa層 第Ⅴa類 第73図836

第Ⅴa類 第73図837 21190

10807 第Ⅴa類 第73図838

石英・長石

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母
839 表土層 第Ⅴa類

外面：7．5YR5／2内面：7．5YR5／3

外面：2．5YR3／2内面：2．5YR4／6

外面：2．5YR5／6内面：2．5YE5／6

外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／2

外面：5YS4／4 内面：5YR4／3

外面：2．5YR4／6内面：2．5YE4／6

外面：2．5YR3／4内面：2．5YR3／4

外面：2．5YR4／6内面：7．5YR6／6

外面：2．5YR4／4内面：5YR5／4

外面：2．5YR4／4内面：2．5YR3／4

外面：5YR5／4 内面：5YR5／2

外面：5YR4／3 内面：5YR4／4

外面：5YE5／2 内面：5YR5／1 第73図

840 第Ⅲa駻 第Ⅴa類 外面：2．5YR3／3内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第73図

第Ⅴa類 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第73図841 3588

第Ⅴa類 夕面：5YR4／3内面：2．5YR4／4石英・長石 第73図842 21383

第Ⅴa類 外面：2．5YR6／8内面：2．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第73図843 22163

663 第Ⅴa類 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／4 石英・長石・雲母 第74図844

表土層 第Ⅴa類 外面：5YR5／6 内面：5YR5／8 石英・長石・雲母 第74図845

846 第hⅢ層 第Ⅴa類 外面：5YR4／1 内面：7．5YR4／2 石英・長石・雲母 第74図

847 20766 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：10YR4／3 石英・長石 第74図

第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR5／6 長石 第74図848 第Ⅲ層

第Ⅲ層 第Ⅴa類 外面：5YR5／4 内面：7．5YR6／3 石英・長石・雲母 第74図849

850 第Ⅲ層 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／4内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石第74図

851 撹乱内出土 第Ⅴa類 外面：5YR5／6 内面：5YR6／6 石英・長石・雲母 第74図

23250 第Ⅴa類 外面5YR3／1 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母 第74図852

5987 第Ⅴa類

部位 調 整 お よ び 施 文

口録部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、曲線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、剌突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、曲線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文、キザミ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：ナデ

口録部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文内面：ナデ

口録部 外面：沈線文、LR縄文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：ナデ

口録部 外面：沈線文、条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文、キザミ

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／6内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第74図853
第Ⅴa類 外面：5YR6／6内面：7．5YR6／3石英・長石・雲母・未分類鉱石

854 第Ⅲa 第74図

855 層 19293 第Ⅴa類 外面：2，5YR5／8内面：2．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石第74図

表土層 第Ⅴa類

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文 外面：2．5YR5／8内面：5YR6／8 石英・長石・雲眼未分類鉱石第74図856

第Ⅱa層 第Ⅴa類857

第Ⅴa類858 21658

第Ⅴa類

外面：2．5YR5／6内面：2．5YE4／6石英・長石・雲母

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR3／2石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：10YR5／2内面：10YR4／3 長石

第74図

第74図

第74図859 8284

19412 第Ⅴa類 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／4石英・長石・雲母・未分類鉱石第74図860

19671 第Ⅴa類 外面：5YR5／6 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第74図861
外面：2．5YE5／8内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第74図

862 表土層 第Ⅴa類

863 18134 第Ⅴa類 外面：7．5YR4／1内面：5YR4／2石英・長石・雲母 第74図

第Ⅴa類 外面：7．5YR4／4内面：2．5YR4／4 石英・長石 第74図864 19654

第Ⅲa層 第Ⅴa類 外面：5YE3／2 内面：7．5YR5／4 長石 第74図865

866 10914 第Ⅴa類 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR5／4 石英・長石 第74図

外面：2．5YR5／8内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母 第74図867 第Ⅱa觴 第Ⅴa類

表土層 第Ⅴa類 外面：5RY5／6内面：5YR4／6 石英・長石・雲母 第74図868
第Ⅴa類 外面：2．5YR3／2内面：2．5YR3／6 石英・長石・雲眼 未分類鉱石 第74図869 23269

870 第Ⅲ層 第Ⅴa類 外面：10YR3／4内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 第74図

第Ⅱa層 第Ⅴa類 外面：5YR4／4内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第74図871

第Ⅴa類 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR5／4 石英・長石 第75図872 636

第Ⅴa類 外面：5YR5／6 内面：5YR3／G 石英・長石 第75図873 1691

第Ⅴa類 外面：5YR4／4内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図874 1 21483

表土層 第Ⅴa類 外面：2，5YR5／6内面：5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図875

撹乱内出土 第Ⅴa類 外面：2．5YR5／4内面：5YR5／4 石英・長石 第75図876

22311 第Ⅴa類 外面：7．5YR4／4内面：5YR4／6 石英・長石 第75図877

878 23685 第Ⅴa類 外面：5YR5／4 内面：5YR5／4 石英一長石・雲母 第75図

879 22241 第Ⅴa類 外面：5YR5／6 内面：10YR5／4 石英・長石・雲母 第75図

880 24164 第Ⅴa類 外面：2．5YR2／2内面：2．5YR4／4 石英・長石・未分類鉱石 第75図

第Ⅴa類 外面：5YR6／6 内面：7．5YR4／3 石英一長石 第75図881 11367

第Ⅴa類 外面：7．5YR5／3内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母 第75図882 21928
外面：2．5YR4／4内面：2．5YR5／6 石英・長石 第75図883 20703 第Ⅴa類

13121 第Ⅴa類 外面：7．5YR4／4内面：7．5YR4／6 石英・長石 第75図
884

885 19391 第Ⅴa類 外面：5YR5／8 内面：5YR4／6 石英・長石・雲ほ 第75図

886 第Ⅲa層 第Ⅴa類

口縁部 外面：沈線文、R1縄文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、穿孔 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文、研磨

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面二沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口録部 外面：沈線文、LR縄文、 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、LR縄文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、RL縄文、条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：沈線文、ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR4／2内面：2．5YR5／8石英・長石・雲眼 未分類鉱石 第75図

261
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番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

887 7862 第Ⅵa類 口縁部 外面：沈線文、刺突文、ナデ 内面：ナデ タト面：10YR5／3内面：10YR6／3 長石・雲母 第75図

888 24777 第Ⅵa類 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR3／1 内面：5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図

889 1577 口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／6 内面：7．5YR5／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図

890 21045 外面：2．5YR4／4内面：2．5YR2／1 石英・長石・雲母
第75図

891 第Ⅲa層 外面：5YE5／6 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母 第75図

892 747

口縁部 外面：ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：沈線文、条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／6 石英・長石・雲母 第75図

893 24801 トタ面：5YE2／3 内面：5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図

894 16440 外面：7．5YR3／2内面：7．5YE3／1 石英・長石 第75図

895 18070

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／5 内面：5YR6／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図

896 第Ⅲa層 外面：5YR5／6内面：2．5YR4／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第75図

897 24676 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母 第75図

898 3836 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR3／6石英・長石 第75図

899 23859

第Ⅵa類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

第Ⅵb類

口縁部 外面：ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ 石英・長石・雲母

900 4358・4160・4167 第Ⅵ類の胴部 外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

第75図
石英・長石

901 23909

902 7955

903 21116

904 表土層

外面：7．5YR5／2内面：7．5YR5／2

外面：7．5YR5／3内面：7．5YR5／3

外面：2．5YR3／3内面：2．5YR3／1

外面：5YR5／2内面：5YR5／6

外面：5YR4／3内面：5YR2／2

外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／6

第76図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第76図
石英・長石 第76図
石英・長石 第76図
石英・長石 第76図

905 第Ⅲa層 外面：10YR3／3内面：10YR6／8 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第76図

906 第Ⅲa層

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

外面：沈線文、刺突文，穿孔 内面：ナデ

外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

外面：沈線文、刺突文 内面：条痕文

外面：沈線文、LR縄文、刺突文、条痕文

外面：沈線文、刺突文 内面：ナデ

外面：沈線文、LR縄文、刺突文 内面：条痕文 長石

907 第Ⅲa層

第Ⅵ類の胴部

第Ⅵ類の胴部

第Ⅵ類の胴部

第Ⅵ類の胴部

第Ⅵ類の胴部

第Ⅵ類の胴部

第Ⅶ類 口縁部 外面：羽状縄文、赤色塗彩 内面：条痕文

908 23205 胴部 外面：羽状縄文 内面：条痕文

第76図
長石 第76図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第76図

909 26466 外面：羽状縄文 内面：条痕文

外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／8

外面：7．5YR6／8内面：7．5YR6／2

外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／4

外面：10YR4／1内面：7．5YR6／1 石英・長石・雲母 第76図

910 8718 外面：7．5YR3／3内面：7�．5 ／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第76図

911 表土層 外面：5YR4／3 内面：5YR4／3 石英・長石 第76図

912 8640 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR5／3 長石・雲母・未分類鉱石
第76図

913 24483

外面：羽状縄文 内面：条痕文

外面：羽状縄文、研磨、赤色塗彩 内面：ナデ、研磨

外面：羽状縄文 内面：条痕文

外面：羽状縄文 内面：条痕文 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR5／1 長石
第76図

914 1335 外面：羽状縄文、赤色塗彩 内面：条痕文 外面：7．5YR2／1内面：7．5YR4／1 石英・長石・未分類鉱石
第76図

915 24082 外面：5YR2／1 内面：5YE4／1 長石・雲母 第76図

916 5362・5365 外面：5YR3／3 内面：5YR5／6 長石 第76図

917 第Ⅲa層

外面：羽状縄文 内面：ナデ

外面：羽状縄文 内面：ナデ

外面：羽状縄文 内面：ナデ 外面：5YR2／2 内面：5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第76図

918 23769

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

第Ⅶ類

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部

胴部 外面：RL縄文内面：ナデ 外面：5YR4／2 内面：2．5YR／44 石英・長石・雲け・未分類鉱石 第76図

919 14505・14508 外面：5YR4／4 内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

920 22435 外面：2．5YR2／1内面：2．5YR2／1 長石・未分類鉱石 第77図

921 25656 外面：10YR6／2内面：10YR6／2長石
第77図

922 22409 外面：7．5YR5／1内面：7．5YR5／1 石英・長石
第77図

923 14713 外面：10YR5／2内面：10YR5／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石
第77図

924 21125・20358

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR4／2 内面：5YE3／1 石英・長石・雲母 第77図

925 14793 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR5／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

926 18271 外面：10YR4／2内面：10YR4／2長石・雲母 第77図

927 21399

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：5YR5／4 内面：7．5YR5／4 雲母 第77図

928 15237 外面：5YR4／4内面：5YR3／6 石英・長石・雲母
第77図

929 9692 長石

930 15160

外面：7．5YR8／4内面：10YR6／4

外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／4

第77図
石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

931 24333 外面：7．5YR8／1内面：7．5YR7／1 石英・長石・雲母 第77図

932 第Ⅲa層 外面：2．5YE3／2内面：2�．5 ／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

933 第Ⅲa層 外面：7．5YR4／6内面：10YR5／2 長石 第77図

934 表土層 外面：7．5YR5／4内面：10YR6／4 長石 第77図

935 10150 外面：10YR5／8内面：10YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

936 17496 外面：2．5YR3／4内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

937 第Ⅱa層 外面：5YR5／6 内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石
第77図

938 第Ⅱa層 外面：7，5YR6／6内面：5YR5／6石英・長石・雲母
第77図

939 4696 外面：2．5YR4／4内面：5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

940 14866 外面：5YR4／6内面：5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

941 第Ⅱa層 外面：5YR4／3内面：5YR4／6 石英・長石 第77図

942 26117 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第77図

943 6466

口縁部 外面：条痕文、研磨 内面：条痕文、研磨

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR5／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母 第77図

944 23999 外面：7．5YE5／2内面：2．5YR5／6 石英・長石
第77図

945 23867 第77図

946 14395

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

外面：2．5YR5／6内面：10YR3／1石英・長石

外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英・長石・雲母 第77図

947 21146 第78図

948 表土層 第78図

949 20757 第78図

950 3622 第78図

951 6774 第78図

952 第Ⅲ層

外面：2．5YR4／3内面：2．5YE3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：2．5YR3／3内面：2．5YE5／6 石英・長石

外面：5YR5／6内面：5YR4／6 長石

外面：7．5YR5／8内面：7．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：7．5YR4／3内面：5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：5YR6／6 内面：5YR6／4 長石 第78図

953 11891 外面：5YR4／4内面：5YR4／6 石英・長石・雲恥 未分類鉱石 第78図

954 第Ⅲa 第78図

955 層 5549 第78図

956 第Ⅲa層

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷa類

第Ⅷb類

第Ⅷb類

第Ⅷb類

口縁部 外面：ナデ 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

外面：5YR4／4 内面：5YR2／1 石英・長石・雲母

外面：7．5YR4／1内面：7．5YR5／4 長石・雲母

外面：5YR2／1 内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母 第78図
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第16表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期14）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

957 第Ⅲa層 第Ⅷb類 口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR3／2内面：7．5YR3／2 長石・雲母 第78図

958 23865 第Ⅷb類 外面：2．5YR4／4内面：5YE3／1 石英・長石・未分類鉱石 第78図

959 5136 第Ⅷb類 外面：5YR5／6 内面：2．5YR4／8 石英・長石 第78図

960 12900 第Ⅷb類 外面：5YR5／6内面：5YR5／6 石英一長石・雲母 第78図
第Ⅱa層 第Ⅷb類961 外面：5YR5／6 内面：7．5YR4／3 石英・長石・雲母 第78図

14905 第Ⅷb類962 外面：7．5YR6／4内面：10YR6／3 石英・長石 第78図

963 第Ⅱa層 第Ⅷb類 外面：10YR5／2内面：10YR6／2 石英・長石・雲母 第78図

964 21011 第Ⅷb類 外面：7．5YR4／1内面：7．5YR4／1 石英・長石 第78図

965 23042 第Ⅷb類 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR4／2 石英・長石 第78図

966 26091・26088 第Ⅷb類 外面：5YR5／6内面：7．5YR5／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第78図

967 表土層 第Ⅷb類

口縁部 外面：ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：ナデ 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口録部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ 外面：2．5YR4／3内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

968 10461 第Ⅷb類 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／6 石英・長石・雲母 第79図

969 24479 第Ⅷb類 外面：10YR6／2内面：7．5YR6／2 石英・長石・雲母 第79図

26628 第Ⅷb類 外面：5YR2／2 内面：5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石
970 第79図

971 14662 第Ⅷb類 外面：10YR6／4内面：7．5YR6／6 長石・雲母 第79図

972 14608 第Ⅷb類 外面：5YR5／6 内面：5YR4／4 石英・長石・雲母 第79図

973 表土層 第Ⅷb類 外面：7．5YR4／3内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

974 4773 第Ⅷb類

975 15217 第Ⅷb類

外面：2．5YR6／6内面：2．5YR6／6石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：10YR7／6内面：10YR7／4 石英・長石

第79図

第79図

976 5490 第Ⅷb類 外面：7．5YR7／6内面：7．5YR7／6 石英・長石 第79図

977 21154 第Ⅷb類 外面：7．5YR7／4内面：7．5YR2／1 石英・長石・雲母 第79図

20571 第Ⅷb類 外面：2．5YR3／2内面：2．5YR3／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図978

979
第Ⅱa層 第Ⅷc類 外面：2．5YR4／6内面：5YR3／1 石英・長石・雲母 第79図

980 24686 第Ⅷc類 外面：7．5YR4／2内面：7．5YE4／2 長石 第79図

981 22614 第Ⅷc類

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：ナデ

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文

口縁部 外面：条痕文 内面：条痕文 外面：7．5YR4／2内面：7．5YR5／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

982 25835・25381 ・25991 底部 外面：ナデ 内面：ナデ 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／2 石英・長石・雲母 第79図

983 11268 底部 外面：7．5YR8／4内面：10YR6／1 石英・長石 第79図

984 19382 底部 外面：5YR6／6 内面：5YR6／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図
第Ⅲa層 底部 外面：5YR5／4 内面：7．5YR4／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図985

26322 底部

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：条痕文 内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ、研磨 内面：ナデ 外面：10YR6／4内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母 第79図986

987 21540 底部 外面：10YR8／4内面：10YE4／1 石英・長石 第79図

988 21340 底部 外面：10YR6／2内面：10YR5／1石英・長石・雲母 第79図

989 表土層 底部

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ 外面：5YR6／6 内面：7．5YR5／3 石英・長石・雲母 第79図

990 25838 底部 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／4 石英・長石・未分類鉱石 第79図

22548 底部 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR4／1 石英・長石・雲母 第79図991
24275 底部 外面：2．5YR4／3内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図992
9128 底部 外面：7．5YR5／4内面：7．5YR5／2 石英・長石・雲母 第79図993

994 34・撹乱内出土 底部 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

995 20596 底部 外面：5YR4／6 内面：7．5YR5／4 長石・雲母 第79図

996 22084・22129 底部 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

997 第Ⅱa層 底部 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／3 石英・長石・雲母 第79図

998 21121 底部 外面：5YR4／6 内面：2．5YR4／4 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第79図

999 11873 底部 外面：5YR5／6 内面：7．5YR5／4 長石 第80図

4337 底部 外面：2，5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図1000
23006・24346・24347 底部 外面：5YR5／6内面：5YM／8 石英・長石・雲母 第80図1001

21325 底部 外面：5YR4／4 内面：5YR3／1 石英・長石・雲母・未分類鉱石第80図1002

1003 20643 底部 外面：5YR5／6 内面：5YR5／4 石英・長石・雲母 第80図

1004 第Ⅱa層 底部 外面：5YR4／6 内面：5YR2／1 石英・長石 第80図

外面：7．5YR7／4内面：7．5YR6／2 石 ・長石・雲母・未分類鉱石
1005 23868 英

底部 第80図

6266 底部 第80図1006

1007 19269・19423 底部 第80図

1008 4168 底部

外面：5YR5／6 内面：5YR4／1

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR3／4

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母・未分類鉱石

石英・長石・雲母 第80図

1009 8221 底部 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第80図

1010 第Ⅲa層 底部 外面：2．5YR4／6内面：2．5YR4／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図

1011 19206 底部 外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6 石英・長石・雲母・未分類鉱石第80図

1012 6420 底部 外面：5YR5／6 内面：5YR3／2 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図

20715 底部 石英・長石・雲母 第80図1013
第Ⅱa層 底部 第80図1014

第80図1015 20793 底部

1016 23017 底部 第80図

1017 15200 底部 第80図

1018 26422 底部 第80図

1019 12928 底部 第80図

1020 15238 底部

外面：2．5YR5／8内面：5YR3／2

外面：7．5YR8／2内面：7．5YR6／2

外面：10YR6／3内面：10YR3／1

外面：5YR4／3 内面：5YR4／1

外面：5YR4／6 内面：7．5YR6／8

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR4／3

外面：2．5YR6／6内面：10YR7／2

外面：2．5YR5／6内面：2．5YR5／6

石英・長石・雲母

長石

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石・雲母

石英・長石

石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図

第Ⅱa層 底部 第80図1021
11856・11857 底部 第80図1022

1023
第Ⅱa層 底部 第80図

22885 底部

外面：2．5YR4／6内面：7．5YR5／4石英・長石・雲母・未分類鉱石

外面：7．5YR5／6内面：10YR4／2 石英・長石・雲母

外面：5YR6／6内面：5YR6／4 石英・長石僵母・未分類鉱石

外面：7．5YR6／4内面：5YR6／6石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図1024

1025 第Ⅱa層 底部 外面：2．5YR5／6内面：5YR5／8 石英・長石・未分類鉱石 第80図

1026 12951

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

外面：曲線文、ナデ 内面：ナデ

外面：条痕文 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ

外面：条痕文 内面：条痕文、オサエ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ 内面：条痕文

外面：条痕文内面：条痕文、オサエ

外面：条痕文内面：条痕文、オサエ

外面：条痕文 内面：ナデ

外面：条痕文 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ

外面：条痕文 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：条痕文

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：条痕文内面：条痕文、オサエ

外面：ナデ内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ

外面：条痕文 内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ

外面：条痕文 内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ、オサエ内面：ナデ

外面：条痕文 内面：条痕文、オサエ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：条痕文 内面：ナデ、オサエ

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：条痕文 内面：ナデ、オサエ

外面：ナデ 内面：条痕文

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：条痕文 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ、オサエ 外面：7．5YR4／3内面：7．5YR4／2 石英・長石・雲母
底部 第80図
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第17表 縄文土器観察表（縄文時代前・後期15）

番号 旧 番 号 分 類 部位 調 整 お よ び 施 文 胎色 調 土 挿図番号

1027 26040 底部 外面：7．5YR6／4内面：7．5YR5／3長石・未分類鉱石 第80図

1028 864 底部 外面：7．5YR6／6内面：7．5YR6／4 石英・長石・雲母 第80図

1029 6208 底部 外面：5YR4／6内面：5YR4／3 石英・長石・雲母・未分類鉱石 第80図

1030 21157 底部 外面：7．5YR6／4内面：5YR4／1 石英・長石・雲母 第80図

1031 2197 底部

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：ナデ 内面：ナデ、オサェ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：条痕文 外面：10YR6／4内面：10YR6／4 石英・長石・雲母 第80図

1032 第Ⅲa層 底部 外面：7．5YR4／6内面：7．5YR4／1 石英・長石 第80図

1033 14795 底部

1034 10126 底部

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：粂痕文 内面：条痕文

外面：条痕文 内面：条痕文

外面：5YR6／6内面：10YR5／1 石英・長石

外面：7．5YR6／2内面：7．5YR5／2雲母

第80図

第80図

1035 26046 底部 外面：7．5YR5／4内面：7．5YE5／3 石英・長石・雲母 第80図

1036 26227 底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

底部

外面：ナデ 内面：ナデ

外面：ナデ 内面：ナデ 石英・長石・雲母 第80図

1037 第Ⅱa層 注口土器

1038 第Ⅲa層 注口土器

注口部 外面：ナデ 内面：ナデ

注口部 外面：ナデ 内面：ナデ

外面：7．5YR5／2内面：7．5YR5／2

外面：7．5YR4／4内面：7．5YR5／3

外面：7．5YR7／4内面：7．5YR7／4

石英・長石・雲母・未分類鉱石第80図

石英・長石・雲母 第80図

第18表 石器観察表（縄文時代前・後期16） 単位：cm ，g

旧番号 石番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

43 SK－4・11 スクレイパー 頁岩A C 7．3 10．8 2．3 189．13 完形 第29図

44 SK－4・9 石錐 頁岩A 石鏃 5．4 4．8 2．1 48．74 完形 第29図

49 石鏃 頁岩A A 1．8 1．1 0．3 0．24 右脚部欠損 第31図

50 石鏃 頁岩A B 1．6 2．2 0．4 1．26 先端部欠損 第31図

51 石鏃 頁岩A C 2．5 1．2 0．4 1．10 先端部・左側部欠損 第31図

52 スクレイパー 頁岩A A 5．6 9．2．9 1 81．81 完形 第31図

53 石鏃 頁岩A A 1．5 1，5．3 0 0．30 左脚部欠損 第33図

54

SK－2一括

SK－2一括

SK・2一括

SK－2・1

SK－3一括

SK－3・3 石皿 安山岩 石皿 21．1 14．5．2 8 3．690．00 右側部欠損 第33図

1039 13638 石鏃 頁岩A A 2．6 1．9 0．4 1．17 右脚部欠損 第81図

1040 1127 石鏃 頁岩A A 2 1，7．5 0 1．21 完形 第81図

1041 5032 石鏃 サヌカイト A ．9 3．0 1．6 0．3 0．92 左脚部欠損 第81図

1042 19490 石鏃 頁岩A A 2．1 1．8 0．4 0．83 完形 第81図

1043 第Ⅲa層 石鏃 姫島産黒耀石 A 2．4 1．5 0．4 0．69 完形 第81図

1044 13546 石鏃 サヌカイト A 3．1 2．0 0．5 1．33 完形 第81図

1045 24992 石鏃 姫島産黒曜石 A 2．2 1．6 0．3 0．70 先端部・脚部欠損 第81図

1046 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 2．9 1．7 0．4 0．91 左脚部欠損 第81図

1047 7835 石鏃 頁岩A A 2．3 2．0 0．4 0．68 完形 第81図

1048 17081 石鏃 頁岩A A 2．6 1．4 0．3 0．63 右脚部欠損 第81図

1049 14186 石鏃 頁岩A A 2．0 1，8 0．4 1．95 完形 第81図

1050 25279 石鏃 サヌカイト A 2．2 1，6 0．3 0．61 右脚部欠損 第81図

1051 6045 石鏃 頁岩A A 2．0 2．0．4 0 1．22 先端部欠損 第81図

1052 1619 石鏃 姫島産黒耀石 A 2．1 1．8 0．3 0．96 完形 第81図

1053 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 2．2．8 1 0．3 0．92 左脚部欠損 第81図

1054 7699 石鏃 頁岩A A 2．0．0 2 ．4 0 1．09 先端部欠損 第81図

1055 7139 石鏃 頁岩A A 2．0 1．9 0．2 0．86 完形 第81図

1056 24176 石鏃 サヌカイト A 2．3 1，5．3 0 0．66 右脚部欠損 第81図

1057 17725 石鏃 頁岩A A 2，0 1．8 0．4 0．90 先端部・右脚部欠損 第81図

1058 19519 石鏃 頁岩A A 2，3 1．4．3 0 0．71 左脚部欠損 第81図

1059 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 2．3 1．4 0．3 左脚部欠損 第82図

1060 12053 石鏃 サヌカイト A 1．9 1．8 0．3 先端部欠損 第82図

1061 17819 石鏃 頁岩A A 2．3 1．5 0．3 両脚部欠損 第82図

1062 2235 石鏃 頁岩A A 1．9 1．6 0．3 右脚部欠損 第82図

1063 19362 石鏃 頁岩A A 2，3 1．1 0．2 両脚部欠損 第82図

1064 10423 石鏃 頁岩A A 2，3 1．4 0．3 右脚部欠損 第82図

1065 1450 石鏃 頁岩A A 2．3 1．2 0．5 右脚部欠損 第82図

1066 22545 石鏃 頁岩A A 2．0 1．4 0．3 両脚部欠損 第82図

1067 21723 石鏃 頁岩A A 2．1 1．3 0．3 右脚部欠損 第82図

1068 18896 石鏃 頁岩A A 2．0 1．4 0．3 右脚部欠損 第82図

1069 22542 石鏃 頁岩A A 2．1 1．5 0．3 両脚部欠損 第82図

1070 2498 石鏃 頁岩A A 2．2 1．3 0．3 左脚部欠損 第82図

1071 6567 石鏃 頁岩A A 2．4 1．5 0．3 左脚部欠損 第82図

1072 19442 石鏃 サヌカイト A 1．9 1．4 0．2 右脚部欠損 第82図

1073 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 1．9 1．8 0．3 完形 第82図

1074 10177 石鏃 姫島産黒曜石 A 1．7 1．3 0．4

0．51

0．62

0．71

0．89

0．39

0．42

0．47

0，68

0．35

0．42

0．54

0．41

0．64

0．36

0．66

0．45 完形 第82図
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第19表 石器観察表（縄文時代前・後期17） 単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重量 残 存 挿図番号

1075 18194 石鏃 サヌカイト A 1．6 1．4 0．3 0．51 完形 第82図

1076 15207 石鏃 サヌカイト A 1．8 1．5 0．2 0．44 先端部・左脚部欠損 第82図

1077 23402 石鏃 頁岩A A 1．5 1．5 0．4 0．57 右脚部欠損 第82図

1078 23186 石鏃 頁岩A A 2．1 1．4 0．5 0．98 右脚部欠損 第82図

石鏃 頁岩A11207 A 2．0 1．5 0．46 先端部・右脚部欠損 第82図1079 0．3

第Ⅲa層 石鏃 頁岩B A 2．2 1．3 0．3 0．57 左脚部欠損 第82図1080

18667 石鏃 頁岩A A 2．0 1．2 0．3 0．44 先端部・左脚部欠損 第82図1081
石鏃 頁岩A 1．6 0．3 0．84 先端部欠損 第83図1082 第Ⅲa層 A 1．8

11454 石鏃 頁岩A A 2．1 1．6 0，5 0．86 左脚部欠損 第83図1083

1084 8612 石鏃 頁岩A A 2．0 1．1 0．3 0．61 完形 第83図

15442 石鏃 頁岩A A 1．9 1．5 0，3 0．80 完形 第83図1085

1086 18714 石鏃 頁岩A A 1．5 1．4 0．3 0．37 完形 第83図

1087 18759 石鏃 サヌカイト A 1．8 1．2 0．2 0．32 左脚部欠損 第83図

1088 1961 石鏃 サヌカイト A 1．6 1，4 0．2 0．40 左脚部欠損 第83図

1089 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 1．9 1．2 0．4 0．39 左脚部欠損 第83図

1090 16011 石鏃 頁岩A A 1．5 1．7 0．3 0，48 先端部・右脚部欠損 第83図

石鏃 姫島産黒耀石 A 1．5 1，6 0．5 0．47 右脚部欠損 第83図1091 7530

1092 9816 石鏃 頁岩A A 1．5 1．4 0．2 0．43 完形 第83図

第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 1．8 1．4 0．3 0．36 右脚部欠損 第83図1093
頁岩A A 0．3 0．30 完形1049 石鏃 1．4 1．6 第83図1094

石鏃 頁岩A A 1．5 1．5 0．3 0．46 右脚部欠損 第83図1095 4581

石鏃 サヌカイト A 1．7 1．3 0．2 0．37 右脚部欠損 第83図1096 26522

21550 石鏃 頁岩A A 2．0 1．3 0．3 0．62 左脚部欠損 第83図1097
石鏃 頁岩A A 1．9 1．2 0．2 0．35 両脚部欠損 第83図1098 5182

完形 第83図1099 11808 石鏃 頁岩A A 1．5 1．1 0．2 0．22

第Ⅲa層 石鏃 頁岩A A 1．6 1．1 0，3 0．30 左脚部欠損 第83図1100

1496 石鏃 頁岩A A 1．5 1，0．2 0 0．17 左脚部欠損 第83図1101

7548 石鏃 姫島産黒耀石 A 1．8 1，1 0．2 0．62 左脚部欠損 第83図1102

1103 6259 石鏃 サヌカイト A 1，2 1，6 0．3 0．34 右脚部欠損 第83図

左脚部欠損 第83図1104 11935 石鏃 頁岩A A 1，7 1，0 0．3 0．28

0．59 先端部・脚部欠損 第83図1105 1944 石鏃 頁岩A A 1．5 1．2 0．4

1106 7715 石鏃 頁岩A A 1，7 1，2 0．2 0．23 右脚部欠損 第84図

1107 19053 石鏃 サヌカイト A 1．8 1．1 0．3 0．27 左脚部欠損 第84図

1108 1054 石鏃 頁岩A A 1．6 1．2 0．3 0．40 先端部欠損 第84図

姫島産黒耀石 1．2 0．4 0．35 右脚部欠損 第84図1109 2535 石鏃 A 1．5

石鏃 1．2 1．2 0．2 0．18 右脚部欠損1110 21879 サヌカイト A 第84図

1．9 0．9 0．3 9．29 右側部欠損 第84図1111 3814 石鏃 サヌカイト A

石鏃 頁岩A 1．6 1．0 脚部欠損A 0．2 0．30 第84図1211 11578

石鏃 頁岩A A 1．5 1．2 0．3 0．37 完形 第84図1113 15756
頁岩A 1．6 1．1 0．2 0．29 左脚部欠損 第84図1114 石鏃3772 A

石鏃 姫島産黒耀石 A 1．0 1．1．3 0 0．07 右脚部欠損 第84図1511 1194
石鏃 1．4 1，6．2 0 0．46 先端部・左脚部欠損18862 サヌカイト A 第84図1611
石鏃 サヌカイト A 2．0 1．2 0．3 0．27 右脚部欠損 第84図1117 11273

18106 石鏃 頁岩A A 2，4 1．5 0．4 1．08 両脚部欠損 第84図1118
石鏃 頁岩A A 2，2 1．2 0．4 0．70 両脚部欠損 第84図1911 1918

石鏃 頁岩A A 2．2 1．2 0．2 0．56 両脚部欠損 第84図1120 6668

石鏃 頁岩A A 1．9 1．2 0．3 0．56 両脚部欠損 第84図1121 3816

1122 石鏃 両脚部欠損22402 頁岩A A 2．0 1．3 0．3 0．40 第84図

1123 24555 石鏃 頁岩A A 1．8 1．3．3 0 0．49 両脚部欠損 第84図

石鏃 頁岩A A 1．8 1．2 0．3 14．00 両脚部欠損 第84図1124 19515

石鏃 頁岩C A 1．3 1．7 0．4 0．76 先端部・両脚部欠損 第84図1125 16799

1126 25650 石鏃 頁岩A A 1，6 2，3 0．3 0．88 先端部欠損 第84図

石鏃 姫島産黒耀石 A 1，7．8 1 0．4 0．68 先端部・右脚部欠損 第84図1127 3553

石鏃 頁岩A A 1，4 1．6 0．2 0．50 先端部欠損 第84図1128 15991
石鏃 頁岩A A 1．3 1．5 0．2 0．41 先端部欠損 第84図1129 9435

3563 石鏃 頁岩A A 1．6 1．2 0．3 0．38 先端部・左脚部欠損 第84図1130
石鏃 姫島産黒曜石 B 2．5 1．6 0．6 1．54 完形 第85図1131 63
石鏃 頁岩A B 2．3 1．6 0．3 完形 第85図1132 9930
石鏃 頁岩A 2．4 2．3 0．4 完形 第85図1133 13573 B

7841 石鏃 頁岩A B 2．7 2．0 0．4

0．64

2．36

1．67 先端部欠損 第85図1134
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第20表 石器観察表（縄文時代前 ．後期18）
単位：cm ，£

番号 旧番号 器 種 石 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重量 残 存 挿図番号

1135 4334 石鏃 頁岩A B 2．8 2．2 0．6 1．84 完形 第85図

1136 10345 石鏃 頁岩A B 2．3 2．3 0．7 2．38 完形 第85図

1137 18871 石鏃 頁岩A B 2．8 2．1 0．4 2．07 左脚部欠損 第85図

1138 9766 石鏃 頁岩A B 2．3 1．6 0．5 1．51 完形 第85図

1139 12867 石鏃 サヌカイト B 2．6 1．7 0．2 0．96 右脚部欠損 第85図

1140 13236 石鏃 頁岩A B 2．4 1．8 0．4 1．00 左脚部欠損 第85図

1141 12924 石鏃 頁岩A B 2．6 1．3 0．4 0．85 左脚部欠損 第85図

1142 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 2．5 1．7 0．4 0．88 左脚部欠損 第85図

1143 16794 石鏃 頁岩A B 2．3 1．5 0．4 0．82 左脚部欠損 第85図

1144 8264 石鏃 頁岩A B 2．3 1．9 0．5 1．77 先端部欠損 第85図

1145 25864 石鏃 頁岩A B 2．4 1．8 0．8 2．24 右脚部欠損 第85図

1146 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 2．3 1．9 0．5 1．67 完形 第85図

1147 18873 石鏃 頁岩A B 2．6 2．1 0．4 1．24 左脚部欠損 第85図

1148 5390 石鏃 頁岩A B 2．0 1．8 0．3 1．05 完形 第85図

1149 24405 石鏃 頁岩A B 1．8 1．6 0．4 1．01 完形 第85図

1150 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 2．6 1．9 0．5 1．35 両脚部欠損 第85図

1151 16612 石鏃 頁岩A B 1．9 1．7 0．3 0．87 両脚部欠損 第86図

1152 第Ⅲa層 石鏃 サヌカイト B 2．1 1．8 0．4 1．02 先端部欠損 第86図

1153 11260 石鏃 頁岩A B 1．9 1．6 0．3 0．93 先端部欠損 第86図

1154 5096 石鏃 頁岩A B 1．8 1．5 0．3 2．11 先端部欠損 第86図

1155 6517 石鏃 頁岩A B 2．0 1．3 0．4 第86図

1156 19623 石鏃 頁岩A B 1．8 1．6 0．4 第86図

1157 8905 石鏃 頁岩A B 2．0 1．8 0．4

0．87 先端部 ．両脚部欠損

1．00 完形

0．92 先端部・右脚部欠損 第86図

1158 19547 石鏃 頁岩A B 2．0 1．5 0．4 0．72 右脚部欠損 第86図

1159 12182 石鏃 頁岩A B 1．7 1．3 0．3 0．54 完形 第86図

1160 14679 石鏃 姫島産黒曜石 B 1．6 1．2 0．3 0．47 完形 第86図

1161 17140 石鏃 頁岩A B 1．7 1．2 0．3 0．58 完形 第86図

1162 13339 石鏃 頁岩A B 1．7 1．2 0．3 0．44 先端部欠損 第86図

1163 3923 石鏃 頁岩A B 1．7 1．2 0．3 5．32 左半部欠損 第86図

1164 5886 石鏃 頁岩A B 2．3 2．3 0．4 2．05 先端部欠損 第86図

1165 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 2．0 1．8 0．5 2．48 先端部欠損 第86図

1166 19629 石鏃 頁岩A B 3．0 2．1 0．5 2．06 先端部欠損 第86図

1167 23499 石鏃 頁岩A B 1．9 2．3 0．4 1．66 先端部欠損 第86図

1168 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 1．8 2．1 0．4 1．67 先端部欠損 第86図

1169 18486 石鏃 頁岩A B 1．9 2．1 0．4 1．84 先端部欠損 第86図

1170 22464 石鏃 頁岩A B 2．0 2．2 0．5 L57 完形 第86図

1171 1723 石鏃 頁岩A B 1．9 1．7 0．3 1．22 先端部欠損 第86図

1172 16101 石鏃 頁岩A B 1．8 2．5 0．4 1．81 先端部欠損 第86図

1173 18228 石鏃 サヌカイト B 1．7 1．6 0．2 0．67 先端部欠損 第87図

1174 第Ⅲa層 石鏃 頁岩A B 1．7 1．8 0．3 0．91 先端部欠損 第87図

1175 17940 石鏃 サヌカイト B 2．0 1．6 0．3 1．06 先端部欠損 第87図

1176 5343 石鏃 頁岩A B 1．8 1．9 0．3 1．06 先端部欠損 第87図

1177 17194 石鏃 頁岩A B 1．9 1．7 0．3 0．99 先端部欠損 第87図

1178 19110 石鏃 頁岩C B 1．7 1．8 0．3 1．11 先端部 ．左脚部欠損 第87図

1179 25895 石鏃 頁岩A B 1．6 2．1 0．3 0．98 先端部欠損 第87図

1180 19591 石鏃 頁岩A B 1．5 1．8 0．4 上半部欠損 第87図

1181 21721 石鏃 頁岩A B 1．7 1．6 0．3 上半部欠損 第87図

1182 11080 石鏃 頁岩A B 1．5 1．6 0．3 先端部欠損 第87図

1183 12552 石鏃 頁岩A C 2．9 1．9 0．8 完形 第87図

1184 26705 石鏃 サヌカイト C 3．0 2．2 0．8 完形 第87図

1185 11431 石鏃 頁岩A C 3．4 2．4 0．6 左脚部欠損 第87図

1186 16665 石鏃 頁岩A C 2．9 2．5 0．5 完形 第87図

1187 700 石鏃 姫島産黒耀石 C 2．3 1．9 2．3 完形 第87図

1188 24780 石鏃 頁岩A C 2．3 1．8 0．6 完形 第87図

1189 11222 石鏃 頁岩A C 2．0 1．8 0．3 完形 第87図

1190 19434 石鏃 頁岩A C 1．9 2．1 0．6 先端部欠損 第87図

1191 18368 石鏃 頁岩A C 2．1 1．8 0．4 完形 第87図

1192 3860 石鏃 頁岩A C 2．0 1．7 0．4 完形 第87図

1193 18263 石鏃 頁岩A C 2．3 1．7 0．5 完形 第88図

1194 14021 石鏃 姫島産黒曜石 C 2．1 2．2 0．6

1．06

0．66

0．53

3．45

4．13

3．52

4．06

1．80

2．07

1．04

2．07

1．32

1．54

1．68

2．24 完形 第88図
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第21表 石器観察表（縄文時代前・後期19） 単位：cm ，g

旧番号 石番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

第h 層 石鏃 頁岩A C 2.0 1,5 0.4 1.16 完形1195 第88図

1196 17750 石鏃 頁岩A C 2.0 1.9 0.4 1.61 先端部欠損 第88図

1197 17721 石鏃 頁岩A C 2.2 1,9 0.6 2.61 左脚部欠損 第88図

石鏃 頁岩A C 1.8 1,4 0.4 0.58 完形 第88図U98 18742

第ma層 石鏃 頁岩A C 1.5 2.0 0.3 0.72 左脚部欠損 第88図1199

2.8 2.3 0.7 4.56 完形 第88図1200 10420 石鏃 頁岩A C

石鏃 頁岩A C 2.4 2.0 0.9 3.73 完形 第88図1201 4717

石鏃 頁岩A C 2.8 2.1 0.8 4.10 完形 第88図1202 18282
完形1203 8774 石鏃 頁岩A C 3.2 2.4 0.6 4.35 第88図

1204 11479 石鏃 頁岩A C 2.1 2.6 0.7 4.05 完形 第88図

1205 4397 石鏃 頁岩A C 3.0 2.6 0.7 5.70 完形 第88図

左下半部欠損1206 11433 石鏃 頁岩A C 3.5 2.4 1.0 7.84 第88図

1207 9547 石鏃 頁岩A C 3.4 2.6 0.7 5.94 完形 第89図

石鏃 ｻﾇｶｲﾄ C 3.7 3.3 0.8 8.71 完形 第89図1208 5386

1209 13994 石鏃 頁岩A C 3.2 3.0 0.7 5.26 先端部欠損 第89図

17888 石鏃 頁岩A C 2.9 2.6 0.5 3.26 右側部欠損 第89図1210
石鏃 頁岩A 2.2 2.9 0.8 4.55 先端部欠損1211 2434 C 第89図

1212 17876 石鏃 頁岩A C 2.7 2.1 0.5 2.80 完形 第89図

1213 17365 石鏃 頁岩A C 2.5 2.3 0.6 3.04 先端部欠損 第89図

1214 8870 石鏃 頁岩A C 2.5 2.1 0.4 1.99 先端部･ 右脚部欠損 第89図

石鏃 赤色珪質岩 C 2.2 2.1 0.5 2.55 先端部欠損 第89図1215 9253

1216 9694 石鏃 頁岩A C 1.8 1.8 0.5 1.86 第89図

石鏃 頁岩A C 2.0 1.8 0.3 1.42 第89図1217 4890

1218 23481 石鏃 頁岩A C 1.7 2.4 0.3 1.35 第89図

第90図1219 23438 石鏃 頁岩A D 5,9 1.4 0,5 4.86

石鏃 頁岩A D 4.6 1.7 0.6 3.52 第90図1220 1218

1221 石鏃 頁岩A D 3.3 1.6 2.86 第90図9288 0.5

1222 13997 石鏃 姫島産黒曜石 D 2.1 1.0 0.5 0.84 第90図

石鏃 ｻﾇｶｲﾄ 未成品 2,8 2.1 2.871223 18738 0,6 第90図

石鏃 頁岩A 未成品 3,5 2.4 0,8 4.64 第90図1224 15517

1225 11538 石鏃 頁岩A 未成品 2,8 3.2 1.0 8.61 第90図

石鏃 頁岩A 未成品 3.2 1.21226 3.7 12.35 第90図11928

21243 石鏃 頁岩A 未成品 3,8 3.1 1.1 12.49 第90図1227

1228 19227 石鏃 頁岩A 未成品 3.6 2,7 1.1 9.96 第90図

1229 21807 石鏃 頁岩A 未成品 4.1 3.6 1.4 20.17 第90図

1230 11842 楔形石器 赤色珪質岩 2.6 1.6 0.6 2.52 第91図

1231 12912 楔形石器 頁岩A 2.6 1.8 0.8 3.24 第91図

1232 6572 楔形石器 頁岩A 2.4 1,9 0.8 3.89 第91図

1233 8939 楔形石器 頁岩A 2.7 2.1 0.7 4.44 第91図

1234 17571 楔形石器 頁岩A 2.7 2,4 0.9 6.02 第91図

第91図1235 8909 楔形石器 頁岩A 3.0 2,3 0.8 6.31

1236 24744 楔形石器 頁岩A 3.1 1.8 0.8 4.09 第91図

1237 第h 層 楔形石器 頁岩A 1.1 2.0 0.8 4.24 第91図

1238 第h 層 楔形石器 頁岩A 2.7 2.7 1.0 7.02 第91図

楔形石器 頁岩A 2.7 2.8 1.0 7.40 第91図1239 19401

1240 18472 楔形石器 頁岩A 3.1 2.2 1,3 8.17 第91図

楔形石器 頁岩A 2.9 2,7 1,2 7.88 第91図1241 1534
1.8 1.5 7.80 第91図1242 26384 楔形石器 頁岩A 2,9

楔形石器 頁岩A 4,2 1.6 0.8 4.84 第91図1243 9989
楔形石器 頁岩A 2.9 3.2 1.0 6.40 第91図1244 18675

第91図1245 17563 楔形石器 頁岩B 3.9 2.1 1.6 11.45

第h 層 楔形石器 頁岩C 3.7 2.6 1.0 10.84 第91図1246

1247 第h 層 楔形石器 頁岩A 3.8 3,6 1.0 12.83 第91図

1248 10026 楔形石器 頁岩A 3.6 2.8 0.5 6.86 第92図

1249 22717 楔形石器 頁岩A 4.0 3,5 1.1 14.99 第92図

楔形石器 頁岩A 3.7 2,4 1.6 14.02 第92図1250 13158

3.1 3.0 1.5 12.47 第92図1251 3865 楔形石器 頁岩A
第92図1252 第h 層 楔形石器 頁岩A 3,6 2.8 1.4 14.12

石錐 頁岩A 2.7 1.3 0.6 1.68 第92図1253 5158

先端部欠損

先端部欠損

上半部欠損

完形

完形

完形

完形

完形

完形

先端部欠損

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

完形

基部欠損

完形石錐 1.3 0,6 3.741254 18042 頁岩A 3.7 第92図
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第22表 石器観察表（縄文時代前 ．後期20）
単位：cm ，g

番号 旧番号 器 種 石 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

1255 551 石錐 頁岩A 4．2 1．5 1．0 5．00 完形 第92図

1256 1 17823 石錐 頁岩C 4．0 2．1 0．8 6．04 完形 第92図

1257 7690 石錐 頁岩A 4．6．0 2 0．9 4．22 完形 第92図

1258 11155 石錐 頁岩A 4．7 2．4 1．2 9．16 完形 第92図

1259 13006 石錐 頁岩A 5．1．1 2 0．9 8．19 先端部欠損 第92図

1260 5263 石錐 頁岩A 7．7．9 3 1．4 21．98 完形 第93図

1261 7472 スクレイパー 頁岩A A 3．1 5．9 0．8 15．42 完形 第93図

1262 23688 スクレイパー 頁岩 A 4．3 5．6 0．7 33．62 完形 第93図

1263 20677 スクレイパー 頁岩A A 3．7 6．6 1．1 36．05 完形 第93図

1264 5555 スクレイパー 頁岩A A 4．0 8．4 0．6 31．79 完形 第93図

1265 20260 スクレイパー 頁岩A A 4．3 9．1 1．7 60．82 完形 第93図

1266 22284 スクレイパー 頁岩A A 5．8 8．6 1．4 13．53 完形 第94図

1267 7048 スクレイパー 頁岩A A 5．8 9．6 1．6 71．96 完形 第94図

1268 21963 スクレイパー 頁岩A A 5．0 9．3 1．0 43．77 完形 第94図

1269 11609 スクレイパー 頁岩A A 4．8 10．5 1．6 90．88 完形 第94図

1270 7599 スクレイパー 頁岩A A 5．3 8．9 1．7 79．33 完形 第95図

1271 24525 スクレイパー 頁岩A A 5．1 8．7 1．0 32．03 完形 第95図

1272 4625 スクレイパー 頁岩A A 6．2 8．8 1．4 66．32 完形 第95図

1273 23982 スクレイパー 頁岩A A 6．9 9．6 1．5 89．90 完形 第95図

1274 26394 スクレイパー 頁岩A A 5．1 7．7 1．4 66．01 完形 第96図

1275 5453 スクレイパー 頁岩A A 5．7 8．5 1．4 46．75 完形 第96図

1276 18614 スクレイパー 頁岩A A 5．7 8．4 1．2 48．95 完形 第96図

1277 5037 スクレイパー 頁岩A A 6．3 8．4 1．5 67．76 完形 第96図

1278 16858 スクレイパー 頁岩A A 5．2 10．7 1．8 144．15 完形 第97図

1279 11565 スクレイパー 頁岩A A 6．9 9．8 1．6 116．52 完形 第97図

1280 22641 スクレイパー 頁岩A A 7．7 10．5 1．6 139．32 完形 第97図

1281 5094 スクレイパー 頁岩A A 8．3 9．6 2．6 119．32 完形 第98図

1282 9166 スクレイパー 頁岩A A 10．0 9．3 2．9 295．98 完形 第98図

1283 1511 スクレイパー 頁岩A A 8．6 8．3 1．9 123．84 完形 第98図

1284 12116 スクレイパー 頁岩A B 5．8 3．3 1．3 19．09 完形 第99図

1285 14932 スクレイパー 頁岩A B 7．3 3．6 1．2 22．38 完形 第99図

1286 22632 スクレイパー 頁岩A B 5．7 2．0 1．0 8．20 完形 第99図

1287 23073 スクレイパー 頁岩A C 6．8 7．4 1．5 64．65 完形 第99図

1288 15374 スクレイパー 頁岩A C 5．6 6．6 1．3 38．79 完形 第99図

1289 4796 スクレイパー 頁岩A C 6．3 7．1 1．7 54．54 完形 第99図

1290 25812 スクレイパー 頁岩A C 5．6 6．6 1．4 54．92 左側部欠損 第100図

1291 3955 スクレイパー 頁岩A C 7．3 8．4 1．7 179．58 完形 第100図

1292 20911 スクレイパー 頁岩A C 7．3 7．4 1．9 103．89 完形 第100図

1293 21470 スクレイパー 頁岩A C 5．3 5．5 1．1 20．54 完形 第100図

1294 24380 スクレイパー 頁岩A C 2．0 2．5 0．6 2．80 完形 第100図

1295 第Ⅲa層 石斧 頁岩A A1 10．5 5．0 2．1 133．37 完形 第101図

1296 20538 石斧 緑色玄武岩 A1 11．3 4．4 2．4 127．98 基部欠損 第101図

1297 5234 石斧 頁岩A A1 12．7 4．4 2．6 186．06 刃部欠損 第101図

1298 21006 石斧 蛇紋岩 A1 12．6 5．6 2．9 251．40 刃部欠損 第102図

1299 22066 石斧 頁岩A A1 13．4 5．8 2．9 307．14 完形 第102図

1300 3773 石斧 頁岩A A1 9．8 5．7 2．4 161．20 刃部欠損 第103図

1301 第Ⅲa層 石斧 緑泥片岩 A1 10．6 4．0 1．6 0．73 基部・刃部欠損 第103図

1302 13212 石斧 頁岩A A1 8．7 4．5 2．6 139．08 刃部欠損 第103図

1303 22234 石斧 頁岩A A1 9．2 5．0 2．2 21．12 刃部欠損 第103図

1304 第Ⅲa層 石斧 頁岩A A1 7．2 4．6 2．4 88．66 基部・刃部欠損 第103図

1305 15922 石斧 頁岩A A1 8．4 5．0 2．2 122．35 基部・刃部欠損 第103図

1306 第Ⅲa層 石斧 頁岩A A1 7．4 4．4 4．6 110．30 基部・刃部欠損 第104図

1307 4875 石斧 頁岩A A1 7．5 4．1 2．5 71．79 刃部欠損 第104図

1308 8792 石斧 頁岩A A1 6．2 4．7 2．5 77．78 基部・刃部欠損 第104図

1309 15634 石斧 頁岩A A1 4．2 4．9 2．4 65．43 基部・刃部欠損 第104図

1310 16387 石斧 頁岩A A1 5．7 6．5 3．4 153．64 基部・刃部欠損 第104図

1311 19511 石斧 頁岩A A1 9．0 5．2 2．7 153．34 基部・刃部欠損 第105図

1312 第Ⅱa層 石斧 蛇紋岩 A1 8．1 5．7 2．9 183．90 基部欠損 第105図

1313 19238 石斧 頁岩A A1 5．4 5．4 1．4 59．70 基部・刃部欠損 第105図

1314 8408 石斧 頁岩A A2 9．4 2．9 2．2 79．76 基部欠損 第105図

1315 21260 石斧 頁岩A A2 8．0 2．8 2．1 68．66 完形 第106図
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第23表 石器観察表（縄文時代前・後期21） 単位：cm ，g

石番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号旧番号

1316 表土層 石斧 頁岩A A2 9．2 3．4 1．4 51．06 完形 第106図

1317 22952 石斧 頁岩A B1 12．8 6．4 1．7 170．39 完形 第106図

1318 5469 石斧 頁岩A B1 11．2 6．0 2．2 139．94 刃部欠損 第106図

石斧 B1 10．1 5．8 1．8 103．15 完形1319 22934 頁岩A 第107図

1320 16262 石斧 頁岩A B1 8．7 5．0 1，6 82．28 完形 第107図

1321 20934 石斧 頁岩A B1 8．5 6．8 2，1 125．59 刃部欠損 第107図

1322 23319 石斧 頁岩A B2 9．1 5．8 2．2 138．44 基部欠損 第107図

完形 第108図1323 11828 石斧 頁岩A B2 16．2 5．9 2，1 276．97

1324 11827 石斧 頁岩A B2 16．5 6．0 2．9 330．32 完形 第108図

完形1325 石斧 頁岩A 11．5 2，5 192．28 第109図25986 B2 4，4

25820 石斧 頁岩A B2 9．7 4．2 2．2 118．44 基部欠損 第109図1326
石斧 結晶片岩 12．4 8．2 1．2 145．20 基部欠損 第109図1327 3737 B3

石斧 結晶片岩 10．1 8．1 1．2 113．86 基部欠損 第109図1328 4494 B3

石斧 結晶片岩 5．5 6．4 0．9 4．17 基部・刃部欠損 第11O図1329 17366 B3

23889 石斧 結晶片岩 B3 8．2 5．2 0．9 45．34 基部・刃部欠損 第110図1330
石斧 頁岩A 未成品 7．9 5．1 2．5 119．60 基部・刃部欠損 第110図1331 7730

16059 石斧 頁岩A 未成品 6．9 4．3 3．0 108．43 基部・刃部欠損 第110図1332
石斧 頁岩A 未成品 6．4 6．0 2．6 113．47 刃部欠損 第110図1333 20920
石斧 頁岩A 未成品 10．2 5．5 2．9 225．90 刃部欠損 第111図1334 7855

石斧 頁岩A 未成品 10．2 6，4 3．1 263．05 刃部欠損 第111図1335 12572

5445 石斧 頁岩A 未成品 11．6 5．2 2．8 210．15 刃部欠損 第111図1336

10806 石斧 安山岩 未成品 12．2 7，2 3．4 301．95 刃部欠損 第112図1337

11415 石斧 頁岩A 未成品 12．4 6．0 4．0 391．55 刃部欠損 第112図1338

8292 石斧 安山岩 未成品 13．0 6，2 2．8 299．45 刃部欠損 第113図1339

10351 石斧 安山岩 未成品 14．6 6．0 3．6 385．37 完形 第113図1340

22430 石斧 頁岩A 未成品 15．3 6．1 4．0 440．68 完形 第114図1341
石斧 頁岩A 未成品 14．5 4．6 2．8 279．73 完形 第114図1342 22335
石斧 頁岩A 未成品 16．7 6．8 2．9 402．24 完形 第115図1343 19370

第ma 層 石斧 頁岩B 未成品 16．5 6．3 3．0 455．84 完形 第115図1344
完形 第116図1345 182 石錘 頁岩A 5．3 4．4 1，7 54．29

6．2 4．8 1．7 76．75 完形 第116図1346 19395 石錘 頁岩A

石錘 頁岩A 7．1 6，4 1．6 116．26 完形 第116図1347 6645
4，7 1．7 113．46 完形 第117図1348 8995 石錘 頁岩A 6．2

円盤形石器 頁岩A 16．1 12．5 1．9 547．09 完形 第117図1349 1539
3．6 1．2 32．19 完形 第118図1350 16010 両面加工石器 頁岩A 7，0

完形1351 26479 尖頭状石器 頁岩A 15．1 3．5 3．5 208．79 第118図

1．6 0，5 7．13 左上部欠損 第118図1352 8040 垂飾品 頁岩A 4．6

垂飾品 結晶片岩 4．4 1．8 1．6 16．41 完形 第118図1353 4901

石棒 緑泥片岩 13．9 3．6 2．6 200．52 完形 第U9 図1354 20636

石棒 結晶片岩 12．1 3，5 2．7 135．80 下部欠損 第119図1355
完形 第119図1356 第Ⅱa層表土層・1241 水晶製石器素材 水晶 7．4 4．1 3．4 117．50

19309 水晶製石器素材 水晶 4，2 2．3 1．7 21．14 完形 第119図1357
8．5 1，378．72頁岩A 12．9 15．2 完形 第120図1358 22675

完形 第121図1359 4724 頁岩A 13．6 11．2．0 7 1，028．30

7．4．7 6 970．67 完形頁岩A 第121図1360 10433 14．5
完形1361 14542 頁岩A 7．4 6．0 6．7 354．13 第122図

頁岩A 6．3 4．3 166．20 完形7．3 第122図1362 21305

頁岩A 12．0 7．0 5．9 521．90 完形 第123図1363 3797
5．5 1，191．47 完形 第123図1364 14053 頁岩A 16．5 12．6

完形1365 26392 頁岩A A 12．1 16．8 8．4 2，003．34 第124図

完形1366 9537 頁岩A A 12．0 16．1 9．1 2，288．30 第124図

6．5 1，305．88 完形1367 5556 頁岩A A 11．2 12．9 第125図

5，5 414．06 完形 第126図1368 22828 頁岩A A 7．2 9，2

頁岩A A 8．2 8，0 7．0 512．94 完形 第126図1369 12586

頁岩A A 6．9 7．5 6．6 411．98 完形 第127図1370 1624

頁岩A A 6．9 8．6 5．5 403．32 完形 第127図1371 15127

頁岩A A 5，5 8．4．7 5 315．72 完形 第128図1372 9003
完形1373 15019 頁岩A A 5．9 6．5．4 7 3，656．64 第128図

5．1 8．8 4．4 177．87 完形 第129図1374 19640 頁岩A A

頁岩A A 6，1 4．4 182．01 完形

分割礫

分割礫

分割礫

分割礫

分割礫

分割礫

分割礫

石核

石核

石核

石核

石核

石核

石核

石核

石核

石核

石核23084 第129図1375 7．5
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第24表 石器観察表（縄文時代前・後期22）
単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

1376 19639 石核 頁岩A A 3．9 5．5 5．0 116．65 完形 第129図

1377 7121 石核 頁岩A A 4，2 5．8 4．8 110．44 完形 第130図

1378 17922 石核 頁岩C A 4，9 5．4 3．7 77．77 完形 第130図

1379 10935 石核 頁岩A A 4．2 4．4 3．7 64．11 完形 第130図

1380 18212 石核 頁岩C A 3，1 4．0 3．1 52．93 完形 第130図

1381 16746 石核 頁岩B A 2．8 5，1 2．8 41．88 完形 第131図

1382 16263 石核 頁岩C A 4，8 3．8．6 2 44．18 完形 第131図

1383 8528 石核 頁岩A A 3．8 3，1．1 2 19．70 完形 第131図

1384 5646 石核 姫島産黒耀石 A 3．5．0 5 2．8 36．43 完形 第131図

1385 7285 石核 姫島産黒耀石 A 3．6 4．6 2．8 34．01 完形 第131図

1386 10235 石核 姫品産黒曜石 A 4．2 4．3 2．7 32．92 完形 第132図
1387 1185 石核 姫島産黒耀石 A 3．4 2．4 1．8 15．64 完形 第132図
1388 3671 石核 姫島産黒曜石 A 2．9 2．0 1．3 6．46 完形 第132図

1389 23622 石核 頁岩A B1 12．8 14．6 7．5 1，697．38 完形 第133図

1390 15027 石核 頁岩A B1 10．4 11．9 5．8 760．25 完形 第133図

1391 1865 石核 安山岩 B1 11．3 11．3 4．6 540．15 完形 第134図

1392 12443 石核 頁岩A B1 12．6 13．2 6．2 1，039．56 完形 第134図

1393 21417 石核 頁岩A B2 17．0 15．8 5．6 1，507．95 完形 第135図

1394 11849 石核 頁岩A B2 14．9．9 9 6．0 1，027．11 完形 第136図

1395 1556 石核 頁岩A B2 10．4 11．7．1 7 860．05 完形 第136図

1396 7062 石核 頁岩A B2 9．1 14．5 6．0 905．59 完形 第137図

1397 14402 石核 頁岩A B2 11．9 3．89．7 480．56 完形 第137図

1398 10341 石核 頁岩A B2 11．2 16．0 4．5 843．89 完形 第138図

1399 9121 石核 頁岩A B2 12．3 8．6 4．3 601．35 完形 第138図

1400 21954 石核 頁岩A B2 13．6 11．6 4．9 855．10 完形 第139図

1401 12365 石核 頁岩A B2 19．1 13．4 4．8 1，429．71 完形 第140図
1402 14702 石核 頁岩A B2 12．8 4．111．0 610．59 完形 第141図
1403 11517 石核 頁岩A B2 13．5 12．0 4．8 1，059．54 完形 第141図
1404 10086 石核 頁岩A B2 13．7 3．5 615．04 完形 第141図
1405 190 石核 頁岩A B2 8．3 5．0 644．91 完形 第142図

1406 5434 石核 頁岩A B2 10．0

8．8

13．2

11．2 3．8 562．00 完形 第142図

1407 3505 石核 頁岩A B2 9．9 2．6 359．11 完形 第142図

1408 9408 石核 頁岩A B2 11．0

8．5

10．0 4．0 440．92 完形 第143図

1409 1331 石核 頁岩A B2 10．6 4．6 456．62 完形 第143図

1410 26346 石核 頁岩A B2 5．4 3．7 148．54 完形 第143図

1411 22432 石核 頁岩A B2 8．6 3．5 226．73 完形 第143図

1412 12718 石核 頁岩A B2 10．2 3．7 172．89 完形 第144図

1413 14441 石核 頁岩A B2 11．7 3．8 414．10 完形 第144図

1414 14604 石核 頁岩A B2 10．3 3．5 231．87 完形 第144図

1415 647 石核 頁岩A B2 11．8

9．1

8．0

6．9

4．7

8．7

5．0

5．3 3，6 316．00 完形 第144図

1416 10263 石核 頁岩A C1 ．4 9 9．3．3 3 291．24 完形 第145図

1417 6210 石核 頁岩A C1 11．5 11．5 1．9 310．49 完形 第145図
1418 24703 石核 頁岩A C1 10．0 2．2 178．03 完形 第145図
1419 12730 石核 頁岩A C1 10．8 2．9 364．05 完形 第146図
1420 6697 石核 頁岩A C1 9．5

9．0

14．2

10．0 2．8 275．18 完形 第146図
1421 22597 石核 頁岩A C1 9．5 4．4 312．67 完形 第147図
1422 11818 石核 頁岩A C1 9．2 2．4 179．51 完形 第147図

1423 8297 石核 頁岩A C1 9．8 3，2 270．49 完形 第147図

1424 19826 石核 頁岩A C1 10．4

8．5

8．2

7．9

7j 3．1 221．42 完形 第147図

1425 20512 石核 頁岩A C1 9．0 2．2 254．07 完形 第148図

1426 20221 石核 頁岩A C1 8．8 1．7 109．80 完形 第148図

1427 20160 石核 頁岩A C1 10．0 2．4 183．83 完形 第148図
1428 4632 石核 頁岩A C1 6．8 2．3 162．09 完形 第148図
1429 23937 石核 頁岩A C1 6．1 1．8 89．73 完形 第149図
1430 18225 石核 頁岩A C1 6．7 1．6 88．50 完形 第149図
1431 1024 石核 頁岩A C1 4．9 2．1 94．92 完形 第149図
1432 10160 石核 頁岩A C1 4．0 2．3 54．18 完形 第149図
1433 21988 石核 頁岩A C1 16．2 4，4 425．57 完形 第149図
1434 20566 石核 頁岩A C1 8．2 2．1 141．93 完形 第150図
1435 11858 石核 頁岩A C1 5．8

11．5

6．7

8．6

8．1

9．2

6．8

8．0

6．6

6，0

10．9

8．5 1．5 80．00 完形 第150図

270



第25表 石器観察表（縄文時代前・後期23） 単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

1436 22070 石核 頁岩A CI ．9 7 5．5 2．8 91．39 完形 第150図

1437 7697 石核 頁岩A CI 8．3 5．8 2．5 89．96 完形 第150図

1438 862 石核 頁岩A CI 10．8．4 6 1．4 64．81 完形 第151図

1439 1905 石核 頁岩A C2 18．5 16．1 5．2 1，455．05 完形 第152図

1440 24737 石核 頁岩A C2 14．0 11．1．2 5 735．98 完形 第153図

1441 1874 石核 頁岩A C2 12．5 11．7．4 3 464．62 完形 第153図

1442 951 石核 頁岩A C2 12．0 10．7 2．5 365．93 完形 第154図

1443 5325 石核 頁岩A C2 13．4 9．9 3．4 336．30 完形 第154図

1444 6166 石核 頁岩A C2 11．1 9．7 3．4 403．18 完形 第154図

1445 4629 石核 頁岩A C2 12．3．9 9 ．5 3 513．70 完形 第155図

1446 23609 石核 頁岩A C2 10．7 9．2．6 3 376．69 完形 第155図

1447 22213 石核 頁岩A C2 10．0 10．7 3．3 12．40 完形 第155図

1448 11283 石核 頁岩A C2 13．5 9．7 3．0 412．05 完形 第156図

1449 11816 石核 頁岩A C2 9．8 9．6 3．3 315．31 完形 第156図

1450 5441 石核 頁岩A C2 12．8 10．1 4．6 616．99 完形 第157図

1451 21295 石核 頁岩A C2 、12．0 9．8 2．5 291．15 完形 第157図

1452 8929 石核 頁岩A C2 10．1 10．2 3．4 332．51 完形 第158図

1453 20963 石核 頁岩A C2 11．1 10．1．3 3 312．78 完形 第158図

1454 16276 石核 頁岩A C2 11．3 91．0．5 4 454．92 完形 第158図

1455 19825 石核 頁岩A C2 11．7 7．0 2．2 254．92 完形 第159図

1456 24026 石核 頁岩A C2 11．4 8．8 2．6 301．12 完形 第159図

石核1457 2203 頁岩A C2 9．4 8．3 3．2 311．08 完形 第159図

1458 19845 石核 頁岩A C2 8．8 8．7 2．8 223．34 完形 第160図

1459 15048 石核 頁岩A C2 10．0 8．0 2．7 227．26 完形 第160図

1460 11064 石核 頁岩A C2 10．6 8．3 2．7 237．32 完形 第160図

1461 22052 石核 頁岩A C2 11．0．8 9 3．3 335．46 完形 第161図

1462 11313 石核 頁岩A C2 9．1 9．5 3．3 325．31 完形 第161図

1463 11979 石核 頁岩A C2 10．1 9．3 2．9 290．05 完形 第161図

1464 21127 石核 頁岩A C2 10．0 7．5 2．6 207．54 完形 第162図

1465 10175 石核 頁岩A C2 ．1 9 8．1 2．9 184．34 完形 第162図

1466 1967 石核 頁岩A C2 9．4 8．0 2．7 263．66 完形 第162図

1467 8540 石核 頁岩A C2 8．6 7．1 2．3 152．13 完形 第162図

1468 17513 石核 頁岩A C2 9．8．8 6 2．4 189．17 完形 第163図

1469 12824 石核 頁岩A C2 9．8 7．2 2．3 168．99 完形 第163図

1470 8940 石核 頁岩A C2 9．9 3．16．3 11．00 完形 第163図

1471 1606 石核 頁岩A C2 9．5 3．1 255．35 完形 第163図

1472 23644 石核 頁岩A C2 8．6

7．4

7．5 2．2 168．46 完形 第164図

石核 C2 243．74 完形1473 5208 頁岩A ．0 8 8．3 3 第164図

石核1474 21951 頁岩A C2 ．3 8 7．9．1 3．0 198．57 完形 第164図

1475 26180 石核 頁岩A C2 8．2 6．9 2．4 134．71 完形 第164図

石核1476 18300 頁岩A C2 ．2 9 3．2 206．84 完形 第165図

1477 19228 石核 頁岩A C2 8．2 2．2 153．38 完形 第165図

1478 5142 石核 頁岩A C2 8．0

5．8

7．5

7，2 3．8 190．72 完形 第165図

1479 16365 石核 頁岩A C2 9．4．3 8 2．6 222．71 完形 第165図

1480 7772 石核 頁岩A C2 11．1 6．6 2．1 228．72 完形 第166図

1481 7743 石核 頁岩A C2 10．0 6．4 2．6 156．38 完形 第166図

1482 17792 石核 頁岩A C2 9．5 6．0 2．8 167．32 完形 第166図

1483 1031 石核 頁岩A C2 7．2 5．9 1．4 67．56 完形 第166図

1484 6452 石核 頁岩A C2 7．7 5．3 1．7 90．14 完形 第167図

1485 20805 石核 頁岩A C2 ．8 7 5．2 1．9 88．17 完形 第167図

石核 頁岩A C2 ．0 8 7．0 2．1 115．24 完形1486 23052 第167図

1487 1558 石核 頁岩A C2 7，0 5．1 1．6 72．35 完形 第167図

1488 2444 石核 頁岩A C2 9．9．0 6 1．3 78．56 完形 第168図

C223657 7．5 完形1489 石核 頁岩A 7．8 1．7 123．31 第168図

1490 21079 石核 頁岩A C2 7．5．9 5 2．2 89．19 完形 第168図

石核1491 24180 頁岩A C2 7．0 6．2 2．6 88．09 完形 第168図

1492 21362 石核 頁岩A C2 6．6 6．1 2．3 92．49 完形 第169図

1493 19258 石核 頁岩A C2 6．6 5．8 1．9 83．01 完形 第169図

1494 12820 石核 頁岩A C2 8．8 6．9 2．0 120．39 完形 第169図

1495 8226 石核 頁岩A C2 7．5 5．5 1．8 76．01 完形 第169図
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第26表 石器観察表（縄文時代前・後期24） 単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

1496 21031 石核 頁岩A C2 6．6 5．5 2．2 89．09 完形 第169図

1497 7991 石核 頁岩A C2 9．1 5．9 1．6 89．15 完形 第170図

1498 16338 石核 頁岩A C2 7．0 7．7 1．2 97．30 完形 第170図

1499 14511 石核 頁岩A C2 5．4 6．8 1．5 55．74 完形 第170図

1500 11503 石核 頁岩A C2 5．1 5．3 2．7 69．59 完形 第170図

1501 19400 石核 頁岩A C2 3．4 6．6 2．7 53．87 完形 第170図

1502 15372 石核 頁岩A C2 3．0 5．0 1．8 28．85 完形 第170図

1503 4948 石核 頁岩A C2 12．3 9．5 5．4 472．55 完形 第171図

1504 13205 石核 頁岩A C2 12．7 11．0 4．0 508．17 完形 第171図

1505 13026 石核 頁岩A C2 11．3 10．3 3．3 303．19 完形 第172図

1506 6669 石核 頁岩A C2 11．5 9．2 3．7 393．45 完形 第172図

1507 2077 石核 頁岩A C2 10．3 8．8 2．8 256．38 完形 第172図

1508 25403 石核 頁岩A C2 11．1 6．3 2．9 188．38 完形 第173図

1509 16861 石核 頁岩A C2 8．4 8．4 2．3 118．48 完形 第173図

1510 14880 石核 頁岩A C2 9．4 7．7 2．0 145．72 完形 第173図

1511 16640 石核 頁岩A C2 8．1 8．0 2．8 145．13 完形 第173図

1512 9758 石核 頁岩A C2 9．5 8．5 2．7 212．33 完形 第174図

1513 6468 石核 頁岩A C2 9．7 8．0 2．3 194．92 完形 第174図

1514 20631 石核 頁岩A C2 10．6 7．8 2．0 151．05 完形 第174図

1515 21694 石核 頁岩A C2 9．2 7．2 2．9 148．00 完形 第174図

1516 17996 石核 頁岩A C2 10．5 7．6 2．4 166．31 完形 第175図

1517 12601 石核 頁岩A C2 7．9 8．2 3．0 219．09 完形 第175図

1518 4700 石核 頁岩A C2 9．8 6．8 2．3 154．29 完形 第175図

石核1519 5443 頁岩A C2 9．8 8．0 2．5 183．57 完形 第175図

1520 16955 石核 頁岩A C2 7．9 7．3 3．2 190．91 完形 第176図

1521 6455 石核 頁岩A C2 9．3 8．0 2．4 214．81 完形 第176図

1522 16264 石核 頁岩A C2 8．3 8．9 2．0 138．26 完形 第176図

1523 23579 石核 頁岩A C2 7．0 5．9 2．6 110．55 完形 第176図

1524 11833 石核 頁岩A C2 9．1 8．2 2．0 148．49 完形 第177図

1525 20475 石核 頁岩A C2 7．2 7．3 2．1 125．11 完形 第177図

1526 3988 石核 頁岩A C2 6．9 6．8 1．6 81．35 完形 第177図

1527 19778 石核 頁岩A C2 7．1 9．0 2．4 185．31 完形 第177図

1528 5830 石核 頁岩A C2 8．0 7．5 1．7 93．03 完形 第178図

1529 6979 石核 頁岩A C2 6．8 6．6 1．9 92．18 完形 第178図

1530 12193 石核 頁岩A C2 10．0 6．9 4．6 256．46 完形 第178図

1531 9001 石核 頁岩A C2 9．5 6．0 2．2 134．90 完形 第178図

1532 25666 石核 頁岩A C2 9．9 5．3 2．2 121．58 完形 第179図

1533 17407 石核 頁岩A C2 10．2 8．7 2．0 171．24 完形 第179図

1534 15095 石核 頁岩A C2 8．8 8．0 2．3 184．37 完形 第179図

1535 26195 石核 頁岩A C2 8．8 8．0 2．3 151．95 完形 第180図

1536 21403 石核 頁岩A C2 9．4 8．9 2．5 182．47 完形 第180図

1537 1657 石核 頁岩A C2 10．3 9．1 1．8 144．98 完形 第180図

1538 14507 石核 頁岩A C2 9．0 7．2 2．1 151．67 完形 第180図

1539 18616 石核 頁岩A C2 9．5 7．0 1．6 135．96 完形 第181図

1540 16330 石核 頁岩A C2 8．5 6．5 2．8 151．87 完形 第181図

1541 6121 石核 頁岩A C2 9．8 6．1 2．2 102．04 完形 第181図

1542 16639 石核 頁岩A C2 9．5 7．8 2．6 197．69 完形 第181図

1543 4947 石核 頁岩A C2 9．3 8．2 2．1 136．13 完形 第182図

1544 17827 石核 頁岩A C2 9．4 6．8 2．5 109．11 完形 第182図

1545 10154 石核 頁岩A C2 8．2 6．3 2．3 108．52 完形 第182図

1546 22047 石核 頁岩A C2 6．5 6．4 1．6 71．11 完形 第182図

1547 21084 石核 頁岩A C2 6．6 7．5 2．3 113．88 完形 第183図

1548 22928 石核 頁岩A C2 8．1 6．9 2．2 116．69 完形 第183図

1549 21949 石核 頁岩A C2 8．3 6．7 2．0 94．92 完形 第183図

1550 8313 石核 頁岩A C2 8．1 7．3 2．3 138．42 完形 第183図

1551 422 石核 頁岩A C2 8．5 7，2 2．2 129．49 完形 第183図

1552 1380 石核 頁岩A C2 6．8 7．3 1．5 59．07 完形 第184図

1553 20522 石核 頁岩A C2 7．3 7．7 2．4 120．16 完形 第184図

1554 218 石核 頁岩A C2 7．3 6．9 1．8 90．66 完形 第184図

1555 4779 石核 頁岩A C2 8．0 6．1 3．7 128．22 完形 第184図
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第27表 石器観察表（縄文時代前・後期25） 単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

石核 頁岩A C2 9．6 6．3．9 1 101．34 完形 第184図1556 8925

石核 頁岩A C2 9．5．0 6 1．8 119．39 完形 第185図1557 14465
石核1558 17510 頁岩A C2 9．4 5．1 2．3 63．19 完形 第185図

石核 頁岩A1559 9795 C2 13．8．1 6 2．3 184．75 完形 第185図

石核 頁岩A C2 ．6 7 8．0 3．2 153．71 完形 第185図1560 1003

石核 頁岩A C2 6．3．9 6 2．2 78．59 完形 第186図1561 806

1562 5293 石核 頁岩A C2 7．2 5．2 2．2 84．95 完形 第186図

石核 頁岩A C2 ．7 7 6．1 1．6 86．46 完形 第186図1563 18045
石核 頁岩A C2 ．5 7 ．4 6 1．9 67．01 完形 第186図1564 14456
石核 頁岩A 6．5 2．4 98．78 完形 第186図1565 1132 C2 ．1 7

8793 石核 頁岩A C2 6．9 5．4 2．1 78．37 完形 第187図1566
．7 618866 石核 頁岩A 5．4 1．8 62．05 完形1567 C2 第187図

石核 頁岩A C2 ．5 7 4．9 2．2 16．06 完形1568 2472 第187図

石核 頁岩A C2 ．1 7 4．6 2．0 56．23 完形 第187図1569 8801

1570 完形5956 石核 頁岩A C2 6．0 6．0 2．0 66．48 第187図

1571 5607 石核 頁岩A C2 6．1 5．1 1．4 46．26 完形 第188図

7．0 5．5 2．0 第188図1572 22423 石核 頁岩A C2 67．21 完形

完形 第188図1573 292 石核 頁岩A C2 8．1 5．0 1．5 54．53

1574 22676 石核 頁岩A C2 7．0 4．0 1．5 37．96 完形 第188図

1575 21077 石核 頁岩A C2 7．7 4．4 1．9 47．94 完形 第188図

1576 14827 石核 頁岩A C2 6．9 5．5 2．1 80．54 完形 第188図

1577 14884 石核 頁岩A C2 7．6．5 4 2．8 18．93 完形 第189図

1578 18594 石核 頁岩A C2 6．0 5．4 2．3 54．00 完形 第189図

5．9 1．5 54．99 完形1579 石核 頁岩A 6．2 第189図23764 C2

石核 頁岩A 6．6 5．6 1，7 53．31 完形 第189図1580 16193 C2

26318 石核 頁岩A C2 7．3 4．5 3．0 63．67 完形 第189図1581
完形 第190図1582 22544 石核 頁岩B C2 6．5 3．0 2．3 28．86

1583 11040 石核 頁岩A C2 6．3 3．4 2．2 37．96 完形 第190図

1584 22976 石核 頁岩B C2 6．6 4．7 2．9 53．08 完形 第190図

石核 頁岩B C2 4．7 5，5 1．4 36．57 完形 第190図1585 13200

15．361586 石核 2．9 2．024255 頁岩A C2 ．8 3 完形 第190図

石核 頁岩A C2 4．3 3．5 1．8 18．93 完形 第190図1587 23775

1588 25492 石核 頁岩A C2 4．8 4．2 1．3 20．51 完形 第190図

1589 16309 敲石 花崗岩 12．8 9．2 4．6 866．31 完形 第191図

1590 16314 敲石 花崗岩 12．4 8．2 5．3 836．16 完形 第191図

完形 第192図1591 12333 敲石 花崗岩 13．3 8．0 5．7 957．27

1592 6249 敲石 花崗岩 14．0 8．8 5．7 1，064．42 完形 第192図

5．7 1，030．11 完形 第193図1593 11839 敲石 花崗岩 13．8 8．2
完形1594 6892 敲石 花崗岩 10．6 9．6．1 4 660．65 第193図

敲石 花崗岩 12．0 4．0 810．86 完形 第194図1595 11450
完形1596 14807 敲石 花崗岩 10．9 4．0 647．96 第194図

9．9

8．6

8．9 4．3 629．36 完形 第195図1597 16312 敲石 花崗岩 10．1
完形1598 11715 敲石 花崗岩 12．5．9 8 5．8 1，019．74 第195図

敲石 花崗岩 9．6 8．4 4．7 564．67 完形 第196図1599 10922

敲石 花崗岩 9．4 9．8 4．6 507．92 下半部欠損 第196図1600 23036

敲石 花崗岩 9．1 10．3 4．4 483．49 下半部欠損 第197図1601 21370

16925 敲石 安山岩 15．0 9．3 5．6 1，405．88 完形 第197図1602

1603 5517 敲石 安山岩 14．8 8．5 6．8 1，361．57 完形 第198図

敲石 安山岩 12．0 8．4 5．7 870．05 完形 第198図1604 9115

1605 5505 敲石 安山岩 13．8 93．5 59．5 1，106．76 完形 第199図

敲石 完形1606 6247 安山岩 10．9 8．4 5．0 629．66 第199図

1607 12893 敲石 花崗岩 11．6 10．2 8．0 1，369．25 完形 第200図

1608 6163 敲石 ， 安山岩 10．2 9．5 4．5 549．03 完形 第200図

1609 24088 敲石 安山岩 10．5 9．3 5．9 942．24 完形 第201図

1610 20797 敲石 頁岩A 6．6 6．0 3．3 180．13 完形 第201図

3．3 111．78 完形1611 7806 敲石 安山岩 5．6 4．7 第201図

完形1612 26523 敲石 安山岩 21．8 15．9 14．4 7，000．00 第202図

敲石 安山岩 8．3 4．8 3．1 187．57 完形 第202図1613 20924
上半部欠損敲石 頁岩A 8．6 4．3．8 2 114．52 第203図1614 2402

2．4．3 2 73．41 上半部欠損1615 22823 敲石 頁岩A 7．9 第203図

273



第28表 石器観察表（縄文時代前・後期26） 単位：cm ，g

石番号 旧番号 器 種 材 分 類 最大長 最大幅 最大厚 重 量 残 存 挿図番号

1616 7500 敲石 頁岩A 9．6 4．4 3．6 185．81 上半部欠損 第203図

1617 6304 敲石 頁岩A 13．6 4．3 3．3 327．72 上半部欠損 第203図

1618 5544 敲石 頁岩A 14．1 3．9 1．9 178．68 完形 第204図

1619 5444 敲石 頁岩A 14．9 3．4 2．4 179．53 半部欠損 第204図

1620 24152 石皿 花崗岩 37．3 24．2 6．1 7，500．00 左右側部欠損 第204図

1621 7992 石皿 花崗岩 25．0 22．2 7．5 4，450．00 上半部欠損 第204図

1622 25552 石皿 安山岩 19．4 18．4 6．1 4，300．00 左右側部・下半部欠損 第205図

1623 16943 石皿 花崗岩 16．1 19．9 5．0 2，516．92 下半部欠損 第205図

1624 5092 石皿 安山岩 14．4 15．9 下半部欠損 第205図

1625 9 石皿 花崗岩 15．6 15．0

5．7 2，185．18

1．4 1，242．51 完形 第205図

第29表 土製品観察表（縄文時代前・後期27） 単位：cm ，g

番号 旧 番号 器 種 最大長 最大値 最大厚 重 量 残 存 挿図番 号

1626 12000 土製円盤 3．9 2．9 1．0 12．25 完形 第205図
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第4章 自然科学的調査の成果

第1節 犬除遺跡2次調査におけるテフラ分析

早田 勉（古環境研究所）

1 はじめに

四国地方西部に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、九州地方の火山に由来す

るテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が数多く認められる。テフラの中には、すでに噴出年

代が明らかにされている示標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、遺構の

構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。そこで、年代の不明な

土層が検出された犬除遺跡2次調査区においても、土層の年代を明らかにするために、地質調査

と火山ガラス比分析さらに屈折率測定を行い、示標テフラの検出同定を試みることになった。調

査分析の対象となった地点は、C15～B15断面およびC21～C23断面の2地点である。

2 土層の層序

（1）C15～B15断面

C15～B15断面では，下位より亜円礫混じり暗褐色土（層厚22cm以上，礫の最大径221mm，第

Ⅶa層）、亜円礫混じり褐灰色土（層厚13cm，礫の最大径93mm，第Ⅵ層）、橙色細粒火山灰層（層

厚14cm,第Ⅳa層）、褐色土（層厚8cm）黄色砂質（層厚13cm以上,第Ⅲa層）、灰褐色土（層厚

7cm,第Ⅰb層）,灰色表土（層厚17cm.第Ⅰa層）が認められる（第206図左）。

（2 ）C21 ～C23 断面

C21～C23断面では，下位より亜円礫混じり黒灰色土（層厚20cm以上，礫の最大径147mm，第 

Ⅶa層）、亜円礫混じり暗灰褐色土（層厚24cm，礫の最大径57mm，第Ⅶa層）、亜円礫混じり灰褐

色土（層厚18cm,礫の最大径47mm,第Ⅵ層）、橙色細粒火山灰層（層厚16cm,第Ⅳa層）、黄灰褐

色土（層厚8cm.第Ⅳb層）、暗灰褐色土（層厚21cm,第Ⅲc層）、灰褐色土（層厚13cm,第Ⅲa

層）、暗灰褐色土（層厚5cm,第Ⅱc層），黒褐色土（層厚5cm,第Ⅱb層）、亜円礫混じり灰色

土（層厚7cm,第Ⅱa層）、若干褐色がかった灰色土（層厚5cm,第Ⅰb層）、砂混じり灰色土

（層厚8cm,第Ⅰd層）、灰色表土（層厚16cm,第Ⅰa層）が認められる（第206図右）。

3 火山ガラス比分析

（1）分析試料と分析方法

C15～B15断面およびC21～C23断面の2地点おいて、基本的に5㎝ごとに採取された試料の

うち、23点を対象に火山ガラスの色調・形態別比率を求める火山ガラス比分析を行って、火山ガ

ラスで特徴づけられるテフラの降灰層準の把握を行った。分析の手順は次の通りである。
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※数字は資料番号

C15～B15断面

第206図 土層柱状図

火山灰

黒灰色土

暗灰褐色土

褐灰～灰褐色土

灰～黄灰色土

礫

砂C21～B23断面

1 ）試料20gを秤量。

2 ）超音波洗浄により泥分を除去。

3）80℃で恒温乾燥。

4 ）分析篩により1/4-1/8mmの粒子を篩別。

5）偏光顕微鏡下で250粒子を観察し、火山ガラスの色調・形態別比率を求める。

(2)  分析結果

火山ガラス比分析の結果を第30表に示す。またC15～B15 断面とC21～C23断面における火山

ガラス比ダイヤグラムを、第207図に示す。C15～B15断面では、試料13以上の試料から火山ガ

ラスが検出された。とくに、ここでは試料7の火山灰層に多くの火山ガラスが含まれている。火

山ガラスは、無色のバブル型（平板状）ガラスのほか、淡褐色のバブル型ガラス、軽石型ガラス、

褐色バブル型ガラス、分厚い中間型ガラスなどである。

C21～C23断面では、試料23と19を除くいずれの試料からも火山ガラスが検出された。ここで

も、とくに試料13の火山灰層に多くの火山ガラスが含まれている。ここでは、量の多い順に無色

のバブル型ガラス、淡褐色のバブル型ガラス、軽石型ガラス、褐色バブル型ガラス、分厚い中間型

ガラスが含まれている。したがって、この火山灰層はC15～B15断面の試料7の火山灰層に対

比される。

4 屈折率測定

（1）測定試料と測定方法
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※数字は資料番号

C15～B15断面

C21～B23断面

バブル型（無色透明）

バブル型（淡褐色）

バブル型（褐色）

中間型

軽石型（スポンジ状）

軽石型（繊維束状）

第207図 火山ガラス比ダイヤグラム

C21～C23断面 の試料27と試料13に含まれるテフラ粒子について、温度一定型屈折率測定法

（新井1972・1993）によって屈折率の測定を試みた。

（2）測定結果

屈折率の測定結果を第31表に示す。C21～C23断面の試料27に含 まれる火山ガラスの屈折率（n）

は、1.499-1.501である。重鉱物 としては、黒雲母 と角閃石が少量含まれている。この火山ガラス

は、形態、色調、屈折率などから、約2.4～2.5万年前（放射性炭素年代 ）に姶良カルデラから噴

出した姶良Tn火山灰（AT,町田・新井1976・1992、松本ほか1987、池田ほか1995）に由来する

と考えられる。したがって、試料27 以下の層準にATの降灰層準のある可能性が考えられる。

試料13に含 まれる火山ガラスの屈折率（n）は、1.509-1.514（modalrange ：1.510-1.512）である。

重鉱物 としては、斜方輝石 と単斜輝石が少量含 まれている。この試料に含まれるテフラは、その

特徴から約6,300年前（放射性炭素年代）に鬼界カルデラから噴出した鬼界アカホヤ火山灰（K-

Ah,町田・新井1978）に由来すると考えられる。したがって、C21～C23断面の試料13とC15～

B15断面の試料7の火山灰層は、いずれもK-Ahに同定される。

5 小結

犬除遺跡2次調査区において、地質調査、火山ガラス比分析、屈折率測定を合わせて行った。

その結果、姶良Tn火山灰（AT,約2.4～2.5万年前）に由来するテフラ粒子と鬼界アカホヤ火山灰

層（K-Ah,約6,300年前）を検出することができた。
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第30表 犬除遺跡2次調査における火山ガラス比分析結果

地点 試料bw （cl）bw （pb）bw （br）mdpm （sp）pm （fb） その他 合計

C15 ～B151310000246250
断面3820000240250

56062101180250
7117211201099250
93280001209250
11500002243250
13100001248250
15000000250250

C21～C231831013234250
断面21962022219250

31731013225250
52132002222250
72751302212250
92931100216250

114952122189250
13177274201030250
152381010217250
17100000249250
19000000250250
21100000249250
23000000250250
25100000249250
27400000246250

＊数字は粒子数．bw ：バブル型，md ：中間型，pm ：軽石型，d：透明，pb：淡褐色，br：褐色．

第31表 犬除遺跡C21～C23断面における屈折率測定結果

試料火山ガラス（n）重鉱物斜方輝石（γ）

131 （opx，cpx）1 ．709－1．712．509－1．514
（1．510－1．512）

271 ．499－1．501 （bi，ho） －

＊屈折率測定は，温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）による。屈折率の（）は，modalrangeを

示す．重鉱物の（）は，量の少ないことを示す．opx：斜方輝石，cpx：単斜輝石，ho：角閃石，bi：黒雲母．
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第2節 犬除遺跡2次調査における岩石学的分析

応用地質歴史環境部

1 業務概要

（1）調査目的

出土した石器石材およびそれと同種類を思われる岩石を採取し、岩石鑑定および蛍光X 線分析

をおこなうことによって、産地同定作業の基礎資料とする。

（2）調査場所

愛媛県北宇和郡津島町御内犬除遺跡

（3）調査内容

蛍光X 線分析、肉眼観察、偏光顕微鏡観察

（4）調査対象サンプル

①原産地サンプル：3点

採集地：北宇和郡津島町御内犬除松田川河川敷

採集年月日：平成11年（1999年）11月24日

サンプル一覧

MTD －1 頁岩A 類（暗灰褐色） 

MTD －2 頁岩C 類（赤褐色） 

MTD －3 頁岩C 類（赤褐色）

②出土遺物サンプル：7点

採集地：北宇和郡津島町御内犬除遺跡2次調査区

出土年月日：平成11年（1999年）6月～12月

サンプル一覧

INY99 －216 頁岩A 類（灰褐色風化）

INY99 －709 頁岩A 類（灰褐色風化）

INY99 －10279 頁岩B 類（黄褐色風化）

INY99 －26426 頁岩B 類（黄褐色風化）

INY99 －406 頁岩C 類（赤褐色風化）

INY99 －9665 頁岩C 類（赤褐色風化）

INY99 一表 赤色珪質岩

INY99以下の番号は、調査時における遺物取りあげ番号である。INY99 －表は、現地での表面

採集遺物である。出土品サンプルの器種は、すべて剥片である。

（5 ）調査期間

平成12（2000）年7 月12日～平成13（2001）年1月31日

（6 ）調査組織

研究員 高橋治郎 愛媛大学教授（理学博士）
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担当者 福山俊夫 応用地質株式会社四国支社（技術士／応用理学、建設）

池田小織

軽部文雄

小林 恵

同上

応用地質株式会社技術本部 歴史環境部

同上

2 原産地同定に関する問題点と今後の課題

（1）現状の原産地同定方法について

考古学調査において遺跡から出土する石器石材には、サヌカイトお よび黒曜石が知られている。

これらは特殊 な岩石であり原産地が少ないことや、これまで多くの分析データが得られているこ

とから、比較的原産地の特定が容易である。

四国地方の石器石材は、黒曜石やサヌカ イトの他に、考古学者 たちの呼び方で「赤色珪質岩」

と言 われる赤色チャートおよび赤色粘板岩等が多 く出土し、他にも頁岩や酸性凝灰岩といったも

のが多い。これらの原産地特定は、四国地方の地質構造体が東西方向に帯状 に広く配列している

こともあって、その作業が困難 とされている。

黒曜石お よびサヌカイト の原産地同定には、「非破壊で岩石の元素濃度比を測定する」蛍光X

線分析を主に用いている。また、蛍光X線で得られたデータは以下のように使用し、原産地の同

定をおこなっている。

サヌカイト製石器

白石によると、Ti/Fe、K/Fe、Ca/Fe、Mg/Feの比を用い て、散布図を作成し、各原産地ごとの

元素比をプロットしている（白石1984）。これにより、香川県、広島県等の代表的なサヌカイト

原産地のクルーピングか可能であるとしている。この方法は、有意な元素比の組み合わせを見い

だせ れば有効 な方法である。

ガラス質黒色安山岩製石器

山本によると、Ca/Ti、Mn/Ti、Fe/Ti、Ti/Y、Zn/Y、Rb/Y、Sr/Y、Zr/Y、Ba/Yの比を算出して判

定に用いてお り、原産地試料の元素比判別係数として判別分析をおこなっている（山本1993 ）。

（2）今後の課題

遺跡から出土される主な岩石の特徴的な問題点と、今後の課題について以下に示す。

堆積岩 （チャート、赤色粘板岩等）

堆積岩であるため、堆積層序の位置によっても組成が異なる可能性が高い。 また、同一層が広

域に分布していることから、原産地をしぼりにくい。蛍光X 線分析をおこなう際、同一試料にお

いて測定個所を変えると値が大きく変化する傾向がある。

＜今後の課題＞

偏光顕微鏡により、放散虫等の化石が確認された場合、塩酸処理によって岩石から化石を取り

出し化石 の種類 を把握することで、有 る程度の時代 決定および原産地範囲が可能である。 また、

放散虫の伸長性から比較をおこなう場合についても、塩酸処理をおこない放散虫化石の正確な長

径軸、短径軸をとって薄片を作成し、伸長性をとる必要がある。
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Marry は、現世の海底堆積物 の化学組成を整理するこ とのより、中央海嶺付近、遠洋域、大陸

縁辺部ご とに、火山性熱水と大陸域からの粘性鉱物の混入の程度に差異が認められることを報告

している（Marryl994）。また、この結果に踏まえ、高柳は、日本の美濃－丹波帯・秩父帯の堆積

岩に関して同様の特徴が得られることを報告している（高柳1998）。それには、A12O3/（Al2O3＋

T-Fe2O3）-T-Fe2O3/TiO2の相関図を用いている。蛍光X線分析で得られたデータについて、この

相関図を用いることにより何らかの傾向があらわれるのではない かと考える。

火山岩（流紋岩、安山岩等）

同じ原産地でも異なる年代 に再びお きだ火成活動のため、同じ火山岩が生成する場合がある。

＜今後の課題＞

文献資料によると、SiO2-Na2O＋K2O図により、瀬戸内火山岩類から東北日本を中心とした第四

紀火山岩類での低アルカリソレアイト、高アルカリソレアイト、アルカリ岩系の大まかな境界を

得ている。これを踏まえ、Tatsumiなどは瀬戸内火山岩類の分析値を報告している（Tatsumi1982）。

これらの課題は問題点を補うものではなく、大まかな分類 しか得られない かもしれない。しか

しながら、より多くの蛍光X線による分析データの蓄積、さらには、顕微鏡観察から得られる情

報を最大限利用することが、原産地の同定を確立していく主要な方法であると考えられる。

3 調査方法

（1 ）調査 の内容と実施方法

今回の調査は、遺跡から出土した石器と、遺跡に近接する松田川流域の河川敷で採取 された石

材を対象とした科学分析である。

（2）偏光顕微鏡観察

装置一式

ニコン製偏光顕微鏡XTP-11

FUJI製HC-300Z型CCDカメラ

アップル社PowerMacintosh9500/120（g3-366upgrade ）コンピュータ

上記の偏光顕微鏡のカメラ接続ユニットにHC-300Z型CCDカメラを接続し、直接 デジタル画像

としてコンピュータに取り込みを行っ た。コンピュータへの画像取り込みには専用ソフトウェア

FUJIPhotograb-300Zを使用した。コンピュータへ取り込 んだ画像の処理には、AdobePhotoshop

・5.5Jを用い、印刷にはアルプス社MicroDryプリンタMD-5000Pを使用した。

（3）石材の前処理

偏光顕微鏡観察に供するために、石材の薄片（厚さ：0.03mm前後）を作成した。薄片 の作成時

の切断方向 は試料が小さいため考慮しないで作成した。

（4）観察

薄片毎に斑晶鉱物の種類の判別と組み合わせ、石基の組織・特徴などを観察するとともに、赤

色珪質岩 と赤色チャート には化石が残存している場合があるためこの種別を石器石材の同定試料

とした。
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第32第32表表 砕砕屑屑物物のの大大ききささにによよるる分分類類

未 固 結 固 結 備 考粒 径

256mm 以上 巨 礫 角礫を主とするときは角礫岩と称する。

256～64 礫質 大 礫 礫 岩

64～4

4～2

2～1

中 礫

細 礫

極粗粒砂

1～1／2 長石に富む祖粒砂岩は花崗岩質砂岩、

砂質

粗 粒砂

中粒砂 砂 岩 岩片を含む堅い砂岩は硬砂岩と称する。1／2～1／4

1／4～1／8

1／8～1／16

細粒砂

極細粒砂

泥質 シルト 泥岩、シルト岩 剥離面があるものは頁岩、粘板岩と称す。1／16～1／256

1／256以上 粘土岩粘土

＊未固結の堆積物では、規定のふるいにより粒度分類が出来るが、岩石の場合、
野外では外観や手触りで、正確には顕微鏡下で粒径を決めている。

第33表 火山砕屑物の大きさによる分類

粒 径 未 固 結 固結（岩石化したもの） 備 考

32mm 以上 火山砕屑岩

火山岩塊

32～4 火山礫

礫が50％以上混入

礫が50％以下混入

4～1／4 粗粒火山灰

1／4～1／64 細粒火山灰

火山砕屑物

火山角礫岩

凝灰角礫岩

火山礫凝灰岩

軽石凝灰岩

粗粒凝灰岩

細粒凝灰岩

1／64以下 火山塵

（5 ）岩石名の鑑定

岩石の鑑定方法は、経験的な肉眼観察によることが多いが、岩石の詳細な組織・構造や鉱物の

破壊状況を確認するためには、岩石薄片を偏光顕微鏡下で詳しく観察する方法が主にとられてい

る。岩石の肉眼観察の際には、鑑定する岩石の分類を第32表に示す方法で大別した後に詳細な岩

石名を命名している。岩石はその成因によって堆積岩類、火成岩類、変成岩類などに分類される。

岩石の分類の概要と石器石材の鑑定の結果について、以下に説明する。

堆積岩類

堆積岩類は、成因によって次の三種類に分類される。

風化岩片の物理的な堆積によるもの①

既存の岩石が機械的な風化により破砕され、その岩片（砕屑物）が堆積したもので粒径により、

第32表に示すように分類される。未固結の堆積物では、規定のふるいにより粒度分類が出来るが、

岩石の場合は、野外では外観や手触りで、正確には顕微鏡下で粒径を決めている。

②生物起源や化学的沈殿作用によるもの

石灰岩やチャートがこの種類に分類される岩石である。石灰岩の化学的な主成分は、CaC０3
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第34表 火成岩の分類

S1O2 66％化学成分

による
固結した

場所による

52％

白色 暗色

酸性岩 中性岩 塩基性岩

火山岩 流紋岩 安山岩 玄武岩

半深成岩 石英斑岩 ひん岩 輝緑岩

深成岩 花崗岩 閃緑岩 斑れい岩

第35表 変成作用と変成岩の分類

浅

↕
深

変 成 作 用

接 触変成 作 用

（熱 変成 作用）

広 域変 成作 用

変 成 岩 類

接 触変 成岩

（ホルンフェルス）

広域変 成岩

（結晶片岩、片麻岩など）

で大気中のCO2や岩石中のCaOなどが起源となり、海中に含まれていたものが沈殿したものであ

る。また、有孔虫、珊瑚、軟体動物などの石灰質の部分が堆積したものもある。

チャートは主成分がSiO2で、その成因には放散虫や珪藻などの珪質微化石堆積物の固化、シリ

カによる交代作用や続成作用、シリカの無機的な沈殿によるなどの説がある。チャートは、こう

した成因により層状、塊状、団塊状などの層相を示し、含有する不純物の成分により赤、緑、灰、

黒などの岩色を呈することがある。

③火山作用に関係する砕屑物の堆積によるもの

火山作用により放出された砕屑物は、陸上では風、海中では海流によって運ばれ堆積する。こ

の堆積物を火山砕屑物と呼び火山灰と噴出した礫とが混合した状態で堆積している。火山砕屑物

は、その大きさにより第33表のように分類される。

火成岩類

火成岩は溶融状態のマグマが固結したもので、固結した場所の地表からの深さにより岩石の構

造が、またマグマの化学成分により構成鉱物の組み合わせや量比が異なる。火成岩の分類は、第

34表に示すようにこれらの組み合わせにより決まる。

①固結する深さによるもの

深成岩は、マグマが地下深部で時間をかけて固結したため結晶が大きく、鉱物の種類のおおよ

その判定が可能である。

火山岩は、マグマが火山活動で地表に噴出したり、地表付近で固結したものである。火山岩の

構造は、深成岩のように大きな結晶が形成された部分と、地表に噴出して急冷し十分に結晶しな

いで固結した小結晶や非晶質（火山ガラス）の部分がある。大きな結晶を斑晶、小結晶や非晶質

の部分を石基と呼び、斑晶の鉱物の判定は、火山岩の分類に重要な資料となる。安山岩類に特徴

的に見られるように、斑晶が斑点状に散在している構造を斑状構造と称している。
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半深成岩は、火山岩と深成岩の中間的な岩石の構造を持っており、斑晶も大きく石基部分の結

晶も火山岩よりも大きくなっている。

②化学成分によるもの

岩石の珪酸分（SiO2）の重量パーセントにより第34表に示すように、酸性岩、中性岩、塩基性

岩などに分類される。

変成岩類

既存の岩石が、地殻変動により圧力、熱、液体、気体などの複合した作用により、もとの岩石

の鉱物成分や構造が変化したものを変成岩と呼び、その現象を変成作用と称している。変成岩は、

変成作用の違いによって第35表のように分類される。

①接触変成作用によるもの

接触変成作用は、既存の岩石にマグマが貫入して花崗岩などになる際に、接触して熱、ガス、

熱水などの供給を受けて、源岩の岩石構造が変る熱変成作用である。この場合、両岩の化学組成

や作用する環境によって岩石の性質が異なる。代表的な接触変成岩には、粘板岩が再結晶したホ

ルンフェルスや石灰岩が変成した結晶質石灰岩（大理石）などがある。

②広域変成作用によるもの

広域変成作用は、変成作用のうちで最も大規模なもので、地下深部に押し込められた既存の岩

石が、広域にわたる地殻変動時の高温、高圧下で広範囲に変成したものである。変成の程度によ

り泥質岩では、粘板岩 ⇒ 千枚岩 ⇒ 泥質片岩 ⇒ 片麻岩の順に変成度が高くなることが知られ

ている。変成岩の特徴として、紙を重ねた様な縞模様の片理構造があげられる。ほかに、大規模

な断層運動などの機械的な圧砕作用により、比較的低温下で再結晶した圧砕岩（ミロナイト）が

ある。

（6）蛍光X線分析

蛍光X線分析の原理

X 線管球より発生した一次X 線を試料に照射し、蛍光X 線を発生させる。発生した蛍光X 線の

中から目的元素の特性X 線を取り出す方法には、半導体検出器と波高分析器を用いたエネルギー

分散方式と、短結晶板を回折格子とする波長分散方式とがある。本分析では、エネルギー分散方

式を用いた（第208図）。

エネルギー分散方式は、このマルチチャンネルアナライザを用いることにより、多元素を同時

に定量することができるものの、波長分散方式と比べると分解能が低いので、複雑な試料の分析

や微量元素の定量では感度が劣る。しかし、非破壊分析が可能、分析時間が短い、同時多元素分

析が可能などの利点がある。

分光された蛍光X 線に対する分光結晶の角度θを読み取り、ブラッグの式からX 線の波長を求

めれば、その特性波長をもつ元素が帰属できるので、定性分析が可能である。各元素ごとにピー

クの波長がわかっているので、得られたスペクトルの中の強いピークの波長がどの元素のピーク

に対応しているかを見ていくことで、含有元素を調べることができる。

また、各元素の蛍光X線の強度を測定することにより、定量分析が可能である。蛍光X線の絶
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対強度は測定できないため、標準試料を用いて検量線を作り元素濃度を定量する検量線法と理論

演算から元素濃度を求めるファンダメンタルパラメータ法（FP法）とがある。FP法は基本的

に平滑面を必要とせず、標準試料は一つあればよい等の利点が多い。これに対し、検量線法は用

意する標準試料の数が多く、試料の調整等複雑な作業が多いため、FP法の適用が難しい場合に

検量線法を使用することが多い。

測定装置

使用した装置は、セイコー電子工業株式会社製のエネルギー分散型蛍光X 線分析装置SEA2120

である。測定装置規格を第36表に示す。

（7）分析の手順

分析の精度上、試料の測定面は平滑であることが望ましい。前処理の方法は試料の状態によっ

て若干異なるが、本業務では以下の方法でおこなった。

①大きな試料はカッターで切断

②800番の研磨材で研磨

2000番の研磨材で研磨③

音波洗浄機で洗浄（5分間×2回）④

⑤乾燥（110℃で12時間以上）

⑥蛍光X線分析（測定は1試料につき3ヶ所行う）

⑦3ヶ所の平均値を出し、その試料の分析値とする

4 犬除遺跡周辺の地質分布

四国地方は東西方向に延びる地質構造体が帯状配列している。犬除遺跡周辺の地質は、中生代

白亜紀下部四万十層群と呼ばれており、主に膨大な量の砂岩や頁岩、砂岩・頁岩互層が分布して

第208図 蛍光X線分析装置の基本構成
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第36 表 蛍光X線分析装置規格
SEA2120（セイコー電子工業株式会社製）

試 料 室 測定可能元素

試 料 形 状

試 料 形 状

雰囲気

X 線発生部 電 圧

電 流

ターゲ ット

分 析 領 域

検 出 器 形 式

ソフトウェア OS

定 性 分 析

定 量 分 析

C ～U

最大直径140mm×厚み100mm

・固体 ・液体、粉体（専用容器使用）

・大気 ・真空

5、15、50kV

1～500μA 、自動電流設定機能

Rh （ロジウム）ターゲット

直径約10mm

Si(Li）半導体検出器

HTW （高透過窓）検出器仕様

Windows95

自動およびマニュアル

・バルクFP 法 ・検量線法

いる。また、ところによっては少量のチャートや石灰岩の岩体を含んでいる。

犬除遺跡の北方には、黒雲母花崗岩および斑状花崗岩の花崗岩体が高月山を中心に東6km、南

北6kmの広がりを示している。それは周辺の白亜系に著しい接触（熱）変成作用を与えており、

砂岩、頁岩を源岩とするホルンフェルスが花崗岩類の周辺に幅約5～10kmで南北方向に分布して

いる。また、酸性凝灰岩が遺跡近傍において南北方向に頁岩と互層して分布しており、ホルンフ

ェルス化している。過去の現地踏査報告によると、砂岩を源岩とするホルンフェルスが広範囲に

分布するが、犬除遺跡近傍では頁岩が帯状に分布しているとされている。

酸性凝灰岩の分布は散在しており、頁岩と互層する場合が多く、犬除遺跡近傍の権現山の南斜

面では層厚約15kmの酸性凝灰岩が頁岩層中に分布することが確認されている。また、段丘堆積物

もまた、遺跡近傍で確認されている。

5 調査結果

(1）石器石材の肉眼および偏光顕微鏡観察結果

原産地サンプル

①MTD-1

＜肉眼観察＞

色調は黒色となり、均質で緻密な岩石である。破断面では貝殻状断口を示す。

＜偏光顕微鏡観察＞

集片状の斑状変晶としてキンセイ石が形成されている。また微細な基質中には黒雲母が生成さ

れている、接触変成作用を被っている。

＜岩石名判定＞

ホルンフェルス化した泥岩であると判断できる。

② MTD-2
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＜肉眼観察＞

色調は透明感のある茶褐色あるいはチョコレート色となり、均質で緻密な岩石である。1mm内

外の白色ベインが不規則に発達している。破断面では貝殻状断口を示す。

＜偏光顕微鏡観察＞

微細粒な岩石である。泥質基質中にやや粒度の大きな石英結晶が散在する。変成鉱物として黒

雲母が生成するため、接触変成作用を被っているものと考えられる。

＜岩石名判定＞

ホルンフェルス化した泥岩であると判断される。

③ MTD-3

＜肉眼観察＞

破断面の色調は赤黒色となり、肉眼的に熱変成作用を被っていると判定される。均質で緻密な

岩石で割れ口は鋭利ある。

＜偏光顕微鏡観察＞

炭質物（単ニコルで黒色の部分）を多く含む泥岩である。微細なキンセイ石が、集片状の斑状

変晶として形成している。また、基質には微細な黒雲母が一面に形成され、単ニコルでは茶色の

色調となる。

＜岩石名判定＞

接触変成作用を被り、ホルンフェルス化した泥岩であると判断される。

出土遺物サンプル

④ INY99-216

＜肉眼観察＞

ルーペによる破断面の観察では、構成粒子が観察される。色調は青黒色をとなり、割れ口は鋭

利である。

＜偏光顕微鏡観察＞

石英の微細な砕屑性粒子が散在し、その周辺を泥質基質と膠着物が充填している。炭質物の多

い岩石である。

＜岩石名判定＞

極細粒砂岩～泥岩（シルト岩）と判断される。

⑤INY99-709

＜肉眼観察＞

色調は黒色となり、均質で緻密な岩石である。割れ口は鋭い。

＜偏光顕微鏡観察＞

多量の炭質物を含む堆積岩である。非常に微細なセリサイト（白雲母）と石英粒から構成され、

まれに、やや大きめの砕屑性石英と黒雲母か認められる。放散虫化石などが多く含まれる岩石で

ある。

＜岩石名判定＞
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泥岩（粘土岩）と判断される。

⑥ INY99-10279

＜肉眼観察＞

色調は透明感のある灰白色となり、均質で緻密な岩石である。風化部は黄白色で、岩石の割れ

口は鋭利である。

＜偏光顕微鏡観察＞

色調は透明な淡灰色を呈し、脱ガラス作用を被ったと考えられる火山ガラス片と極微粒の石英

が認められる。

＜岩石名判定＞

ガラス質酸性凝灰岩と判断される。

⑦ INY99-26426

＜肉眼観察＞

破断面で、熱変成作用を被った岩石に特徴的な赤紫色となる。研磨面では黒色となり、均質で

緻密な岩石である。割れ口は鋭い。

＜偏光顕微鏡観察＞

キンセイ石の集片状の斑状変晶が形成され、その周囲を微細な黒雲母が変成鉱物として成長し

ている。この岩石はINY99-9665やMTD-1によく似ており、同様の起源を持つ岩石であると考えら

れる。

＜岩石名判定＞

接触変成作用によりホルンフェルス化した泥岩であると判断される。

⑧ INY99-406

＜肉眼観察＞

色調は透明感のある黒色となり、均質で緻密な岩石である。風化面において、流理様の構造が

認められる。岩石内部の節理様の割れ目に沿って風化し、黄褐色化している部分がみられる。

＜偏光顕微鏡観察＞

色調は透明な淡灰色となり、脱ガラス作用を被ったと考えられる火山ガラス片と極微粒の石英

が認められる。

＜岩石名判定＞

ガラス質酸性凝灰岩と判断される。

⑨ INY99-9665

＜肉眼観察＞

試料不足のため肉眼鑑定が困難ではあるが、茶褐色で均質・緻密な岩石と判定される。

＜偏光顕微鏡観察＞

微細なキンセイ石の集片状の斑状変晶が形成している。斑状変晶を囲む基質部には微細な黒雲

母が成長しており、岩石全体として茶褐色を帯びている。

＜岩石名判定＞
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接触変成作用を被りホルンフェルス化した泥岩であると判断できる。

⑩INY99-表

＜肉眼観察＞

色調は赤紫色となり、均質で緻密な岩石である。部分的に幅1mm内外のベイン状のものと直径1 

mm以下の円形の空隙が観察される。

＜偏光顕微鏡観察 ＞

単ニコルで赤黒色となる珪質岩である。レンズ状の優白質の部分は細粒の石英から構成され、

この部分は、元々放散虫等の生物の遺骸であったと推定される。

＜岩石名判定＞

赤色珪質頁岩と判断される。

（2）蛍光X線分析

今回の分析条件は以下の通りである。

①電圧：15kV,50kV

管電流：自動設定②

③試料室内雰囲気：真空

④測定時間：各300秒

⑤定量方法：バルクFP法

⑥標準試料：JA-2（地質調査所配布標準岩石試料）

⑦測定元素：Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、K2O、CaO、TiO2、MnO、T-Fe2O3（全鉄）、ZnO、Rb2O、SrO、ZrO2

各試料の分析値を第37表に示す。ここで示した分析値は、同一試料の3ヶ所で測定した濃度

（wt ％） の平均 値である。装置のプロ グラム上、 ナトリウムやマグネシウ ム等 の軽元素や亜鉛、

ルビジウム、ストロ ンチウム、ジルコニウムなどの微量元素の精度がやや劣 るため、値の取り扱

いには注意が必要である。分析した試料は測定箇所 を変 えても値の変動が少なく、このことから

ある程度均 質な岩石であると言える。なお 第209 図に各試料の元素組成 グラフを示す。各試料の

元素組成の特徴と分類 は以下の通りである。

Aグループ：INY99-表

INY99-表は、他の試料と比べて二酸化珪素（SiO2）を多く含み、その含有率は80％以上である。

また、酸化 カルシウム（CaO）、酸化マ ンガ ン（MnO）なども他の試料 に比べ多く含んでいる。

逆に、酸化ナトリウム（Na2O）、酸化アルミニウム（Al2O3）、酸化カリウム（K2O）、酸化ジル

コニウム（ZrO2）の含有率は他の試料に比べ小さい。これらの点から、“INY99-表”は他の試料

と明らかに異なる元素組成であると言える。

Bグループ：INY99-216、709、26426、MTD-1、MTD-3

二酸化珪素（SiO2）の含有量が70％以下で、酸化ナトリウム（Na2O）を2％以上、酸化チタン

（TiO2）を0．7％以上、全鉄（T-Fe2O3）を6％以上含み、かつ酸化亜鉛（ZnO）を少量ながら含む

グループ。
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第37第37表表 分分析析値値一一覧覧

遺出 土 物 原 石 石 材

頁 岩 赤色珪質岩 頁 岩

濃度（wt％） INY99 －216 INY99 －709 INY99 －10279 INY99 －26426 INY99 －406 INY99 －9665 INY99 －表 MTD －1 MTD －2 MTD －3

Na2O 2．7 2．2 1 1．8 1、3 0．8 0．03 2．6 2．2 3．1

2．5 2．8 1．6 2．9 2．1 1．8 1 2．6 2．1 3．3

15 14 13 14 13 12 4．6 16 15 16

68 70 74 68 75 78 83 66 69 64

3．6 3．2 7．7 3．4 4．1 4．5 0．2 3．9 4．9 3．6

0．6 0．8 0．4 0．4 0．7 0．6 4 0．5 3．1 1．4

0．8 0．7 0．1 0．8 0．3 0．2 0．2 0．8 0．3 0．9

MgO

Al2O3

S1O2

K2O

CaO

TiO2

MnO 0．1 0．2 0．03 0．3 0．05 0．09 1．1 0．04 0．2 0．1

T－Fe2O3 6．4 6．4 1．7 7．9 3．4 2．1 5．4 7．1 2 7．3

0．02 0．01 0．02 0．01 0．02

0．03 0．02 0．03 0．03 0．03 0．02 0．03 0．02 0．03

0．2 0．2 0．2 0．3 0．4 0．1 0．4 0．3 0．3 0．3

ZnO

Rb2O

SrO

ZrO2 0．3 0．2 0．1 0．2 0．2 0．1 0．03 0．3 0．2 0．3

第209図 各試料の元素組成

C-1グループ：INY99-406、9665

二酸化珪素（S1O2）の含有量が70％以上で、酸化ナトリウム（Na2O）を1％前後、酸化チタン

（T1O2）をO1～0．3％程度含み、かつ全鉄（T-Fe2O3）の含有量が3％以下で、酸化亜鉛（ZnO）を

含まない グループ。

C-2グループ：INY99-10279

C-1グループと似た傾向を示すものの、酸化カリウム（K2O）を7％以上含むグループ。 

D グループ：MTD-2

MTD-2はBグループおよびC-1グループ両方の特徴をあわせ持ち、酸化カルシウムを3.1％、酸

化ナトリウムを2％程度含 むことから、さらに別グループに分類される可能性がある。

以上の結果を第38 表にまとめる。この結果は、偏光顕微鏡観察の分類 ともおお よそ整合する。
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第38表 元素組成の傾向による分類

徴グループ

A

特

二酸化珪素（SiO2）80％以上

該当する試料

INY99－表

B INY99－216

INY99－709

INY99－26426

MTD －1

MTD －3

C－1 INY99－406

INY99－9665

C－2 INY99－10279

D MTD －2

酸化カルシウム（CaO）4 ％以上

二酸化珪素（SiO2）70％以下

酸化ナトリウム（Na2O）2％以上

酸化チタン（TiO2）0．7％以上

全鉄（T－Fe2O3）6％以上

酸化亜鉛（ZnO） 少量ながら含む

二酸化珪素（SiO2）70％以上

酸化ナトリウム（Na2O）1％前後

酸化カルシウム（CaO）1 ％以下

酸化チタン（TiO2）0．1～0．3％程度

全鉄（T－Fe2O3）3％以下

酸化亜鉛（ZnO） 含まない

C－1グループと似た傾向を示す。ただし、

酸化カリウム（K2O）7％以上含む。

Bグループと似た傾向を示す。ただし、

酸化カルシウム（CaO）3 ％以上

酸化チタン（TiO2）0．1～0．3％程度

全鉄（T－Fe2O3）3％以下

酸化亜鉛（ZnO） 含まない

という点ではC－1グループの傾向に近い。

6 原産地推定の試み

ここでは今回の分析結果とこれまでに分析した原石石材試料、あるいは参考文献による既存デ

ータとの比較を試みる。なお原石石材試料については、各採取地点ごとに三波川帯・秩父帯・四

万十帯に分類し、これらの地域ごとの傾向を見ていくものとする。なおこの区分は、試料の採取

地点による区分であり、河原の転石も含まれているため、個々の岩石の産出地質体を直接示すも

のではないことを注意されたい。

（1）元素組成による検討

今回分析した試料について元素組成から分類を試みたが、これまでに分析した赤色珪質岩製石

器および頁岩製石器についても同じ分類に当てはめてみる。対象となる試料は、平成8年度に分

析した東峰遺跡第2・4地点と高見Ⅰ遺跡（未報告、以下「東峰・高見Ⅰ遺跡」という）出土の赤色

珪質岩製石器12点（R-～R-12）、平成10年度中駄場遺跡（多田1999、以下「中駄場遺跡」とい

う）出土の頁岩製石器2点（NKD-A2、B12）、平成11年度犬除遺跡（梶原ほか2000、以下「H11犬

除遺跡」という）出土の頁岩製石器2点（INY98-2）、赤色珪質岩製石器2点（INY98-3、4）で

ある。

赤色珪質岩製石器については、東峰・高見Ⅰ遺跡のR-8を除き、すべてAグループに含まれてい

る。R-8試料は特に酸化マンガン（MnO）の含有量が多く、他の試料とは異なる石材が用いられて

291



第39 表 産地推定結果

サンプル名 組成傾向 O3）－T－Al2O3／（Al2O3＋T‐Fe2 相関図Na2O－K2O MnO／TiO2比
Fe203／TiO2相関図

東峰・高見。遺跡 A(R-8以外） 遠洋域・大陸縁辺域
赤
色 A 深海底域

珪
質
岩

INY98－3

INY98－4

INY99－表 A やや遠洋域

MTD －1 B a（四万十帯） 大陸縁辺域

原 D b （四万十帯）
石

B

海嶺・遠洋域境界

付近

遠洋域

大陸縁辺域

遠洋域 a（四万十帯）

B、D a（四万十帯）

C－1 大陸縁辺域 b

C－1 a（四万十帯）

b
頁

B 遠洋域 a 大陸縁辺域

（四万十帯） （四万十帯）
岩

C－2 大陸縁辺域 C

C－1 a（四万十帯）

MTD －2

MTD －3

NKD －A2

NKD －B12

INY98－1

INY98－2

INY99－216

INY99－709

INY99－26426

INY99－10279

INY99－406

INY99－9665 b

いる可能性が考えられる。

頁岩製石器については、中駄場遺跡出土 のNKD-A2はBグループもしくはDグループと似た

傾向を示し、同遺跡出土のNKD-B12およびH11犬除遺跡出土のINY98-1およびINY98-2はC-1グル

ープの傾向を示す。

（2）Al2O3/（Al2O3＋T-Fe2O3）-T-Fe2O3/TiO2相関図による堆積環境の検討

高柳によると、四万十帯の層状チ ャートは一部海嶺付近の熱水活動の影響を受 けていることが

報告されている（高柳1998）。この熱水成分の寄与を検討する指標として、Al2O3/（Al2O3＋T-

Fe2O3）-T-Fe2O3/TiO2の相関図があり、これによりチャートの堆積環境がおおよそ分類できる。

そこで、この相関図上に今回分析した試料およびこれまでに分析した石器試料・原石石材試料 も

あわせてプロ ットした ものを第210 図に示す。 なお、原石石材試料については、その採取場所か

ら三波川帯・秩父帯・四万十帯に分類して表示した。

これらの図によると、三波川帯・秩父帯のチ ャート原石石材はかなりばらつ きが見られ、海嶺

付近の領域 に分布 する試料があるものの、主に遠洋域・大陸縁辺域の範囲に分布してお り、東

峰・高見Ⅰ遺跡出土の赤色珪質岩製石器も似たような分布傾向を示している。また、H11犬除遺

跡のチャート製石器INY98-3・4およびINY99-表は、海嶺付近に近い遠洋域（Al2O3/（Al2O3＋T-

Fe2O3）値が0.4～0.5の範囲）に分布し、四万十帯頁岩2試料（MTD-1・3）およびH12犬除遺跡の頁

岩製石器のうちINY99-216・709・26426は遠洋域の分布領域の右寄り（Al2O3/（Al2O3＋T-Fe2O3）

値が0.6～0.7の範囲） に分布する。原石石材のうち、四万十帯チ ャート1試料 と四万十帯頁岩1試

料 （MTD-2）は大陸縁辺域の分布領域の右端 に分布し、中駄場遺跡出土の頁岩製石器NKD-A2・

B12 、H11犬除遺跡 の頁岩製石器INY98-1・2、H12犬除遺跡の頁岩製石器INY99-10279・406 ・
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第210図 堆積岩の環境と相関図

9665 も同じ傾向 を示している。試料数が少ないのでその地域の傾向を示しているとは言い切れな

いが、このような傾向は四万十累層群のような付加帯堆積岩の特徴である。

（3）Na2O-K2O相関図による検討

石原ほかによると、四国西部の頁岩の場合、ナトリウムは1～3％程度含まれ、これは砕屑物中

の斜長石含有量に比例していると考えられる（石原1981 ）。 また、カリウムは2～4％程度含まれ、

これは自生または砕屑性の雲母類に含まれるものと思われる。一般的にはK2O＞Na2Oであるが、

苦鉄質火成岩岩片が多く含まれている秩父帯の頁岩ではNa2Oがやや多い傾向にある。そこで、

ナトリウムの濃度に問題はあるものの、第211図に頁岩Na2O-K2O相関図を示した。今回の頁岩

試料 もナトリウムが1～3％程度、カリウムが3～7％程度含まれており、前出の頁岩の元素組成と似た傾向を

示している。INY99-10279以外の試料は、“酸化ナトリウム（Na2O）＋酸化カリウム

（K2O）=7％以下”の範囲に分布しており、これはおおよそ和泉帯や四万十帯の分布域に当たる。

その分布傾向からいくつかのグループ に分けるとすると、今回の分析試料のうち、INY99-709・

26426・406・216、MTD-1・3は四万十帯の領域に分布してい る（aグループ）。また、aグルー

プよりもカリウムの含有量がやや多いINY99-9665、MTD-2（bクループ）、さらにカリウムの含

有量が もっと多いINY99-10279（cグループ）に分類される。

なお、これまでに分析した中駄場遺跡、H11犬除遺跡出土 の石器試料もあわせてプロットした

ところ、中駄場遺跡出土 のNKD-A2およびH11犬除遺跡出土のINY98-1は、aグループの範囲に分

布する。 また、中駄場遺跡出土のNKD-B12およびH11犬除遺跡出土のINY98-2はbグループ に分

類される。特に、NKD-B12はINY99-9665 とほぼ同じナトリウムーカリウム組成 を示 しており、

同じ石材である可能性が高い。
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第211図頁岩のNa2O-K2O相関図

第212図 石器および原石のMnO/Tio2比

（4）MnO/TiO2比による堆積環境の検討

高柳は、四万十帯層状チャートが陸上植物からの有機物がほとんど供給されない海域で堆積し

たことを確認するために、MnO/TiO2比を用いて検討している（高柳1998）。

海洋堆積物中の水起源成分Mnは、堆積環境のよい指標であり、遠洋域の堆積物はMnO/TiO2比

1以上の比較的大きな値を示すのに対し、大陸縁辺域の堆積物は約0.1と小さい値を示す。このこ

とは、遠洋域においては堆積速度が遅く、海水中から沈殿したMnO2が相対的に多く含まれ、ま

た酸化的な環境になるため溶出するMnO2が少ないのに対し、大陸縁辺域では陸源性砕屑物や有

294



機物の供給量が多く、堆積速度も速いため、還元的な環境になりMnO2が溶出してしまうことで

説明される。第212図に今回の試料も含め、これまでに分析した試料のMnO/TiO2比のグラフを示

す。

中駄場遺跡およびH11・H12犬除遺跡から出土した頁岩製石器、H12犬除遺跡の赤色珪質岩製

石器、四万十帯頁岩原石石材は0.6以下の値を示し、大陸縁辺域で堆積した可能性が考えられる。

一方、東峰・高見Ⅰ遺跡出土の赤色珪質岩製石器、三波川帯あるいは秩父帯のチャート原石石材

はかなりのばらつきが見られるものの、1以上の値を示すものもあることから、やや遠洋域で堆

積した可能性が考えられる。特に東峰・高見Ⅰ遺跡出土のR－8は他の試料よりも値がかなり大き

く、遠洋域もしくは深海底で堆積した石材である可能性が考えられる。また、中駄場遺跡出土の

赤色珪質岩製石器、四万十帯チャート原石石材は試料数が少ないものの1以上の値を示すことか

ら、遠洋域で堆積した可能性が高い。

以上の結果から、今回の分析試料とこれまでに分析した出土石器試料の産地推定結果をまとめ

ると、第39表の通りである。この結果からすると、今回分析した試料は四万十帯累層群に近い性

質を持つ石材であることが推定される。

以上、今回分析した犬除遺跡出土遺物サンプルおよび原産地サンプルに加え、これまで分析し

た試料も含めた産地推定を試みた。なお今後の課題としては、凝灰岩の産地を知るために微量元

素（ストロンチウムとルビジウム、バリウムとルビジウムなど）による相関図が有効であり、そ

のためには現段階でまだ不十分な微量元素の測定精度を高めることが必要である。また、より正

確に産地の傾向を見るためには、石器石材と同じ条件で分析した原石石材の組成を把握すること

が重要であるが、これまでに分析した原石石材試料数ではまだ十分とは言えず、今後も原石石材

を収集し、データを蓄積していくことが必要である。

7 原産地の同定について

犬除遺跡の原産地サンプルおよび出土遺物サンプルは、偏光顕微鏡観察に基づく特徴から、以

下のように分類される。

原産地サンプル

MTD-1MTD-2、MTD-3：ホルンフェルス化した泥岩出

土遺物サンプル

INY99-9665、INY99-26426：ホルンフェルス化した泥岩

INY99-10279、INY99-406：ガラス質酸性凝灰岩

INY99-216、INY99-709：変成作用を被っていない極細粒砂岩～泥岩

INY99-表：赤色珪質頁岩

原産地サンプルは、すべて接触変成作用を被った泥岩である。変成作用により形成された鉱物

は、キンセイ石および黒雲母で特徴づけられる。犬除遺跡周辺の地質帯は、四万十帯に位置して

いる。高月山付近では、新生代第三紀中新世（約150万年前）の西南日本外帯に顕著に認められ

た火成活動の一員である、高月山花崗岩体の貫入による比較的大規模な接触変成作用により四万
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第213図 酸性凝灰岩の元素組成濃度比

第214図 酸性凝灰岩の酸化物濃度比

十帯の堆積岩類がホルンフェルス化している。これら3 点の試料は、遺跡近辺の河原で採取され

た現地性のものであることと、得られた地域の西南日本外帯における地質学的背景を考慮すると、

基本的に四万十帯に属する泥岩である可能性が高いと考えられる。

出土遺物サンプルのホルンフェルス化した泥岩（INY99-9665、INY99-26426）は、変成作用に

よって形成されたキンセイ石と黒ウンモからなる変成鉱物の組み合わせから、原産地サンプルの

ホルンフェルス化した泥岩（MTD-1、MTD-2、MTD-3）に非常によく似ている。一方、顕著な変

成作用を被っていない極細粒砂岩～粘土岩やガラス質酸性凝灰岩、赤色珪質頁岩のような岩石は、

遺跡周辺を取り巻く地質体である四万十帯北帯から普遍的に産出することからも四万十帯の可能
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性 が 高 い と 考 え ら れ る 。 分 析 結 果 か ら は 、 四 万 十 帯 の 試 料 デ ー タ 数 が 少 な い た め 、 は っ き り し た

傾 向 を 示 し て い る と は 言 い 切 れ な い も の の 、 原 産 地 サ ン プ ル と 比 較 的 似 た 傾 向 を 示 し て い る こ と

か ら 四 万 十 帯 の も の で は な い か と 考 え ら れ る 。 ま た 前 回 調 査 を お こ な っ た 犬 除 遺 跡 お よ び 中 駄 場

遺 跡 は 同 じ 地 域 に 位 置 し て お り 、 こ れ ら の 地 域 に 特 徴 的 な 試 料 と し て 酸 性 凝 灰 岩 が 確 認 さ れ て い

る 。

前回の酸性凝灰岩試料も合わせて濃度比（第213・214図）を比較したところ、INY-B12および

INY98-2が同様の傾向を示し、次にINY99-406が似た傾向を示している。また、INY99-10279は上

記 の3 つ と 似 て は い る か 、 よ り 珪 質 で あ る た め 層 序 的 に 下 位 の も の か 、 別 の 層 序 の も の で あ る と

考えられる。また、NKD-A2は上記の4つ岩石とは異なる性質のものであると考えられる。

四 万 十 帯 の 酸 性 凝 灰 岩 に つ い て は 、 今 後 現 地 か ら の 試 料 を 増 や す こ と と 、 微 量 元 素 （Rb 、Sr 、

Ba ） な ど の 検 討 が 必 要 で あ る 。 な お 、 こ れ ら 試 料 は 高 月 山 近 傍 か ら も た ら さ れ た も の で あ る が 、

河 原 の 岩 石 か 、 露 頭 か ら 切 り 出 さ れ た も の で あ る か を 明 ら か に す る た め に は 、 遺 跡 サ ン プ ル に 含

まれるキンセイ石、黒雲母、ザクロ石の化学組成をEPMA分析で求め、鉱物間のFe、Mg、Alの

分 配 関 係 を 比 較 す る 必 要 性 が あ る と 考 え る 。
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第3節 犬除遺跡2次調査における放射性炭 素年代測 定

山形秀樹（パレオラボ）

1 放射性炭素年代測定について

犬除遺跡から出土した炭化物試料5点の放射性炭素年代をAMS法にて測定した。試料は、酸・

アルカリ・酸洗浄を施して不純物を除去し、石墨（グラファイト）に調整した後、加速器質量分析

器（AMS）にて測定した。測定された14C濃度について同位体分別の補正を行ったあと、補正した

14C濃度を用いて14C年代値（yrBP：AD1,950年から何年前かを示した値）を算出した。なお、年代

値の算出には14C の半減期としてLibbyの半減期5,568年を使用して年代値を算出した。また、付

記した年代誤差は、計数値の標準偏差σに基づいて算出し、標準偏差（Onesigma）に相当する年

代である。試料の14C計数率と現在の標準炭素（Modemstandardcarbon ）の14C計数率の比が

14C（Sample）/14C（Modem ）≧1の時は、Modern と表示する。

2 同位体分別の補正について

表示した同位体比（‰）は標準値からのずれを示し、δ13Cの値は試料炭素の13C/12C比を質量

分析器で測定し、標準にPDBを用いて、δ13C=［｛（13C/12C）（samPle)-（13C/12C）（PDB）｝/(13C/12C）

第40 表 放射性炭素年代測定結果

測定番号 試料データ δ13C 14C年代値

（測定方法）

PLD－673 炭化物①

PDB（‰） （YRBP±1σ）

‐30．2 3，460735

較正暦年代値

交点年代値 1σ年代幅

calBC1，745

（AMS ） INY99

2号土坑（SK－2）

PLD‐674 ‐26．8 3，505ｱ35 calBC1，875

calBC1，875to1，840

calBC1，810to1，800

calBC1，775to1，735

calBC1，710to1，695

calBC1，880to1，750

（AMS ） calBC1，840

炭化物②

INY99

2号土坑（SK－2） calBC1，825

calBC1，820

calBC1，815

calBC1，795

calBC1，780

PLD‐675 ‐23．3 3，820ｱ35 calBC2，280 calBC2，300to2，200

（AMS ） calBC2，250

炭化物③

INY99

3号土坑（SK－3） calBC2，230

calBC2，220

calBC2，210

PLD‐676 －23．2 3，390ｱ60 calBC1，685 calBC1，745to1，620

（AMS ）

PLD‐677 ‐25．9 3，615ｱ40 calBC2，005

（AMS ） calBC1，955

calBC2，030to1，990

calBC1，985to1，915

炭化物④

INY99

3号土坑（SK－3）

炭化物⑤

INY99

配石墓（SK－4）
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（PDB）］×1000によって算出された値である。試料のδ13C値を-25.0‰に規格化することにより、

測定されたδ13Cの値を用いて14C濃度を補正し、これを用いて14C年代値を算出した。したがっ

て、表示した14C年代値は同位体分別効果による測定誤差を補正した年代値である。

3 暦 年 代 較 正 に つ い て

暦年代較正は、大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された14C年代値（yrBP）

に対し、過去の宇宙線強度の変動による大気中の14C濃度の変動および半減期の違い（14Cの半減

期5，730±40年）を補正し、より正確な年代を求めるために14C年代を暦年代に変換することであ

る。具体的には、年代既知の樹木年輪の14C年代の詳細な測定値を用い、さらに、珊瑚のU-Th年

代と14C年代の比較により、較正曲線を作成し、これを用いて較正暦年代値を算出する。較正暦

年代値の算出にRadiocarbonCalibrationProgram＊CALIBrev.4.3｛Referencefordatasetsused 

Stuiver,M.,Reimer,P.J.,Bard,E.,Beck,J．W.,Bu汀,g.S.,Hughen,K.A.,Kromer,B.,McCormac,F.g.,v.d. 

Plicht,J.,andSpurk,M.（INTCAL98：Stuiveretal.,1998a）．Radiocarbon40：1041-1083｝を使用した。

なお、交点年代値は14C年代値に相当する較正曲線上の年代値であり、1σ年代幅は14C年代誤差

に相当する較正曲線上の年代範囲を示す。年代を検討する場合は、68％の確率で1σ年代幅に示

すいずれかの年代になる。暦年代への較正は約二万年前からAD1,950年までが有効であり、該当

し な い も の に つ い て は 較 正 暦 年 代 値 を ＊＊＊＊＊ま た はModernと 表 示 す る 。 ま たAD1 ,955＊はModern

を意味する。但し、一万年以前のデータはまだ不完全であるため注意する必要がある。なお較正

暦年代値に関しては、14C年代値の参考として記載している。

【参考 文 献】

中村 俊夫2000 「放射 性炭 素 年代 測 定法 の基 礎」『日本 先 史時代 の14C 年 代 』。

Stuiver，M．andReimer，P．J．（1993）Extended14CDatabaseandRevisedCALIB3．014CAgeCalibrationProgram,

Radiocarbon ，35．

編集者付記

今回、放射性炭素年代測定の実施したサンプルは、いずれも縄文時代後期の遺構から出土した

ものである。これらは遺構内覆土の水洗選別によって得られたもので、配石墓（SK-4）で1.5g、 

2号土坑（SK-2）で6.3g、3号土坑（SK-3）で10.1ｇを測る炭化物の細片が検出された。またこ

の水洗選別の作業によって、石器製作に伴う砕片や動物遺存体も検出されており、炭化物に混在

して多くの微細な遺物が確認された。なお動物遺存体については、松井章氏（奈良国立文化財研

究所）に鑑定所見をいただいた（第4章第5節）。
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第4節 犬除遺跡2次調査出土土器の付着物分析

藤根久・小村美代子（パレオ・ラボ）

1 試料と方法

犬除遺跡では、縄文時代後期を中心とした遺構・遺物が検出されている。このうち、後期土器

には、厚さ最大0.5mm程度の白～黄白色物が広範囲に付着した土器が出土した（図版編 図版84上

段）。ここでは、この付着白色物の特徴を調べるために、蛍光X 線分析および珪藻分析を行った。

なお、X線回折分析と赤外分光分析も行なった。

蛍光X線分析は、すべての試料について定性的に行なった。測定は、白色物付着面について直

接測定を行なった。分析装置は、セイコー電子工業（株）製のエネルギー分散型蛍光X線分析計

SEA-2001Lである。X線発生部の管球はロジウム（Rh）ターゲット、ベリリウム（Be）窓、X線検出

器はSi（Li）半導体検出器である。測定条件は、測定時間300秒、照射径10mm、電流7μm、電圧

50KV 、試料室内真空である。

珪藻分析は、すべての試料についてカッターを用いて白色物から一部を採取し、蒸留水を加え

て金属ヘラを用いて団粒を押し潰した。細粒分をスポイトを用いてスライドグラス上に展開しカ

バーガラスで覆ってプレパラートを作成した。プレパラートは、顕微鏡下600倍で観察し、珪藻

化石の有無を調べた。

X線回折分析は、白色物が比較的広範囲に付着するNo.21993について行なった。試料は、カッ

ターを用いて白色物を適量削り取り、セラミック乳鉢で粉砕して細粒化した。この粉末は、アル

コールを溶剤としてプレパラート上に展開・乾固して測定試料とした。分析装置は、リガク（株）

製のX線回折装置MiniFlexである。測定条件は、X線発生部の管球は銅（Cu）、電流15mA、電圧

30kV、走査モードは連続、スキャンスピード5,000゜/min、サンプリング幅0.020°である。

FT-R分析は、No.12511とNo.12722およびNo.21993について行なった。試料は、カッターを用いて

約1mm角片を取り出した後、臭化カリウム（KBr）結晶板に挟んで、約7トンで加圧し

て測定用錠剤を作成した（KBr錠剤法）。このKBr錠剤は、フーリエ変換型顕微赤外分光光

度計（FT-IR；日本分光(株)製FT/IR-410、IRT-30-16）を用いて透過法により赤外線吸収スペクトル

を測定した。

第41表白色物付着試料とその検討項目（①；蛍光X線、②；珪藻化石、③；X線回折分析、④；赤外分光）

付着状況No. 種 別 遺物』 出土層位 時 期 備 考 分析項目

外側 内側 ① ② ③ ④

4 縄文土器 11775 第Ⅲa層 縄文時代後期 ○ 白色 ○ ○

5 縄文土器 12511 第Ⅲa層 縄文時代後期 ○ 白色 ○ ○ ○

6 縄文土器 12722 第Ⅲa層 縄文時代後期 △ ◎ 白色 ○ ○ ○

7 縄文土器 18481 第Ⅲa層 縄文時代後期 ○ 白色 ○ ○

8 縄文土器 21993 第Ⅲa層 縄文時代後期 ◎ 黄白色 ○ ○ ○ ○

9 縄文土器 23607 第Ⅲa層 縄文時代後期 ○ 白色 ○ ○
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2 結果および考察

第215図に、すべての試料の蛍光X 線スペクトル図を示す。測定の結果、いずれの試料も主成分

元素としてアルミニウム（Al）、ケイ素（Si）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、チタン（Ti）、

マンガン（Mn）、鉄（Fe）が検出された。また、微量成分元素としてリン（P）、イオウ（S）、銅

（Cu）、亜鉛（Zn）、ルビジウム（Rb）、ストロンチウム（Sr）が検出された。

このうち、一般的に土器胎土を構成する元素と比較した場合、アルミニウムとリンが特徴的に

高く検出され、ケイ素が著しく低い。また、土器胎土では検出されないイオウが検出された。な

お、No.23607では若干高く検出されているようである。

第216図に、No.21993のX線回折スペクトル図を示す。この回折スペクトルの解析を行なった結

果、2θが20.90や26.67などにおいて一致する石英（Quartz）、2θが14.51や28.16などで一致す

るベーマイト（Bohmite）が同定された。

第217図に、No.12511・No.12722・No.21993の赤外線吸収スペクトル図を示す。この図の縦軸は透

過率（％T）、横軸が波数（Wavenumber；cm-1、カイザー）である。650～1000cm-1の小刻み

で周期的な吸収は、ガラスあるいは鉱物などの無機物で見られる吸収である。いずれのスペクト

ルも同様の吸収パターンを示すことから、同様の化合物で構成されているが分かった。珪藻化石の

検討の結果、いずれの試料においても、珪藻破片は見られなかった。なお、No.12722の白色物

内には炭化した植物組織が見られた（図版編 図版84中段）。

以上の分析から、これら白色物の主な成分は、X線回折分析により同定されたベーマイトと考

える。ベーマイトは、アルミニウムの原料鉱石であるボーキサイトの主要成分であり、白色や褐

色を呈し、AlO（OH）の化学式で示される斜方晶系の微視的鉱物である（牧野和孝1998）。ボーキ

サイトの化学組成は、Al2O3=50～60％、Fe2O3=l～25％、SiO2=1～10％、TiO2=1～15％、H2O=12

～30％であり、Alは主として水酸化アルミニウム鉱物（ギブサイト・ベーマイト）として存在す

る。一般に第三紀以後にできた鉱石はギプサイト、中生代のものはベーマイト、また古生代のも

のにはダイアスポアが多い（地学団体研究会・新版地学事典編集委員会1996）。日本にはボーキ

サイト鉱床としては存在しないが、遺跡周辺には、中生代白亜紀の下部四万十層群の堆積岩類か

らなることから（寺岡易司・栗本史雄1989など）、ベーマイトからなるボーキサイトが存在する

可能性は高い。

【参考文献】

牧野和孝1998『鉱物資源百科辞典』日刊工業新聞社。

地学団体研究会・新版地学事典編集委員会1996『新版地学事典』平凡社。

寺岡易司・栗本史雄1989『20万分の1地質図 宇和島』地質調査所。
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ピーク検出結果
No． 位置 強度

66．5241

79．4643
72．6298

77．3216

1： 3648．66

2： 2075．99
3： 1635．34
4： 1387．53
5： 1084．76 69．7338
6： 983．52 69．9735

943．98 68．9635
896．74 67．7058
849．49 67．9678
797．42 68．4298

748．25 68．4508

708.71 67．4258

7：
8：
9：
10：
11：
12：
13： 682．68 69．4015

第217図 土器付着白色物の赤外線スペクトル図
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第5節 犬除 遺跡2次調査出土の動物 遺存体

松井　章（奈良国立文化財研究)

1 はじめに

土壌水洗によって採集された動物遺存体は、いずれも細片で火を受けて白色に灰化している。

生の骨および肉が生活の場に廃棄された場合、ネズミなどの小動物からバクテリアに至るまで多

くの生物によって分解されたりする。さらに日本の国土は火山灰性の酸性土壌が広く覆い、骨の

保存には適さない。したがって遺跡で動物遺存体が保存されるのは、土壌にカルシウムが含まれ

る貝塚、石灰岩洞穴や安定した地下水が骨を守る低湿地遺跡などが多い。しかし、遺跡土壌の水

洗選別が普及すると、発掘中に肉眼では観察できない微細な骨が土壌に含まれていることがわか

ってきた。今回の試料もそうした微細な動物遺存体の検出例といえよう。

2 遺構ごとの出土試料（図版編 図版47）

配石墓（SK-4）出土の試料

イノシシ指骨の近位端が1点。端部のカーブが緩く、シカが鋭いのに対してイノシシの特徴で

ある。基節骨ないし中節骨であろう。左右は不明である。その他は不明の四肢骨の破片が多い。

2号土坑（SK-2）出土の試料

いずれも1cm以下の細片ばかりで、同定できるものは無い。いずれも四肢骨の破片で、頭蓋骨、

歯の破片は見あたらない。中にイノシシ、またはニホンジカの指骨の破片がある。

3号土坑（SK-3）出土の試料

シカの中手骨、または中足骨？が1点。後位の縁の断面が鋭角的で、このような特徴を持つの

はシカ、イノシシの脛骨の後位とシカの中手骨、中足骨の後位があるが、出土試料の骨の厚さが

脛骨と比べると薄く、中手骨、中足骨の可能性が高いであろう。

3 まとめ

出土したのはいずれも火を受けて白色灰化したシカ、またはイノシシの四肢骨を主体とする細

片であった。このような土坑内の土壌では、火を受けることによって骨が無機質化し、その結果、

土中で長く保存されることになったと思われる。土坑の性格は人体を埋葬した土坑墓の可能性が

高いという所見であるが、明確に人骨と思われる試料は含まれていなかった。骨の厚さ、表面の

形状からして、シカ、イノシシのものと考えて矛盾はない。不明の骨片の中には、イヌが含まれ

ている可能性はあるが、ノウサギより小さい哺乳類、鳥類、魚類などは含まれていなかった。特

に鳥類、魚類の場合は、たとえ廃棄されたとしても骨が薄く、火を受けても砕けて採集できなか

った可能性があり、元来、土坑覆土に無かったということはできないだろう。人骨および大形哺

乳類の場合、もっとも腐朽に強い歯のエナメル質の出土が無いことも本遺跡出土試料の特徴であ

ろう。
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遺構覆土の場合、このような火を受けた骨の細片が含まれていることは珍しくないが、生活の

場で消費された動物性食料の中で、骨などが炉などに落ちてこのように白色灰化する事は多く、

そうした土壌を掻き出して廃棄した場合、炉跡以外でこのように残ったと考えられよう。土坑な

どに焼けた獣骨の細片が含まれることをもとに、動物祭祀と結びつける見方もあるが、特に祭祀

遺構と共伴しない限り、ことさらに祭祀と結びつける必要は無い。

編集者付記

今回の調査で確認された動物遺体は、土坑内覆土の水洗選別によって検出したものである。そ

れぞれ縄文時代後期の遺構で、配石墓（SK-4）では2.7g、2号土坑（SK-2）では8.2g、3号土

坑（SK-3）では1.5gを測る複数の骨片が出土しており、いずれも1cm以下の細片であった。しか

し松井章氏による鑑定で、3基の遺構中4点（配石墓1点、2号土坑2点、3号土坑1点）が、

ばぼ確実に同定できる試料として抽出された。その残存状態もあって、調査当初は良好な鑑定が

得られるか危惧されたが、本報告でシカまたはイノシシの遺存体であることを提示でき、責を果

たすことができた。またこの水洗選別によって、各遺構から石器製作に伴う砕片や炭化物も検出

しており、動物遺体に混在して多くの微細な遺物が確認された。なお炭化物については、放射性

炭素による年代測定を行っている（第4章第3節）。
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第5章 総括

第1節 縄 文時代 早期の調査成 果

縄文時代早期の遺構・遺物は、第V層から第Ⅶa層にかけて検出された。この堆積層は、テフ

ラ分析の結果から、鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）の降灰以前に堆積したことが確認された（第

4章第1節）。今回の調査では、遺構・遺物が調査区中央の約100m範囲で確認されており、遺物

の出土は調査区西よりの約30m範囲で密な分布を示していた。遺構は調査区中央の第Ⅶa層上面

で、集石遺構が1基（2号集石）検出された。遺物は出土位置の記録を行ったもので1,199点を数

え、繊維混入無文土器や撚糸文土器などの縄文土器、石鏃やスクレイパーなどの石器が含まれて

いる。

遺構

2号集石は第Ⅶa層上面で検出されたもので、65点の礫で構成されていた。平面形はやや不定

形で径約1．1mを測る。構成礫は安山岩、頁岩、花崗岩で、このうち約9割の礫が火を受けていた。

さらにこの集石の下面には淡赤褐色に変質した部分が確認され、熱を受けたために変色したもの

と考えられた。この遺構に伴う遺物には、繊維混入無文土器や撚糸文土器、使用痕のある剥片な

どがあり、これらは遺物包含層から出土するものと同様なものある。このことは、2号集石加遺

物包含層の形成と同時に残されたものであり、その年代的位置づけが縄文時代早期であることを

示している。

このような縄文時代早期の集石は、西南四国では高知県幡多郡十和村十川駄場崎遺跡第1～3

次調査で7基の集石が確認されている。（岡本・木村1984、山本1988、岡本・山本1989）。いずれ

も長径が平均して約60cm程度のもので、構成礫は50点程度のものが4基、その他のものは5～6

点程度である。犬除遺跡2次調査で確認された2号集石は径約1.1mを測り、これらのものに比べ

てやや規模の大きなものとなるが、十川駄場崎第3次調査B区の第4号集石は、長径1.2mを測り、

構成礫48点で犬除遺跡の例とほぼ同規模のものであるといえよう。また、十川駄場崎遺跡で確認

された7基の集石のうち、第2次調査TR8から検出された集石炉は、集石の下部から径82×83cm、

最大深度14cmの「皿状の窪地」が検出されており、報告者は集石の形成前に浅く掘り窪めた痕跡

であると理解している（山本1988）。さらに第3次調査A区の第2号集石（径55×50cm、構成礫46

点）でも、径1.15×0.68m、最大深度0.25mで、横断面逆台形状の土坑が伴っており（岡本・山本

1989）、集石の下部に何らかの掘り込みまたは窪地が伴う類例も看取される。犬除遺跡の例は集

石下部の堆積に重なるようにして淡赤褐色に変色した部分が認められ、断面形は浅い皿状となる

ため、一見して第2次調査TR8の例に類似するものと考えられがちだが、第2次調査TR8のもの

は熱による変色部分が伴わず、犬除例とは全く異なるものと判断できよう。ちなみに周辺から離

れた愛媛県周桑郡小松町明穂Ⅰ東岡東遺跡でも、縄文時代早期の集石が検出されており（作田・

多田ほか1995）、現段階における愛媛県内の集石検出例は、この明穂Ⅰ東岡東遺跡と犬除遺跡の

2 例のみである。
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なお2号集石はA30グリッド内で検出されている。そして遺物分布はB31～A・B37 グリッドに

かけて密な分布を示しており、2号集石の検出は、遺物分布が僅かに粗となる地点で検出された

ことがわかる。こうした遺物分布と2号集石の直接的関連は、伴う遺物と包含層出土遺物の接合

などが皆無であるため言及できないが、同時期の遺物分布の密集地と集石が、異なる地点に形成

されている点は留意しておきたい。

遺物

縄文時代早期の遺物は、第V層から第Ⅶa層にかけて出土している。これらの中で、上層のも

のに帰属すると考えられる遺物を除き、出土位置の記録を行ったものが1,199点を数える。この内

訳を器種別に見てみると、土器が約3割で他の7割が石器である（第218図、第42表）。これは点

数上での比較であるため、各遺物の個体数による比較とでは差が生じるであろうが、概して石器

が多くなる状況を示しているといえる。

縄文土器

縄文時代早期に位置づけられる土器には、繊維混入無文土器、撚糸文土器、無文土器の3種が

出土した。これらの多くが胴部片で、口縁部を残すものは第14図4・13・14のみであった。各土

器の内訳は、繊維混入無文土器43点（12％）、撚糸文土器2 点（1％）、無文土器309点（87％）

となり、無文土器が最も高い割合で出土している。また底部は認められていない。

繊維混入無文土器は、いずれも器面に5～10m程度の繊維の付着痕跡が確認できるもので、十

肝駄場崎遺跡や高知県幡多郡大正町木屋ヶ内遺跡（前田1995）で類例が知られており、「駄馬崎

式土器」として型式設定されているものである（木村1987）。口縁部が1点存在するのみで、全

体の器形を把握するできるものはないが、第14図4・6・9からは、外反する口縁部の形態や胴

部の膨らむものであった事が示唆できる。この繊維混入無文土器の類例を確認してみると、十川

第42表 縄文時代早期の出土遺物組成（包含層出土：点数比）

縄 文土器 石 鏃器種 楔形石 器 スクレ イパ ー 石 斧 剥片 石 核 分割礫 敲石 石 皿 焼礫

29．52％ 0．25％全 体比 0．08％ 0．75％ 0．08％ 63．30％ 5．00％ 0．33％ 0．08％ 0．17％ 0．42％

第218図 縄文時代早期の出土遺物組成（包含層出土：点数比）
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駄場崎遺跡では第1次調査の第3層と第3次調査のA区4層から出土しており、犬除遺跡と同様

に無文土器が伴っている。これら2例の調査では前後する時期の土器群とともに層位的に出土し

ており、基本的に押型文土器の出現以降で主体的になることが検証されている（前田1996）。木

屋ヶ内遺跡では、2B類土器とされているものが繊維混入無文土器に該当し、これには無文土器や

条痕文土器が伴っているが、1点ではあるが押型文土器も存在する。この押型文土器については

大形楕円押型文土器とされるもので、木屋ヶ内遺跡では小形押型文土器が伴っていないことから、

早期後半に位置づける見解もある（前田1996）。以上のように、繊維混入無文土器については、

縄文時代早期の中でも後半から終末にかけての時期に位置づけられているようである。

撚糸文土器については西南四国で類例を確認することはできない。この土器は胴部片を残すも

ので、縦位方向の撚糸文が施されている。周辺地域での出土例が無く、時期的な位置づけなどに

ついては不明な点が多いが、今回の調査では、2 号集石において繊維混入無文土器と伴って出土

しており、包含層出土のものについても繊維混入無文土器と共伴関係にあると考えてよい。

無文土器は条痕などの器面調整か認められず全容の把握は難しいが、十川駄場崎遺跡や木屋ヶ

内遺跡で確認されている薄手無文土器と同じものと考えて大過ないであろう。

以上の土器様相や類例との比較などからは、これらの土器群は同時期の所産として扱われ、時

期的には十川駄場崎遺跡第1次調査第3層、第2次調査TR8第4層、第3次調査4層、本屋ヶ内

遺跡4層の各段階に比定されよう。またこれらの堆積層のうち十川駄場崎遺跡第3次調査4層の

上位には、鬼界アカホヤ火山灰を含む堆積層が存在するとされ、本屋ヶ内遺跡でも4 層の上位に

位置する3 層下部で、部分的に鬼界アカホヤ火山灰の堆積が認められているようである。このこ

とは犬除遺跡と同様に、これらの遺物が鬼界アカホヤ火山灰降灰以前のものであることを層位的

に追証したことになろう。

石器

石器には石鏃、スクレイパー、石斧などの製品や、剥片、石核といった石器製作に伴うもの、

そして敲石、石皿などの礫石器も確認できた。石鏃については点数が少なく、細かな様相の把握

には至らないが、鬼界アカホヤ火山灰降灰層準よりも上位のものと比較してみると、第15図16の

場合、大形で周縁加工となり、表裏両面に大きく素材時の剥離面を残している。これと同様なも

のは上位堆積層出土のものでは少数で、この段階特有のものである可能性も考えられる。また早

期の遺跡である十川駄場崎遺跡や木屋ヶ内遺跡などをみても、抉りの浅い基部で周縁加工によっ

て仕上げられた大形の石鏃が少数であるが認められている。

スクレイパーは小形で縦長剥片を素材としたものや、横長剥片素材や不定形剥片素材のものな

どのバリェイションがある。縦長剥片素材のものは第15図17であるが、これは刃部加工が本体の

ほぼ全縁に及ぶもので、特徴的なものであるといえる。確かに縄文時代前・後期の遺物の中にも、

第99図1284～1286にみられるように、縦長剥片を素材として刃部加工を広い範囲に行う一群があ

るが、これらは表裏両面側から刃部加工を行っており、17のように裏面側からのみで刃部を仕上

げたものではない。この点で後出するスクレイパーとの差を見出すことができよう。

石斧とした第16図23の遺物は、大形な剥片を素材とした未成品である。今回の調査では完形品
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の石斧は出土していないが、素材や調整加工の状況から、本報告では積極的に石斧の未成品とし

て評価した。縄文時代早期の遺跡である十川駄場崎遺跡第5次調査では、縄文時代早期に所属す

ると考えられる石斧が出土している（前田1996）。ここでは2点の石斧が確認されているが、前

田1996の第39図34は縄文時代早期、同じく35は縄文時代草創期から早期後半にかけての時期認定

を行っている。確かに前田1996の第39図35は6区最下層からの出土で、規格的古い年代観で考え

られそうである。しかし2区出土の34の出土層位は「基本的には縄文時代早期の遺物が多量に含

まれており」、早期に所属される可能性も残されている。筆者はこれら2点の石斧を草創期に位

置づけられる石斧として考えたことがあるが（多田2000）、本報告の23をみると、全体形が撥形

であることや、本体胴部の断面形が扁平な三角形状であることなど、前田1996の第39図34との共

通点も見出せる。前田が述べるように、これが縄文時代早期に位置づけられるとすれば、今回の

発掘調査と矛盾しないように思われ、今後追証すべき問題点としてここに記しておきたい。

石核は交互剥離を行うものや、打面転位を頻繁に行うブロック状の残核となるものなどのバリ

ェイションがある。図示していないものも含め、第3章第4節における石核の分類に照らし合わ

せてみると、C2類石核が48.2％となり最も多くを占め、次いでB2類石核、C1類石核の割合

で出土している。これらのことからは、基本的に礫または剥片を素材とした、交互剥離による剥

片剥離を行うものが主体となるといえよう。周辺の遺跡を見ると、十川駄場崎遺跡第4次調査で

は森田1991の57・58などのように、礫を素材とした交互剥離のものが認められる（森田1991）。

また十川駄場崎遺跡5次調査では、豊富な接合資料が確認されている（前田1996）。数例を挙げ

るならば、前田1996の接合01は剥片10点の接合であるが、接合した剥片の交わる角度が鋭角的で、

交互剥離による剥片剥離であることがわかる。また前田1996の接合07は石核と剥片の接合で、礫

素材の石核に剥片が接合しており、この例からも交互剥離が行われていたことがわかる。また先

述した接合01には礫面が大きく残されており、接合07と同様な石核から剥離されていると考えら

れよう。さらに前田1996の接合10は剥片7点の接合で、接合した剥片の交わる角度が直角に近く、

打面転位による石核から剥離された剥片であることがわかる。同じく縄文時代早期の遺跡である

第220図 十川駄場崎遺跡の接合資料第219図 縄文時代早期の石核細分組成

（包含層出土：点数比）
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木屋ヶ内遺跡では、石核が1類から7類までの7分類9細分で理解されている（前田1995）。こ

のうちブロック状の残核となる1類や、礫を素材として交互剥離を行う5・6類があり、十川駄

場崎遺跡の例と同様な剥片剥離技術が看取される。このように、犬除遺跡で認められる剥片剥離

技術が、十川駄場崎遺跡や木屋ヶ内遺跡でも確認され、縄文時代早期において交互剥離や打面転

位をくり返す剥片剥離技術が、西南四国で普遍的に行われていたことを示している。

以上、縄文時代早期の調査成果について簡単に総括を行ってみた。今回の調査で確認できた事

項として、一つには繊維混入無文土器＋撚糸文土器＋無文土器の組成が確認され、基本的に縄文

時代早期後半から終末にかけてのものであることが判断された。当該期の土器編年については、

資料的制約から不明な点が生じることも否めないが、今後の類例増加と追試・論証に期待したい。

また石器については、出土点数に比して製品が少ないため、当該期の普遍的な遺物組成を反映し

ているとはいえないまでも、石鏃の場合、形態的な様相は周辺の遺跡と比較しても違和感のある

ものではない。但し石斧は形態から判断できる所属時期に関して、時期認定の再考が必要視され

る事はいうまでもない。石核から読みとれる剥片剥離技術は、周辺のものとほぼ同様なものとし

て扱われる。但し十川駄場崎遺跡では、より多くのバリェ イションを持つことなど、部分的に差

が生じている事実がある。この現象は各遺跡における機能的差として捉えることが妥当であろう

が、集団の違いや石材の入手環境など、多元的に検討することが必要となろう。また、十川駄場

崎遺跡や本屋ヶ内遺跡、土器の様相は異なるが早期に位置づけられる愛媛県東宇和郡中津川洞穴

Ⅳ層（長井ほか1979）では、楔形石器が特徴的に伴っている。しかし今回の調査では、約1,000点

の遺物出土が認められたにもかかわらず、1点のみの出土であった。一方ではこの楔形石器は早

期中葉以降に減少することも考えられており（前田1995）、犬除遺跡における楔形石器の空白は、

時期的なことに起因しているともいえよう。

第2節 縄文時代前期 の調査成果

縄文時代前期の遺物には、羽島下層式土器や轟B 式土器が出土した。これらはいずれも鬼界ア

カホヤ火山灰降灰層準の上位から出土しており、周辺では北宇和郡津島町池ノ岡遺跡19T（橘ほ

か1991）、同郡同町影平遺跡（木村1995）、同郡同町中駄場遺跡第Ⅱ層（多田1999）で表面採集や

発掘調査によって縄文時代前期の土器が確認されている。また比較的まとまった遺物が認められ

た遺跡には、宇和島市無月遺跡（犬飼1986）東宇和郡城川町中津川洞穴CⅡ層（大山・西田

1978）・第Ⅱ層（長井ほか1979）、南宇和郡一本松町茶堂Ⅱ遺跡（犬飼ほか1994）、南宇和郡城辺

町梶郷駄場遺跡（吉本1983）、高知県宿毛市橋上遺跡（木村1995）などがある。

今回の調査で確認された縄文土器は、前に挙げた遺跡でも確認することができ、基本的に大き

く異なる点は指摘できない。例えば羽島下層式とした列点文が施されるもの（第36図55～63）は、

睦月遺跡における「刺突文」の一群（木村1995）や、中津川洞穴CⅡ層の刺突文土器（大山・西

田1978）などが類似するものであろう。これら刺突文が施される一群は、2列を単位とした剌突

文が連続するもので、羽島下層Ⅱ式土器に共通するものであると考えられる。

轟B 式土器とした一群（第36図64～69）は、突帯と列点文が施されたものと、突帯のみが認め

311



られる2者が存在する。これに類似する土器は、池ノ岡遺跡、影平遺跡などの近隣する遺跡でも

確認され、松田川下流域の橋上遺跡でも認めることができる。犬除遺跡では口縁部が残されてい

ないため、直接対比できる土器はないが、基本的に御槇盆地で確認される遺跡のものと同様であ

ると考えて大過ないであろう。また轟B式土器については、この再検討を行った宮本の分類に従

えば、突帯上に刻み目を持つ66は第Ⅲa類、屈曲する胴部の68は第Ⅱa類に比定することができよ

う。

前期の石器群は、鬼界アカホヤ火山灰降灰層準の上位から出土した石器群中に含まれると考え

られる。今回の調査では、明確に前期とされる石器群の把握には至らなかった。その要因として

これら前期の土器が後期の土器と混在して出土しているため、遺物の平面・垂直分布などから区

別することが不可能であったためである。しかしここで注意しておきたいのは、石材利用のこと

である。例えば近隣に位置する中駄場遺跡の調査では、縄文時代前期の遺物包含層が確認されてい

るが、ここでの石材利用を見てみると、石器群中における姫島産黒曜石の使用割合は、礫石

器・礫を除く点数比で26.1％、重量比では1.7％となり、器種構成は石鏃・二次加工のある剥片・

剥片・砕片の4器種である。さらに周辺地域における姫島産黒曜石製石器について確認例をみる

と、縄文時代前期の遺跡では梶郷駄場遺跡や茶堂Ⅱ遺跡などが挙げられる。梶郷駄場遺跡では轟

B式土器や羽島下層Ⅱ式土器など、縄文時代前期に位置づけられる土器とともに姫島産黒曜石製

の石鏃と剥片・砕片が出土している。実数については不明であるが、姫島産黒曜石が主な石器石

材であることが指摘されている。茶堂Ⅱ遺跡では田井式土器や鷹島式土器など、縄文時代前期か

ら中期にかけての土器とともに姫島産黒曜石製の石鏃や剥片・砕片が確認されている。さらにこ

の茶堂Ⅱ遺跡で出土した石鏃の約2/3が姫島産黒曜石製のものであることも報告されており、姫

島産黒曜石に対する依存度の高さが伺える。いずれにしても周辺地域の縄文時代前期の遺跡につ

いては、姫島産黒曜石との強い結びつきが想定され、犬除遺跡についても姫島産黒曜石製の石器

は、前期に帰属される可能性が高いと見るべきであろう。

第3節 縄文 時代後 期の調査成果

縄文時代後期の遺構・遺物は、主に第Ⅲ層から第Ⅳ層にかけて検出された。この堆積層は、テ

フラ分析の結果から、鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）の降灰以降に堆積したことが確認された

（第4章第1節）。今回の調査では、遺構・遺物が調査区中央の約120m範囲を中心に確認されて

おり、遺物の出土は調査区中央の約40m範囲で密な分布を示していた。遺構は調査区中央の第Ⅳ

層上面で、配石墓1基、土坑2基、集石遺構が1基検出された。遺物は出土位置の記録を行った

もので23,395点を数え、宿毛式土器や片粕式土器などの縄文土器、石鏃やスクレ彳パーなどの石

器が含まれている。

遺構

配石墓（SK-4）はコの字状に円礫を配置したものである。最大長約1.7m、最大幅約1.1m、最

大深度約0.25mを測り、平面形はやや不安定ながらも長楕円形であるが、南東側の方がより幅広

くなっていた。コの字状に配置された礫は11点で、墓坑内に配置されていない中央部分で検出さ
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れた4点の礫は、コの字状の配石の上部にほど近い深度で残されていたことから、標石的な機能

を果たしたものと考えられた。これに伴う出土遺物には、縄文土器、スクレイパー、石錘、剥片

などがあるほかに、遺構内覆土の水洗選別によって、微細な遺物や動物遺存体（獣骨）、炭化物

が検出されている。遺物の多くが配石墓内に散漫な状態で出土しているが、第29図43のスクレイ

パーは配石の側部で出土し、垂直分布上では配石の底部で出土している。こうした状況からは、

被葬者に対する副葬品であったことが示唆できた。また出土した縄文土器からは、この配石墓が

縄文時代後期の後半期（片粕式土器段階）に残されたものであることがわかる。

こうした縄文時代後期の配石墓については、愛媛県内では越智郡波方町江口貝塚SK5・21・

22の3基を挙げるにすぎない（宮本1994）。西南四国地域の中でも、土坑墓などは散見されるも

のの、配石墓については県内で2例目の調査であった。江口貝塚の配石墓は3基ともにトレンチ

調査による部分的な検出であるため全容を伺い知ることはできないが、すべて平面形は隅丸方形

状で最大深度は平均して約10cm程度のものである。配石の状態を見ると、SK5は墓坑上面に積

み上げられるように礫が残され、SK21は側面上場に沿うように、そしてSK22は墓坑内に散在し

ている。なおSK21・22からは、津雲A 式土器や彦崎KI式土器など、縄文時代後期前葉の土器が

伴っており、犬除例に比べれば古い段階のものであるとされよう。また江口貝塚SK21では、犬

除遺跡と同様、副葬品の存在が示唆されている。これら副葬品とされた磨石と石皿の出土状況を

みると、石皿（宮本1994の44）は土層断面図（宮本1994の図10）から判断すれば、墓坑上面の検

出であることがわかる。また磨石（宮本1994の43）については「墓坑内南側コーナー」から出土

したことが述べられている。これらの出土状況から判断すれば、磨石は墓坑内の副葬で、石皿に

ついては墓坑外の副葬ということになる。しかし墓坑外の副葬とした石皿については、墓坑の上

面が削平されていないという条件が伴うが、いずれにしろ、石皿の検出は比較的上面であり、実

測図から判断すれば墓坑側面の配石とほぼ同レベルか、それよりも上位で出土していることにな

る。さらに石皿の出土位置を土層断面図などから判断すれば墓坑のほぼ中央であり、江口貝塚

SK5にも認められるような標石として配置された可能性が考えられよう。また磨石に関しての

捉え方を指摘するならば、犬除遺跡では敲石が側石の裏込めとして用いられた可能性が考えられ、

江口貝塚SK21における磨石の詳細な出土状況を検討しなければならないが、墓坑側面に接する

ように出土していたならば、それ以外の機能を果たしたと判断することも可能となる。

こうした江口貝塚の例を犬除遺跡の例に照らし合わせてみると、江口貝塚SK5・21のような

標石や、SK21のような墓坑側部から小口側にかけての配石といった共通点がまず挙げられる。

さらに犬除遺跡ではスクレイパーが副葬品として伴っており、江口貝塚SK21も副葬品が伴うと

判断できるならば、この共通点も追加されることになろう。

さらに今回の調査では土坑が2基検出されている。まず2号土坑（SK-2）としたものは、平

面形が楕円形状の土坑で、断面形は逆台形状、最大長約1.3m、最大幅約0.8m、最大深度約0.25m

を測る。伴う遺物には縄文土器、石鏃、スクレイパーなどがあるほかに、遺構内覆土の水洗選別

によって動物遺存体（獣骨）や炭化物が検出された。出土遺物からは縄文時代後期の片粕式土器

段階であると考えられた。もう1基の3号土坑としたものは、平面形が楕円形状となり、断面形
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は皿状、最大長約1.1m、最大幅約0.8m、最大深度約0.2mを測るものである。伴う遺物には縄文

土器、石鏃、石皿などがあるほかに、遺構内覆土の水洗選別によって動物遺存体（獣骨）や炭化

物が検出された。出土遺物からは、縄文時代後期の片粕式土器段階であると考えられた。

こうした縄文時代後期における土坑の類例については多くを挙げることはできないが、愛媛県

松山市久米窪田森元遺跡で、平面形が三日月状の土坑（SK-1）が確認されている（栗田1989）。

このSK-1には縄文土器40個体が伴っており、いずれも後期後葉のものであるとされている。久

米窪田森元遺跡の例は、土坑内に大量の土器が伴っており、犬除遺跡の例とは異なるようである。

犬除遺跡周辺の四国西南部では、愛媛県南宇和郡御荘町平城貝塚第Ⅳ次調査で確認されたものがあ

る（木村1982）。これは「貯蔵穴」とされたもので、長径約76㎝、短径約41cm、最大深度約41

cmを測る楕円形のものである。報文の実測図を見ると底面は傾斜を持ち、短軸の断面形は正方形

状である。また土坑内には炭化種子や大量の土器が含まれ、こうした規模や形状、伴う遺物など

第221図 江口貝塚の配石墓
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から犬除遺跡の例とは異なるものであることがわかる。

それでは規模や形状などから最も近い例を挙げることができるものとしては、平城貝塚第1号

人骨に伴う土坑（木村1995）、高知県土佐清水市片粕遺跡における1～4号土坑墓（岡本・木

村・広田1975）がある。平城貝塚第1号人骨のものは、最大長1.42m、最大幅1.14m、最大深度

0.45mを測るもので、平面形は正円形に近い楕円形状である。この遺構は墓坑とされ、人骨や少

数の土器片が伴っている。片粕遺跡において4基の土坑墓とされた遺構は、トレンチ調査のため

全容不明なものが含まれるが、すべて楕円形状の平面形となるもので、計測可能なものの最大長

は1.9m、最大幅は平均して約1.0m、最大深度は平均して約0.5mを測る。それぞれ遺物の出土は

少数で、底面や上面に礫が配列されたものもある。犬除遺跡2・3号土坑の場合、規模的には平

城貝塚や片粕遺跡の例とは異なるが、平面形や断面形状、出土遺物の希薄さは類似する現象であ

るといえ、積極的に考えれば墓として機能していたことも考えられよう。

縄文時代後期の残る遺構は、10点の礫で構成される1号集石がある。平面的には直線的に配列

されたもので、その広がりは最大長約1.7m、最大幅0.7mを測る。構成礫は最大で40.5cm、最小で

13.7cmを測り、最大重量のものは18,500g、最小のもので715gで、サイズや配列に規則性は看取

できない。構成礫の石材は安山岩や花崗岩で、花崗岩のものの中には石皿を転用したと考えられ

るものや、火を受けて黒色に変色した部分をもつものもある。またこの付近の遺物包含層から出

土した遺物の多くが、これに帰属するものと考えられた。

集石遺構については西南四国における縄文時代後期では、普遍的に存在するものと見てまいも

のである。主な遺跡を挙げると、愛媛県北宇和郡広見町岩谷遺跡（犬飼・十亀1979）、愛媛県上

浮穴郡久万町山神遺跡（長井・清水1976）、高知県幡多郡西土佐村大宮・宮崎遺跡（木村1999）

などがある。岩谷遺跡では5基、山神遺跡では4基、大宮・宮崎遺跡では19基の配石遺構が確認

されており、そのバリエイションも豊富である。これらは円形や長楕円形状に配石されたものが

多く、礫のサイズや構成数に普遍的な状況はない。犬除遺跡のように直線的に配列されたものも

見受けられないが、あえて類似するものを挙げるならば、大宮・宮崎遺跡第18号配石がまず考え

られるであろう。この第18号配石は、長径約2mを測るもので、約30点はどの礫で構成されてい

る。また平面形は長楕円形状と呼ぶ方がふさわしく、構成礫も犬除例に比して多いが、直線的な

配列は犬除遺跡との共通点として見出せるであろう。

なお遺構の分布状況は、1号集石がB36グリッドで、配石墓と2・3号土坑はB30～A・B31グ

リッドにかけて検出されており、集石を除いて狭い範囲に集中している。包含層出土遺物の分布

状況に照らし合わせてみると、遺物が集中して出土する地点と遺構が検出される地点とが、ほぼ

符合している状況である。但し配石墓については、遺物が希薄になる部分との境界付近であり、

遺構の配置と遺物の分布に何らかの関連を求めることもできよう。

遺物

縄文時代後期の遺物は、第Ⅲ層から第Ⅳ層にかけて出土しており、出土地点の記録を行ったも

ので23,395点を数える。この内訳を器種別に見てみると、土器が約4割で他の6割が石器である

（第222図、第43表）。これは点数上での比較であるため、各遺物の個体数による比較では差が生
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じるであろうが、概して石器が多くなる状況を示しているといえる。

縄文土器

縄文土器は8分類27細分に分けられ、他には底部と注口土器を提示した。ここで図示していな

いものも含めて、これら8分類された土器の型式組成を出土点数で見てみると、最も高い比率の

ものが第Ⅳ土器で50.2％となり、次いで第Ⅴ土器13.0％、第Ⅰ土器12.1％となる（第223図）。

まず第Ⅰ類土器としたものは、磨消縄文や沈線文、研磨などが施される一群で、口縁部の形態

もバリエイションに富む。これらは高知県宿毛市宿毛貝塚を標式遺跡とする、宿毛式土器（岡

本・酒詰・安岡1951）に分類されるものである。この第Ｉ類土器は、その施文によって第Ⅰa類

土器から第Ⅰf類土器までの6細分に分類された。ここで現在までに行われている宿毛式土器の

分類と、本報告の分類と比較してみるが、細部の属性に至るまでの整合性は認められないため、

大まかな対比であることを付け加えておく。

まず第Ⅰa類土器は磨消縄文と曲線的な沈線文が施され、縄文や沈線文が施されるものである。

細かな点は異なるものの、この一群は岡本の第一類（岡本1966）、山本のl類（山本・廣田1986）、

前田のⅠ群4類（前田1994）、木村の磨消縄文A類（木村1995）に比定される。前田によればⅠ群

4類のうち、退化したJ字文や「O」字文が施されるものは福田KⅡ式土器系統の範疇で理解さ

れるとしており、犬除遺跡における第Ⅰa類土器としたもののうち、第37図79～82はこうした一

群に含まれると考えられる。第Ⅰb類土器は磨消縄文と2本単位の直線的な沈線文が施されるも

のである。細かな点は異なるが、前田のⅠ群6類、山本のl類、木村の磨消縄文A類などがこれ

に該当しよう。この第Ⅰb類土器は器面に黒色の研磨が施されたものが多く、2本単位の沈線文

を並列させるもの（第40図131・132・140など）が特徴的であろう。第Ｉc類土器は、口縁端部に

斜行の刻みが施され、外面施文では2 本沈線文の区画内に、斜行の沈線文が刻みのように施され

るものである。細かな点は異なるが、前田のⅠ群l類、山本の3類、岡本の第三類、木村の磨消

縄文A・B・C類などがこれに該当しよう。この第Ｉc類土器に比定される前田Ⅰ群l類は、宿毛

式土器特有のものとされている（前田1994）。犬除遺跡では比較的厚手なものに、斜行の刻みが

施されるものが多い。第Ⅰd類土器は沈線文のみが施されるもので、沈線文は直線的なものや曲

線的なものなどがある。細かな点は異なるが、前田のⅠ群7類、山本の4類、木村の沈線文C類

などがこれに該当しよう。なお直線的な沈線が施されるものは口縁端部付近に残される場合が多

く、曲線文を残すものは胴部片が多い。第Ⅰe類土器は円形刺突文が連続的に施されるもので、

細かな点は異なるが、岡本の第四類、木村の沈線文C 類などに該当される。この一群はバリェイ

ションが多く、口縁部外面に円形に配するものや、沈線に並列して列点文となるものなどがある。

第Ⅰf類土器は比較的狭い2本の沈線文の間に、刻み状の刺突または沈線文が施されるもので、

細かな点は異なるが、木村の磨消縄文A 類に同じものが認められる。このタイプのものは、先学

の研究からは特に一つの分類として挙げられている案は少ない。同じものであるかは検証が必要

であるが、刻目隆帯文土器（幸泉1999）と呼称されているものに共通することが考えられる。

ここで図示していないものも含めて、包含層から出土した第Ⅰ類土器の細分組成を出土点数で

見てみると、第Ⅰa類土器が最も多く38.8％、次いで第Ⅰd類土器31.6％、第Ⅰb類土器15.0％と続
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第43表 縄文時代前・後期の出土遺物組成（包含層出土：点数比）

石 鏃 スクレイパー 石 斧 楔形石器 石 錐 二次加工のある剥片
器 種 縄文土器

全体比 40．43％0．88％0．61％0．18％0．08％0．03％0．45％

0．004％0．004％52．24％4．24％0．07％0．01％0．004％

0．004％0．02％0．36％0．17％0．01％0．21％

尖頭状石器 両面加工石器 剥片 石核 分割礫 垂飾品 石 棒

円盤形石器 石 錘 敲 石 石 皿 水晶製石器素材 焼礫

第222図 縄文時代前・後期の出土遺物組成（包含層出土：点数比）

第224図第Ｉ類土器の細分組成第223 図 縄文時代後期の土器分類組成

（包含層出土：点数比、無文・注口・底部除く） （包含層出土：点数比）

第225図第Ⅱ類土器の細分組成 第226図第Ⅳ類土器の細分組成

（包含層出土：点数比） （包含層出土：点数比）
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き、第Ⅰf類土器は1.0％で最も少数となっている（第224図）。こうしたことから、犬除遺跡にお

ける第Ⅰ類土器=宿毛式土器の主なバリエイションは、縄文と沈線文が施されるものと沈線文の

みが施される2者であるといえよう。

第Ⅱ類土器は口縁端部やその直下に沈線文・曲線文・刻み目が施されるものである。高知県中

村市三里遺跡を標式遺跡とする三里式土器（岡本・木村・廣田1978）、または高知県長岡郡本山

町松ノ本遺跡を標式遺跡とした松ノ木式土器（出原・前田1992）に類似するものである。この第

Ⅱ類土器は、口縁端部や外面の施文によって第Ⅱa類土器から第Ⅱe類土器までの5細分に分類さ

れた。

第Ⅱa類土器は、口縁端部に刻みが施されるもので、外面は無文である。口縁端部に施される

刻み目の状況によって、沈線状の刻み、刺突状、ヘナタリの押圧による3つのバリエイションが

看取された。また第Ⅱb類土器は口縁部外面に刻み目が施され、第Ⅱc類土器は口縁端部に並行す

る沈線文と刻み目が施されて外面が無文となるものである。三里遺跡の出土土器を分析した本村

の分類に従えば、これら3者は第4類c土器に比定することができよう（木村1987）。第Ⅱd類土

器は口縁端部に刻み目と沈線文が施され、外面に沈線文や曲線文が施文されるもので、木村分類

第4類a土器に対比できる。第Ⅱe類土器は口縁端部に沈線文のみが施されるもので、外面は無文

である。これについては、現在までにおける三里式土器の分析例からは対比できるものはない。

三里式土器の新たなバリエイションとして設定できる可能性もあるが、第49図335のように、刻

み目が施されていない部位が残存しているにすぎない可能性もある。この点は資料の増加を待つ

必要がある。

また今回の調査で出土した土器群の中で、三里式土器とほぼ同時期に位置づけられる松ノ木式

土器との関連を示唆する土器がある。近年、松ノ木式土器に関する詳細な分析が前田氏によって

行われており、松ノ木式土器の諸特徴が明示された（前田2000）。前田氏によれば、松ノ木式土

器の緒特徴として、文様帯の分離、口縁部の拡張と加飾、沈線と短沈線の組み合わせ、波頂部の

瘤状突起などが挙げられている。こうした諸特徴からは、犬除遺跡においても、波頂部に突起を

作り出す第48図315や、波頂部から垂下する様に施された梯子状文様を残す第49図336などが松ノ

木式土器に比定できるものであろうか。また積極的に評価すれば、無文地の頸部で拡張した波頂

部に展開する曲線文が施される第49図334なども、松ノ木式土器のバリエイションとして理解で

きる。但し今回の調査では、口縁部から胴部に至るまでの部位を残すものが無く、口縁部と胴部

の施文分離が確認できていないことや、松ノ木式土器の施文属性である磨消縄文が伴うものも認

められない。こうしたことからも、松ノ木式土器の存在を示唆することには慎重にならざるを得

ず、今後に課題を残すことになる。

第Ⅱ類土器は図示していないものも含め、包含層から出土した土器の細分組成を出土点数で見

てみると、第a類土器が最も多く47.2％、次いで第Ⅱb類土器20.8％、第Ⅱc類土器12.5％と続き、

第Ⅱe類土器が5.6％で最も少数となっている（第225図）。このことから、第Ⅱ類土器=三里式土

器・松ノ木式土器の主なバリエイションは、口縁端部に刻み目が施されるものであるといえよう。

第Ⅲ類土器は、愛媛県平城貝塚を標式遺跡とする、平城Ⅰ式土器の一群に分類されるものであ
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る（犬飼1982b）。この第Ⅲ類土器は、第Ⅲa類土器と第Ⅱb類土器に2細分された。

第Ⅲa類土器は沈線文が施されるもので、口縁端部はL字状に拡張され、橋状把手が添付され

るものもある。これは近年の分類案に対比するならば、木村の平城Ⅲ群b類土器に比定されるも

ので、木村氏はこの土器を鐘崎式土器に比定している（木村1995）。第Ⅲb類土器としたものは、

外面または内外面の口縁端部付近にRL 縄文が施され、内文や沈線文などが施される場合もある

が頸部は無文である。これは木村分類の平城Ⅳ群土器に比定され、平城Ⅰ群からV群土器までに

伴うとしている。また平城Ⅰ式土器に比定される第Ⅲa類土器には、縄文施文の伴ったものは確

認されていない。平城Ⅰ式土器の標式遺跡である平城貝塚では、縄文施文を含むものが多く、沈

線文系のものは僅かである。また高知県幡多郡大月町尻貝遺跡では、沈線文系と縄文施文の両者

が認められており、報告では多くを小池原上層式に比定している（岡本・廣田・前田1991）。こ

うした周辺遺跡の在り方を参考にすれば、犬除遺跡における第Ⅲ類は沈線文系のもの（第Ⅲa類

土器）が比較的まとまる小池原上層式土器段階に比定することが妥当であろう。なお尻貝貝塚で

は、第Ⅲa類土器に比定できるものが、図示されているもので18点、第Ⅲb類土器に比定できるも

のが約30点ほど確認されている。犬除遺跡では、第Ⅲ類土器を図示していないものも含め、包含

層から出土した土器について細分組成を見てみると、第Ⅲb類土器が最も多く83．5％、第Ⅲa類土

器が16.5％となり、点数比では尻貝と同じく第Ⅲb類土器（縄文施文）がより高い比率であるとい

えよう。

第Ⅳ類土器は大きく2つの形態の土器が認められ、一つは口縁部外面に沈線文・曲線文が施さ

れるもので、波状口縁の波頂部にS字浮文の添付が認められるものもある。口縁部の形態は緩や

かなくの字状となって内湾する。もう一つの一群は、口縁部外面にLR 縄文が施され、頸部が無

文となるものである。この第Ⅳ類土器は高知県土佐清水市片粕遺跡を標式遺跡とする、片粕式土

器（岡本・木村・廣田1975）に分類されるものである。この第Ⅳ類土器は、口縁端部や外面の施

文によって第Ⅳa類土器から第Ⅳe類土器までの5細分に分類された。

第Ⅳa類土器は、波状口縁の波頂部にS字浮文または突起状の浮文が添付されるものである。本

報告ではS字浮文や瘤状突起を細分の指標として用いているが、片粕遺跡の分析（木村1995）や

平城貝塚での分析（犬飼1978）、さらに西南四国から東九州にかけて片袙系土器の細分を行った

高橋氏の分類（高橋1981）では、土器細分を越えて認められる属性として扱われ、細分のための

指標としていない。確かにこの第Ⅳa類土器の波頂部以外の口縁部をみると、第Ⅳb・c・d類土器

に共通する要素も多く、土器の残存状況も考慮しなければならないだろう。したがって、第Ⅳa

類土器の設定にはこうした基礎的問題点が残されており、今後追証すべき点であろう。ちなみに

先学の分類に照らし合わせるならば、犬飼のA類、木村の第l類土器、高橋のA群などに含まれ

る。第Ⅳb・c類土器は、口縁部外面を巡る沈線文によって区別される。第Ⅳb類土器は2本の直

線文と1本の曲線文、第Ⅳc類土器は3本または2本の沈線文が施され、曲線文は無いものであ

る。この沈線文と曲線文の在り方（単位文様）によって、高橋は11細分におよぶ分類案を提示し

ている（高橋1981）。この分類に照らし合わせるならば、第Ⅳb類土器は高橋のA群a～c類に比定

できる。第Ⅳd類土器は、口縁部外面に長方形の区画文や曲線文などが施される。犬飼のC類や木
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村の第3類土器が比定できる。また、犬除遺跡で出土した第Ⅳd類土器の第62図625は、片粕遺跡

報文の第22図1と施文が酷似している。第Ⅳe類土器は外面または内外面の口縁端部付近にLR縄

文が施され、頸部は無文となるものである。さらに内文や沈線文などが施される場合もある。こ

の土器は木村の第4 類土器に比定することができよう。また内文が施されるものについては、全

体的には少数であるが、木村の第4 類土器（木村1995第438図29）として分類した土器の中にも

認められている。しかしここでも点数上では少数であるため、普遍的要素であるかは追証しなけ

ればならない。

第Ⅳ類土器は図示していないものも含め、包含層から出土した土器の細分組成を出土点数で見

てみると、胴部片の61.7％を含めるが、第Ⅳc類土器が最も多く13.6％、次いで第Ⅳb類土器7.6％、

第Ⅳe類土器7.5％、第Ⅳa類土器7.2％と続き、第Ⅳd類土器が2.3％で最も少数となる（第226図）。

第V類土器は、口縁部外面に縄文が施され、沈線文や刺突文、または区画文などが施されるも

のである。口縁部内面にも列点文が施される。また口縁部外面は無文となるものもある。施文や

器形は第Ⅳ類土器に共通するが、第V類土器では口縁部内面の屈曲する部分に、稜線が形成され

る。この一群は高知県幡多郡十和村広瀬遺跡を標式遺跡とする、広瀬上層式土器の範疇で理解さ

れるものである（木村1974）。この第V類土器は、口縁部外面における施文の有無によって、第

Va類土器と第Vb類土器に2細分される。

第Va類土器は口縁部外面に沈線文が施される。口縁部内面には列点文が施されるものもある。

この第Va類土器に見られる口縁部外面の沈線文には、第Ⅳa類土器のような波状の曲線文が伴わ

ず、沈線文と短い沈線によって構成されるものが認められる。しかし例外的に、第70図783のよ

うに、器形は第V類土器の範疇に含まれるが、波状の曲線文が一条施されたものもある。また口

縁部内面にみられる列点文は、すべて口縁端部よりに一列になって残されており、短沈線状のも

ので占められる。第Vb類土器は口縁部の内外面が無文となるもので、縄文なども施されない。

また第V類土器の胴部とした一群を見ると、木村が指摘するように、胴部には傾斜角の低い斜行

沈線があり、片粕式土器特有のS字状の曲線文も認められない（木村1974）。

第V類土器は図示していないものも含め、包含層から出土した土器の細分組成を出土点数で見

てみると、胴部片の41％を含めるが、第Va類土器が最も多く48％、次いで第Vb類土器11％とな

っている。

第Ⅵ類土器は、口縁部外面に縄文が施され、沈線文や刺突文、または区画文などが施されるも

のである。また口縁部外面は無文となるものもある。第V類土器との差は、口縁部内面の屈曲す

る部分が緩やかで、稜線が形成されないことである。この一群は愛媛県宇和島市伊吹町遺跡を標

式遺跡とする、伊吹町式土器の範疇で理解されるものである（犬飼1961・1993・西田1957）。こ

の第Ⅳ類土器は、口縁端部外面における施文の有無によって、第Ⅵa類土器から第Ⅵb類土器に2

細分される。

第Ⅵa類土器は口縁部外面に沈線文が施されるものである。これらの中には、木村が指摘する

ように口縁部に直線文が施されるとともに、列点文が多用されていることが目立つ（木村1995）。

例えば第73図829・833、第74図857・858などが、列点文を多用する例として挙げられよう。第Ⅵ
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b類土器は口縁部の内外面が無文となるもので、点数上では少数である。第Ⅵ類土器の胴部片と

して図示したものを見ると、第V類土器と比べて沈線が少なく、列点文が多用されていることが

わかる。また、第Ⅵ類土器は図示していないものも含め、包含層から出土した土器の細分組成を

出土点数で見てみると、胴部片の8％を含めるが、第Ⅴa類土器が最も多く74％となっている。

第Ⅶ類土器は、羽状縄文の施されるものを一括して分類したものである。口縁形態の解るもの

は第76図907のみで、その他は胴部片を残すものである。縄文施文の状態も、より緻密なものと

大振りなものに分けられるようである。このうち第76図908～910・912は、前田のⅠ群11類や、

木村の鉢B 類にも認められ、本来的には宿毛式土器の範疇に含まれる可能性もある。

第Ⅷ類土器は縄文や沈線文などが施されない、無文土器を一括したものである。口縁部や胴部

の形態における形態のバイリエイションが多く、また器面の調整についても研磨や条痕が残され

るものなどがある。こうしたことから、第Ⅷ類土器は第Ⅰ～Ⅶ類土器のいずれかに帰属すること

も考えられる。第Ⅷ類土器は、口縁部の形態から第Ⅷa～c類土器までの3細分された。多くを占

めるのは口縁部が外傾・外反する第Ⅷa・b類土器で、口縁部が内湾する第Ⅷc類土器は量的に少

ない。これらの土器のうち、第78図948は口縁部内面に屈曲する段を形成しており、第Ⅰ・Ⅱ類

土器に含まれる可能性もある。

注口土器は、管状の注ぎ口部分が2点確認できた周辺では高知県中村市船戸遺跡第Ｉ区（松

田ほか1996）、高知県土佐清水市下益野遺跡A 地区（木村1995）、高知県高岡郡窪川町仕出原遺跡

（木村1987）、同県同郡檮原町庄司ヶ市遺跡（木村1987）で注口土器の報告例がある。また遠隔地

ではあるが愛媛県越智郡波方町波方海底遺跡（犬飼1986）、松ノ木遺跡（前田2000）でも確認例

がある。船戸遺跡第Ⅰ区では、発掘調査によって大量の片粕式土器とともに出土している。下益

野遺跡A 地区のものは下益野式土器と設定され、後期初頭に位置づけられ、仕出原遺跡の例につ

いても下益野式土器に共通するとされている。また庄司ヶ市遺跡では注口土器とともに宿毛式土

器が多く採集されており、表面採集ではあるが、状況からは宿毛式土器に伴う可能性が強い。さ

らに波方海底遺跡では後期中葉に位置づけられ、松ノ木遺跡の例は後期前半期のものとしている。

いずれにしろ船戸遺跡の例を除けば、縄文時代後期の中でも比較的前半の段階に位置づけること

ができ、犬除遺跡の場合は第Ⅰ～Ⅲ類土器のいずれかに帰属する可能性が高い。

以上、出土した縄文土器について、簡単な分類対比を行ってみた。各類の土器における詳細な

時間的位置づけについて簡単にふり返ると、宿毛式土器に比定される第Ⅰ類土器は後期前葉、三

里・松ノ木式土器に比定される第Ⅱ類土器は後期前葉末、平城Ⅰ式土器に比定される第Ⅲ類土器

は後期中葉、片粕式・広瀬上層式・伊吹町式に比定される第Ⅳ・V・Ⅵ類土器は後期後葉に位置

づけられよう。また第Ⅶ類土器の一部のものについては、多くが宿毛式土器に帰属すると考えら

れるため後期前葉に、そして第Ⅷ類土器については第Ｉ～Ⅵ類土器のいずれかに含まれる可能性

がある。注口土器は、周辺の類例から後期前半期に位置づけるのが妥当であろう。

石器

石器には石鏃、スクレイパー、石斧といった製品や、剥片、石核などの石器製作に関わるもの、

そして敲石や石皿などの礫石器が確認できた。また石棒や垂飾品などの石製品も出土している。
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ちなみに礫石器を除く石器類の組成をみると、剥片や石核が高い比率を示しており、前述したよ

うに遺物全体における組成の高い比率を示す石器類は、その多くが石器製作に伴う剥片や石核で

あるといえる。

石鏃は213点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約1.5％を占め、剥片・石

核・分割礫を除く製品の中では約39％となる。石鏃は全体形と基部の形態から、A～D 類石鏃ま

での4細分と未成品に分けられた。A類石鏃は基部の抉りが深く、脚部を作り出すものである。

多くが調整加工は本体の中央部にまで及ぶもので、全体形は二等辺三角形状のものが多い。また

A類石鏃の中には、第84図1112のように全体形が五角形状となるものも認められた。B類石鏃は

基部の扶りが浅く、緩やかな凹基となるものである。全体形は二等辺三角形状のものが多い。第

86図1161は五角形状となるものである。Ｃ類石鏃は抉りが施されない平基となるものである。全

体形は均等な三角形状が多いようで、特に大形のものは正三角形に近いものが多い。またこのC

類石鏃は厚手なものが多いことも特徴である。D 類石鏃は全体形が木の葉状となるものである。

調整加工は周縁加工のものが目立つ。石鏃の未成品は、すべて素材時の主要剥離面を残寸剥片素

材であることがわかる。

ここでは図示していないものも含めて石鏃の分類組成を見ると、最も高い比率を占めるのがA類石

鏃で39.4％、次いでB類石鏃21.8％、Ｃ類石鏃18.2％、D類石鏃1.2％という組成を示す（第228

図）。これらは前期のものが含まれる可能性があることや、土器の様相からは後期前葉～後葉に

至るまでの時間的範囲が考えられるため、すべて同時期のものであるという判断はできない。し

かし大まかな傾向からいえば、概してA類石鏃が多いことや、D類石鏃の希薄さは指摘できよう。

ちなみに石鏃を量的に検討した、縄文時代後期の松ノ木遺跡をみると、犬除A類石鏃（前田の

4・5類）は77点、犬除B類石鏃（前田の1・2類）315点、犬除C類石鏃（前田の3・6類）67

点、犬除D類石鏃（前田のⅢ群）20点となる（前田2000）。このデータを犬除遺跡の例に比較して

みると、C・D類石鏃の低比率は同様であるが、B類石鏃では278点程の差が生じており、分類組

成上は大きく違いをみせていることがわかる（第229図）。このことは時期的なことに起因すると

も考えられるが、松ノ木遺跡とは石材組成上も異なるため、より詳細な検証が必要となる。

楔形石器は18点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約0.1％、剥片・石核・

分割礫を除く製品の中では約3％となる。今回の調査で、楔形石器が鬼界アカホヤ火山灰降灰層

準下位からは1点しか出土が見られなかったのに対し、上位ではまとまって出土している。多く

は頁岩製のものであるが、第91図1230の1点のみが赤色珪質岩製である。石材の差による形態差

は認められないが、1230は概して小振りであるといえよう。またこれと同様な石材（赤色珪質岩）

の剥片は、石材分析によって検討が加えられている（第4章第2節）。詳細は省くが、この石材

は犬除遺跡1次調査で行われた赤色珪質岩と同様なものであることがわかり、このことは原産地

が御荷鉾帯で産出する石材であることを示している（梶原ほか2000）。こうしたサイズの差は遠

隔地石材の使用によるためとも考えられ、興味深い現象として注意しておきたい。

石鏃は10点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約0．07％、剥片・石核・分

割櫟を除く製品の中では約2％となる。これらは概して本体形状が長身なもので、素材時の主要
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剥離面を大きく残している。調整加工は周縁を整えるだけのものばかりで、機能部（錐部）の加

工を除いて比較的粗雑な調整痕を残している。また石材利用などでも傾向は認められない。

スクレイパーは153点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約1 ％を占め、

剥片・石核・分割礫を除く製品の中では約28％となる。ここではスクレイパーを、素材によって

A ～C 類石鏃までの3 細分に分け、横長剥片を素材としたA 類スクレイパー、縦長剥片を素材と

したB 類スクレイパー、不定形剥片を素材としたC 類スクレイパーとして区分した。

これら各分類について、その細分組成をみると、A 類スクレイパーが最も多く71.1％となり、B

類スクレイパーについては3.9％程しか認められない（第230図）。このことからもスクレイパーの

素材については、横長剥片や不定形剥片に対する依存度が高いといえる。こうした横長剥片や不

定形剥片を多用する要因は、スクレイパーの量産化を意図した結果とも考えられる。つまり犬除

遺跡に認められる横長剥片や不定形剥片は、石核の形状やサイズに左右されずに量産化が可能と

なるもので、あらゆる剥片が素材となった結果、A・C類スクレイパーがより多く残されたとも

考えられる。またこのことは、犬除遺跡が石器生産の場として機能していたことが考えられる

ことと決して無関係ではないようにも思われ、スクレイパーの大量生産を目指した痕跡として評価

することもできよう。

スクレイパーに関してさらに述べておきたいのは、第100図1291・1292の素材に関する点であ

る。この2点のスクレイパーはC 類スクレイパーとして分類されたが、本体に残される剥離痕や

本体の厚さなどからは、交互剥離による石核を転用したものとも考えられる。同様なものは、配

石墓（SK-4）の出土遺物中にもある。第29図43のスクレイパーがそれで、本体に残される剥離痕

などから、前述した2点のスクレイパーに共通するものであることがわかる。このことは、スク

レイパーの素材に、横長剥片や不定形剥片が多くなることと同じ要因による結果で、スクレイパ 

ーの量産化を目指したためとも考えられる。

石斧は43点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約0.3％、剥片・石核・分割

礫を除く製品の中では約8％となる。石斧は加工の方法と全体形から、3分類5細分と未成品に

分類された。まず全面が研磨で仕上げられた磨製石斧をA類石斧とし、A類石斧のなかで、刃部

側か幅広となり撥形となるものをA1類石斧、そして両側縁が並行して全体形が短冊形となるも

のをA2類石斧とした。研磨や敲打が施されない打製石斧をB 類石斧とし、刃部側か幅広となり

撥形となるものをB1類石斧、表裏両面に大きく礫面を残して刃部と基部に調整を行って仕上げ

たものをB2類石斧、表裏両面に素材面を残して横断面形が扁平で短冊形となるもの、いわゆる

扁平打製石斧の一群をB3類石斧とした。

これら石斧について細分組成をみると、未成品の31.0％を含むが、A類石斧が最も多く31.0％

となり、次いでC類石斧が14.3％、そしてB1類石斧は4.8％程しか認められない（第231図）。

周辺遺跡でまとまった出土量をみる石斧に関する類例は、後期における縄文土器の確認例に比

べて非常に少ない。例えば宿毛貝塚や伊吹町遺跡、松ノ木遺跡などでも打製・磨製石斧が1 ～2

点といった出土量で、縄文土器や石器などの遺物が多いのに比して圧倒的少数である。基本的に

西南四国では縄文時代晩期になってからの石斧の増加が一般的で、高知県宿毛市橋上遺跡（木村
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第227図 縄文時代前・後期の石器組成（礫・礫石器を除く包含層出土：点数比）

第228図 縄文時代前・後期の石鏃細分組成
（包含層出土：点数比） 第229図 石鏃の分類対比（点数比）

第230図 縄文時代前・後期のスクレパー細分組成 第231図 縄文時代前・後期の石斧細分組成
（包含層出土：点数比） （包含層出土：点数比）

第233 図 縄文時代前・後期の石核細分組成

（包含層出土：点数比）
第232図 石斧の分類対比（点数比）
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1995）、高知県土佐清水市下ノ加江遺跡（木村1995）、高知県中村市入田遺跡（木村1987）が知

られている。しかし少数ながらも、縄文時代後期において打製・磨製石斧が大量に出土した遺跡が

存在している。まずは古くから石斧出土例の代表的な遺跡として知られている岩谷遺跡（犬飼・

十亀1979）、そして近年調査の行われた大宮・宮崎遺跡（木村1999）の2例が代表例であろう。

まず岩谷遺跡では磨製石斧8点、打製石斧21点が報告されている。ここで確認されている石斧

を犬除遺跡の分類に照らし合わせてみると、A1類石斧が5点、A2類石斧が4点、B1類石斧が

8点、B2類石斧が12点存在している。B類石斧はすべて在地の頁岩製で、A類石斧には砂岩や

花崗岩が用いられている。大宮・宮崎遺跡では磨製石斧2点、打製石斧11点が報告されている。

犬除遺跡の分類に照らし合わせてみると、A1類石斧が1点、B1類石斧が4点、B2類石斧が8点

存在している。これらの数値をグラフ化してみると、犬除遺跡ではA1類石斧が圧倒的に多くな

ってB2類石斧が低い比率であるが、他のものについては岩谷遺跡や大宮･宮崎遺跡と同比率の組

成であると理解してよいであろう。またこれらの遺跡について、伴う土器から主体となる時期を

みてみると、岩谷遺跡は後期初頭（中津・福田KⅡ式段階）から後期後葉（伊吹町式段階）が主

体となり、大宮・宮崎遺跡は後期後葉（伊吹町式段階）を主体とする遺跡である。犬除遺跡は後

期前葉（宿毛式段階）から後期後葉（伊吹町式段階）まで存在していることから考えると、A 類

石斧（磨製石斧）は後期前葉に、B 類石斧（打製石斧）は後期後半期に多くなる傾向にあると考

えられよう。

ここでB2類石斧について触れておく。このB2類石斧は扁平で長身な礫を素材とし、素材と

なる礫を半割する事もあるが、このまま主に刃部と基部に調整加工が施されるものである。これ

は未成品とも受け取れるが、側面観をみると刃部が既に形成されていることから、完形品とみる

方がよいと思われる。同様な石斧は岩谷遺跡で認められ、犬飼・十亀1979の第35図1～4、第36

図5・6・8～10、第37図14～16の12点の石斧は、この第B2類石斧に該当できる。また大宮・

宮崎遺跡における、木村1999第90図6や第164図6を代表例とした8点がB2類石斧として扱われ、

そして片粕遺跡（岡本・木村・廣田1975の第7図1）、船戸遺跡（松田ほか1996のFig.30の15）で

も確認例がある。このようにB2類石斧は、後期の後半期に特徴的に見出せる石斧として考える

ことができよう。勿論この石斧は素材が限定的で、石材の産出・獲得状況による制約が伴うもの

であるが、確認される遺跡からは、時期的・空間的に限定された範囲で存在することが考えられ

よう。こうしたことからこのB2類石斧を、初めて確認された遺跡名を冠して、「岩谷型石斧」と

呼ぶことも可能かと思われるが、型式設定にはより多くの類例を確認していく作業が必要である

ため、直ちに結論づけるわけにはいかず、今後の類例増加を待つのは勿論のこと、細部に亘る検

証作業を前提としなければならない。

またこれらの石斧の中でもB3類石斧については、周辺地域においてその類例を見ることはで

きない。このB3類石斧は3点確認されたが、すべて結品片岩製で、本地域では産出されない石

材が用いられているものである。周辺から離れた地域で類例を考えるとすれば、愛媛県松山市井

門Ⅱ遺跡（作田ほか1999）が挙げられる。井門Ⅱ遺跡では5点の石斧が確認されており、すべて

緑泥片岩製のもので、撥形や短冊形の扁平打製石斧に分類できるものである。伴う土器からは後
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期中葉が主体となる遺跡であるが、打製石斧の出土したA・B区には晩期初頭の土器も出土して

いるため、考えられる時期幅は長い。犬除遺跡のB3類石斧と比較してみると、石材は全く同じ

ものではないものの、三波川帯で産出される片岩系石材として包括できるものである。また加工

をみても、表裏面中央に素材面を大きく残して周辺加工による仕上げは、製作技法的にも極めて

類似したものといえよう。しかし犬除遺跡では、晩期に関連した遺物が確認されていないことは

注意しておく必要がある。前述したことからも瀬戸内側との強い関連が示唆できるようであるが、

土器などの遺物に瀬戸内地域、あるいは吉野川流域など三波川帯地域と関連するものが認められ

ないことなとがら、直ちに関連性を考えることはできないであろう。しかし、西南四国において

九州地方や瀬戸内地域的な遺物である扁平打製石斧が確認されたことは、今後の縄文時代におけ

る石器組成の検証に、大きく影響することは間違いない。

さらに石斧の未成品が多く存在することも特筆すべきであろう。周辺の遺跡でも未成品を多く

出土する遺跡は少なく、犬除遺跡の場合、石斧の集中的な生産が行われたことを暗示している。

厳密には石材分析や詳細な類例の検討が必要となるが、現段階では他の遺跡でこうした現象が捉

えられず、後述する石核の在り方とも考え合わせれば、石斧の集中的生産地としての位置づけも

可能となろう。

石錘は3 点の出土で、いずれも小振りな円礫の両端を打ち欠いたものである。同様な石錘は周

辺地域では多く認められ、縄文時代後期の遺跡では必ずといってよいばど組成する。周辺で犬除

遺跡と時期的に近い遺跡だけでも、宿毛貝塚、三里遺跡、片粕遺跡などで20点以上の出土がみら

れ（前田2000）、普遍的に存在する石器として理解できる。但し犬除遺跡では石器の全体量に比

べると極めて少なく、この点については他の遺跡と大きく異なる。

円盤形石器としたものは、扁平な結晶片岩製の礫を素材としたもので、周囲からの調整剥離に

よって円形に整えられたものである。今回の調査では1点の出土であった。周辺での類例として

平城貝塚（木村1982のFig.47の5）が知られるのみで、結晶片岩製であることも本遺跡では異質

である。石器からは機能や用途に関する情報が得られないが、今後類例を待って検証を進めてい

きたい。

両面加工石器としたものは、周縁から細かな剥離痕が施され、長方形状に整えられたものであ

る。調整剥離は本体の中央部にまで及び、素材面は残されていない。この器種については石斧ま

たは石鏃の未成品といった考え方もできようが、両側縁が比較的細かな加工によって、直線的に

仕上げられていることから、何らかの製作を意図したものと思われる。いずれにしろ、この石器

も類例を待ちたい。

尖頭状石器は、棒状の礫の両端部に尖頭状の剥離痕を残すものである。この石器は石核のバリ

エイションとして分類することも可能と思われたが、両端に設けられた尖頭部は細かく調整され、

明らかに先鋭的な形状を意図したことが看取される。したがって本報告では、一器種としてここ

に提示しておくこととした。機能・用途については、刺突具的な使用法が想定されるが、明確に

使用痕などが残されてはいないため、今後の課題とされるであろう。

垂飾品は、第118図1352が長方形状となるもので1353は砲弾状となる。周辺における縄文時代
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後期の装飾品は、高知県宿毛市奥藤遺跡（木村1995）、船戸遺跡、下益野B遺跡、岩谷遺跡に類例

がある。犬除遺跡の1352に共通するものは、全体形が長方形状となる船戸遺跡出土のもの（松田ほ

か1996のFig.30の14）であろう。しかし船戸遺跡のものは上部に穿孔が施されており、この点

では犬除例とは異なる。しかし本体が研磨によって整えられている点や、時期的に近接した土器

とともに出土していることなどからは、本遺跡出土のものに比定してもよいであろう。1353に共

通するものは、最も類似した例として奥藤遺跡のものが挙げられる。但し奥藤遺跡のものは犬除

例よりも大形なもので、石材も砂岩が用いられていることなど、異なる点が認められる。しかし

砲弾状となることや、穿孔が施される点については類似する資料といえよう。ちなみに奥藤遺跡

のものは表面採集によるものであるが、縄文時代後期に所属すると思われる磨製石斧（本報告の

分類ではA1類石斧）も採集されているほか、犬除遺跡と同様、松田川流域に位置することなど、

関連性を示唆する現象も見受けられる。

また1353の石材について少し述べておく。この垂飾品は表面風化が著しいため不明な点はある

が、石材には結晶片岩が用いられている。この結晶片岩は犬除遺跡出土の石斧にも用いられてお

り、また後述する石棒にも同様な石材の使用が確認できる。このことは垂飾品が石斧や石棒とと

もに、犬除遺跡に持ち込まれたことを示唆することもできる。また1353は穿孔途中の未成品であ

り、本遺跡で垂飾品の製作が行われたことを示していると思われる。このことは単に完形品が単

独で持ち込まれたこととは評価が異なり、こうした垂飾品の製作・使用が、本地域で普遍的に行

われていたことを示すものであろう。

石棒は第119図1354が緑泥片岩製、そして1355が結晶片岩製のものである。1354は僅かに敲打

が加えられるのみで、研磨が認められない。また左右非対称で安定した全体形でなはい。1355は

下半部を欠損しているが左右対称となるもので、本体全面が研磨で整えられ、安定した作りとな 

っている。両者は石材名としては異なるものの、ともに三波川帯で産出する片岩系石材に包括さ

れるもので、遠隔地のほど近い地域で製作され、搬入された可能性が高い。周辺の類例では大

宮・宮崎遺跡があるが、ここでは結晶片岩製の石棒が2 点確認されている。このうち1 点（木村

1999の第118図5）は大形なもので破損した状態で出土したものが接合した例である。こうした

サイズの差は認められるが、犬除遺跡の例と同じく、片岩系石材で製作されたことは看過できな

い。また大宮・宮崎遺跡では円形の配石が多数検出され、犬除遺跡とは遺跡の性格が異なると思

われるが、出土土器などからもかなり近接した時期にあることが考えられ、何らかの有機的関連

が示唆できよう。

水晶製石器素材とした第119図1356・1357は水晶の結晶体で、先端部には敲打様の痕跡が認め

られるものである。石器の素材として準備されたものとも考えられ、ここでは水晶製石器素材と

して分類することとした。また犬除遺跡の立地する御槇盆地には、花崗岩や石英、水晶の産地が

控えており、こうした石材の入手は容易であったと思われる。このような石器の類例は周辺で認

められないが、香川県坂出市大浦浜遺跡で関連づけられると思われる類例がある（大山・真鍋

1988）。この大浦浜遺跡の遺物（大山・真鍋1988の第102図6 ）は、敲石として分類されており、

結晶体の先端部に敲打痕を残すものである。この敲石と同じまたは近接した地点から出土してい

327



る縄文土器をみると、概して後期に所属されるものが多い。このことから時期的にも犬除遺跡と

は共通するといえる。問題点はこの石器の機能・用途に関することで、大浦浜遺跡のものは残さ

れる敲打痕の状態から、敲石として使用されたことはほぼ間違いない。しかし犬除例は結晶の先

端部に敲打様の痕跡が認められるものの、その度合いは明らかに異なる。仮に石器製作に関連す

るものであれば、残される痕跡から、犬除遺跡の場合は間接具的なものとして使用されたことも

考えられる。但しその場合、結晶先端部と対称位置も敲打痕が残されていなければならず、この

石器に関する判断は多元的に行わなければならない。

分割礫とは、剥片剥離の行われる前段階に、自然礫が分割されて準備されたものを総称したも

のである。剥片剥離の前段階で残されたものであるため、剥片剥離の痕跡はなく、平坦な分割面

が残されている。今回の調査では41点出土しており、礫と礫石器を除く石器の中では点数比で約

0.2％、剥片・石核・分割礫の中でも約0.3％となる。また分割礫：石核の点数比較では1：24の割

合である。これらの分割礫をみてみると、ほどんどのものは礫面を大きく残し、円礫の半分割ま

たは礫面除去に伴う分割が多い。こうした分割の工程を示す資料が存在することは、本遺跡の機

能的側面に関わることで、犬除遺跡が石材の獲得と石器製作を行った場所であったことを示唆し

ている。

石核は、素材・剥片剥離の手法・残核形態によって3分類5細分された。まずA類石核は、分

割礫や剥片を素材として打面転位をくり返しながら剥片剥離を行うもので、残核形態はブロック

状となる。B1類石核は、礫を素材として一方向からの加撃によって剥片剥離を行うもの。残核

形態はチョッパー状となる。B2類石核は、礫を素材として表裏両面側からの加撃によって剥片

剥離を行う、交互剥離の痕跡を残寸もの。残核形態はチョッピングトゥール状となる。C1類石

核は、剥片を素材として一方向からの加撃によって剥片剥離を行うもの。残核形態はチョッパー

状となる。C2類石核は、剥片を素材として表裏両面側からの加撃によって剥片剥離を行うもの。

残核形態はチョッピング・トゥール状となる。ここでこれら各類の石核が、どのように残されて

きたのかを簡単に説明してみる。

まずA 類石核であるが、ブロック状の分割礫が準備され、その後大きく改変されることなく剥

片剥離が開始されたものである。石核のサイズは大小様々であるが、剥片剥離は打面転位を頻繁

に行い、固定された打面は認められない。なお、このA 類石核の中には姫島産黒曜石製のものが

含まれているが、頁岩製のものに比べて、礫面を残寸背面があることや、剥片剥離が行われてい

ないと考えられる面が残されていることから、頁岩製のものとは異なる剥片剥離技術が想定でき

る。

B類石核は礫を素材としたものであるが、B1類石核は片方側からのみの剥片剥離が行われた

もので、B2類石核は相対する方向から剥片剥離の行われたものである。素材こそ異なるが、C

1・C2類石核も同様で、C1類石核が片方からのみの剥片剥離で、C2類石核が相対する方向か

らの剥片剥離によるものである。以上のように、細分1 ・2 は残される剥片剥離面の状態を示し

ているが、これは剥片剥離における作業進行の具合を示すものである。つまり、剥片剥離が行わ

れるにあたって、まず礫または剥片の一方側から最初の剥離が行われ、その後反対面からの加撃
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によって剥片剥離を行った手順が考えられるのである。言い換えれば、B・C1類石核からB・C

2類石核へと作業が進行したことを示している。また、B類石核とC類石核は素材によって分類

されているが、C類石核の場合、礫の分割段階や、A類石核による剥片剥離によって作出された

剥片が素材となっていることは十分に考えられる。B類石核の場合は、分割礫が素材となると考

えるよりも、出土遺物から考えれば、手を加えられていない礫からそのまま剥片剥離が行われた

とみるべきであろう。ちなみにB2類石核の場合、第140図1401、第141図1404、第144図1414・

1415などのように、幅に比して本体の長身なものがある。これは交互剥離の初期工程を示すもの

で、剥片剥離が進行するにしたがって、本体は短くなるのである。

以上のように本報告で示した分類は、各分類の石核によって異なる剥片剥離技法を示すもので

はなく、分割礫、A類石核、C1・2類石核は一連の工程によって残された一群である可能性が

高い。また、B類石核は分割の工程を省いており、扁平な素材が選択された後に剥片剥離を行っ

ており、剥離の状況からはB1・2類石核が一つの工程で残されたものと判断できよう。こうし

たことから、犬除遺跡における剥片剥離工程は、2つの技術工程が存在したと考えられ、素材の

選択によって大きく2つの技術に依存していたと解釈できよう。

またこれらの石核について細分組成をみてみると、C2類石核が最も多く69.0％、次いでC1類

石核11.4％となり、B1類石核が最も少なく1.5％となる（第233図）。このことからも剥片剥離の

最終工程に近いものが多いことがわかる。

ここで周辺地域における縄文時代後期の石核をみると、大宮・宮崎遺跡では、犬除遺跡で分類

されたバリエイションすべてが存在するようである。宿毛貝塚や平城貝塚、片粕遺跡などをみて

第234図 犬除遺跡の剝片剝離技術
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も、平城貝塚で石核を転用したと思われるスクレイパー（木村1982のFig.47の6）があるのみで、

石核が大量に出土する遺跡は非常に少ない。このことについては、調査の報告がなされる段階で

実測図が割愛されたとも思われ、今後再確認されることも考えられるが、犬除遺跡や大宮・宮崎

遺跡のような石核の組成は、今後も多くの類例増加には至らないであろう。このことは石材産出

の環境に左右されることで、犬除遺跡や大宮・宮崎遺跡のように良質な頁岩を産出する河川を控

えている場所であれば、石核や剥片などが大量に出土することも不自然ではない。しかし類例は

少ないものの、同質の頁岩製石核が、犬除遺跡や大宮・宮崎遺跡の立地する高月山を中心とした

山系から離れた遺跡では、概して小さくなり、犬除分類例の第C 類石核が多くなることは、高月

山系地域の遺跡が、石材発信地として機能していたことも想定できよう。しかしこのことを論証

するには、より多くの類例をふまえた分析が必要であることはいうまでもなく、今回の調査成果

からは、犬除遺跡については石材発信地としての位置づけを想定しておくことに留めたい。

敲石は円形のものに花崗岩使用が多く、棒状のものには頁岩使用が多い。これは石材産出の状

況によるものと考えられる。破損状況をみてみると、棒状のものは縦位方向に剥離したものが多

く、石器製作による強度な衝撃によると考えられる。こうしたことからは、敲石の使い分けが明

確に行われていたと考えるべきであろう。

石皿は花崗岩や安山岩を使用したもので占められている。中央が深く窪んだものもあるが、基

本的に磨面を残すものが多い。大形で窪みを持たないものについては、石器製作の台石として機

能したとも考えられるが明確に敲打痕を残すものが無く、ここでは石皿として取り扱うことが妥

当であると思われる。

ここで石材のことについて、簡単なデータを示しておきたい。まず包含層から出土したものに

ついて、石材と点数や重量の関係を示してみた（第235・236図）。なおここでは主要石材のみを

提示しており、剥片や剥片石器などにはチャート製、赤色珪質岩製、水晶製のものが含まれてい

る。また、礫石器には安山岩、花崗岩、砂岩が、垂飾品や石斧には結晶片岩、緑泥片岩が使用さ

れている。これらについての数値を述べておくと、チャートは6点6.61g、赤色珪質岩は5点

13.25g、水晶は10点454.07g、安山岩は63点44,634.54g、花崗岩は28点45,829.99g、砂岩は5点

792.87g、結晶片岩は11点1,035.87g、緑泥片岩は2点65.96gである。また礫石器に関して全体

比をみてみると、安山岩・花崗岩製礫石器は合計して90,464.53gであるが、これは石器の全重量

（658,877.27g）からすれば約14％を占める割合である。

3 種の石材についてみてみると、頁岩が点数・重量比ともに最も高い割合で確認されているこ

とがわかる（第235・236図）。この頁岩については、今回の調査では中駄場遺跡の分類と、新た

に確認されたものも含めて頁岩A･B・C の3種に分類している。頁岩Aは暗褐色風化面のもので

中駄場分類の頁岩1に、頁岩Bは黄褐色風化面のもので中駄場分類の頁岩2に該当する（多田

1999）。犬除遺跡の調査では赤褐色（小豆色）風化面を持つものも確認されており、石材のバリ

エイションは1例増加されている。なお頁岩A･B・Cの分類は、石材分析の結果においても反映

されているようで、例えば元素組成による分類（第38表）をみても、原産地同定の推察に示唆を

与えるものと考えられよう（第4章第2節）。この頁岩の細分組成は、大きく目立つ現象はなく、
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第235 図　縄文時代前・後期の石材組成1 第236図　縄文時代前・後期の石材組成2
（包含層出土：点数比） （包含層出生：重量比）

第44表　御棋盆地における完形石鏃の平均法量

破損品 完形品 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（g）遺跡名 石 材

池ノ岡遺跡 姫島産黒曜石 20 25 1．28 0．73

サヌカイト 8 6 1．54 0．83

チャート 11 10 1．57 0．94

頁岩 5 5 1．90 2．73

影平遺跡 姫島産黒曜石 5 19 1．26 1．00

頁岩 7 3 2．13 1．10

3 6

1．88

2．11

1．99

3．16

1．98

2．51

2．32 1．88

0．36

0．34

0．37

0．54

0．35

0．49

0．35 0．89チャート

中駄場遺跡 姫島産黒曜石 2 4 1.95 1．63 0．43 0．88

犬除2 次 姫島産黒曜石 6 8 2．10 1．56 0．68 1．12

19 5 2．84 2．20 0．60 3．51サヌカイト

頁岩 125 50 2．50 1．93 0．53 2．97

＊多田1999に加筆

頁岩B・Cは点数比で約1～2％前後、重量比で1％未満となり、多くを占める割合ではない。

ちなみに中駄場遺跡での分析例からいえば、後期旧石器時代には頁岩B （中駄場頁岩2）の使用

が多く、縄文時代前期では頁岩A（中駄場頁岩1）の使用が増加している結果が得られている。

この結果と犬除遺跡の状況を照合すれば、縄文時代になって頁岩Aの使用量が増加し、後期に至

るとほぼ主体的な割合を占めることになるといえよう。

サヌカイトは点数比で1.1％、重量比で0％に近い割合となり、包含層中から出土したものの総

重量は206.20gであった。石材全体からすればその依存度は低く、犬除遺跡では石鏃の使用石材

や剥片で確認することができる。西南四国地域におけるサヌカイトの出土量をみると、大宮・宮

崎遺跡において1,251.14gを測るサヌカイト製石核が知られている（木村1999）。この石核は全体

形が板状となるもので、現在までにこれに類似した重量を持つ資料は知られていない。極めて希

な例であるといえようが、大宮・宮崎遺跡の例は犬除遺跡などを含めた、周辺地域におけるサヌ

カイト製石器との関連を考える上では興味深い。

姫島産黒曜石は前期の項でも触れているが、そのほとんどは前期に帰属すると考えられる。こ

の石材は点数比で4.4％、重量比で0.1％となり、包含層中から出土したものの総重量は595.14gで
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ある。いずれにしろ、前期土器の出土量とほぼ比例するとも考えられ、このことこそが、前期に

帰属するであろう事とつながりを持つと評価できる。

その他の石材について若干触れておくと、チャートが6点6.61g、赤色珪質岩が5点13.25gと

なり、量的には少数の割合である。このうち赤色珪質岩は楔形石器にも用いられているもので、

同様な石材（赤色珪質岩）の剥片は、石材分析によって御荷鉾帯で産出する石材であることが確

認されている。こうした遠隔地石材の検討も詳細に検討が加えられるべき課題といえよう。

ここで中駄場遺跡の報告時に行った石鏃の分析を、ここ犬除遺跡でも試算してその比較を行っ

てみる。中駄場遺跡の報告では御槇盆地で確認されている石鏃について、石材との関係を考える

上でのデータが提示されている（多田1999）。このデータを犬除遺跡と照らし合わせてみると、

犬除遺跡の主要石材である頁岩製石鏃の重量については、池ノ岡遺跡、影平遺跡に比べても高い

数値を示している（第44表）。また姫島産黒曜石製石鏃の重量上でも中駄場遺跡を含めた4 遺跡

の中でも高い数値である。ここで特に目立つ現象としては、サヌカイト製石鏃についてであろう。

これをみると、犬除遺跡では完形石鏃の平均重量が3.51gを測り、池ノ岡遺跡の約4倍の平均重

量であることがわかる。またサヌカイト製石鏃は犬除遺跡と池ノ岡遺跡で知られるのみである。

何らかの関連を示す2遺跡の共通点を挙げるならば、縄文時代後期の遺物包含層が確認されてい

ることであろう。この現象とサヌカイト製石器の存在が関連するであろう事は充分考えられ、さ

らに犬除遺跡でサヌカイト製石鏃の平均重量が比較的高い数値を示すことは、池ノ岡遺跡との時

期差によることも考えられよう。この2遺跡における時期差とは、池ノ岡遺跡で確認されている

縄文土器が後期前葉から中葉までに限定されているのに対し、犬除遺跡では後期後半までの土器

が確認されていることからも導き出せる。これらのことは、表面採集資料も含めての判断である

ため慎重に論証しなければならないが、サヌカイト製石器の存在と時期的な関係について大まか

な判断材料を提示できるといえる。

土製品

今回の調査で出土した土製品は、土製円盤1 点のみである。これは土器片を再加工したもので、

全体形は縦に長い隅丸方形状となり、全縁に研磨を施して仕上げている。土器片錘の可能性も考

えられたが、本報告では土製円盤のバリエイションとして提示しておく。

第4節　 まとめ

本章では各時期の様相について、遺構の類例対比や土器型式対比、石器の類例対比などを考え

てみた。追試・論証すべき問題点も残されることとなったが、犬除遺跡が西南四国の代表的な縄

文時代遺跡として位置づけられることが期待される。最後に前節をふまえて、再び今回の調査成

果を簡単にふり返りたい。

まず現在までに確認されている犬除遺跡の遺物包蔵面積は、平成10年度（1998年）に行われた

試掘調査によって、西南四国地域で最大規模の約12,000㎡を測ることが確認されている。このう

ち発掘調査が行われたのは、平成10年度（1998年）に津島町教育委員会によって行われた1次調

査（梶原ほか2000）と、今回の2次調査を含めて2,600㎡である。この調査面積は御槇盆地におけ

－332－



る考古学的調査としては最大規模の発掘となった。また、1次調査で確認された約4,000点の出土

遺物と2次調査で確認された25,000点にも及ぶ包含層出土遺物は、西南四国地域で最大規模であ

り、遺物の内容から考えても本地域における縄文時代の指標的遺跡として位置づけることができ

る。なお発掘調査中に得られた表面採集遺物や、包含層上位の堆積層からの出土した遺物も大量に

確認されており、本来的には記録した数値以上の遺物が存在していたと思われる。

縄文時代早期の調査では、土器組成に関連した時間的位置づけが課題となった。また本地域で

この時期に普遍的に認められる集石が犬除遺跡でも確認され、新たな類例として評価できよう。

石器は剥片や石核が多く、縄文時代後期のように石器製作が頻繁に行われていたと解釈できる。

また石斧の位置づけについては残される問題点となったが、今後の類例増加と追証に期待したい。

縄文時代前期については、縄文土器のみの提示であった。鬼界アカホヤ火山灰の降灰層準上位

から出土したもので、第3章第4節で報告したものの中には、当然、前期に帰属する石器が含ま

れていよう。特に姫島産黒曜石との強い結びつきが示唆されたが、本調査では基本的な根拠を示

すことができず、問題を後送りしたこととなった。

縄文時代後期については、配石墓、2基の土坑、集石といった遺構が確認された。配石墓は西

南四国では初例で、愛媛県内では江口貝塚に続く2例目となった。また土坑については、周辺と

の比較から土坑墓として機能したごとを考えたが、人骨の出土がないことや理化学的分析などを

行っていないため、この仮定については論証が必要であろう。

縄文時代後期の土器は後期前葉～後半までのものが出土し、宿毛式土器や片粕式土器などの土

器型式が確認されており、本地域の普遍的な様相と一致する。本報告で行った8 分類27細分の土

器分類については今後も多くの批判を仰ぎたい。また後期の出土遺物の内、約6 割が石器である。

多くは剥片と石核で、縄文時代後期の長期間に亘って石器製作が行われたことが確認できた。こ

れは犬除が石材原産地として利用されていたことを示すもので、現在でも松田川流域に産出する

頁岩は、石器の良好な石材として当時から人々の間で周知されていたと思われる。そして今回確

認された石斧未成品の出土や、石核の分析などからも石材発信地として位置づけることが想定で

きよう。残される課題は、ここで生産された石器または石材が、どのように流通していたのかを

具体的に論究することであり、これによって縄文時代後期の行動範囲や石材流通の動態を具体的

に知ることができる。そして今回の調査では、その一助として石材産地同定を目指した石材分析

を行ない、この分析では頁岩としたものについて、包含層から出土した剥片と松田川採集の石材

サンプルが、元素組成上ほぼ一致する事が確認できた。さらなる追試が必要であるが、この成果は

本地域における石材研究に大きく影響するであろう。しかし残された課題として、石材細分の

検討からは、頁岩A･B･Cともに周辺で産出する在地石材でありながら、時期差によって使用量

の差が生じていることが確認された。中駄場遺跡の調査時から注意されていた点であるが、この

ことを論証するにはさらに分析例を増やす必要がある。

遠隔地との層位的対比に応用される広域降下火山灰の検出では、第Ⅳ層中から鬼界アカホヤ火

山灰（K-Ah：約6，300年前）が、そして第Ⅷa層上部で姶良-丹沢火山灰（AT：約25,000年前）の

降灰層準が確認された（第4章第1節）。現在までに中駄場遺跡の調査でもテフラ分析が行われ
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ており、御槇盆地における層位対比は広域降下火山灰を示準とした裏付けが可能となった。今回

の調査では鬼界アカホヤ火山灰の降灰層準下位から縄文時代早期の遺構・遺物が、そして上位か

ら縄文時代前期・後期の遺構・遺物が確認されており、火山灰の年代と考古資料年代の整合性を

確認できた。

また考古学的成果もさることながら、周辺地域と高知県宿毛市を含めた多くの小学生の参加に

よる体験発掘も大きな成果であった。地域住民参加の発掘調査は県内ではようやく軌道にのった

ばかりであが、御槇盆地では平成9年度（1997年）に実施した中駄場遺跡（宿毛線事業）での体

験発掘が発端となり、本調査でも多くの参加者が得られることとなった。

最後に、今回の発掘調査ではその準備から終了に至るまで、津島町教育委員会をはじめとした

多くの地元の方々にご協力をいただいている。また地域で精力的に調査研究を進めておられる研

究者の方々には、多くの助言と励ましをいただいた。特に御槇地域において先駆的に研究活動を

開始した犬飼徹夫氏と木村刪朗氏の両氏には、調査方法から遺物の評価に至る細かな点までご指

導を賜った。さらに遠方から調査の指導に来ていただいた別府大学の橘昌信先生には、今後も調

査研究についてさらにご指導いただきたいと考える。今回の調査では、こうした数多くの支えが

あって大きな成果を得ることとなった。皆様に厚く感謝申し上げたい。
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例 言

1　本書は､ 犬除遺跡2 次調査で確認された遺物の諸属性と､ その出土状況( 平面･ 垂直分布図)

を記録したものである｡

2 表の記録番号は､ 発掘調査時における記録番号である｡

3 最大長､ 最大幅､ 最大厚はcm､ 重量はg､ 出土標高の単位はm の各単位を用いた｡

4 欠番は表から除外しており､ その一覧は巻末に列挙した｡

4 出土ｸﾞﾘｯﾄﾞは､ 現地で設営されたｸﾞﾘｯﾄﾞを1m毎に分けて小ｸﾞﾘｯﾄﾞを設定した｡ 各小

ｸﾞﾘｯﾄﾞの名称は､ 以下の凡例のとおりである｡

A21A20

A20-13A20-9A20-5A20-1

A20-14A20-10A20-6A20-2

A20-15A20-11A20-7A20-3

A20-16A20-12A20-8A20-4

B21B20

5 遺物分布図の浄書は株式会社ﾌ ｼﾞﾃｸﾉ に委託し､ 表に掲載した遺物出土地点の座標値は､

当ｾﾝﾀｰ作成の遺物分布図を用いて同社がその数値を求めたものである｡

6 遺物分布図に記録されているNoは､ 発掘調査時における記録番号である｡

7 遺物分布図の縮尺は､30分の1である｡
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3号土坑の検出状況(縄文時代後期､ 北東から)

図版253 号土坑の遺物出土状況(縄文時代後期､南から)

1号集石の検出状況(縄文時代後期､東から)

図版26 縄文時代後期の遺物分布1(A･C15~23､ 西から)

縄文時代後期の遺物分布2(A･C15~23､ 西から)

図版27 縄文時代後期の遣物分布3(A･C15~23､ 西から)

縄文時代後期の遺物分布4(A･C15~23､ 西から)

図版28 縄文時代後期の遺物分布5(A･C25~29､ 東から)

縄文時代後期の遺物分布6(A･C25~29､ 東から)

図版29 縄文時代後期の遺物分布7(A･C25~29､ 朿から)

縄文時代後期の遺物分布8(A･C30~35､ 西から)

図版30 縄文時代後期の遺物分布9(A･C30~35､ 西から)

縄文時代後期の遺物分布10(A･C30~35､ 西から)

図版31 縄文時代後期の遺物分布11(A･C30~35､ 西から)

縄文時代後期の遺物分布12(A･C30~35､ 西から)

図版32 縄文時代後期の遺物分布13(A･C36~40､ 東から)

縄文時代後期の遺物分布14(A･C36~40､ 東から)

図版33 縄文時代後期の遺物分布15(A･C36~40､ 東から)

縄文時代後期の遺物分布16(A･C36~ 東方向へ)

図阪34 完掘状況1(A･C4~7､ 東から)

完掘状況2(A･C43~45､

図版35 完掘状況3(A･C8~

北から)

西方向へ)

完掘状況4(A･C40~ 東方向へ)

図版36 研究者招へい1

研究者招へい2

図版37ﾃﾌﾗ 分析のｻﾝ ﾌﾟﾘﾝ ｸ 作゙業

作業風景1
図版38 作業風景2

作業風景3

図版39 現地説明会1

現地説明会2

図版40 体験発掘1( 参加:津島町立岩松小学校)

体験発掘2( 参加:津島町立畑地小学校)

図版41 歴史講座での遺跡見学会1( 保内町教育委員会)

歴史講座での遺跡見学会2( 保内町教育委員会)
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図版47

図版48
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縄文時代後期の遺物4 （縄文土器）

縄文時代後期の遺物5 （縄文土器）
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縄文時代後期の遺物16（縄文土器）

縄文時代後期の遺物17（縄文土器）

縄文時代後期の遺物18（縄文土器）

縄文時代後期の遺物19（縄文土器）

縄文時代後期の遺物20（縄文土器）

縄文時代後期の遺物21（縄文土器）

縄文時代後期の遺物22（縄文土器）

縄文時代後期の遺物23（縄文土器）

縄文時代後期の遺物24（縄文土器）

縄文時代後期の遺物25（縄文土器）

縄文時代後期の遺物26（縄文土器）

縄文時代後期の遺物27（縄文土器）

縄文時代後期の遺物28（縄文土器）

縄文時代後期の遺物29（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物30（縄文土器）

縄文時代後期の遺物31（縄文土器）

縄文時代後期の遺物32（縄文土器）

縄文時代後期の遺物33（縄文土器）

縄文時代後期の遺物34（縄文土器）

縄文時代後期の遺物35（縄文土器）

縄文時代後期の遺物36（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物37（石鏃）

縄文時代後期の遺物38（石鏃）

縄文時代後期の遺物39（石鏃）

縄文時代後期の遺物40（石鏃）

縄文時代後期の遺物41（石鏃）
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縄文時代後期の遺物42（楔形石器・石錐）

縄文時代後期の遺物43（スクレイパー）

縄文時代後期の遺物44（スクレイパー）

縄文時代後期の遺物45（石斧）

縄文時代後期の遺物46（石斧）

縄文時代後期の遺物47（石斧）

縄文時代後期の遺物48（石錘・円盤形石器・両面加工石器・尖頭状石器）

縄文時代後期の遺物49（垂飾品・石棒・水晶製石器素材）

縄文時代後期の遺物50（分割礫）
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縄文時代後期の遺物52（石核）

縄文時代後期の遺物53（石核）

縄文時代後期の遺物54（石核）

縄文時代後期の遺物55（石核）

縄文時代後期の遺物56（石核）

縄文時代後期の遺物57（石核）

縄文時代後期の遺物58（石核）

縄文時代後期の遺物59（石核）

縄文時代後期の遺物60（石核）

縄文時代後期の遺物61（石核）
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縄文時代後期の遺物63（敲石）
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縄文時代後期の遺物65（石皿）
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石材分析における偏光顕微鏡写真1

石材分析における偏光顕微鏡写真2

石材分析における偏光顕微鏡写真3

図版84 土器の白色付着物分析におけるマイクロスコープ写真
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調査区航空写真3 （西から）

調査区航空写真4 （南から）



図
版

3

調査区近景1（南東から）

調査区近景2（東から）



図
版

4

調査区近景3 （西から）
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土層堆積状況6（A24付近）
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土層堆積状況8 （A27 付近）
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土層堆積状況12（A38付近）

土層堆積状況13（A39付近）



図
版

12

土層堆積状況14（A45 付近）
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土層堆積状況20（B30付近）
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土層堆積状況22（B43付近）

土層堆積状況23（C43付近）
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2号集石の上面堆積（縄文時代早期、南東から）

2号集石の下面堆積（縄文時代早期、南東から）
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2号集石に伴う皿状窪み（縄文時代早期、南東から）

縄文時代早期の遺物分布1（A・B25～30、東から）
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縄文時代早期の遺物分布2（A・B25～30、東から）

縄文時代早期の遺物分布3（A・B30～35、西から）
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縄文時代早期の遺物分布4 （A40 付近、南東から）

縄文時代早期の遺物分布5 （A ・B36 ～40、西から）
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縄文時代早期の遺物分布6（A・B36～40、西から）

配石墓の検出状況1（縄文時代後期、南から）
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配石墓の検出状況2（縄文時代後期、西から）

配石墓の検出状況3（縄文時代後期、南から）
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2 号土坑の検出状況（縄文時代後期、北西から）

2 号土坑の遺物出土状況（縄文時代後期、南から）
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2号土坑の完掘状況（縄文時代後期、南から）

3号土坑の検出状況（縄文時代後期、北東から）
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3号土坑の遺物出土状況（縄文時代後期、南から）

1号集石の検出状況（縄文時代後期、東から）
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縄文時代後期の遺物分布1（A・C15～23、西から）

縄文時代後期の遺物分布2 （A ・C15 ～23、西から）
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縄文時代後期の遺物分布3（A・C15～23、西から）

縄文時代後期の遺物分布4（A・C15～23、西から）
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縄文時代後期の遺物分布5 （A ・C25 ～29、東から）

縄文時代後期の遺物分布6 （A ・C25 ～29、東から）
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縄文時代後期の遺物分布7 （A ・C25 ～29、東から）

縄文時代後期の遺物分布8 （A ・C30 ～35、西から）
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縄文時代後期の遺物分布9 （A ・C30 ～35、西から）

縄文時代後期の遺物分布10（A・C30～35、西から）
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縄文時代後期の遺物分布11（A・C30～35、西から）

縄文時代後期の遺物分布12（A・C30～35、西から）
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縄文時代後期の遺物分有13（A・C36～4O、東から）

縄文時代後期の遺物分布14（A・C36～4O、東から）
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縄文時代後期の遺物分布15（A・C36～40、東から）

縄文時代後期の遺物分布16（A・C36～東方向へ）
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完掘状況1（A・C4～7、東から）

完掘状況2 （A ・C43 ～45、北から）



図
版

35

完掘状況3 （A・C8～西方向へ）

完掘状況4 （A・C40～東方向へ）



図
版

36

研究者招へい1

研究者招へい2
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テフラ分析のサンプリング作業

作業風景1
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作業風景2

作業風景3
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現地説明会1

現地説明会2
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体験発掘1（参加：津島町立岩松小学校）

体験発掘2（参加：津島町立畑地小学校）
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歴史講座での遺跡見学会1 （保内町教育委員会）

歴史講座での遺跡見学会2 （保内町教育委員会）
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晴天時の松田川

降雨時の松田川
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2 号集石の出土遺物（縄文時代早期）

縄文時代早期の遺物1 （縄文土器）
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縄文時代早期の遺物2 （石鏃・スクレイパー・石斧）

縄文時代早期の遺物3（石核）
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縄文時代早期の遺物4 （石核）

縄文時代早期の遺物5 （石皿）
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配石墓の出土遺物（縄文時代後期、縄文土器・スクレイパー・石錘）

2 号土坑の出土遺物（縄文時代後期、縄文土器・石鏃）
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3 号土坑の出土遺物（縄文時代後期、石鏃・石皿）

※左写真の裏

遺構出土の動物遺体（縄文時代後期）
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縄文時代前期の遺物（縄文土器）

縄文時代後期の遺物1 （縄文土器）
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縄文時代後期の遺物2 （縄文土器）

縄文時代後期の遺物3 （縄文土器）
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縄文時代後期の遺物4 （縄文土器）

縄文時代後期の漬物5（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物6 （縄文土器）

縄文時代後期の遺物7 （縄文土器）
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縄文時代後期の遺物8 （縄文土器）

縄文時代後期の遺物9 （縄文土器）
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縄文時代後期の遺物10（縄文土器）

縄文時代後期の遺物11（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物12（縄文土器）

縄文時代後期の遺物13（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物14（縄文土器）

縄文時代後期の遺物15（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物16（縄文土器）

縄文時代後期の遺物17（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物18（縄文土器）

縄文時代後期の遺物19（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物20（縄文土器）

縄文時代後期の遺物21（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物22 （縄文土 器）

縄文時代後期の遺物23（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物24（縄文土器）

縄文時代後期の遺物25 （縄文土 器）
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縄文時代後期の遺物26（縄文土器）

縄文時代後期の遺物27（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物28 （縄文土器）

縄文時代後期の遺物29（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物30（縄文土器）

縄文時代後期の遺物31（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物32（縄文土器）

縄文時代後期の遺物33（縄文土器）
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縄文時代後期の遺物34（縄文土器）

縄文時代後期の遺物35（縄文土器）



図
版
66

縄文時代後期の遺物36（縄文土器）

縄文時代後期の遺物37（石鏃）
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縄文時代後期の遺物38（石鏃）

縄文時代後期の遺物39（石鏃）
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縄文時代後期の遺物40（石鏃）

縄文時代後期の遺物41 （石鏃）
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縄文時代後期の遺物42（楔形石器・石鏃）

縄文時代後期の遺物43（スクレイパー）
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縄文時代後期の遺物44（スクレイパー）

縄文時代後期の遺物45（石斧）
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縄文時代後期の遺物46（石斧）

縄文時代後期の遺物47（石斧）
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縄文時代後期の遺物48（石錘・円盤形石器・両面加工石器・尖頭状石器）

縄文時代後期の遺物49（垂飾品・石棒・水晶製石器素材）
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縄文時代後期の遺物50（分割礫）

縄文時代後期の遺物51（石核）
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縄文時代後期の遺物52（石核）

縄文時代後期の遺物53 （石核）
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縄文時代後期の遺物54（石核）

縄文時代後期の遺物55（石核）
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縄文時代後期の遺物56（石核）

縄文時代後期の遺物57（石核）
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縄文時代後期の遺物58（石核）

縄文時代後期の遺物59（石核）
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縄文時代後期の遺物60（石核）

縄文時代後期の遺物61（石核）
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縄文時代後期の遺物62（敲石）

縄文時代後期の遺物63（敲石）
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縄文時代後期の遺物64（石皿）

縄文時代後期の遺物65（石皿）

縄文時代後期の遺物66（土製円盤）
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①MTD－1（泥岩） ②MTD－2（泥岩）

③MTD－3（泥岩） ④INY99－216（極粗粒砂岩～シルト質砂岩）

※上：単ニコル、下：直交ニコル

石材分析における偏光顕微鏡写真1
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⑤TNY99－709（泥岩：放散虫を含む） ⑥INY99-10279（酸性擬灰岩）

⑦INY99－26426（泥岩） ⑧INY99－406（酸性擬灰岩）

※上：単ニコル、下：直交ニコル

石材分析における偏光顕微鏡写真2
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⑨INY99－9665（泥岩） ⑩INY99－表（赤色珪質岩）

※上：単ニコル、下：直交ニコル

石材分析における偏光顕微鏡写真3
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1
No.12511

2
No.12722 ※赤丸内は炭化物

3
No.21993

土器の白色付着物分析におけるマイクロスコープ写真
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