
無く、前主面が広い。59は最大長6.0cm(残存値)、最大幅は2.2cm(残存値)、最大厚1.0cmを測り、

刃部は片刃で僅かに後主面があり、前主面は狭い。いずれも大陸系磨製石器で搬入品の可能性が

高い。図87-60～64はサヌカイト製打製石鏃で、60～63が凹基式、64が平基式である。

本遺構の時期は、ヘラ束櫛状工具を使用した施文が顕著に認められることから伊予東部第Ⅱ-2

様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-04,SD-17(図10・88～92)

平面形・規模；3区2C-31・32gに位置する。本遺構はSK-03に近接しており、土坑に付随すると

思われるSD-17はその端が調査区側溝に切られている。SK-04は長軸3.15m、短軸1.20～1.56mの

ピーナッツ形を呈している。西側肩部には弧状のテラスが認められる。検出面からの深さは最大

で約26cmを測る。断面形状は底面に若干の起伏が認められるもののほぼ平坦で、有段の逆台形

を呈している。SK-04の北東側側面肩部に接して緩やかに北側に曲がりながら延びるSD-17は、

長さが検出値で2.00m、幅50～92cm、深さ26cmを測る小規模な溝である。埋土の状況からSK-04

がSD-17を切っているが、本来は同一もしくは一連の遺構であった可能性が高く、その堆積過程

に起因した前後関係が検出状況に反映されたと考えられる。

土層堆積状況； SK-04の埋土は3層に分層できる。各層とも土器片を含むが、1層は炭化物も混入

している。埋土は基本的に安定しており、その堆積状況から各層は出土遺物や炭化物とともに人

為的に埋められた可能性が高い。SD-17の埋土は2層に分層でき、1層は炭化物や土器細片が含ま

れており、SK-04の 1層に土質も含めて近似している。このことは両遺構が同一もしくは一連の

遺構であった可能性を示唆している。2層は炭化物を多く含む層である。SD-17の埋土もその堆

積状況から炭化物を中心に人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；SK-04及びSD-17から弥生土器片と石器類が出土した。図示できる出土遺物は

少なく、SK-04から出土した弥生土器の壺 1個体(図89-155)と石器類3点 (図90・91)である。SD-17

出土遺物では弥生土器で図化できるものは無く、唯一図化することができたのは石器類1点(図

92)である。

図89-155は広口壺の口頸部で、緩やかに短く外反する口縁部はその口縁端部にヘラ描斜格子文
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図87　3区　SK-03 出土石器2



が施されており、内面には貼付突帯文が環状に施

され、途中で折り返すことで馬蹄形を呈している。

そしてその外側には7条の櫛描鋸歯文が施されて

いる。

図90-65はサヌカイト製の打製石鏃未成品であ

る。図91-66は安山岩製の磨石である。そして図

91-67は安山岩製の投弾もしくは敲石で、重量は

92
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1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物・土器細片を少量含む） 
2層 10YR 4/4 褐色 砂質土（炭化物を多く含む） 

1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（1cm大の亜円礫を少量含み、土器片・炭化物を含む） 
2層 10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土 
3層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（2cm大の亜角礫を多く含み、土器を含む） 
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図89　3区　SK-04 出土遺物 
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544.87gを計る。SD-17から出土した図92-68は、サヌカイト製スクレイパーの未成品である。

本遺構の時期は、出土した広口壺に多条化した櫛描直線文が認められることとその形状から伊

予東部第Ⅱ-2様式期の範疇で捉えることができる。

SK-05・05a～05e(図10・93～102)

平面形・規模；3区2B～2D-32・33gに位置する。深さは最大で約10cmを測り、短軸が1.84m前後

で、長軸が4.30mと6.00mの一部が接して並列する2基の土坑状の浅い落ち込みの中に、明確な掘

り込みを持つ土坑5基が検出され、それぞれをSK-05a、SK-05b、SK-05c、SK-05d、SK-05eと呼称

した。以下、各土坑について記述する。

SK-05a

平面形・規模；長径1.00m、短径0.76mのいびつな楕円形を呈している。検出面からの深さは約

20cmを測る。断面形状は底面が平坦な逆台形を呈している。

土層堆積状況；図示していないが埋土は単層でc-d断面10層と同様の堆積層が充填されていた。

その堆積状況から人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が僅かに出土したが図示できるものは無かった。

93

0 10cm

1    :    3

66
67

図91　3区　SK-04 出土石器2

5cm0

1    :    2

68

図92　3区　SD-17 出土石器 



94

1層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む） 
2層 10YR 4/6 褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
3層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む） 
4層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
5層 2.5Y 5/6 黄褐色 シルト 

1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含む） 
2層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
3層 10YR 4/1 褐灰色 砂質土（土器片を含み、炭化物を密に含む） 
4層 10YR 6/6 明黄褐色 シルト（炭化物を少量含む） 
5層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含む） 
6層 10YR 4/2 灰黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
7層 2.5Y 5/3 黄褐色 シルト 
8層 2.5Y 5/6 黄褐色 砂質土（炭化物を含む） 
9層 2.5Y 5/4 黄褐色 砂質土（1cm大の亜円礫を少量含み、炭化物を少量含む） 

10層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
11層 10YR 4/1 褐灰色 砂質土（土器片を多く含む） 
12層 2.5Y 6/4 にぶい黄色 シルト 
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図93　3区　SK-05・05a～05e 平・断面図 
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本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいがc-d断面10層と同様の堆積層である

ことから伊予東部第Ⅱ-3様式の範疇で収まるものと考えられる。

SK-05b

平面形・規模；検出した上面での形状は長径1.82m、短径1.78mの円形を呈している。検出面か

らの深さは最大で約60cmを測る。断面形状は部分的に肩部の崩落が認められるが基本的にフラ

スコ状を呈している。以上の形状から本遺構は袋状貯蔵穴と考えられる。

土層堆積状況；埋土は5層に分層できる(図93のa-b断面)。いずれの層も炭化物と土器片を含み、

特に1・3層には多く認められた。1・3層は層厚も厚く、一気に堆積している状況を見て取ること

ができる。5層は肩部崩落土の可能性が高いが、1～4層は出土遺物や炭化物とともに人為的に埋
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図94　3区　SK-05b 出土遺物 



められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は1・3層を中心に弥生土器と石器類

が検出されている。図示することができた弥生土器は8個体(図

94-156～163)である。石器類は4点(図95-69～71、図96-72)である。

図94-156～158は貼付突帯による逆「L」字形口縁部を有する

甕である。156は無文で口縁部直下まで内外面にミガキを施し

ている。157は口縁部直下に計24条の櫛描直線文が施された後

にミガキが施されおり、一部直線文の上にもミガキが施されて

いる。この157は口縁端部から体部にかけて一部が欠損してい

るため全体形状は分からないが櫛描直線文施文後に異形の棒状

浮文が施されている。158は幅広になった逆「L」字形口縁端部

上面に6条の櫛描鋸歯文が施され、口縁部直下には7条1単位と

した櫛描直線文2段と6条1単位とした櫛描直線文2段が施され、

その間には6条の櫛描波状文が施されている。図94-159・160は甕の体部片で櫛描による文様と刺

突列点が施されている。図94-161・162は広口壺口縁部で、いずれも端部に文様を持ち、内面に

貼付突帯文を施している。162は口縁端部外面に粘土帯を貼付けて拡張している。図94-163は壺

の体部片で多条の櫛描直線文と波状文で加飾している。

図95-69～71はサヌカイト製打製石鏃で、69・70が凹基式、71が凸基式である。図96-72は結晶

片岩製の棒状石器で下端に敲打痕が認められる。

本遺構の時期は、貼付突帯による逆「L」字形口縁部の端部上面に櫛描文を施す甕の存在から

伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-05c

平面形・規模；検出した上面での形状は長径1.78m、短径1.42mの長楕円形を呈している。検出

面からの深さは最大で約58cmを測る。断面形状はフラスコ状を呈している。以上の形状から本

遺構は袋状貯蔵穴と考えられる。

土層堆積状況；埋土は9層に分層できる(図93のc-d断面)。いずれの層(7層以外)も炭化物と土器片

を含み、特に3層では多くの土器片と炭化物が密に含まれていた。1層はSK-05全体で認められた

浅い落ち込み上面から堆積している層であり、SK-05の最終埋没層と考えられる。この1層も含
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めて、いずれの埋土も一気に堆積している状況を見て取ることができる。7層は肩部崩落土の可

能性が高いが、1～6・8・9層は出土遺物や炭化物とともに人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は2・3層を中心に弥生土器と石器類が検出されている。図示すること

ができた弥生土器は5個体(図97-164～168)である。石器類は1点(図98-73)である。

図97-164は、折り曲げ口縁の甕で口縁部内側上面に8条の櫛描波状文が施され、口縁部直下の

体部外面には計36条の櫛描直線文が施されている。図97-165は貼付突帯による逆「L」字形口縁

部を有する甕で、逆「L」字形口縁部の端部上面に4条の櫛描波状文が施され、口縁部直下には9

条以上の櫛描直線文と5条以上のタテ方向の櫛描直線文が施されている。図97-166は甕底部で平

底である。図97-167・168は広口壺口縁部で、いずれも端部に粘土帯を貼付けて拡張している。

168は頸部に計19条の多条化した櫛描直線文を施している。

図98-73は長楕円形を呈する結晶片岩製磨製石庖丁で、約半分が欠損している。穿孔2孔が認め

られる。
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本遺構の時期は、口縁部の端部上面に櫛描文を施す甕の存在と広口壺の形状から伊予東部第

Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-05d

平面形・規模；長軸1.66m、短軸1.54mのいびつな隅丸方形を呈している。検出面からの深さは

約20cmを測る。断面形状は底面が平坦な逆台形を呈している。

土層堆積状況；図示していないが埋土は単層でc-d断面10層と同様の堆積層が充填されていた。

その堆積状況から人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器と石器類、そして滓状物質が検出されている。図示するこ

とができた弥生土器は1個体(図99-169)である。石器類は1点(図100-74)である。滓状物質は図示し

ていないが2点出土している。

図99-169は貼付突帯による逆「L」字形口縁部を有する甕で、逆「L」字形口縁部の端部上面

に3条の櫛描波状文が施され、口縁部直下には計24条の多条化した櫛描直線文が施されている。

図100-74は緑色片岩製の敲石で、上面に研磨の痕跡が確認できる。

滓状物質は2点が出土している。高温で溶解して生成したと思われる飴状に溶け、細かい気泡

の痕跡と考えられる孔が多量に認められる多孔質ガラス質物である。その一部は薄片観察と蛍光

X線分析を行った。その結果は第3分冊第1章の自然科学分析の項目で掲載しているので参照願い

たい。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが口縁部の端部上面に櫛描文を施す逆

「L」字形口縁部を有する甕の存在から伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-05e

平面形・規模；長径1.66m、短径0.98mのいびつな長楕円形を呈している。検出面からの深さは

約20cmを測る。断面形状は底面が平坦な逆台形を呈している。遺構の北側に幅0.92m、深さ20cm

の浅い落ち込みが付随し、SK-05cに切られている。

土層堆積状況；図示していないが埋土は単層でc-d断面10層と同様の堆積層が充填されていた。
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またSK-05cと連結している浅い落

ち込みの埋土はc-d断面11層であ

る。いずれの埋土もその堆積状況

から人為的に埋められた可能性が

高い。

出土遺物・時期；出土遺物はSK-

05eと北側に付随する浅い落ち込みにまたがった状態で比較的多くの弥生土器と石器類が検出さ

れている。図示することができた弥生土器は8個体(図101-170～177)である。石器類は2点(図102-

75・76)である。

図101-170・171は折り曲げ口縁部を有する甕である。170は無文である。171は口縁部内側上面

に9条の櫛描鋸歯文が施され、口縁部直下の体部外面には計24条の櫛描直線文が施されている。

図101-172～175は貼付突帯による逆「L」字形口縁部を有する甕である。172は貼付突帯部分が欠

落しているが、口縁部直下に計23条の櫛描直線文が施された後にミガキが施されおり、一部直線

文の上にもミガキが施されている。173～175は幅広になった逆「L」字形口縁端部上面に櫛描文

が施され、口縁部直下には多条化した櫛描直線文が施されている。175は体部に櫛描直線文が施

された後にミガキが施されおり、一部直線文の上にもミガキが施されている。図101-176は甕底

部でやや上げ底気味の平底である。図101-177は広口壺口縁部で、内面に貼付突帯圧痕文とその

外側に8条の櫛描波状文を施している。

図102-75は緑色片岩製磨製石庖丁の刃部片である。図102-76は長方形を呈した緑色片岩製打製

石庖丁であるが、表面に研磨が認められる。

本遺構の時期は、口縁部の端部上面に櫛描文を施す甕の存在と内面に貼付突帯文を施す広口壺

の形状から伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-06・07 ,SD-20(図10・103～108)

平面形・規模；3区2C・2D-33gに位置する。本遺構はSK-05dに近接している。検出された遺構の

前後関係は、SK-06がSD-20とSK-07に切られ、SD-20はSK-07に切られている。前後関係は認め

られるもののSD-20はSK-07に付随する可能性が高い。

まずSK-06の規模は長軸1.00m、短軸は残存値で0.70mの隅丸方形を呈している。検出面からの

深さは最大で約19cmを測る。断面形状は底面が平坦な逆台形を呈している。

SK-07の規模は長軸2.14m、短軸1.80mのややいびつな隅丸長方形を呈している。検出面からの

深さは最大で約60cmを測る。断面形状は底面が平坦で、肩部が直立気味に立ち上がる箱形を呈

している。

SD-20は、SK-07東側肩部に接し、N-30°-Eの方向に直線的に延びる溝で、長さが2.36m、幅36

～52cm、深さ19cmを測る小規模な溝である。溝の断面形状は「U」字形を呈している。溝の底

面はSK-07に向かって低くなっている。埋土の状況からSK-07がSD-20を切っているが、本来は同

一もしくは一連の遺構であった可能性が高く、その堆積過程に起因した前後関係が検出状況に反
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映されたと考えられる。

土層堆積状況； SK-06の埋土は図103のa-b断面14層の単層である。SK-07の埋土は12層(図103のa-

b断面1～12層)に分層できる。ほとんどの層で土器片と炭化物を含んでいる。a-b断面11・12層は

遺構肩部の崩落土と考えられる。9層のような焼土のブロックも認められる。最下層の10層には

土器片が一面に広がって確認できた。2層から12層まではレンズ状堆積が認められるものの、炭

化物の集積度や焼土ブロックの存在から人為的な廃棄行為を想定することができる。そして最後

に最大層厚35cmの1層が人為的に一気に充填された可能性が高い。SD-20の埋土は図103のa-b断

面13層の単層であり、SK-07の 1層に土質も含めて近似している。このことは両遺構が同一もし

くは一連の遺構であった可能性を示唆している。SD-20の埋土もその堆積状況から人為的に埋め

られた可能性が高い。

出土遺物・時期；SK-06は出土遺物が細片で図示できるものは無い。
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1層 10YR 5/2 灰黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む） 
2層 10YR 3/1 黒褐色 シルト（炭化物を密に含む層で土器片も多く含む） 
3層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
4層 2.5Y 5/3 黄褐色 砂質土 
5層 10YR 3/1 黒褐色 シルト（土器片・炭化物を密に含む） 
6層 10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
7層 10YR 4/1 褐灰色 砂質土（土器片・炭化物を密に含む） 
8層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む） 
9層 7.5YR 4/3 褐色 砂質土（焼土のブロックが混入したものと思われる） 

10層 10YR 4/4 褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む、土器の破片が一面に見られる） 
11層 2.5Y 5/4 黄褐色 粗砂 
12層 2.5Y 6/4 にぶい黄色 シルト 
13層 10YR 4/4 褐色 砂質土（やや明るめ、砂粒も細かい　SD-20埋土） 
14層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（砂粒がきめ細かい　SK-06埋土） 
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SK-07は最下層である10層から多量の弥生土器片と石器類が出土し、上層から滓状物質も出土

している。図示することができた弥生土器は12個体(図104-178～183、図105-184～188)である。

石器類は4点(図106-77～79、図107-80)である。滓状物質は図示していないが1点出土している。

図104-178～181は折り曲げ口縁部を有する甕である。緩やかに口縁部が屈曲する178は無文で

体部内外面は丁寧にミガキを施している。179～181は口縁部内側上面に櫛描波状文が施され、口

縁部直下の体部外面には多条の櫛描直線文が施されている。179・180はタテ方向の櫛描直線文が

間隔を空けて施されている。緩やかに口縁部が屈曲する179は体部が下膨れし、やや上げ底気味

の平底を有している。この179はヨコ方向の櫛描直線文の後にミガキが施され、その後タテ方向

の櫛描直線文が施されている。一方、180はヨコ方向の櫛描直線文の後にタテ方向の櫛描直線文

が施され、最後にミガキが施されている。181もヨコ方向の櫛描直線文の後にミガキが施されて

いる。図104-182・183と図105-184・185は貼付突帯による逆「L」字形口縁部を有する甕である。

182・183は口縁部直下に多条の櫛描直線文が施されており、183は施文後にミガキが施され、一

部直線文の上にもミガキが施されている。183～185は幅広になった逆「L」字形口縁端部上面に

櫛描鋸歯文が施されている。185は櫛描直線文が施された体部に焼成後穿孔が認められる。図

105-186・187は甕底部でやや上げ底気味の平底である。図105-188は広口壺口縁部で、内面に蕨

手状の貼付突帯圧痕文が施されている。

図106-77は楕円形を呈した緑色片岩製磨製石庖丁である。図106-78は緑色片岩製磨製石斧(伐採

斧)の未成品である。図106-79はサヌカイト製打製スクレイパーである。図107-80はサヌカイト製

打製石錐である。

滓状物質は高温で溶解して生成したと思われる飴状に溶け、細かい気泡の痕跡と考えられる孔

が多量に認められる多孔質ガラス質物である。その一部は薄片観察と蛍光X線分析を行った。そ

の結果は第3分冊第1章の自然科学分析の項目で掲載しているので参照願いたい。

SD-20は弥生土器片が少量出土した。図示することができた弥生土器は1個体(図108-189)であ

103

0 10cm

1    :    3

184

185186

187 188

図105　3区　SK-07 出土遺物2



る。図108-189は甕底部で平底である。

各遺構の時期は、まずSK-07が口縁部の端部上面に櫛描文を

施す甕の存在と内面に貼付突帯文を施す広口壺の形状から伊

予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる。そし

てSD-20はSK-07と同一もしくは一連の遺構であった可能性を

考えていることから、やはり伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に

収まると考えておく。SK-06はSK-07とSD-20に切られている

ことから伊予東部第Ⅱ-3様式期を下限に考え、遺構の状況か

ら考えて上限もさほど古くならないのではないかと思われる。

SK-08(図10・109)

平面形・規模；3区2D-34gに位置する。長軸1.20m、短軸0.94m

の隅丸長方形を呈している。坑底には長軸0.88m、短軸0.72m

の隅丸方形の落ち込みが検出されている。検出面からの深さ

は最大で約35cmを測る。断面形状は有段の逆台形を呈する。

土層堆積状況；埋土は2層に分層でき、各層に炭化物が少量含

まれている。遺物は弥生土器微細片が僅かに含まれているだ
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けであった。埋土は基本的に水平堆積しており、その状況から考えて人為的に埋められた可能性

が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器微細片が僅かに含まれているだけであったため、図示でき

るものは無い。

本遺構の時期は、図示できる出土遺物が無く、にわかに決しがたいが、周辺の遺構埋土と近似

していることから伊予東部第Ⅱ～Ⅲ様式期の範疇を大きくは逸脱しないものと考えられる。

SK-09a・09b (図10・110～112)

平面形・規模；3区2D・2E-35gに位置する。SD-22に切られる状態で検出された。長軸3.78m、短

軸3.25m前後で深さは最大で約5cmを測る落ち込み(SK-09)の中に、明確な掘り込みを持つ土坑2

基が検出され、それぞれをSK-09a、SK-09bと呼称した。以下、各土坑について記述する。

SK-09a

平面形・規模；長軸1.40m、短軸1.00mのいびつな隅丸三角形を呈している。検出面からの深さ

は約6cmを測る。断面形状は底面にやや起伏のある逆台形を呈している。

土層堆積状況；埋土は単層(図110のc-d断面1層)で、土器細片と炭化物が少量含まれている。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が僅かに出土したが図示できるものは無かった。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが後述するSK-09bとは坑底の同一面

で検出されており、同時併存の可能性も考えられることから伊予東部第Ⅱ-2～3様式の範疇を大

きくは逸脱しないものと考えられる。
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1層 10YR 6/6 明黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
2層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（1cm大の亜角礫を少量含み、炭化物を部分的に含む） 
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SK-09b

平面形・規模；長軸1.70m、短軸1.46mのいびつな形状を呈している。複雑に重なったテラスが

形成されている。検出面からの深さは最大で約68cmを測る。断面形状は坑底に起伏があり、遺

構東側の最も深い所に向かって傾斜している。肩部は直立気味に立ち上がっている。

土層堆積状況；埋土は7層に分層できる(図110のa-b断面)。いずれの層も炭化物と土器片を含み、

特に1・3・5層に多く認められた。各層は基本的にレンズ状堆積であるが、その土質と炭化物な

どの集積密度から考えると肩部の崩落土である6層を除く1～7層は出土遺物や炭化物とともに人

為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は細片が中心であるが弥生土器と石器類が検出されている。図示する

ことができた弥生土器は2個体(図111-190・191)である。石器類は1点(図112-81)である。

図111-190は甕の底部で平底である。図111-191は壺の体部で外面には櫛描による多条化した文

様帯が施されており、下段に施された8条以上の櫛描文は原体を止めることで生じた簾状文に似

た文様帯を形成している。
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図110　3区　SK-09a・09b 平・断面図 

1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器細片・炭化物を少量含む） 
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図112-81は安山岩製磨石である。

本遺構の時期は、多条化した櫛描文が認められることから伊予東部第Ⅱ-2～3様式期の範疇に

収まるものと考えられる

SK-10・36～40・46(図10・113～125)

平面形・規模；3区2C・2D-35・36gに位置する。不定形に広がるSK-10は、長軸3.72mと短軸

1.61m、深さは最大で約8cmを測る浅い土坑である。断面形状は浅いレンズ状を呈している。埋

土は図示していないが単層で、遺物を少量含んでいる。出土遺物のうち、図示できるものは弥生

土器3個体(図114-192～194)であるが、その中で193・194はSK-36に接して出土しており、厳密に

SK-10に帰属していたかどうかは不分明である。192は甕の底部で平底である。193は頸部に貼付

突帯文を施した広口壺である。194は斜め上方に直線的に立ち上がる壺の口縁部で、その外面に

は櫛描直線文と鋸歯文が施されている。遺構の時期は出土土器から伊予東部第Ⅱ様式を大きく逸

脱するものではないが、厳密な時期比定は困難である。

このSK-10に重なるようにSK-36～40・46が密接して構築されている。同一場所を意識した土

坑構築原理があったと考えられ、その基盤にあったのがSK-10と考えられる。以下、SK-10に密

接して構築された各土坑について記述する。

SK-36

平面形・規模；長軸1.08m、短軸0.86mのいびつな隅丸方形を呈している。SK-39に切られている。

検出面からの深さは約41cmを測る。坑底中央には浅い落ち込みが確認できる。断面形状は底面

がやや落ち込んだ逆台形を呈している。
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土層堆積状況；埋土は2層(図113のc-d断面13・14層)に分層でき、それぞれに少量の炭化物が含ま

れている。各層は水平に堆積しており、人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が僅かに出土したのみで図示できるものは弥生土器片

1点(図115-195)である。

図115-195は甕体部片で櫛描直線文と刺突列点文が施されている。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが櫛描文の存在から伊予東部第Ⅱ-2～

3様式の範疇を大きく逸脱するものではないと考えられる。

SK-37

平面形・規模；長径1.00m、短径0.96mのややいびつな円形を呈している。坑底には浅い落ち込

みが認められる。SK-38に切られている。検出面からの深さは最大で約27cmを測る。断面形状は

底面に起伏がある逆台形を呈している。

土層堆積状況；埋土は5層に分層できる(図113のa-b断面)。いずれの層も炭化物と土器片を含み、

特に2層には炭化物が多く含まれていた。4・5層が堆積した後、再掘削し、1～3層が一気に堆積

している状況を見て取ることができ、出土遺物や炭化物とともに人為的に埋められた可能性が高

い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器が検出されている。図示することができた弥生土器は2個

体(図116-196・197)である。

図116-196・197は折り曲げ口縁部を有する甕である。いずれも口縁部内側上面に8条の櫛描波

状文が施され、口縁部直下の体部外面には多条化した櫛描直線文や波状文が施されている。196

は口縁部直下に多条の櫛描直線文が施された後にミガキが施されおり、一部直線文の上にもミガ

キが施されている。

本遺構の時期は、口縁部内側上面に櫛描文を施す甕の存在から伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に

収まるものと考えられる。

SK-38

平面形・規模；長径1.04m、短径0.76mのややいびつな長楕円形を呈している。坑底には浅い落

ち込みが認められる。SK-37を切っている。検出面からの深さは最大で約20cmを測る。断面形状

は底面に起伏がある逆台形を呈している。

土層堆積状況；埋土は図示していないが単層である。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が僅かに出土したが図示できるものは無かった。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが、切り合い関係と土質の近似性から

伊予東部第Ⅱ-2～3様式の範疇を大きくは逸脱しないものと考えられる。

SK-39

平面形・規模；検出した上面での形状は長径1.28m、短径0.90mの楕円形を呈している。SK-36を

切っている。検出面からの深さは最大で約65cmを測る。断面形状は肩部の一部が坑底近くで抉

られたような形状を示すことから本来はフラスコ状を呈していたものと考えられ、それが部分的

に崩壊しているものと推察する。以上の形状から本遺構は袋状貯蔵穴と考えられる。
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1層 10YR 4/4 褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
2層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を多量、土器片を少量含む） 
3層 10YR 4/4 褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
4層 10YR 4/4 褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
5層 10YR 4/6 黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 

a-b断面 

1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を多く含む　5cm大の礫を含む)
2層 7.5YR 4/3 褐色 砂質土（炭化物を含む） 
3層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
4層 10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
5層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
6層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
7層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
8層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を多量に含み、土器片も含む） 
9層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含む） 

10層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土 
11層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土 
12層 10YR 5/6 黄褐色 砂質土 
13層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含み、小礫を含む） 
14層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 

※13層・14層がSK-36

c-d断面 

1層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
2層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土　 
3層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含み、黄褐色のブロックを含む） 
4層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含み、土器片を少量含む） 
5層 2.5Y 6/4 にぶい黄色 砂質土（炭化物を少量含む） 
6層 10YR 4/4 褐色 砂質土（炭化物を多量に含み、土器片を含む） 
7層 2.5Y 5/6 黄褐色 砂質土（炭化物を含む） 
8層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 
9層 2.5Y 5/6 黄褐色 砂質土　 

e-f断面 

1層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
2層 10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
3層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 
4層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土 
5層 
6層 

10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土 

7層 
10YR 5/2 灰黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 

8層 
10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土 

9層 
10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 

10層 
10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 

11層 
7.5YR 4/3 褐色 砂質土（焼土・炭化物をを多く含む） 

12層 
10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土 

13層 
10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を含み、土器片を少量含む） 

14層 
2.5Y 6/4 にぶい黄色 砂質土（炭化物を含み、土器片を少量含む） 
10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土 

g-h断面 

図113　3区　SK-10・36～40・46 平・断面図 

SK-40
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SK-36

SK-37 SK-38
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土層堆積状況；埋土は12層に分層できる(図113のc-d断面)。

肩部崩壊土と考えられる10～12層を除くいずれの層も炭化物

と土器片を含み、特に1・8層では炭化物が密に含まれていた。

各層は基本的にレンズ状堆積であるが、その土質と炭化物な

どの集積密度から考えると出土遺物や炭化物とともに人為的

に埋められた可能性が高い。特に最終埋没層と考えられる1

層は、層厚も厚く、一気に堆積している状況を見て取ること

ができる。
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図114　3区　SK-10 出土遺物 
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図115　3区　SK-36 出土遺物 
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図116　3区　SK-37 出土遺物 
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図117　3区　SK-39 出土遺物 



出土遺物・時期；出土遺物は1層を中心に弥生土器と石器類が検出されている。図示することが

できた弥生土器は4個体(図117-198～201)である。石器類は1点(図118-82)である。

図117-198は甕で、確認することができなかったが貼付突帯による逆「L」字形口縁部の可能性

が高く、その端部上面が内傾しており、特異な形態である。図117-199は甕の底部で平底である。

図117-200は広口壺で、下方に若干の拡張が見られる口縁端部端面に櫛描波状文が施されている。

図117-201は壺体部片と考えられる破片で、その外面に全体像は分からないが4条の櫛描直線で菱

形文を形成している。

図118-82は緑色片岩製の直線刃半月形の磨製石庖丁である。穿孔2孔が認められる。

本遺構の時期は、図示できる遺物が少なく、にわかに決しがたいが広口壺の形状から伊予東部

第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられる

SK-40

平面形・規模；検出した上面での形状は長軸1.91m、短軸1.54mの隅丸長方形を呈し、一部に突

出したところやテラスが認められる。検出面からの深さは最大で約76cmを測る。断面形状は肩

部の一部が坑底近くで抉られたような形状を示すことから本来はフラスコ状を呈していたものと

考えられ、それが部分的に崩壊しているものと推察する。以上の形状から本遺構は袋状貯蔵穴と

考えられる。

土層堆積状況；埋土は9層に分層できる(図113のe-f断面)。遺構崩壊土と考えられる2層と最下層

の9層を除くいずれの層も炭化物と土器片を含み、特に6層では炭化物が密に含まれていた。各層

は基本的にレンズ状堆積であるが、その土質と炭化物などの集積密度から考えると出土遺物や炭

化物とともに人為的に埋められた可能性が高い。特に最終埋没層と考えられる1層は、層厚も厚

く、一気に堆積している状況を見て取ることができる。

出土遺物・時期；出土遺物は6層上位部分で多く出土し、弥生土器と石器類、そして鋳造鉄器が

検出されている。図示することができた弥生土器は9個体(図119-202～210)である。石器類は5点

(図120-83、図121-84～86、図122-87)である。そして鋳造鉄器1点(図123-5)である。

図119-202・203は折り曲げ口縁部を有する甕で、口縁端部は丸く収められている。202は無文

である。203は口縁部内側上面に8条の櫛描波状文が施され、口縁部直下の体部外面には8条2段の

櫛描直線文が施されている。そして櫛描直線文が施された後にミガキが施されおり、一部直線文

の上にもミガキが施されている。図119-204・205は甕の底部で平底である。205は壺底部の可能
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図118　3区　SK-39 出土石器 



性も考えられる。図119-206は口縁部が短く外反する広口壺で、下方に若干の拡張が見られる口

縁端部端面にヘラ描斜格子文が施され、頸部には多条化した櫛描直線文が施されている。図119-

207は広口壺の体部と考えられ、卵形の形状を呈する。図119-208は壺体部片でその外面に多条化

した櫛描直線文が施され、その下位に櫛描波状文が施されている。図119-209は内傾する口縁部

を有する無頸壺で無文である。口縁端部に2孔一対の穿孔が認められる。図119-210は壺の底部で

平底である。

図120-83は緑色片岩製の長方形を呈した磨製石庖丁である。穿孔2孔が認められる。図121-

84・85はサヌカイト製の打製石鏃で、84は凹基式、85は凸基式である。図121-86はサヌカイト製
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図119　3区　SK-40 出土遺物 
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の石錐である。図122-87は緑色片岩製の石器素材で一部に加工痕が認められる。

図123-5は鋳造鉄器身部片を再利用した鑿である。長さ6.3cm・最大幅2.2cmを測り、形状は短

冊形を呈している。横断面形は長方形状を呈し、左側面が方形、右側面が丸味を帯びており、い

ずれも整形されている。刃部は片刃を研ぎ出している。

本遺構の時期は、口縁部内側上面に櫛描文を施す甕と広口壺の形状から伊予東部第Ⅱ-3様式期

の範疇に収まるものと考えられる。

SK-46

平面形・規模；検出した上面での形状は長径1.38m、短径118mの楕円形を呈している。坑底に浅

い落ち込みが認められる。検出面からの深さは最大で約64cmを測る。断面形状は肩部の一部が

坑底近くで抉られたような形状を示し、いわゆるフラスコ状を呈している。以上の形状から本遺

構は袋状貯蔵穴と考えられる。

土層堆積状況；埋土は14層に分層できる(図113のg-h断面)。遺構崩壊土と考えられる4・5・11・

14層を除くいずれの層も炭化物と土器片を含み、特に10層では炭化物が密に含まれ、焼土も検出

されている。各層は基本的に幾重にも重なったレンズ状堆積であるが、その土質と炭化物などの

集積密度から考えると出土遺物や炭化物とともに人為的に埋められた可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は土器細片が多く出土し、弥生土器と鋳造鉄器が検出されている。図

示することができた弥生土器は2個体(図124-211・212)、鋳造鉄器は2点(図125-6・7)である。

図124-211は口縁部が短く外反する広口壺で、下方に若干の拡張が見られる口縁端部を有し、

口縁部内面には貼付突帯文、頸部には2条の貼付突帯圧痕文が施されている。図124-212は壺の底

部で平底である。

図125-6は鋳造鉄器片で、長さ3.0cm・最大幅1.9cmを測り、形状は不定形な方形である。横断

面形は偏在した肥厚により、や

や蛇行した形状を呈している。

側面の破面は右側辺を中心に整

形されていることから再利用を

目的として用意された素材の破

片であると考えられる。図125-7

は二条突帯を有する鋳造鉄斧の

袋端部片で、身部の一部である。

残存する長さは4.0cm、幅は3.0cm

を測る。二条突帯の断面形状は

摩耗のためか僅かに隆起する程

度である。突帯間に約6mmの間

隔を空けている。袋部の横断面

形は形状が著しく損なわれてお

り図示していない。縦断面形は
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辛うじて突帯の起伏がわかるものの全体の形状は不明瞭である。上辺及び右側辺の一部に整形の

痕跡があることから板状鉄斧などに再利用しようとして用意された素材の破片であると考えられ

る。

本遺構の時期は、図示できる遺物が少なく、にわかに決しがたいが口縁部内面に貼付突帯文を

施す広口壺の形状から伊予東部第Ⅱ-2～3様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-34・34a～34c (図10・126～132)

平面形・規模；3区2C・2D-35gに位置する。SK-34は長軸6.01m、短軸は検出値で2.41m、深さは

最大で約16cmを測る不定形な土坑である。SK-22とSK-54に切られている。坑底にはアメーバー

状の浅い落ち込みがあり、テラスを形成している。坑底と西側肩部には土坑が検出され、肩部に

接した土坑をSK-34a、坑底で検出された土坑2基をSK-34b・SK-34cと呼称した。この中で明確な

土坑として抽出することができるSK-34aのみ別節で記述し、他はSK-34として記述する。

SK-34a

平面形・規模；長径1.20m、短径1.02mのいびつな円形を呈している。検出面からの深さは約

34cmを測る。断面形状は肩部に傾斜がある逆台形を呈している。

土層堆積状況；埋土は3層(図126のc-d断面)に分層でき、それぞれに土器片と炭化物が含まれてい

る。特に2層は炭化物が密に充填されていた。各層は水平に堆積しており、人為的に埋められた

可能性が高い。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器片が検出されている。図示することができた弥生土器は3

点(図127-213～215)である。

図127-213は口縁部が緩やかに外反する広口壺で、下方に若干の拡張が見られる口縁端部には

櫛描波状文が施されている。図127-214・215は壺の底部で平底である。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが、櫛描文の存在から伊予東部第Ⅱ-2

～3様式の範疇を大きく逸脱するものではないと考えられる。

SK-34

平面形・規模；規模は上述したとおりである。断面形状は有段の浅い逆台形を呈している。坑底

で検出されたSK-34bは径38cmの円形を呈し、坑底からの深さは約20cmである。断面形状(図126

のe-f断面)は逆台形を呈している。SK-34bに隣接するSK-34cは径54cmの円形を呈し、坑底からの

深さは約12cmである。断面形状(図126のg-h断面)は逆台形を呈している。

土層堆積状況；埋土は3層に分層できる(図126のa-b断面)。いずれの層も炭化物と土器片を含んで

いる。SK-34bとSK-34cの埋土はa-b断面3層と同様であるが、遺物はほとんど出土していない。い

ずれの埋土もおおむね水平に堆積しており、出土遺物や炭化物とともに人為的に埋められた可能

性が高い。

出土遺物・時期；SK-34bとSK-34cの埋土が堆積した後、遺物を廃棄しているようで、SK-34の坑

底からは土器片が多く出土し、弥生土器と石器類、そして鋳造鉄器が検出されている。図示する

ことができた弥生土器は11個体(図128-216～226)である。石器類は6点(図129-88・89、図130-90、
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1層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
2層 10YR 4/4 褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
3層 10YR 6/6 明黄褐色 砂質土（炭化物を少量含む） 

1層 10YR 5/2 灰黄褐色 砂質土（土器を少量含む） 
2層 2.5Y 6/2 灰黄色 砂質土 
3層 2.5Y 6/3 にぶい黄色 砂質土（炭化物を少量含む） 
4層 10YR 4/2 灰黄褐色 砂質土（少量の炭化物・土器片を含む） 
5層 2.5Y 7/3 浅黄色 粗砂　（無遺物） 
6層 10YR 3/3 暗褐色 砂質土（炭化物を多く含み、土器片を多量に含む） 
7層 10YR 5/3 にぶい黄褐色 砂質土 
8層 5Y 6/2 灰オリーブ色 シルト（遺物層） 
9層 2.5Y 5/2 暗灰黄色 砂質土 

10層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（少量の炭化物と焼土を含む） 
11層 2.5Y 5/3 黄褐色 砂質土（砂礫を少量含む） 
12層 2.5Y 5/2 暗灰黄色 砂質土（少量の炭化物を含む） 

a-b断面 

i-j断面 

1層 10YR 5/4 にぶい黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を含む） 
2層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（炭化物を多量に含む） 
3層 2.5Y 5/6 黄褐色 砂質土（土器片・炭化物を少量含む） 

c-d断面 
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図131-91～93)である。鋳造鉄器は1点(図132-8)である。

図128-216～219は折り曲げ口縁部を有する甕で、内外面にミガキが施され、217の体部に刺突

列点文が施されている以外は無文である。216の体部上位には焼成後の穿孔が認められ、孔外面

周辺に黒色物質が付着している。図128-220・221は甕の底部で平底である。図128-222は口縁部

が緩やかに短く外反する広口壺で、下方に貼付突帯による拡張が見られる口縁端部を有し、口縁

部内面と頸部外面には貼付突帯圧痕文と櫛描波状文が施されている。図128-223は口縁部が内傾

する無頸壺で、口縁部外面に半截竹管による斜格子文と櫛描直線文が施され、口縁端部付近に2

孔一対の穿孔が認められる。ミガキによって半截竹管による斜格子文の下端が消されている。図

128-224は壺の体部で外面に櫛描による斜格子文と直線文が施されている。図128-225・226は壺

の底部で、225は平底、226は上げ底である。

図129-88はサヌカイト製スクレイパーである。図129-89はサヌカイト製の石器素材である。図

130-90はサヌカイト製凹基式の打製石鏃である。図131-91は砂岩製の砥石である。図131-92・93

は安山岩製の磨石である。

図132-8は鋳造鉄器片を利用した鑿の未成品で、長さ3.5cm・幅2.0cmを測り、形状は短冊形を

呈している。横断面形は隅丸で長方形状を呈し、僅かな肥厚が認められる。各側辺とも整形され

ており、下辺は片刃を研ぎ出そうとしている。

本遺構の時期は、折り曲げ口縁の甕と口縁部内面に貼付突帯文を施す広口壺の形状、そして無

頸壺の施文状況から伊予東部第Ⅱ-3～Ⅲ-1様式期の範疇に収まるものと考えられる。

SK-54(図10・126・133～136)

平面形・規模；3区2C・2D-35gに位置する。検出した上面での形状は長軸1.81m、短軸1.58mの隅

丸長方形を呈している。SK-34を切っている。坑底北側には浅い落ち込みとテラスが形成されて

いる。検出面からの深さは最大で約54cmを測る。断面形状は肩部の一部が坑底近くで抉られた

ような形状を示すことから本来はフラスコ状を呈していたものと考えられ、それが部分的に崩壊

しているものと推察する。以上の形状から本遺構はもともと袋状貯蔵穴であったと考えられる。

土層堆積状況；埋土は12層に分層できる(図126のi-j断面)。遺構崩壊土と考えられる5・7・9・11

層を除くいずれの層も炭化物や土器片が含まれており、特に6・8層では炭化物が密に含まれ、弥
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生土器が多く出土した。各層は基本的にレンズ状堆積である

が、その土質と炭化物などの集積密度から考えると出土遺物

や炭化物とともに人為的に埋められた可能性が高い。特に最

終埋没層と考えられる1層は、層厚も厚く、遺構全体を覆う

ように一気に堆積している状況を見て取ることができる。

出土遺物・時期；出土遺物は6・8層で多く出土し、弥生土器

と石器類が検出されている。出土層位は不明だが滓状物質も

出土した。図示することができた弥生土器は22個体(図133-

227～236、図134-237～248)である。石器類は3点(図135-94、

図136-95・96)である。

図133-227～232は折り曲げ口縁部を有する無文の甕で、体部内外面全体にミガキを施し、口縁

端部は丸く収められているもの(227～231)と体部外面の上半部にハケ目を残し、口縁端部に端面

を持つもの(232)があり、232のみ体部中位に刺突列点文が認められ、上げ底である。図133-233～

236は折り曲げ口縁部を有する甕で口縁部直下の体部外面には多条化した櫛描直線文が施されて

いる。233・234の口縁端部には刻目が施されている。236は口縁部内側上面に8条の櫛描波状文が

施されている。そして235は櫛描直線文が施された後にミガキが施されおり、一部直線文の上に

もミガキが施されている。235と236は同一個体の可能性も考えられる。図134-237・238は貼付突

帯による逆「L」字形口縁部を有する甕で口縁部直下の体部外面には多条化した櫛描直線文が施

され、口縁端部上面には櫛描波状文が施されている。238は櫛描直線文が施された後にミガキが

施されおり、一部直線文の上にもミガキが施されている。図134-239～242は甕の底部で上げ底気
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味の平底である。図134-243～247は広口壺である。244は頸部

に多条化した櫛描直線文が施されている。頸部に貼付突帯圧

痕文を施した246・247は口縁部内面に櫛描文による文様帯を

施している。図134-248は壺の底部で平底である。

図135-94はサヌカイト製打製石鏃で平基式である。図136-

95は安山岩製で断面が三角形を呈した石皿である。図136-96

は安山岩製の投弾で、重量48.93gを計る。

滓状物質は高温で溶解して生成したと思われる飴状に溶け、

細かい気泡の痕跡と考えられる孔が多量に認められる多孔質

ガラス質物である。その一部は薄片観察と蛍光X線分析を行

った。その結果は第3分冊第1章の自然科学分析の項目で掲載しているので参照願いたい。

本遺構の時期は、口縁部内側上面または口縁端部上面に櫛描文を施す甕と広口壺の形状から、

出土した弥生土器の多くは伊予東部第Ⅱ-3様式期の範疇に収まるものと考えられるが、234の甕

や247の広口壺のように伊予東部第Ⅲ-1様式に顕在化する形式が認められることから特定するこ

とは難しい。ただし土坑の埋没に関しては廃棄の一括性が高いと考えられるので、こうした土器

相は過渡的様相として捉え、とりあえず本遺構の時期を伊予東部第Ⅱ-3～Ⅲ-1様式期の範疇で捉

えることにしておく。
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SK-11・11a (図10・137～141)

平面形・規模；3区2C・2D-37・38gに

位置する。SK-11は図137には図示して

いないが図10で見るようにSK-45に切ら

れている長軸9.01m、短軸は検出値で

3.31m、深さは最大で約10cmを測る不

定形な浅い落ち込みである。そのSK-11

の中で明確な落ち込みとして確認する

ことができた遺構がSK-11aである。

SK-11aは図137に図示したように北西側が調査外に延びている。規模は長軸5.16m、短軸は検

出値で2.50mを測る不定形な形状の土坑である。坑底は最深部に向かって浅い落ち込みとテラス

が形成されている。検出面からの深さは最大で約32cmを測る。断面形状は有段の逆台形を呈し

ている。

土層堆積状況；埋土は4層(図126のc-d断面)に分層でき、それぞれに土器片が含まれている。特に

2層は遺物が集中していた。各層はレンズ状に堆積しており、自然埋没の堆積環境が見て取れる

が、特定できない。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器と石器類、そして鋳造鉄器が坑底の浅い落ち込み部分に集

中して検出されている。図示することができた弥生土器は4個体(図138-249～252)である。石器類

は3点(図139-97、図140-98・99)である。鋳造鉄器は坑底の浅い落ち込み部分で1点(図141-9)、北

側のテラス部分で1点(図141-10) が出土している。

図138-249は甕の底部で上げ底である。図138-250～252は口縁部が緩やかに短く外反する広口

壺で、250は口縁部内面に櫛描波状文が施され、251・252は頸部に貼付突帯文が施されている。

図139-97は緑色片岩製の長方形を呈した磨製石庖丁で端部に若干の抉りが認められる。図140-

98は頁岩製の敲石である。図140-99は結晶片岩製の石器素材である。

図141-9は二条突帯を有する鋳造鉄斧の袋端部を再利用した板状鉄斧である。長さは4.1cm、幅

は3.1cmを測る。形状は方形を呈し、二条突帯は辛うじて突帯の起伏がわかるものの不明瞭であ

る。二条突帯の断面形状は摩耗のためか僅かに隆起する程度である。横断面形及び縦断面形は表

面が僅かに反っている。刃部は二条突帯を縦にして片刃を研ぎ出している。図141-10は二条突帯
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図137　3区　SK-11a 平・断面図 
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を有する鋳造鉄斧の袋端部片で、側縁部で

ある。残存する長さは5.9cm、幅は最大で

3.2cmを測る。側縁部の横断面形は両主面へ

の立ち上がりが残るため、「コ」字形を呈し

ている。断面蒲鉾形を呈する突帯は、袋端

部から約5mmのところに施され、そこから

約5mmの間隔を空けて2条目の突帯が施され

ている。破面は整形されていることから再

利用を目的として用意された素材であると

考えられる。

本遺構の時期は、出土遺物が僅少でにわかに決しがたいが出土した広口壺の形状から伊予東部

第Ⅱ-2～3様式の範疇を大きく逸脱するものではないと考えられる。

SK-12 (図10・142)

平面形・規模；3区2F-38・39gに位置する。長軸1.82m、短軸1.18～1.24mのややいびつな隅丸長

方形を呈している。SX-01を切っている。坑底には南西端と中央北寄りに浅い落ち込みが形成さ

れている。検出面からの深さは最大で約21cmを測る。断面形状は坑底に起伏があり、肩部も一

様ではなく急斜面と緩斜面が存在している。

土層堆積状況；埋土は図示していないが黄褐色砂質土系の単純一層である。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が少量出土しているが、器種が特定できるものや図示

できるものは無かった。

本遺構の時期は、埋土の状況から周辺の遺構同様、弥生時代の所産と考えられるが遺物が少量

であるため、特定できない。
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SK-13 (図10・143)

平面形・規模；3区2F-35・36gに位置する。長軸1.79m、短軸0.72m前後のいびつな形状を呈して

いる。SX-01を切っている。坑底には浅いテラスと浅い落ち込みが形成されている。検出面から

の深さは最大で約20cmを測る。断面形状は坑底に起伏があり、肩部も一様ではなく急斜面と緩

斜面が存在している。

土層堆積状況；埋土は2層に分層できる。いずれも炭化物を少量含んでいる。1層と2層の分層線
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図143　3区　SK-13 平・断面図 
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は直立していることから人為的な埋没の可能性が考えられる。

出土遺物・時期；出土遺物は弥生土器細片が少量出土しているが、器種が特定できるものや図示

できるものは無かった。

本遺構の時期は、埋土の状況から周辺の遺構同様、弥生時代、特に伊予東部第Ⅱ様式の範疇で

考えられるが、遺物が少量であるため、特定できない。

SK-14(図10・144～147)

平面形・規模；3区2F-35gに位置する。本遺構の北側は、調査区側溝に切られ、調査区外に延び

ている。遺構の規模は長径1.55m、短軸は検出値で1.34m以上を測り、長楕円形を呈しているも

のと思われる。坑底には調査区側溝で切られた箇所で長径90cm、短軸は検出値で40cm以上の落

ち込みが検出された。そしてその西側には坑底に口縁部を打ち欠いた壺が埋置され、その上部に

は長さ約18cm、厚さ約4cmの扁平な砂岩が2個重なった状態で伏せられていた。内容物は精査し

たが検出されなかった。この口縁部を打ち欠いた壺は、調査当初は壺棺と考えていたが、内容物

が残存していなかったことと、後述する共伴する出土遺物に甕が多いことなどから、貯蔵具とし
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N

1層 10YR 4/3 にぶい黄褐色 砂質土（土器一個体分を含む　炭化物を多く含む） 
2層 10YR 4/4 褐色 砂質土（炭化物を一層よりも多く含む　土器片を多く含む） 
3層 5/6 黄褐色 砂質土（土器細片を少量含む） 
4層 2.5Y 6/6 明黄褐色 砂質土 
5層 5/4 黄褐色 砂質土（比較的大きい土器片を多く含む） 
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図144　3区　SK-14 平・断面図 
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図145　3区　SK-14 出土遺物1
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