






序　　　　　文

　このたび、県道北条玉川線の整備に関連し、愛媛県の委託を受け、財団法人愛媛県埋蔵文化財

調査センターが、松山市猿川の同予定地で埋蔵文化財の発掘調査を実施した調査報告書を刊行す

ることとなりました。

　今回の調査では、縄文時代早期から中世にかけての多くの遺構・遺物が検出いたしましたが、

なかでも縄文時代の遺構・遺物は郷土の歴史を考える上で良好な資料になるものと思われます。

　今後、本報告書が地域の歴史や考古学研究の資料として、活用いただければ幸いに存じます。

　最後になりましたが、今回の発掘調査および資料整理に対しまして、ご理解とご協力をいただ

きました愛媛県をはじめ、ご指導いただきました関係機関の皆様ならびに地元の方々には、紙上

をお借りして厚く御礼申し上げます。

平成20年３月

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　野本　俊二





例　　　　言

１　本報告書は、愛媛県松山市猿川に所在する猿川西ノ森遺跡の発掘調査報告書である。

２　発掘調査および報告書の作成は、県道北条玉川線の整備に伴い、愛媛県の委託を受け、財団

法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが実施した。

３　発掘調査は平成15年６月から平成17年11月の間に実施し、整理作業および報告書の作成につ

いては平成15年１月から平成18年３月、平成19年９月から平成20年3月の間に実施した。

４　発掘調査および整理・報告書の作成は、次の職員が担当した。

　（発掘調査）児島祥之　平岡孝司　　　　（整理・報告書作成）梅木学文　兵頭　勲

５　発掘調査および報告書作成において、下記の職員および作業員の協力を得た。

　職　　　員

　今泉ゆかり　郷田秀和　柴田圭子　柴田昌児　多田　仁　中野良一　西川真美　藤本清志

　真鍋昭文　　三好裕之

　現場作業員

　一色和喜　岡井由美　川崎吟子　佐伯勝美　白石ひで子　高橋貞江　竹内和子　武内一也

　鶴原富和　中野正昭　成松英典　西岡武志　平松義隆　　槙　洋平　宮本茂子　村上　保

　檮山春子

　整理作業員

池本祥征　石丸清美　越智直美　菅野富子　黒岩美鈴　善家栄美　是澤真喜枝　仙波仁美

高田正名　竹田富士子　竹村洋子　玉野井八由美　福山多恵子　明賀真知子　持永皆子

本島美鈴

６　発掘調査および報告書の作成では、多くの方々のご指導・ご助言をいただきました。ここに

記して謝意を表します。（五十音順・敬称略）

遠部　慎　田崎博之　千葉　豊　原田博志

７　出土黒曜石および土器付着物質の分析は㈱古環境研究所に、テフラ分析を㈱パリノサーヴェ

イに委託して行った。

８　本報告書の執筆は、藤本が縄文時代後期土器、梅木が弥生～中世遺物、多田が石器、兵頭が

i



そのほかを執筆し、編集は兵頭が行った。

凡　　　　例

１　遺構の略称については以下の通りである。

　土坑…ＳＫ　／　溝…ＳＤ　／　　性格不明遺構…ＳＸ　／　柱穴…ＳＰ

２　調査の測量は世界測地系を使用した。標高は海抜標高である。

３　本報告書記載の色調は、『新版標準土色帖』を用いた。

４　遺物実測図の縮率は、基本的に土器はＳ=1/3、石器はＳ＝2/3を使用したが、適宜、Ｓ=1/2など

も使用することとし、個別にスケールを示した。
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第１章　調査に至る経緯と経過

第１節　調査に至る経緯と経過

１　調査に至る経緯

　愛媛県松山地方局（以下「愛媛県」という）は、（主）北条玉川線道路改良工事に伴い、旧北条

市猿川（現松山市猿川）の同予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地である「大遊寺古墳群」に隣接し

ていることから、愛媛県教育委員会（以下「県教委」という）とその取り扱いについて協議を行っ

た。この協議をうけて、埋蔵文化財の有無や内容を把握するために県教委が試掘調査を実施した

ところ、同予定地内で縄文時代から中世の遺跡の存在が確認され、工事に先立つ記録保存のため

の発掘調査が必要となった。この成果を踏まえて、愛媛県と県教委および財団法人愛媛県埋蔵文

化財調査センター（以下「県埋文センター」という）が協議を行い、発掘調査を策定した。この

計画に基づいて、愛媛県の委託を受け、県埋文センターが発掘調査を実施することとなった。

２　調査の方法と経過

　今回報告する猿川西ノ森遺跡の発掘調査は、平成15年６月２日から着手し、平成15年６月～11

月、平成15年12月～平成16年３月、平成16年４～12月、平成17年８～11月までの期間に実施して

いる。

　発掘調査は１～５区に調査区域を分割して行った。さらに２区については、２a、２b、２cの３

つに区分をしている。県教委が行った試掘調査結果を参考に、各調査区の周囲にトレンチを設定

し、人力で掘削して土層の堆積状況を確認した後に、機械力あるいは人力を用いて遺構面の直上

まで表土層を除去し、遺構・遺物の検出・掘削作業を行った。それらの作業と並行して、順次、

平・断面図の測量および写真撮影などの観察・記録を実施した。なお、測量については基準点（WGS84

系測地成果2000）を調査区周辺に打設してこれを用いた。また、出土遺物は層位・遺構ごとに取

り上げ、状況に応じて詳細図やドットマップを作成し、こうした一連の作業を遺跡の基盤面に到

達するまで繰り返した。このほかに現場調査ではテフラ分析を実施した（第５章参照）。現地にお

ける発掘調査は平成17年11月30日に終了した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　発掘調査終了後は、県埋文センターにて、遺物の接合・復元作業、遺構図の作成、遺物の実測・

トレース等の基礎作業を行った。また、黒曜石の産地同定と縄文土器に付着した乳白色物質の蛍

光Ｘ線分析を実施し（第５章参照）、平成20年３月に報告書をまとめた。

　発掘調査で得られた資料については、遺構・遺物の図画や写真類を県埋文センターが、出土遺

物を県教委がそれぞれ保管・管理している。なお、遺構写真はデジタル化して原盤とともに保存

している。
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３　調査の体制（表１）

　発掘調査および報告書作成の調査体制は表１のとおりである。

表１　調査体制

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成19年度

理 事 長 野本　俊二 野本　俊二 野本　俊二 野本　俊二

常 務 理 事 天野　全二 天野　全二 日野　孝雄 日野　孝雄

総 務 課 長 眞山　　勉 眞山　　勉 眞山　　勉 竹田　真二

調 査 課 長 沖野　新一 沖野　新一 岡田　敏彦 岡田　敏彦

調査第一係長 岡田　敏彦 中野　良一

調査第二係長

調査第三係長 高橋　勧次 高橋　勧次

派遣調査員 児島　祥之 児島　祥之 児島　祥之
梅木　学文

兵頭　　勲

嘱 託 員 平岡　孝司 平岡　孝司 平岡　孝司
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第２章　遺跡の立地と環境

第１節　地理的環境

　高縄半島の主体を占める高縄山系は、西南日本内帯の領家帯に属し、主として中生代に貫入し

た古期領家花崗岩類（高縄トーナル岩）で形成され、その周辺に新期領家花崗岩類（松山花崗閃

緑岩等）が貫入する。高縄山北辺では、古期領家花崗岩類（菊間トーナル岩と高縄トーナル岩）

の間に、新期領家花崗岩類（北条花崗閃緑岩）が貫入して基盤を形成している。

　北条平野は、完新世に払川、粟井川、河野川、高山川、立岩川などの中小河川によって形成さ

れた扇状地からなる沖積平野である。北側に広がり、南に行くほど狭くなっている。平野南部の

払川・粟井川流域は沖積面が狭小で、丘陵裾部に低位から中位の段丘堆積がみられる。中部の河

野川・高山川流域は高縄山西斜面が急峻なため土石流が頻発することから、河道は直線的で、狭

隘な谷や自然堤防が発達する。北部の立岩川流域では腰折山や恵良山などからなる中小起伏丘陵

が斎灘に突出しているため、丘陵から海岸線までの距離が長く、広大な氾濫原を形成している。

第２節　歴史的環境（図１）

　旧北条市には、多くの埋蔵文化財包蔵地が分布しているが、開墾や農業用溜池工事の際に偶然

発見されたものが多く、発掘調査によって詳細が明らかになったものは少ない。ここでは、旧石

器時代から中世までの主要な遺跡の概要を述べたい。

　まず、旧石器時代の資料としては、龍徳寺山からナイフ形石器が、和田池から角錐状石器が採

取されているが、発掘調査が行われていないため、詳細は不明である。

　縄文時代の遺跡は、集落跡などは確認されていないが、遺物の採取は旧北条市の全域に及ぶ。

も古いものではマス池遺跡で押型文土器が３片採集されている。中・南部域の前田池遺跡では、

池床から多量の縄文土器、サヌカイト製の石器、獣骨などが出土している。北部域では近年の開

発で、遺跡の状況が徐々に明らかになってきている。代表的な遺跡としては、後期初頭と考えら

れる擬似縄文を施した鉢が出土した小山田遺跡や、中津式に類似した鉢が出土した阿部ヶ谷遺跡、

俵原遺跡などが挙げられる。

　弥生時代前期には、山麓の微高地に遺跡が多く分布する。北部域では、立岩川右岸の丘陵上に

位置する高山遺跡から土器が採取されている。立岩川左岸では、南宮の戸貝塚や、院内川の 上

流域に位置する垣の内遺跡から、いずれも前期後葉の遺物が採取されている。中部域では、高山

川下流右岸の独立丘陵裾に点在する遺跡から、前期後葉の遺物が採取されている。

　中期後半頃には、高地性集落が盛行し、遺跡数が増加する。北部域では恵良山南東麓にある高

山遺跡をはじめ、恵良山遺跡・稗佐古遺跡・女夫池遺跡・菖蒲谷遺跡などが集中し、その南東の
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萩原川右岸小丘陵上には小山田遺跡が存在する。院内川流域では、椋ノ原山・八竹山丘陵上の椋

ノ原山遺跡・八竹山遺跡・安養寺遺跡などが挙げられる。

　後期になると、北部域では中期集落の緩傾斜地への拡張がうかがえる。高山・恵良山遺跡の周

辺では、上難波老僧奥遺跡・夏狩遺跡・柳が内遺跡などが挙げられる。

　古墳時代には、200～300基の古墳が存在していた。平野の北西部から新城・下難波・上難波・

老僧（難波奥）・小山田、立岩川の南方の平野東部に北から波田・神田・椋ノ原・地蔵堂・辻の内・

龍徳寺山・夏目、さらに平野南部に常竹大谷・センボ山・明見神社・宇佐八幡神社の各古墳が分

布している。これまでの観察では、立岩川以北の古墳の内部主体の構造は、小山田古墳は別とし

て、そのほとんどが巨石を使用した横穴式石室で、立岩川以南のそれは、比較的小さな川石を使

用する傾向があるといわれてきた。

　立岩川下流域の独立丘陵上に存在する櫛玉比売神社古墳は、竪穴式石室を内部主体とする５世

紀前半の前方後円墳とみられている。また、県指定史跡である難波奥の谷古墳の後方丘陵突端に

あった庄谷古墳も、竪穴式石室を持つ円墳であった。これらの古墳以外は、６世紀を中心とする

後期の横穴式石室を内部主体とする円墳が多い。これら以外に箱式石棺も少数ながら存在する。

浅海地区の丸山古墳・名石古墳や、上難波奥の谷古墳のすぐ南にあたる庄小坂１号墳などがそれ

であるとみられている。

　律令時代、愛媛県は伊予国と称され、下部行政組織である「郡」が13～14設置された上国であっ

た。北条平野一円には風早郡が設置されていた。『和名抄』によれば、風早郡には粟井・河野・高

田・難波・那賀の五郷があったと記録されている。

　奈良時代の遺跡は極めて少ない。上難波庄の薬師堂は小祠にもかかわらず、奈良時代後半から

平安時代初期と考えられる木心乾漆菩薩立像をはじめ、10～11世紀代の仏像が30体も安置されて

いる。これは、周辺一帯に古くからあった寺院を統廃合して集積したものと考えられ、この周辺

に古代寺院が存在していた可能性も考えられる。中部域では、別府の茶臼山権現遺跡で大型礎石

がみられ、善応寺遺跡では大正12～13年頃に土砂採取中に金銅誕生仏が発見され、善応寺に置か

れている。

　平安時代の遺跡は北部域では見つかっていないが、中部域では、礫石経が出土した善応寺経塚

と日浦経塚が挙げられ、南部域では本谷の蓮台寺経塚から磁器と鏡が共伴して出土している。中

部域に仏教関連遺跡が集中することは、中世以降、当地域を拠点に台頭する河野氏との関連を示

唆するものと考えられる。

　平安時代末期、平氏打倒を掲げて源頼朝らが挙兵し、各地の在地勢力が蜂起する。伊予国では、

河野通清が挙兵し、伊予国守の目代を襲撃して支配権を奪取したことが『吾妻鏡』や『源平盛衰

記』に記されている。

　河野氏は、風早郡河野郷土居（旧北条市）を本貫地として台頭した開発領主で、寿永の乱での

平氏討伐や、奥州征伐など鎌倉幕府初期の各戦闘に参戦し、貢献した。『吾妻鏡』建仁３（1203）

年４月６日甲辰条には、御家人として格別の功績が認められ、守護の指揮下から離れて独立する

特権を認められたとある。加えて元久２（1205）年閏７月29日甲寅の条には、伊予国御家人32人
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に対して守護の支配権を離れ、河野通信の御家人になるよう将軍からの命令書が発せられたとあ

る。この御家人は、越智・野間・風早・和気・温泉・久米・伊予・浮穴８郡の在地豪族で構成さ

れ、この時をもって、河野氏の中予における支配基盤が確立したものと考えられる。しかし、河

野氏は承久の乱で後鳥羽上皇側に与して敗北したため、懲罰を受けるが、一族で唯一幕府側に加

担した河野通久は、久米郡石井郷の領有を認められる。その後に起こった文永・弘安の役では、

河野通有・通忠親子が戦功を挙げ、河野郷の旧領の一部を回復している。

　南北朝期には、足利尊氏率いる北朝方に与する。この時期に本貫地である風早防衛のため、平

野と高縄山を取り囲むように多くの山城が築かれたのではないかと推測される。特に北部域は、

新城山城・腰折山城・恵良城・小新城砦・丸山城と帯状に山城が連なり、防衛拠点として重要視

されていたことが窺える。各城の築城時期については不明な点が多いが、『豫章記・水里玄義』や

『古城砦記』には、浅海の城主が河野氏一門となっていることや、高縄山周辺の各城主も河野氏庶

流から発した氏族や旗本衆と考えられることから、これらの城は南北朝期に築城された可能性が

高いと考えられる。このほかには、恵良城南麓に中世の遺物が見つかっている東禅寺遺跡などが

ある。

【参考文献】

北条市 1980『北条市誌』北条市誌編纂会

愛媛県 1986『愛媛県史資料編 考古』

下中邦彦編 1980『日本歴史地名大系39巻 愛媛県の地名』平凡社

竹内理三編 1982『角川日本地名大辞典 38 愛媛県』角川書店

阪本安光編 1982『北条市上難波南古墳群調査報告書』愛媛県教育委員会

長井数秋編 1992『奥ノ谷山・西ヶ谷山遺跡群』北条市教育委員会

須藤敦子編 1990『小山田II遺跡・小山田支群』(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター

土井光一郎編 2003『中尾山遺跡I・II次』(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター

三好裕之ほか編 2004『善応寺畦地遺跡・大相院遺跡・別府遺跡』(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター
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第３章　調査の概要

第１節　調査区の設定（図２）

　猿川西ノ森遺跡の絶対位置は、北緯33度50分29秒、東経132度46分06秒の交差する付近で、行政

上は松山市猿川である。遺跡は高縄半島北西部を西流する立岩川の左岸に位置する。調査区は、

現在の立岩川河床より一段高い段丘上に位置している。

　調査区は、一番東側を１区とし、中央部を２区（２a・２b・２c）、そして西側地域の北側を３区、

西側を４区、東側を５区として設定した。

第２節　各調査区の概要

　基本層序は大きくⅠ～Ⅹ層に分けられるが、ここで同一層としているものでも、実際には調査

区ごとで色調や土質が異なっていることがある。そこで各層の認定は、上下層との新旧関係を判

断しながら、主として、ほぼ同時期でかつ似通った要因で生成されたと考えられる土層を、同一

層もしくは相当層とした。

１区（図３）

　１区は、標高約110mの緩傾斜地に位置する。基本層序は、調査区の南西壁面をモデルとした。

ここではⅡ・Ⅲ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅹ層が確認できた。

　Ⅱ層は灰色の水田耕作土層である。Ⅲ層は黄褐色から暗褐色の細礫混じり土である。マンガン

沈澱が見られることから、旧耕作土層と考えられる。時期は上下関係から、中世以降に形成され

た層であると思われるが、詳細については、遺物などの時期を示すものが乏しいため、不明であ

る。Ⅴ層が灰黄褐色から黒褐色の細礫混じり土で、遺物包含層である。時期は出土遺物から、中

世と判断した。その直下のⅦ層は、褐色から明褐色の細礫混じり粘質土の、火山灰を含む堆積層

である。Ⅶa～Ⅶc層に細分でき、その層厚は43cm前後を測る。遺物包含層で、その時期は出土遺

物から縄文時代後期であると判断した。Ⅹ層がにぶい黄褐色の細砂混じり粗砂で、無遺物層であっ

たことから、この調査区の基底層であると判断した。

２区（図４～７）

　２区は調査方法などの関係から、a・b・cの三区に分割して行った。２a区と２b区は東西に伸び

た長方形で、東西で接する。２c区は２a・２b区の北側に隣接する長方形の調査区であり、範囲は

２a・２b区を合わせた大きさとほぼ同じである。２a区は資材置き場、２b・２c区は水田で、立岩

川左岸の標高約106～108mの河岸段丘上の緩斜面に位置する。

　基本層序は、２a区は南側、２b区は西側、２c区は南側と西側の調査区壁面をそれぞれモデルと

した。ここではⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅹ層が確認できた。
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　２a区のⅠa・b層は、真砂土からなる資材置き場の整地層である。Ⅱ層は、灰色から灰オリーブ

色の耕作土層である。Ⅰ層の下にあるため、正確には旧耕作土層となるのであろうが、ここの整

地を行った時期がそれほど古くないことから、後述する２b・２c区のⅡ層と同じものと判断した。

Ⅲ層は、灰オリーブ色から黄褐色の粘質土である。Ⅲa～Ⅲc層に細分できるが、面的な広がりを見

せるのはⅢc層のみである。Ⅱ層との関係から旧耕作土層で中世以降に形成されたと考えられるが、

時期については遺物などが乏しいため不明である。Ⅴ層は褐色から黒褐色の細礫混じり土である。

Ⅴa～Ⅴc層に細分でき、Ⅴb層が主である。Ⅴb層は東側付近でⅢc層に切られているが基本的には

安定している。出土遺物から中世の遺物包含層であると判断した。Ⅶ層が火山灰を含む堆積によっ

て形成される縄文時代の包含層である。層厚は36～55cm程度で、西に進むほどその厚みを増す。

Ⅶa・b層がにぶい黄褐色から褐色の細礫混じり粘質土で、この直上が中世の遺構面となる。Ⅶd・

g・h層がⅦa・b層の下に安定して存在する暗褐色の細礫混じり粘質土の層である。Ⅹ層はⅩa・Ⅹb

層に分けることができる。Ⅹa層は暗褐色の細礫混じり土、Ⅹb層が黒褐色の大礫混じり粘質土で、

無遺物であったことから基底層と判断した。

２b区のII層は灰色の細礫混じり粘土で形成される水田耕作土層である。Ⅲ層が旧耕作土層であ

り、Ⅲa～Ⅲi層に細分できる。調査区が南から北に向けて段を形成していることから、南側の上段

にはⅢa～Ⅲh層が存在するが、北側の下段にはⅢi層のみ存在する。時期は、遺物などが乏しいた

め不明である。Ⅴ層はⅤa・Ⅴb層に分層できる。Ⅴa層は南から北に向かって存在するが、南側上

段中ほどを過ぎたあたりで消滅し、これに替わるようにⅤb 層が現れる。Ⅴb 層も上段手前で消滅

するが、北側下段の北隅で確認することができる。Ⅴa層が暗褐色、Ⅴb層が黒褐色の細礫混じり土

で、出土遺物から中世の遺物包含層であると判断した。Ⅵ層はにぶい黄褐色の細礫混じり土で、

縄文土器を内包する層である。緩やかな谷地形であることから、火山灰を含む土の堆積が終了し

たのちに形成された層であると考えられる。Ⅶ層が明褐色から褐色の細礫混じり粘質土で、層厚

は36cm前後を測る。Ⅶa～Ⅶf層に細分できるが、基本的にはⅦb層が全体を占める。火山灰を含む

堆積層であり、出土遺物から縄文時代の包含層であると判断した。Ⅹ層は褐色の粗砂混じり土で、

大礫が多く、無遺物であったことから、基底層と判断した。

　２c区の西壁は、ここは２b区西壁の延長部にあたる。Ⅱ層は灰色の細礫混じり粘土で、耕作土層

である。Ⅲ層は黄褐色からオリーブ褐色の旧耕作土層で、Ⅲa～Ⅲe層に細分できる。Ⅲb層が西壁

中ほどから発生し、一度短く途切れるが、そののちは北へ向かって堆積することか確認できる。

Ⅲc～Ⅲe層はⅢb層が再度発生した箇所から、北に傾斜するように順次堆積している。時期は出土

遺物が乏しいため不明であるが、上下関係から中世以降に形成されたものと考えられる。Ｖ層が

暗褐色細礫混じり土の遺物包含層である。南側には薄く存在するが、中ほどで一度消滅し、北側

Ⅱ層の直下に、再度途切れながら傾斜するように堆積するのが確認できる。時期は出土遺物から

中世であると判断した。Ⅶ層は褐色の細礫混じり粘質土で、層厚は12～16cm程度を測り、壁面全

体で確認することができる。火山灰を含む堆積層で、遺物が出土することから、縄文時代の包含

層であると判断した。Ⅹ層がにぶい黄褐色の粗砂混じり土で、大礫なども多いことから、基底層

と判断した。
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　南壁東側のI層は真砂土からなる資材置き場の整地層である。Ⅱ層は灰色から灰オリーブ色の粘

土で形成される水田耕作土層である。Ⅰ・Ⅱ層とも、２a区のⅠ・Ⅱ層と同じ性格のものである。

その直下のⅤ層が遺物包含層で、Ⅴa・Ⅴb層に分けることができる。Ⅴa層が暗褐色、Ⅴb層が黒褐

色の細礫混じり土で、壁面中央やや東寄りのところで撹乱により分断されるが、面的な広がりを

確認することができる。層厚は東端では約８cmだが、西に進むにつれて厚みを増し、 大で約18cm

の堆積を確認することができる。時期は出土遺物から中世であると判断した。Ⅶ層は、暗褐色の

細礫混じり粘質土で、層厚は約30cmを測り、安定した堆積である。火山灰を含む堆積層で、時期

は出土遺物から縄文時代と判断した。Ⅹ層は、暗褐色から黒褐色の細礫混じり土で、Ⅹa～Ⅹc層に

細分できる。Ⅹa層が全体を占めるが、Ⅹb層のように大礫の割合が多い層も確認できた。層全体に

大礫が多く存在することなどから基底層と判断した。

　南側西壁のⅡ層は灰色の細礫混じり粘土の耕作土層である。Ⅱa層とⅡb層に分けることができる。

Ⅲ層は暗灰黄色からにぶい黄褐色の細礫混じり粘質土の旧耕作土層である。時期は出土遺物が乏

しいため不明であるが、上下関係から中世以降に形成されたものと考えられる。Ⅴ層が黒褐色の

細礫混じり土で遺物包含層である。時期は出土遺物から中世であると判断した。Ⅵ層は黄褐色の

細礫混じり土で、縄文土器を内包する層である。東寄りの箇所から発生し、西端まで安定して堆

積していることが確認できる。この層は、南に隣接する２b区でしか確認できていないことから、

同一の条件の下で形成されたものと考えられる。Ⅶ層は、黄褐色から褐色の細礫混じり粘質土で、

東側から続いている。層厚は約15～35cmを測り、西に進むにつれて層が薄くなっていくことが確

認できる。Ⅶa～Ⅶc層に細分することができる。火山灰を含む堆積層で、時期は出土遺物から縄文

時代であると判断した。Ⅹ層はにぶい黄褐色の粗砂混じり土で、東側や２b区と状況が同じである

ことから、基底層と判断した。

３区（図８・９）

　３区は２c区の西側に隣接する。基本層序は、調査区中央のベルトをモデルとした。ここでは、

Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅹ層が確認できた。Ⅱ層は灰色の細礫混じり粘土で耕作土層である。Ⅲ層は暗

灰黄色の細礫混じり粘質土で、旧耕作土層である。時期は、出土遺物が乏しいため不明であるが、

上下関係から中世以降に形成された層であると思われる。Ⅴ層はにぶい黄褐色から黒褐色の細礫

混じり土で遺物包含層である。Ⅴa～Ⅴc層に細分できるが、面的な広がりを見せるのはⅤa層のみ

である。Ⅴb層は断面中央から東寄りのところで消滅し、Ⅴc層に至っては、途切れながら短く存在

する程度である。出土遺物から、時期は中世であると判断した。Ⅶ層が褐色の細礫混じり粘質土

の火山灰を含む堆積層である。層厚は12～37cm程度で、壁面中央付近で厚く堆積しているが、壁

面両端に行くほど堆積が薄くなっていることが確認できた。時期は出土遺物から縄文時代後期と

判断した。Ⅸ層が黄褐色から褐色の大礫が混じる粗砂・細砂層で遺物包含層である。Ⅸa～Ⅸg層に

細分でき、Ⅸa・Ⅸc・Ⅸg層が大半を占める。南からの土石流などにより形成されたものと考えら

れるが、時期は出土遺物から縄文時代早期であると判断した。Ⅹ層は、褐色から黒褐色の粗砂、

あるいは粘質土である。ここでは、Ⅹb層・Ⅹc層・Ⅹd層・Ⅹe層が主流をなす。東に存在するⅩb

層が、西に向けて緩やかに傾斜しながら堆積し、Ⅹc層・Ⅹd層・Ⅹe層の順で進む。そして壁面西
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端には、Ⅹf層・Ⅹg層が堆積していた。無遺物であることや、大礫が多いことなどから基底層と判

断した。

４区（図10～12）

　４区は３区の南側上段に隣接する。基本層序は、調査区の東・南・西壁を観察し、東壁をモデ

ルとした。ここでは、Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ層が確認できた。Ⅱ層は灰色の細礫混じり土で耕

作土層である。Ⅱa～Ⅱd層に細分できた。Ⅳ層は灰黄褐色から暗褐色の細礫混じり土である。層厚

は18～80cm程度で、北に向けて厚みを増すことから現耕作土層のための造成層であると判断した。

この層は４区と５区にしか存在していない。Ⅴ層は黒褐色の細礫混じり土の遺物包含層である。

時期は出土遺物から中世であると判断した。Ⅶ層はにぶい黄褐色から暗褐色の細礫混じり粘質土

で、火山灰を含む堆積層である。層厚は35～45cm程度を測り、Ⅶa～Ⅶd層に分けることができ、

Ⅶb層が大半を占める。Ⅶa層は火山灰を含む堆積層が土壌化したもので、壁面北寄りのところから

端まで存在する。Ⅶc層とⅦd層は壁面南端でしか確認できない。時期は出土遺物から縄文時代後期

であると判断した。Ⅸ層が褐色から黒褐色の大礫が混じる粗砂層で、遺物包含層である。Ⅸa・Ⅸb

層に分けることができ、Ⅸa層が大半を占める。しかし、全体では確認できず、壁面の南端から少

し北に進んだところから発生している。この層は３区と同じく、南からの土石流により形成され

たと考えられ、時期は出土遺物から縄文時代早期であると判断した。Ⅹ層が明褐色からにぶい黄

褐色の大・小礫が混じる粗砂・細砂層で、Ⅹa・Ⅹb層に分けることができ、壁面中ほどで、Ⅹb層

がⅩa層を切るように堆積している。無遺物であったことなどから基底層であると判断した。

５区（図13・14）

　５区は４区の東側に隣接する。基本層序は、調査区の東・南・西壁を観察し、南壁をモデルと

した。調査前は宅地で、整地のための真砂土が存在した。これを除去してから調査を開始したの

で、それより下の堆積について述べる。ここでは、Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ層が確認できた。

Ⅱ層は暗灰黄色から灰色の細礫混じり粘土で耕作土層である。Ⅱa～Ⅱc層に細分できた。Ⅳ層は灰

黄褐色から黒褐色の細礫あるいは小礫混じり土である。層厚は25～56cm程度で、比較的安定して

いることと、４区と同じ状況であることから、Ⅱ層のための造成層であると判断した。Ⅴ層は、

黒褐色の細礫混じり土の遺物包含層である。時期は出土遺物から中世であると判断した。Ⅶ層は、

褐色の細礫混じり粘質土、あるいは小礫混じり土で、火山灰を含む堆積層である。Ⅶa～Ⅶb層に分

けることができ、Ⅶb層が大半を占める。Ⅶb層の厚みは28～58cmで、東に進むほど薄くなり、Ⅷ

層に切られる。Ⅶa層は南壁の東端にわずかに存在し、東壁へと続く。Ⅷ層が土砂の流出により形

成された層で、Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ層を切っている。この層は５区でしか見られず、南壁の断面の約1/3を

占める。Ⅸ層が明黄褐色から灰黄褐色の小礫が混じる粗砂層で、遺物包含層である。Ⅸa～Ⅸh層に

分けることができ、Ⅸa層が大半を占めるが、東側でⅧ層に切られている。この層は３・４区と同

じく、南からの土石流により形成されたと考えられる。時期は出土遺物から縄文時代早期である

と判断した。Ⅹ層が黒色の大・中礫が混じる粗砂混じり土である。壁面東側でⅧ層に切られてい

る。無遺物であったことなどから、基底層であると判断した。
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第３節　遺構と遺物の概要

　本調査では、縄文時代早期、縄文時代後期から晩期と中世の遺構を確認した。検出した遺構は、

縄文時代早期の遺構が柱穴１、縄文時代後期から晩期の遺構が柱穴68、土坑49基、性格不明遺構

２基、集石遺構１基、中世の遺構が柱穴830、土坑26基、溝20条、性格不明遺構12基であった。調

査終了段階において掘立柱建物等の存在は確認できなかったが、２a･２b区および４・５区で検出

した性格不明遺構については方向や大きさが違うものの形態が類似している。性格不明遺構の周

囲および内部では、杭跡が多数検出されている。また、遺構内埋土には炭・焼土が多量に含まれ

ていた。焼失家屋や窯跡などの可能性も考えられる。

　遺物については、発掘調査において約37,000点の土器および石器が出土した。主な遺物は、縄文

時代の遺構および包含層から、縄文土器、石鏃、石核のほか多数の剥片などが出土した。また、

少数ではあるが弥生土器や古代の土器も出土しており、弥生土器には口縁部に格子状の絵画が認

められるものもある。中世の遺構および包含層からは土師質土器、須恵器、瓦器、陶器、輸入磁

器、銭、鉄滓などが出土した。これらのうち報告書に掲載した遺物は総計1,057点であり、その内

訳は、縄文土器が533点、土製品６点、石器が314点、弥生土器が18点、古代の遺物が17点、中世

の遺物が169点である。
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第４章　遺構と遺物

第１節　縄文時代の遺構と遺物

１　縄文時代の遺構（図15～24）

（１）縄文時代早期

SP867（図15）

遺構　４区の南東部で検出されている。平面形は直径68.0cmの円形を呈し、検出面からの深さ61.0cm

を測る。埋土は黒色を呈する砂礫混じり粗砂の単層である。

（２）縄文時代後期～晩期

土坑

SK06（図15）

遺構　２c区の西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は深い台形状を呈してお

り、東側部分を深く掘り込んでいる。長辺98.0cm、短辺89.0cm、検出面からの深さ76.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK07（図15）

遺構　２c区西側の南端で検出されている。平面形は不整形を呈し、南側は調査区外に延びている。

壁面は急勾配に掘り込まれ、西側部分は一段深くなっている。長辺165.0cm、短辺97.0cm、検出面

からの深さ43.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK08（図15）

遺構　２c区中央部の南側で検出されている。平面形は不整形を呈する。壁面は西側を急勾配に掘

り込み、西側部分は一段深くなっている。長辺128.0cm、短辺121.0cm、検出面からの深さ58.0cmを

測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK09（図16）

遺構　２c区の中央部で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は台形状を呈しており、

壁面は真っ直ぐ掘り込まれており、床面は平坦で水平である。長辺111.0cm、短辺90.0cm、検出面

からの深さ61.0cmを測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK10（図16）

遺構　２c区中央部の北よりで検出されている。平面形は不整形を呈する。壁面は西側を急勾配に

掘り込み、西側部分は一段深くなっている。長辺86.0cm、短辺71.0cm、検出面からの深さ103.0cm

を測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK11（図16）

遺構　２c区西側の北よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。壁面は西側を急勾配に掘
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り込み、西側部分は一段深くなっている。長辺66.0cm、短辺59.0cm、検出面からの深さ43.0cmを測

る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK12（図16）

遺構　２c区の東側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は台形状を呈し、床面は

平坦で水平である。長辺45.0cm、短辺32.0cm、検出面からの深さ17.0cmを測る。埋土は褐色を呈す

る細礫混じりの粘質土で単層である。

SK13（図16）

遺構　２c区東側の北よりで検出されており、北側部分はSK14で切られている。平面形は隅丸方形

を呈する。断面形は台形状を呈し、床面は平坦でほぼ水平である。長辺65.0cm、短辺51.0cm、検出

面からの深さ21.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK14（図16）

遺構　２c区東側の北よりで検出されており、北側部分はSK13を切っている。平面形は楕円形を呈

する。断面形は緩やかな「U」字形を呈する。長辺46.0cm、短辺28.0cm、検出面からの深さ6.0cm

を測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SK15（図17）

遺構　２c区東側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は「U」字形を呈し、床面

は平坦でほぼ水平である。長辺115.0cm、短辺72.0cm、検出面からの深さ22.0cmを測る。埋土は褐

色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK16（図17）

遺構　２c区の東側で検出されており、北東側部分は調査区外に延びている。平面形は楕円形を呈

する。断面形は台形状を呈し、床面は平坦でほぼ水平である。長辺73.0cm、短辺72.0cm、検出面か

らの深さ64.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK30（図17）

遺構　３区西側の南よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。壁面の西側はほぼ真っ直

ぐに掘り込んでおり、東側は緩やかな勾配となっている。床面は平坦でほぼ水平である。長辺73.0cm、

短辺43.0cm、検出面からの深さ21.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であ

る。

SK31（図17）

遺構　３区西側の南よりで検出されているが、北側は調査区外に延びている。検出部分の平面形

は楕円形を呈する。壁面の西側は急勾配に掘り込み「Ｖ」字形を呈している。長辺106.0cm、短辺.80.0cm、

検出面からの深さ40.0cmを測る。埋土は明褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫や

炭化物を含んでいる。

SK32（図17）

遺構　３区西側の南よりで検出されており、東部分は調査区外に延びている。検出部分の平面形

は楕円形を呈する。長辺57.0cm、短辺43.0cm、検出面からの深さ21.0cmを測る。埋土は褐色を呈す

る細礫混じりの粘質土で単層である。
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SK33（図17）

遺構　３区中央部の西よりで検出されている。平面形は楕円形を呈し、東側部分が深く掘り込ま

れている。長辺63.0cm、短辺38.0cm、検出面からの深さ18.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混

じりの粘質土で単層である。

SK34（図18）

遺構　３区中央部の西よりで検出されており、東側はトレンチにより切られており全体形は不明

である。検出部分の平面形は不整形を呈する。長辺107.0cm、短辺102.0cm、検出面からの深さ31.0cm

を測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK35（図18）

遺構　３区中央部の西よりで検出されており、南側はトレンチにより切られており全体形は不明

である。検出部分の平面形は楕円形を呈し、断面形は半円形となる。長辺65.0cm、短辺34.0cm、検

出面からの深さ18.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK36（図18）

遺構　３区中央部の南側で検出されている。平面形は不整形を呈し、壁面の西側は急勾配に、東

側は緩やかに掘り込まれている。長辺76.0cm、短辺60.0cm、検出面からの深さ12.0cmを測る。埋土

は暗褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫を含む。

SK37（図18）

遺構　３区中央部の南側で検出されている。平面形は不整形を呈し、床面は平坦でほぼ水平であ

る。長辺135.0cm、短辺83.0cm、検出面からの深さ6.0cmを測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じり

の粘質土で単層である。

SK38（図18）

遺構　３区中央部の南側で検出されている。平面形は楕円形を呈し、床面は平坦でほぼ水平であ

る。長辺106.0cm、短辺93.0cm、検出面からの深さ25.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じり

の粘質土で単層であり、中・大礫を含んでいる。

SK39（図18）

遺構　３区の中央部で検出されている。北側部分は不明であるが、検出部分の平面形は楕円形を

呈する。断面形は半円形に近い状態である。長辺44.0cm、短辺24.0cm、検出面からの深さ16.0cmを

測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK40（図19）

遺構　３区中央部の西よりで検出されている。平面形は不整形を呈し、中央部がやや深く掘り込

まれており、断面形は「Ｖ」字形となる。長辺142.0cm、短辺110.0cm、検出面からの深さ38.0cmを

測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫や炭化物を含んでいる。

SK41（図19）

遺構　３区中央部の西側で検出されている。平面形は不整形を呈し、壁面の東側はほぼ真っ直ぐ

に、西側は緩やかな勾配の掘り込みとなっている。長辺78.0cm、短辺48.0cm、検出面からの深さ28.0cm

を測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫を含む。
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SK42（図19）

遺構　３区中央部の西側で検出されている。平面形は不整形を呈する。壁面は急勾配に掘り込ま

れ、断面形は台形状を呈する。床面は平坦でほぼ水平となっている。長辺94.0cm、短辺34.0cm、検

出面からの深さ33.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK43（図19）

遺構　３区中央部の西側で検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は扁平な台形状を

呈し、床面はほぼ平坦である。長辺100.0cm、短辺52.0cm、検出面からの深さ18.0cmを測る。埋土

は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫を含む。

SK44（図19）

遺構　３区中央部で検出されている。平面形は楕円形を呈する。壁面は急勾配に掘り込まれてお

り、断面形は「U」字形を呈する。長辺72.0cm、短辺60.0cm、検出面からの深さ46.0cmを測る。埋

土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫・炭化物を含んでいる。

SK45（図19）

遺構　３区の中央部で検出されている。平面形は不整形を呈し、中央部から西側部分をやや掘り

込んでいる。長辺159.0cm、短辺94.0cm、検出面からの深さ36.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細

礫混じりの粘質土で単層であり、大礫を含んでいる。

SK46（図20）

遺構　３区の東側で検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は扁平な台形状となり、

床面は平坦でほぼ水平である。長辺155.0cm、短辺80.0cm、検出面からの深さ19.0cmを測る。埋土

は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、炭化物を含んでいる。

SK47（図20）

遺構　３区中央部の北西部で検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は扁平な台形状

を呈し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺108.0cm、短辺73.0cm、検出面からの深さ21.0cmを測

る。埋土は明褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK48（図20）

遺構　３区中央部の北西部で検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は皿形状を呈し、

床面は平坦でほぼ水平となる。長辺82.0cm、短辺70.0cm、検出面からの深さ10.0cmを測る。埋土は

明褐色を呈する細礫混じり土で単層である。炭化物を多量に含み、被熱しているため、炉の可能

性も考えられる。

SK57（図20）

遺構　４区中央部の南よりで検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は逆台形状を呈

し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺161.0cm、短辺73.0cm、検出面からの深さ19.0cmを測る。

埋土は明褐色を呈する細礫混じり粘質土で単層である。大小の礫・炭化物を含んでいる。

SK58（図20）

遺構　４区中央部の東よりで検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は扁平な逆台形

状を呈し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺86.0cm、短辺57.0cm、検出面からの深さ15.0cmを測
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る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK59（図20）

遺構　４区の東側で検出されている。平面形は不整形を呈する。断面形は逆台形状を呈し、床面

は平坦でほぼ水平となる。長辺71.0cm、短辺42.0cm、検出面からの深さ33.0cmを測る。埋土は暗褐

色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK60（図21）

遺構　４区の東側で検出されているが、北西部はSK59に切られている。平面形は不整形を呈する。

断面形は「Ｌ」字形を呈し、床面は平坦でほぼ水平となり北側部分は一段深く掘り込まれている。

長辺80.0cm、短辺65.0cm、検出面からの深さ44.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質

土で単層であり、小礫や炭化物を含んでいる。

SK61（図21）

遺構　４区中央部の西よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆台形状を呈

し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺49.0cm、短辺37.0cm、検出面からの深さ11.0cmを測る。埋

土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫を含んでいる。

SK62（図21）

遺構　４区の西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆台形状を呈し、床面

は平坦でほぼ水平となる。長辺48.0cm、短辺30.0cm、検出面からの深さ13.0cmを測る。埋土は暗褐

色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、大礫を含んでいる。

SK63（図21）

遺構　４区中央部の北よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。壁面は急勾配に掘り込

まれ、断面形は「U」字形となる。長辺72.0cm、短辺40.0cm、検出面からの深さ33.0cmを測る。埋

土は明褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層である。

SK64（図21）

遺構　４区中央部の北よりで検出されている。平面形は方形を呈する。断面形は逆台形状を呈し、

床面は平坦でほぼ水平となる。長辺110.0cm、短辺90.0cm、検出面からの深さ27.0cmを測る。埋土

は暗褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、炭化物を含んでいる。

SK65（図21）

遺構　５区西側の北よりで検出されている。平面形は隅丸方形を呈する。断面形は逆台形状を呈

し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺183.0cm、短辺69.0cm、検出面からの深さ20.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小・中礫や炭化物を含んでいる。

SK66（図22）

遺構　５区の西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆台形状を呈し、床面

はほぼ平坦となる。長辺57.0cm、短辺38.0cm、検出面からの深さ23.0cmを測る。埋土は褐色を呈す

る細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫や炭化物を含んでいる。

SK67（図22）

遺構　５区西側の南よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は浅い逆台形状を
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呈し、床面は平坦でほぼ水平となる。長辺67.0cm、短辺43.0cm、検出面からの深さ7.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫や炭化物を含んでいる。

SK68（図22）

遺構　５区中央部の南西よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。壁面は緩やかな勾配

に掘り込まれており、断面形は逆台形状となる。長辺118.0cm、短辺106.0cm、検出面からの深さ28.0cm

を測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小・大礫を含んでいる。

SK69（図22）

遺構　５区西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は皿形状となる。長辺55.0cm、

短辺53.0cm、検出面からの深さ10.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であ

り、小礫を含んでいる。

SK70（図22）

遺構　５区西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は中央部が掘り込まれ、「Ｖ」

字形となる。長辺66.0cm、短辺39.0cm、検出面からの深さ6.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫

混じりの粘質土で単層であり、小礫を含んでいる。

SK71（図22）

遺構　５区中央部の南よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆台形状とな

り、床面は平坦でほぼ水平である。長辺110.0cm、短辺60.0cm、検出面からの深さ20.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小・大礫を含んでいる。

SK72（図23）

遺構　５区中央部の北西よりで検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆台形状と

なり、床面は平坦でほぼ水平である。長辺73.0cm、短辺55.0cm、検出面からの深さ25.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小・大礫を含んでいる。

SK73（図23）

遺構　５区の西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。断面形は逆「へ」字状となる。

長辺110.0cm、短辺67.0cm、検出面からの深さ22.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘

質土で単層であり、炭化物を含んでいる。

SK74（図23）

遺構　５区の西側で検出されており、南側はSK75に切られている。検出部分の平面形は楕円形を

呈する。断面形は半円状となる。長辺120.0cm、短辺73.0cm、検出面からの深さ24.0cmを測る。埋

土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、炭化物を含んでいる。

SK75（図23）

遺構　５区の西側で検出されている。平面形は楕円形を呈する。長辺80.0cm、短辺70.0cm、検出面

からの深さ20.0cmを測る。埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、小礫を含んでい

る。
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性格不明遺構

SX07（図24）

遺構　２c区西側の南側で検出されている。平面形は不整形を呈し、北東から南西に延びている。

壁面は急勾配に掘り込まれ、床面は凹凸に富む。長さ343.0cm、最大幅170.0cm、検出面からの深さ

20.0cmを測る。埋土は暗褐色を呈する細礫混じりの土で単層である。

SX11（図24）

遺構　２c区西側の北端で検出されているが、北側部分は調査区外に延びている。平面形は不整形

を呈し、北から南に延びている。長さ280.0cm、最大幅115.0cm、検出面からの深さ30.0cmを測る。

埋土は褐色を呈する細礫混じりの粘質土で単層であり、大礫を含む。

２　縄文土器（図25～62）

　各遺物包含層から遺構などに伴わない縄文土器は、早期～晩期の土器が出土しており、特に早

期、後期、晩期後半にかけて属すると考えられるものが比較的多く出土している。その中から摩

滅の著しい破片や細片を除き、器形や文様の分かるものを中心に抽出し、掲載している。

　以下、時期別に大きく分類したものを示した。

早期Ⅰ群：文様のない無文土器の一群。
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早期Ⅱ群：山芦屋Ｓ４下層式～穂谷式の押型文土器群。

前期Ⅰ群：彦崎ＺⅠ式に並行すると思われる土器群。

中期Ⅰ群：船元式に並行すると思われる土器群。

中期Ⅱ群：北白川Ｃ式に並行すると思われる土器群

後期Ⅰ群：中津式に併行すると思われる土器群。

　　１類　磨消縄文を主体とする土器群。

　　２類　擬似縄文を施す土器群。

　　３類　沈線文を主体とする土器群。

後期Ⅱ群：福田KⅡ式に併行すると思われる土器群。

後期Ⅲ群：宿毛式に併行すると思われる土器群。

後期Ⅳ群：刻目隆帯文土器群。

　　１類　隆帯に大形の円形刺突文を施す。屋敷式に併行すると思われる。

　　２類　隆帯を持たず、小形の円形刺突文を施す。

後期Ⅴ群：松ノ木式に併行すると思われる土器群。

　　１類　口唇部に刻目を施す。

　　２類　口唇部に刻目と１条の沈線を施す。

　　３類　口縁部内面に粘土帯を貼付し、口唇部に刻目と沈線を施す。

後期Ⅵ群：津雲A式に併行すると思われる土器群。

後期Ⅶ群：彦崎KⅠ式に併行すると思われる土器群。

後期Ⅷ群：彦崎KⅡ式に併行すると思われる土器群。

　　１類　口縁部内面に１条の沈線がめぐり、端部との間に刻目を施す。

　　２類　口縁部内面に１条の沈線がめぐり、端部との間に刻目は施さない。

　　３類　２類に比べて、口縁が外反もしくは外折する。

　　４類　口縁部外面に沈線と刻目を施す。

　　５類　無文の土器群。

後期Ⅸ群：元住吉山式に併行すると思われる土器群。

後期Ⅹ群：後期中葉～後葉の土器群（縁帯文～津島岡大）。

　　　　　口唇部に２条または３条の沈線を施す。

後期群：宮滝式（馬取式・福田KⅢ式）に併行すると思われる土器群。

後期群：粗製無文土器の一群。

　　１類：口縁部が外反する。

　　２類：口縁部が直線的に開く。

　　３類：口縁部が内湾する。

　　４類：口唇部に刻目を施す。

底部Ⅰ群：粘土紐を貼り付けて高台状にしたもの。

底部Ⅱ群：底外面中央部が凹むもの。
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底部Ⅲ群：平底のもの。

底部Ⅳ群：多孔底のもの。

晩期Ⅰ群：晩期前半の土器群。

晩期Ⅱ群：刻目突帯文土器群。

（１）早期土器

早期Ⅰ群（図25・26）

　無文土器はすべての口縁部と底部を図示し、胴部片については比較的残りの良いものを抽出し

ている。無文土器は、口縁部内面に刻目ないし沈線を施すものと施さないものとに大別できる。

前者が１～10、後者が11・12の範疇となり、口縁部内面に刻目ないし沈線を施している土器の割

合が多い。

　１は波状口縁を呈する土器である。口縁部が外反し、口唇部は丸みを帯びている。器厚は1.3cm

と厚手のものであり、内外面に指頭圧痕が顕著に認められる。口縁部内端には左斜行の刻目を施

している。２は口縁部が外反し、口縁部内端には左斜行の沈線を施している。内外面には指頭圧

痕と強いナデ調整がみられる。３は口縁部がやや外反し、口唇部は丸みを帯びている。内外面に

指頭圧痕が認められ、口縁部内端には左斜行の沈線を施す。金雲母を多く含んでいる。４は口縁

部が外反し、口唇部は丸みを帯びる。器面調整はナデであり、口縁部内端には浅い短沈線が間隔

をあけて施されている。５は口縁部がやや外反し、口縁部内端には左斜行の沈線を施している。

内外面の調整は指頭圧痕とナデである。６は口縁部が外反し、口唇部は丸みを帯びる。口縁部内

端には左斜行の沈線がわずかに残されており確認できる。器面調整はナデである。外面にはスス

が部分的に付着している。７は口縁部が外反し、口唇部は先細り気味である。口縁部内端は左斜

行の沈線が間隔をあけて施されている。８は波状口縁を呈する土器と考えられる。器厚は0.6cmと

薄手のものである。口縁部が外反し、口縁部内端には右斜行の沈線が密に施されている。器面調

整はナデである。９は口縁部が外反し、口唇部は先細りを呈する。器厚は0.5cmと薄手のものであ

る。口縁部内端は右斜行の沈線が施されている。金雲母を多く含んでいる。10は口縁部が外傾し、

口唇部は先細りを呈する。器面調整は指頭圧痕とナデである。口縁部内端は左斜行の刻目を施し

ている。11は口縁部が外反し、口唇部は丸みを帯びている。器面調整はナデであり、指頭圧痕も

顕著に認められる。12は口縁部が外傾し、口唇部は丸みを帯びている。器面調整はナデである。

　13～27は胴部片である。器厚は1.0cm前後の厚手のものが多い。13～23の器面調整はナデであり、

指頭圧痕が残されているものもある。24～27の器面調整は二枚貝条痕である。

　28は底部であり、尖底を呈する。器面はナデ調整である。

早期Ⅱ群（図27～32）

　器面に押型文を施す土器の一群である。文様は山形文と楕円文の２種のみであり、文様の大小

や施文方向などから細分が可能である。本報告では、口縁部と底部はすべて図示し、胴部は個体

識別を行った結果、必要なものを図示している。

　29～61は器面に山形文を横位に施すものである。29～44は非常に細かい山形文であり、その縦
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幅と横幅がほぼ同じ長さのものである。金雲母を多く含んでいる。29～34は口縁部が外傾し、口

唇部は先細りを呈する。器厚は0.5cm前後と薄手のものである。文様は、口縁部直下より横位の山

形文を密接に施す。内面には左斜行の刻目が施され、その下位に横位の山形文が施文されている。

29・30はナデ消しによる無文部が認められる。34は外面が剥落して不明であるが、内面に沈線を

施し、その下位には横位の山形文が施文されている。35～44は胴部片である。39は内面にも施文

が認められることから口縁部下位の部位と考えられる。35・36・38・40にはナデ消しによる部分

的な無文部が認められる。45は口縁部が外傾し、口唇部は丸みを帯びる。内面に刻目は認められ

ない。

　46～61は山形の横幅が縦幅よりも長いものであり、横位に施文されている。46～49は口縁部が

外反し、口唇部は先細りのものと（46・48・49）、丸みを帯びるものがある（47）。文様は、口縁

部上端よりやや下がった位置から横位の山形文を施す。内面は横位の山形文を施し、その上から

刻目ないし柵状文が施されている。

　50～63は胴部片である。50・51は内面に押型文がみられることから口縁部下位の部位である。

61は遺物の状態から底部に近い部位である。いずれも横位の山形文を施し、内面調整はナデであ

る。62・63は縦位の山形文を施し、内面はナデ調整である。

　64～70は横位の楕円文を帯状に施文したものである。64は口縁部が外反し、口唇部は先細り気

味である。文様は、口縁部上端よりやや下がった位置から横位の楕円文を施したあとに、1.0cm幅

でナデ消し、無文帯を作り出している。さらにその下位には0.8cm幅の無文帯を挟んで、横位の楕

円文を施文している。内面は横位の楕円文を施し、内端上部に左斜行の刻目を施している。押型

文様から原体を復元すると、原体の長さは3.3cmを測り、楕円文は13条となる。65は口縁部が外傾

し、口唇部は先細りを呈する。文様は、内外面に横位の楕円文を施し、内面上端には左斜行の刻

目が施されている。

　66～70は胴部片である。67は内面に押型文が認められることから、口縁部付近の部位である。

それぞれ無文帯を有するが、67は1.0cm、68は1.5cm、69は2.0cm以上になると考えられ、無文帯の

幅の大きさに違いが認められる。

　71～93は楕円文を密接施文したものである。71は口縁部が外傾し、口唇部は先細り気味である。

文様は、口縁部上端より下がった位置から横位の楕円文を施し、部分的なナデ消しによる無文部

が認められる。内面は１段の山形文を横位に施し、内端上部には棒状工具による刻目が施されて

いる。山形文の下位には指頭圧痕やナデの調整が認められる。72は口縁部が外反し、口唇部はや

や丸みを帯びている。文様は、口縁部直下より横位ないし斜位の楕円文が施され、口縁部上端付

近にはナデ消しによる無文部が認められる。内面には柵状文が施され、その下位は横方向のナデ

調整がみられる。底部は尖底であり、外面は縦位ないし斜位の楕円文を施す。内面調整はナデで

ある。73～78は口縁部である。73～76は口縁部が外反し、口唇部は狭い平坦面を有する。文様は

口縁部直下から斜位の楕円文を施文している。部分的にナデ消した箇所が認められ、無文部を有

する。内面には柵状文を施しており、その下位の調整はナデである。77は口縁部が外反し内外面

に楕円文を施す。内端上部には間隔のあいた左斜行の刻目が施されている。78は口縁部が外反す
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る。文様は、口縁部直下に1.8cm幅の無文帯を有し、その下位から横位の楕円文を施している。内

面は横位の楕円文を施文し、その上から右斜行の柵状文を施している。

　79～93は胴部片であるが、79・80には内面に押型文が認められることから口縁部付近の部位と

考えられる。これらは横位ないし斜位の楕円文を施しており、内面はナデ調整である。

　94～108は縦位ないし斜位の大型楕円文を施文している。器厚は1.0cmを越える厚手のものである。

口縁部はやや外反し、口唇部は広い平坦面を持っている。文様は、口縁部上端よりやや下がった

位置から縦位の大型楕円文を施す。内面はナデ調整である。金雲母を多く含んでいる。95は口縁

部が外反し、口唇部は広い平坦面を持つ。文様は、口縁部直下より縦位の大型楕円文を施し、内

面は斜位の大型楕円文を施文している。96は口縁部が外反し、口唇部は外肩をナデ、平坦面を有

する。文様は、縦位の大型楕円文を施文し、内面は横位の大型楕円文を施している。97～100は口

縁部ないし口縁部付近の部位である。97は口縁部が外反し、口唇部は肥厚している。文様は、縦

位の大型楕円文を施文し、内面には右下がりの斜行沈線が施されている。98～100は斜位の大型楕

円文を施文し、内面には右下がりの斜行沈線が施されている。

　101～108は胴部片であり、縦位ないし斜位の大型楕円文が施文されている。

　109は底部であり、尖底を呈する。

58



59



60



61



（２）前期土器

前期Ⅰ群（図33－110～116）

　110は口唇部に刺突が認められ、口縁部直下より下がった位置に横位の竹管押引文が施されてい

る。111は胴部片であり、横位の竹管押引文を施す。112は横位の竹管押引文を施し、その下位に

は粘土紐を貼り付け肥厚させている。それを挟んで下位には縄文が施文されている。内面には指

頭圧痕が顕著に認められる。113～115は「Ｄ」字状の竹管文を横位に施している。114の内面には

条痕調整がみられる。116は口縁部に接して２段の刺突文が施される。内面調整はナデである。

（３）中期土器

中期Ⅰ群（図33－117～124）

　117・118は口唇部が刻まれ、外面にはＲの縄文地に竹管押引文が施されている。122は無節の縄

文を施し、内面には指頭圧痕が残されている。123は「I」字状の爪形文が施されている。124は底

部であり、平底を呈する。外面には縄文を施し、内面は丁寧なナデ調整である。

中期Ⅱ群（図33－125～128）

　125～128は中期終末に並行すると考えられる土器群である。窓枠状の区画文が施されたもので、

北白川Ｃ式に相当する。

（４）後期土器

後期Ⅰ群

後期Ⅰ群１類（図34・図35－144～159）

　129～131は有文深鉢の突起部、132は橋状把手である。129は入組文、131は沈線上に棒状工具に

よる円形刺突列、129・130は上下に１箇所穿孔を施す。

　133～143は、沈線を横位に展開させる磨消縄文帯を持ち、沈線で区画された外を縄文で充填す

る有文深鉢である。133～141は口縁部で、140の口唇部には２箇所の刺突部が確認できる。141の

沈線は幅広で浅く、凹線状である。142・143は胴部片である。

　144～157は横走する２本沈線内を縄文で充填する有文深鉢である。144～150は口縁部で、144と

145は同一個体の可能性がある。147は２本沈線内にもう一組の２本沈線が確認できる。148は口縁

部の２本沈線上に円形刺突列を施し、そのうち１箇所が貫通している。149は３本沈線内を縄文で

充填する。150は沈線上に円形刺突列が施される。151～157は胴部片である。157は渦巻文である。

　158・159は有文浅鉢の口縁部である。横走する２本沈線内を縄文で充填する。158は端部が尖る。

159は沈線がやや浅い。有文深鉢・浅鉢ともにRL斜行縄文を施す割合が高い。

後期Ⅰ群２類（図35～160～167）

　160～164は有文深鉢の口縁部で、165～167は胴部片である。貝殻による擬似縄文が施されるが、

充填および磨消が不十分でやや粗雑な調整である。164は横方向の条痕調整である。167は貝殻腹

縁文が施される。
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後期Ⅰ群３類（図36・37）

　168～199は沈線文を主体とする有文深鉢である。横走する沈線によって区画文を施す。

　168～188は口縁部である。168～179は波状口縁で、180～188は平口縁である。168・169は施文

がほぼ同じである。171・172は波頂部に沈線による刻みを１本施し、173は波頂部に３つの刺突文

を施している。179・181・183は沈線がやや浅い。

　189～199は胴部片である。189～194の沈線は深く、それらに比べて195～199の沈線は浅い。189

は２本沈線による連弧文であると思われる。

後期Ⅱ群（図38－200～208）

　200～208は有文深鉢で、200～202は口縁部である。200は沈線による２列の窓枠状区画文が横位
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に展開し、円形押圧文は縦位に展開する。円形押圧文の間には１条の短沈線が施される。201は３

本沈線内を縄文で充填する。202は浅い沈線が横走し、沈線内を縄文で充填する。203～208は胴部

片である。沈線内に縄文を充填しており、204は３本沈線が縦位に展開する。208は擬似縄文が施

される。
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後期Ⅲ群（図38－209～215）

　209～211は有文浅鉢の口縁部である。２本沈線内は縄文で充填し、横位に展開する。口縁部内

側には１条の稜を持つ。口唇部に１条の沈線を施し、210には刻目が確認できる。

　212～215は胴部片である。沈線文と磨消縄文が確認でき、214の沈線は細く浅い。212の器面は

内外ともに丁寧にみがいている。

後期Ⅳ群（図38－216～221）

後期Ⅳ群１類（図38－216～218）

　216・217は有文深鉢の口縁部、218は胴部である。隆帯上に１列の大形の円形刺突文を施す。216・

217は巻き貝、218は棒状工具による施文と考えられる。218の内面には条痕調整が施される。

後期Ⅳ群２類（図38－219～221）

　219～221は有文深鉢の口縁部である。219・220は小形の円形刺突文を外面・内面・口唇部に１

列施し、221は外面に２列施す。棒状工具による施文と考えられる。221の上列の円形刺突文は左

から右へ施されており、間隔は狭く円がつぶれて三日月状を呈する。219は刺突文の下位に２列の

爪形文が確認できる。

後期Ⅴ群

後期Ⅴ群１類（図39－222）

　222は有文深鉢の口縁部である。口縁部は肥厚し、口唇部には短沈線の刻目が施される。
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後期Ⅴ群２類（図39－223～229）

　223～229は有文深鉢の口縁部である。228・229は波頂部に瘤状突起を有し、円形刺突を施す。

228の外面には横位の沈線、229には縦位の沈線が確認できる。また、他の土器の刻目が右下がり

に対し、228の刻目は右上がりである。

後期Ⅴ群３類（図39－230・231・図40）

　230・231は有文深鉢の口縁部である。230は瘤状突起を有し、貼付粘土帯上には縄文が確認でき

る。

　232～242は後期Ⅴ群有文深鉢の胴部片である。全体的に沈線は幅広で浅く、沈線脇にドテを残

しており、粗雑な印象を受ける。

後期Ⅵ群（図41－243・244）

　243・244は有文深鉢の口縁部である。243は外面に２条の沈線が施され、内外面に条痕調整が確

認できる。244は沈線内の縄文を磨消している。
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後期Ⅶ群（図41－245）

　245は有文深鉢の口縁部である。縄文を施した後、横位のナデによって縄文を磨消している。

後期Ⅷ群

後期Ⅷ群１類（図41－246～254）

　246～254は有文深鉢の口縁部である。沈線と端部との間の刻目は、246～251が右上がりで252～

254が右下がりである。端部は面取りが施される。
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後期Ⅷ群２類（図42－255～266）

　255～266は有文深鉢の口縁部である。255～261の沈線は細く、262～266の沈線は比較的幅が広

く、凹線状である。256・264・265の端部は丸く、その他は面取りを施している。260は焼成後、

穿孔が１箇所施される。

後期Ⅷ群３類（図42－267～273）

　267～273は有文深鉢の口縁部である。屈曲度合の弱い267～269の沈線は細く、屈曲の強い270～

273の沈線は比較的幅が広い。272は端部に面を有するが、その他の端部は丸い。

後期Ⅷ群４類（図42－274）

　274は有文深鉢の口縁部で波状口縁である。外面に２本沈線が横走し、上にある沈線上部に右上
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がりの刻目を施し、下にある沈線下部には右下がりの刻目を施す。

後期Ⅷ群５類（図42－275～276）

　275・276は深鉢の口縁部である。内面上部に貝殻による文様が施されている。

後期Ⅸ群（図43）

　277・278は有文深鉢の口縁部である。277は外面に細く浅い沈線によって窓枠状区画文を設け、

その上下に縄文を施す。波頂部には橋状把手がつけられていたと思われる。279はやや内湾する口

縁部に３本の沈線が横走し、その下部に縄文を施す。280は外面に２本沈線が横走し、上の沈線上

部に右上がりの刻目を施す。

　281・282は胴部片である。ともに２本沈線が横走し、281は沈線下部に連弧文を施し、282は２

本沈線内に貝殻圧痕文を施す。

283は有文深鉢の頸部である。３本沈線が横走し、円形の刺突により区画を設け、鉤形に縄文が

施されている。内外面共にミガキが施される。

　284は注口土器である。幅広で浅い凹線状沈線を巡らせている。

後期Ⅹ群（図44－285～289）

　285～289は有文深鉢の口縁部である。289は口唇部に３条の沈線を施し、その他は２条の沈線を
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施している。

後期群（図44－290～299・図45）

　290～299は有文深鉢の口縁部である。290・291は屈曲部直上に２条の凹線を巡らせ、口縁部内

面にも１条の凹線を巡らせている。その他は口縁部に２条の凹線を巡らせている。293は内面に１

条の凹線を巡らせている。

　300～305は深鉢の胴部片である。300は屈曲部外面やや上部に３条、301～303・305は２条の凹
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線を巡らせている。

　306～310は有文浅鉢の口縁部である。306・307は外面に２条、308～310は３条の凹線を巡らせ

ている。凹線の幅は広い。

後期群

後期群１類（図46～48）

　311～325は深鉢の口縁部である。314・324は波状口縁となり、それ以外は平口縁である。313・

325は内外面ともに条痕調整が施される。323の胎土は粗い。324は焼成後穿孔が施される。326・

327は深鉢の胴部片である。

後期 群２類（図49）

　328～344は口縁部で、平口縁になる。338・343・344は口縁部が肥厚する。330・333・335・341・

342は内外面ともに条痕調整が施される。

後期群３類（図50－345～347）

　345～347は深鉢の口縁部であり、345・346は平口縁、347は波状口縁になる。
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後期群４類（図50－348～366）

　348～366は有文深鉢の口縁部である。348～356の刻目は口縁に対し直角で、348～352が太く、

353～356が細い。357～366の刻目は、357が口縁に対して右上がりで、358～366は右下がりである。

底部Ⅰ群（図51）

　367～379は高台状の底部である。373は接地面に刻目を施す。372・378は内外面ともに磨かれた

精製品である。

底部Ⅱ群（図52－380～383）

　380～383は中央部が凹む底部である。

底部Ⅲ群（図52－384～388）

　384～388は平底の底部である。386は内外面ともに丁寧に磨かれている。

底部Ⅳ群(図52－389)

　389は多孔底部の破片である。径1.5～2.0cmの孔が５箇所確認でき、おそらく焼成前に６および

７箇所穿孔したものと思われる。高台状を呈し、内外面には白色物質が確認できる。

（５）晩期土器

晩期Ⅰ群（図53－390・391）

　390・391は浅鉢であり、外反する頸部に対して、直行からわずかに外傾する立ち上がりを持つ

もので、立ち上がりの基部内外面には１条の沈線を持つ。口唇部は面取りをする。器面調整は内

外面ともにミガキないしナデを施し、立ち上がり部分は横方向のナデ調整で仕上げている。晩期

前半の滋賀里IIIａ式と考えられる。

晩期Ⅱ群（図53－392～図62～533）

　突帯文土器の一群である。器種は、甕・深鉢類、浅鉢類、壺類の３種で構成されており、なか

でも甕・深鉢の類が最も多い。

甕・深鉢類

　甕・深鉢には１条突帯と２条突帯がある。２条突帯は、肩部に突帯があり、体部から口縁部へ

の移行は屈曲を持つものである。器面調整は、体部は削りを基本とし、口縁部はナデが主体であ

る。本資料群は、全体の形が分かるものは皆無である。そこで口縁部の形態が分かり、残存状態

の良いものを抽出した。

　392～412は口唇部に面を持ち、口縁部突帯が口縁端部より下がった位置に巡るもので、口縁端

部に刻目が認められないもの。392は外反して開く口縁部よりやや下がった位置に三角形状の突帯

を貼り付け、開Ｖ字の刻みを施している。突帯部には一部屈折した箇所がみられる。外面は削り

の後にナデ調整が施されており、内面は丁寧なナデ調整である。393は外反して開く口縁部のやや

下がった位置に三角形状の突帯が貼り付けられ、開Ｖ字の刻みを施している。外面の調整は削り

後にナデ調整を施し、内面はナデ調整である。394はやや外反して開く口縁部より下がった位置に

三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。外面は削りであり、内面はナデ調整が

施されている。395は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、Ｄ字の刻み
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を施している。外面は条痕からナデ調整であり、内面はナデ調整である。396はやや外反する口縁

部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともに条痕

からナデ調整であるが、内面には指頭圧痕が顕著に認められる。397は外反する口縁部より下がっ

た位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。

398は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、O字の刻みを施している。

内外面ともに丁寧なナデ調整である。399は外傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を

貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。400・401は外反する口縁

部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ

調整である。402は外傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、Ｄ字の刻みを

施している。内外面ともに丁寧なナデ調整である。403は外反する口縁部より下がった位置に台形

状の突帯を貼り付け、開Ｖ字の刻みを施している。内外面ともに丁寧なナデ調整である。404は外

傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。突帯

部の直下には凹線が１条巡っている。内外面ともにナデ調整である。405は口縁部よりやや下がっ

た位置に台形状の突帯を貼り付け、細い刃先で付けたと考えられるＶ字の刻みを施している。内

外面ともにナデ調整である。406は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、

右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部よりやや下がった位置の内面には凹線が１条巡っている。

内外面ともにナデ調整である。407は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付

け、O字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。408は外傾する口縁部よりやや下がっ

た位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。

409は口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、小Ｄ字の刻みを施している。内外面

ともにナデ調整である。410は波状口縁であり、外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突

帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともに丁寧なナデ調整である。411は外傾する

口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、Ｄ字の刻みを施している。口縁端部より

やや下がった位置の内面には凹線が１条巡っている。内外面ともにナデ調整である。412は外傾す

る口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｃ字の刻みを施している。内外面と

もにナデ調整である。

　413～433は口唇部を丸くないしは尖り気味であり、口縁部突帯が口縁端部より下がった位置に

巡るもの。413は外反する口縁部よりやや下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻

みを施している。突帯の直上には１状の沈線が巡っている。内外面ともに条痕からナデ調整であ

る。414はやや外反する口縁部より下がった位置に低い台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを

施している。内外面ともにナデ調整である。415は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突

帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。416は外反する口縁部

より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、Ｖ字の刻みを施している。外面は条痕からナデ

調整であり、内面はナデ調整である。417は外傾の口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼

り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整が施されている。418は外傾する口縁

部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ
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調整である。419は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを

施している。内外面ともにナデ調整である。420は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突

帯を貼り付け、左Ｄ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。421は外傾する口縁部

より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。突帯部の直下には

凹線が１条巡っている。内外面ともにナデ調整である。422は外反する口縁部より下がった位置に

台形状の突帯を貼り付け、刻みを施している。内外面ともにナデ調整であるが、内面の一部には

指頭圧痕が残されている。423は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、

Ｄ字の刻みを施している。内外面ともに条痕からナデ調整である。424は外反する口縁部より下がっ

た位置に三角形状の突帯を貼り付け、小右Ｄ字の刻みを施している。突帯の直上、直下にはナデ

により生じたと考える沈線が認められる。内外面ともに丁寧なナデ調整である。425は外反する口

縁部よりやや下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面とも

にナデ調整である。426は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、左Ｄ字の

刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。427は外反する口縁部より下がった位置に台形

状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともに丁寧なナデ調整である。428突帯

文深鉢の口縁部であり、外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の

刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。突帯部の直下には煤の付着が認められる。429

は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。

内外面ともにナデ調整である。430は突帯文深鉢の口縁部で、外反して開く口縁部より下がった位

置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部よりやや下がった位置の

内面には凹線が１条巡っている。外面は削りであり、内面は丁寧なナデ調整が施されている。431

は外反して開く口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施してい

る。口縁端部よりやや下がった位置の内面には凹線が１条巡っている。内外面ともに丁寧なナデ

調整が施されている。432は外反する口縁部より下がった位置に突帯を貼り付け、刻みを施してい

るが、摩滅しているため詳細は不明である。口縁端部よりやや下がった位置の内面には凹線が１

条巡っている。内面はナデ調整である。433は逆「く」の字に屈曲する胴部を持つものであり、口

縁部よりやや下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内面は、

口縁端部よりやや下がった位置に凹線が１条巡っている。外面は削りの後にナデ調整が施されて

おり、内面は丁寧なナデ調整である。

　434～442は口唇部に面を持ち、刻目を施している。口縁部突帯は口縁端部より下がって巡るも

の。434は直口気味の口縁部のやや下がった位置に三角形状の突帯が貼り付けられ、開Ｖ字の刻み

を施している。口縁端部は隅丸であり、外面側に右Ｄ字の刻みが認められる。外面は削りで、内

面は丁寧なナデ調整が行われているが、口縁端部より下がった位置には指頭圧痕が等間隔に認め

られ、突帯を貼り付ける際に生じた痕跡と考えられる。外面には煤の付着が顕著に認められる。

435は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。

内外面ともに丁寧なナデ調整である。436は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼

り付け、Ｖ字の刻みを施している。内外面ともにナデ調整である。437はやや外反する口縁部より

88



下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。外面側に半円状の刻みが

認められる。内外面ともにナデ調整である。438はやや外反する口縁部より下がった位置に台形状

の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は面取されており、方形状の浅い刻み

が認められる。外面は条痕からナデ調整であり、内面はナデ調整である。439は外反する口縁部よ

り下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、左Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は面取され

ており、貝殻刺突文が認められる。内外面ともにナデ調整である。440はやや外反する口縁部より

下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。内外面ともに丁寧なナデ

調整である。441は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、細い工具の先で

付けた刻みを施している。突帯の下に刻みが認められる部分があることから、突帯に刻みを付け

る際に工具の先が当たった痕跡と考えられ、口縁部側より刻みが施されたことを示している。ま

た、土器焼成前に一部の突帯部分を切り取っている箇所が認められる。口縁端部は隅丸を呈し、

突帯同様の刻みが右斜めの方向から施されている。外面は削りの後にナデ調整が施されており、

内面は丁寧なナデ調整である。442は外傾する口縁部より下がった位置に突帯を貼り付けているが、

剥落しているため状態は不明である。しかし突帯の下には441と同様に刻みが認められ、細い工具

を用いて口縁部側より刻みが施されていたと考えられる。口縁端部は肥厚気味であり、右斜めの

方向から刻みが施されている。外面は削りであり、内面はナデ調整である。

　433～461は口唇部を丸くないしは尖り気味であり、刻目が施されている。口縁部突帯が口縁端

部より下がった位置に巡るもの。443は外反して開く口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼

り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口唇部は丸味を帯びており、右Ｄ字の刻みが丁寧に施され

ている。内外面ともに条痕の後にナデ調整が施されている。444は直口気味の口縁部のやや下がっ

た位置に四角形状の突帯が貼り付けられ、開Ｖ字の刻みを施している。口縁端部は先細り気味で

あり、外面側に刻みが認められる。外面の突帯付近はナデ調整であるが、それ以外は削りであり、

内面はナデ調整が施されている。445は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り

付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は先細り気味であり、外面側に刻みが認められる。

内外面ともにナデ調整である。446は外反する口縁部より下がった位置に低い三角形状の突帯を貼

り付け、刻みを施している。口縁端部は隅丸であり、小さな刻みが認められる。内外面ともにナ

デ調整である。447は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、巻貝で刻みを

施している。口縁端部は先細り気味であり、突帯部同様の刻みが認められる。内外面ともにナデ

調整である。448は突帯文深鉢の口縁部で、外反して開く口縁部より下がった位置に三角形状の突

帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は外面側に刻みが認められる。内外面とも

に丁寧なナデ調整である。449は外反して開く口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付

け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は丸味を帯びており、右Ｄ字の刻みが施されている。

内外面ともに丁寧なナデ調整が施されている。450は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の

突帯を貼り付け、小左Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は面取されており、刻みが認められる。

内外面ともにナデ調整である。451は外傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付

け、斜Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は隅丸を呈し、小Ｄ字の刻みが認められる。内外面と
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もにナデ調整である。452は突帯文深鉢の口縁部で、外反して開く口縁部より下がった位置に三角

形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は先細りし、外面側に刻みが認め

られる。内外面ともにナデ調整である。453は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯

を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は隅丸であり、浅い刻みが認められる。内外

面ともにナデ調整である。454は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右

Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は隅丸を呈し、外面側に右Ｄ字の刻みが認められる。内外面

ともにナデ調整である。455は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ

字の刻みを施している。口縁端部は先細り気味であり、浅いO字の刻みが認められる。内外面とも

にナデ調整である。456は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の

刻みを施している。口縁端部は先細りであり、浅い刻みが認められる。内外面ともに丁寧なナデ

調整である。457は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、小Ｄ字の刻み

を施している。口縁端部は先細りであり、細かな刻みが認められる。内外面ともに丁寧なナデ調

整である。458は外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、左Ｄ字の刻みを施

している。口縁端部は先細り気味であり、外面側に細い刻みが認められる。内外面ともにナデ調

整である。459はやや外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻

みを施している。頸部と胴部の境には削り出しと思われる段が認められる。口縁端部は隅丸を呈

し、開Ｖ字の刻みが認められる。外面の頸部はナデ、胴部は削りであり、内面はナデ調整である。

460はやや外反する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施してい

る。口縁端部は隅丸を呈し、外面側に右Ｄ字の刻みが認められる。外面の削りとナデ調整であり、

内面はナデ調整である。461は外傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、小Ｄ

字の刻みを施している。口縁端部は隅丸を呈し、外面側に刻みが認められる。内外面ともにナデ

調整である。

　462～473は口縁部突帯が口縁端部より下がった位置に巡り、突帯は細く、刻目は小さくて浅い。

462は外反する口縁部よりやや下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、浅い右Ｄ字の刻みを施

しているが、その間隔は広くとられている。口縁端部は先細りであり、突帯部同様の浅い刻みが

施されている。内外面ともに丁寧なナデ調整である。463は外反する口縁部より下がった位置に三

角形状の突帯を貼り付け、小右Ｄ字の刻みを施しているが、その間隔は広くとられている。口縁

端部は先細りであり、突帯部同様の刻みが認められる。内外面ともに丁寧なナデ調整である。464

は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、小Ｄ字の刻みを施しており、

その間隔は広く取られている。口縁端部は先細りしており、刻みは認められない。内外面ともに

ナデ調整である。465は外傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、僅かな刻

みを施している。口縁端部は隅丸を呈し、刻みは認められない。内外面ともにナデ調整である。

466は外傾する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。

口縁端部は隅丸を呈し、小Ｄ字の刻みが認められる。内外面ともにナデ調整である。467は外反す

る口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部

は面取されており、外面側に小Ｄ字の刻みが認められる。内外面ともにナデ調整である。468は外
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傾する口縁部より下がった位置に台形状の突帯を貼り付け、Ｖ字の刻みを施している。口縁端部

は先細りしており、細かな刻みが認められる。内外面ともにナデ調整であるが、全体的に指頭圧

痕が残されている。469は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、浅い開

Ｖ字の刻みを施している。口縁端部は面取されており、刻みは認められない。内外面ともにナデ

調整である。470は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、小Ｄ字の刻み

を施している。口縁端部は隅丸であり、外面側に小Ｄ字の刻みが認められる。内外面ともにナデ

調整である。471は外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、小Ｄ字の刻み

を施している。口縁端部は隅丸を呈し、刻みが認められる。内外面ともにナデ調整である。472は

外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、やや摩滅した状態であるが、浅

くて間隔の開いた刻みを施している。口縁端部は先細り気味であるが、一部面取されている部分

も認められ、刻みは突帯部と同様の刻みが認められる。内外面ともにナデ調整である。473は外反

する口縁部より下がった位置に垂下三角形状の突帯を貼り付け、長丸の刻みを施している。口縁

端部は先細り気味であり、刻みが認められる。内外面ともにナデ調整である。

　474～477は口縁部突帯を口縁端部に接して巡らせるもの。474は口縁直下により下がった位置に

突帯を貼り付け、縦長の刻みを施している。口縁端部は先細りしており、細かな刻みが認められ

る。外面はナデ調整であり、内面は条痕からナデ調整である。475は口縁直下と口縁端部より下がっ

た位置に低い台形状の突帯を貼り付けている。内外面ともにナデ調整である。476は外傾する口縁

直下に低い台形状の突帯を貼り付け、縦長の刻みを施している。口縁端部は面取されており、刻

みは認められない。内外面ともにナデ調整である。477は外反する口縁直下に低い三角形状の突帯

を貼り付け、O字状の刻みを施しているが、その大半は欠損している。口縁端部は面取されており、

浅い刻みが認められる。内外面ともに丁寧なナデ調整である。

　478～483は口縁部突帯が口縁端部より下がった位置に巡らし、頸部に沈線文が施されているも

の。478は外反する口縁部より下がった位置に突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。また、

頸部と胴部の境には沈線が認められ、この沈線と突帯の区画部分には２本の沈線を用いた連続Ｘ

字状の文様が施されている。口縁端部は先細りで、右Ｄ字の刻みが認められる。479はやや外反す

る口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施しており、突帯の下

には斜めの沈線が４本施されている。口縁端部は隅丸であり、刻みは認められない。内外面とも

にナデ調整である。480はやや外反する口縁部より下がった位置に三角形状の突帯を貼り付け、右

Ｄ字の刻みを施しており、突帯の下には斜めの沈線が施されている。口縁端部は面取されており、

刻みは認められない。内外面ともにナデ調整である。481は胴部片であり、頸部と胴部の境には沈

線が認められる。この沈線より上部には左上から右下に９本、右上から左下に５本の沈線を引い

て交差させたＸ字状の文様が施されている。外面の頸部はナデ、胴部は削りであり、内面はナデ

調整である。482は胴部片であり、３本の沈線を用いた連続Ｘ字状の文様が施されている。内外面

ともにナデ調整である。483は胴部片であり、２本の沈線を用いた連続Ｘ字状の文様が施されてい

る。内外面ともにナデ調整である。

　484～495は二条突帯文を有するものである。484は口縁部と胴部に突帯が認められる。外反して
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開く口縁部より下がった位置と胴部に三角形状の突帯を貼り付け、開Ｖ字の刻みを施しているが、

胴部の突帯はやや摩滅している。口縁端部は先細り気味であり、細かな刻みが認められる。外面

の頸部はナデ調整、胴部は削りであり、内面は丁寧なナデ調整が行われている。485は口縁部と胴

部に突帯が認められる。外反して開く口縁部より下った位置と胴部に三角形状の突帯を貼り付け、

刻みを施している。口縁端部は先細り気味であり、細かな刻みが認められる。外面の頸部はナデ

調整、胴部は削りであり、内面はナデ調整が施されている。２mm前後の石英が多く含まれている。

486は口縁部と胴部に突帯が認められる。外反して開く口縁部のやや下がった位置と胴部に三角形

状の突帯が貼り付けられ、右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は先細りであり、細かな刻みが

認められる。外面の調整は削りであるが、頸部はその後にナデ調整を施し、内面は丁寧なナデ調

整が行われている。487は口縁部と胴部に突帯が認められる。波状口縁であり、外反して開く口縁

部のやや下がった位置と胴部に三角形状の突帯が貼り付けられ、開Ｖ字の刻みを施している。口

縁端部は面取され、Ｖ字の刻みが認められる。外面の調整は削りであるが、頸部はその後にナデ

調整を施し、内面は条痕後にナデ調整が行われている。488は口縁部と胴部に突帯が認められる。

外反して開く口縁部のやや下がった位置と胴部に三角形状の突帯が貼り付けられ、右Ｄ字の刻み

を施している。口縁端部は面取され、刻みは認められない。外面の調整は削りであるが、口縁突

帯より上部のみナデ調整であり、内面はナデ調整が施されている。489は口縁部と胴部に突帯が認

められる。外反して開く口縁部のやや下がった位置と胴部に三角形状の突帯が貼り付けられ、や

や摩滅した状態であるが、右Ｄ字の刻みが施されている。口縁端部は丸味を帯びており、右Ｄ字

の刻みが認められる。外面の調整は削りであるが、頸部はその後にナデ調整を施し、内面は丁寧

なナデ調整が行われている。490は口縁部と胴部に突帯が認められる。外反して開く口縁部よりや

や下がった位置に台形の突帯、胴部に三角形状の突帯を貼り付け、ともに右Ｄ字の刻みを施して

いる。口縁端部は隅丸を呈し、右Ｄ字の刻みが認められる。内外面ともにナデ調整が施されてい

る。２mm前後の石英が多く含まれている。外面の一部には煤の付着が認められる。491は口縁部

と胴部に突帯が認められる。外反して開く口縁部よりやや下がった位置と胴部に三角形状の突帯

を貼り付け、ともに右Ｄ字の刻みを施している。口縁端部は先細り気味であり、右Ｄ字の刻みが

認められる。内外面ともにナデ調整が施されている。492は胴部片であり、三角形状の突帯を貼り

付け、開Ｖ字の刻みを施している。外面の突帯より上部はナデ調整、下部は削りであり、内面は

ナデ調整である。493は胴部から底部付近の部位であり、頸胴部の境に三角形状の突帯を貼り付け、

浅いＶ字の刻みが施されている。外面が削りであり、内面は丁寧なナデ調整である。494は胴部片

であり、頸胴部の境に三角形状の突帯を貼り付け、右Ｄ字の刻みを施している。外面の頸部は条

痕からナデ、胴部は削りであり、内面は条痕からナデ調整である。495は胴部片であり、頸胴部の

境に三角形状の突帯を貼り付け、刻みを施している。内外面ともに丁寧なナデ調整である。

浅鉢類

　496～503は浅鉢の口縁部が鍵形を呈するものである。方形波状口縁と平縁口縁が認められ、前

者が496～507、後者が508～510となる。496・497は方形浅鉢の口縁部である。屈曲部に段があり、

１条の沈線が巡っている。口縁端部に刻みが認められ、内面には１条沈線が施されている。外面
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の屈曲部より上部はミガキ、下部は削りであり、内面はミガキである。498は方形浅鉢の口縁部で

ある。屈曲部に大きな段があり、１条の沈線が巡っている。外面の屈曲部より上部はミガキ、下

部は削りであり、内面はミガキである。499・500・502は方形浅鉢の口縁部である。屈曲部に大き

な段があり、１条の沈線が巡っている。内面にも１条の沈線が施されている。外面の屈曲部より

上部はミガキ、下部は削りであり、内面はミガキである。501は方形浅鉢の口縁部である。屈曲部

に大きな段があり、１条の沈線が巡っている。口縁端部に刻みが認められ、内面には１条の沈線

が施されている。外面の屈曲部より上部は条痕からナデ調整であり、下部は削り、内面はナデ調

整である。503は方形浅鉢の口縁部であり、屈曲部に大きな段がある。504・509は頸部と胴部の境

で稜を持って屈曲し、１条の沈線が巡っている。口縁部は短く、緩やかに外反する。505は方形浅

鉢の口縁部であり、屈曲部に大きな段がある。口縁部は短く、緩やかに外反する。外面屈曲部よ

り上部はミガキ、下部は削りであり、内面はミガキである。506は方形浅鉢の口縁部であり、口縁

端部に小さな刻みが認められ、内面には１条の沈線が巡っている。内外面ともにナデ調整である。

424は方形浅鉢の口縁部であり、内面には段が認められる。内外面ともにナデ調整である。507は

方形浅鉢の口縁部であり、屈曲部に大きな段がある。内面には１条の沈線が巡っている。内外面

ともにナデ調整である。508は頸部と胴部の境で稜を持って屈曲し、外反するもので、口縁部は短

い。510は口縁部が２段に屈曲して、口縁端部を丸く内面に肥厚する。

　511～515は口縁部が「く」字形を呈するもの。いずれも口縁部の長さは短く、平縁となる。器
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