
写真17　No．6資料のSEM像とEDX分析　　　　（×1000）
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写真18　No．6資料のX線回析プロフィール
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写真19　No．8資料のSEM像とEDX分析　　　　（×1000）

基地（ガラス質）

写真20　No．8資料のX線回析プロフィル
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写真21No．9資料のSEM像とEDX分析　　（×1000）
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写真22　No．9資料のX線回析プロフィール
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5　考　　　察

大沢正巳氏（1）は古墳出土鉄浮の広汎な調査結果に基づき，製錬淳と鍛冶津の化学組成および構成相を

まとめている。これと本鉄浮のそれを比較すると表5の通りである。

表5　各資料の化学組成および構成相の比較

名　　　 称

化　　 学　　 組　　 成　　 （重 量　 ％ ）

構　 成　 相

S iO 2 A 120 3 C 20 M g O 造 津剤 量 T iO 2 Ⅴ T ．F e

製 錬 辞 （砂 鉄 ） 福 岡地 方 1 6 ．8 1 ．1 0 ．0 0 6 3 7 ．5 W ＋ F ，W ＋ M ＋ F ，
～ 39 ．8 ～ 8 ．2 ～ 0 ．5 76 ～ 5 7 ．6 M ＋ F

〃 岡 山地 方 1 7 ．1

～ 25 ．9

5 ．0 3

～ 1 9 ．8

0 ．0 2

～ 0 ．18

3 2 ．1

～ 4 1 ．8
M ＋ F ，U ＋ I＋ F

鉱石 系製 錬 浮
4 4 ．5

～ 54 ．9

0 ．3 5

～ 0 ．5 7

0 ．0 0 7

～ 0 ．0 1 0

2 7 ．5

～ 3 8 ．0

F ＋ （器 ）微 量

精 錬 鍛 冶 津 福 岡地 方
2 1 ．0

～ 3 3 ．5
0 ．2 2へ／0 ．9

0 ．0 0 9

～ 0 ．1 6 7

4 9 ．1

～ 5 5 ．6
W ＋ F

〃 岡 山地 方 2 1 ．4 5 ．6 0 ．1 2 5 1 ．7 W ＋ M ＋ F

鍛 錬 鍛 冶 浮 福 岡地 方 1 0 ．1

～ 1 2 ．6
0 ．1～ 0 ．7

0 ．0 1 3

～ 0 ．2 8 8

6 7 ．2

～ 6 4 ．0
W ＋ F

〃 岡 山地 方 7 ．5 2
0 ．0 6

～ 0 ．1 9
0 ．0 6

5 0 ．1

～ 6 4 ．0
W ＋ F

N o． ．1 下 川 津遺 跡 鉄 淳 2 1．15 7 ．8 5 1．3 7 0 ．5 0 3 0 ．8 7 0 ．1 7 0 ．0 1 3 4 9 ．2 0 W ＋ F ＋ S

N o．　 2 〃 24 ．13 8 ．6 2 1 ．2 3 0 ．7 3 3 4 ．7 1 0 ．2 3 0 ．0 1 6 4 3 ．7 1 W ＋ F ＋ S

N o．　 4 〃 2 1 ．4 7 6 ．1 1 1 ．78 0 ．8 0 3 0 ．1 6 0 ．1 8 0 ．0 1 4 4 6 ．8 5 W ＋ F ＋ S

N o．　 5 〃 1 9 ．7 6 6 ．6 1 1 ．58 0 ．7 6 2 8 ．7 1 5 ．6 0 0 ．1 1 2 4 4 ．8 8 W ＋ F ＋ U ＋ S

N o．　 6 〃 1 7 ．2 7 6 ．4 0 1 ．59 ノ0 ．7 7 26 ．0 3 1．6 9 0．0 7 8 4 9 ．9 9 W ＋ F ＋ M ＋ S

N o．　 8 ノ／ 6 0 ．1 0 14 ．4 9 1 ．7 2 0 ．8 6 77 ．1 7 0 ．3 0 0．0 1 7 7 ．1 5 S

N n　 9 〃 1 7 ．5 2 6 ．19 1 ．8 5 0 ．9 6 26 ．5 2 0 ．11 0．0 1 5 4 9 ．8 5 W ＋ F ＋ S

注：造浮成分SiO2＋Al203＋CaO＋MgO
W：Wustite F：Fayalite M：Magnetite U：UlVospnel S：SiO2
岡山県の精錬鍛冶辞の分析値は古墳供献鉄淳ではなく，大蔵池南遺跡・鍛冶炉出土鉄浮の分析値である。

表5により資料が製錬浮か鍛冶浮か，あるいは使用原料か砂鉄か，鉱石（岩石）かについて考察して

みる。

（1）製錬津か鍛冶浮か

鍛治浮に対する製錬浮の特徴を列挙すると次の通りである。

①　全鉄分が低目である（通常50％以下）

②　造浮成分が多い（通常20％以上）

③　同一原料を使用する場合Ti02が高目となる。

④　ヴスタイト（FeO）の生成が少ない。

⑤　形状については，製錬浮が流動性のよい滑らかな面をもつのに対し鍛冶津は凹凸状である。

本資料についてみると資料恥．1，2，3，4，6，9は造浮成分多目ながらT，Fe高く，顕微鏡組織

およびSEM微細組織に示されるようにヴスタイトが多く晶出している状態。

さらに構成相が鍛冶浮の特徴であるW＋Fで構成されていることから鍛冶浮と判断される。
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（2）精錬鍛冶浮か鍛錬鍛冶浮か

鍛錬鍛冶浮に対する精錬鍛冶浮の特徴は次の通りである。

（丑　全鉄分が低目である。

②　造浮成分が多い。

③　同一原料を使用する場合Ti02がやや高目となる。

④　金属鉄の混入が少ない。

本資料についてみると，全鉄分は鍛錬鍛冶浮（約50％以上）にしては低目であり，造揮成分も多い。

また金属鉄の混入も少ないので精錬鍛冶浮の可能性が高い。

（3）使用原料は砂鉄か鉱石か

使用原料を区別する指標となるものはTiとⅤ量である。表5より砂鉄を原料とした精錬鍛冶浮の

〔TiO2〕／〔Fe〕の比を求めると0．01～0．11である。これに対し本資料の平均値は0．01である。従って砂

鉄系原料が用いられたものと推定される。

Ⅴも砂鉄中に多く含まれる元素である。表5から砂鉄系精錬鍛冶浮における〔Ⅴ〕／〔Fe〕の値を求め

ると福岡で0．0012，岡山で0．0023となる。

一方本資料では平均値で約0．0006となり，低い値を示すが，例えば砂鉄系製錬浮の〔Ⅴ〕／〔Fe〕は福

岡で0．0064，岡山では0．0032であり，鍛冶浮の値はこれより低いことを示していることから鉱石系製錬

浮の〔Ⅴ〕／〔Fe〕′の0．0002より大きいので鉱石系でないと推察される。

（4）恥．5資料について

Ti02が5．60％となり多く，構成相もW＋Fの外にウルボスピネルが検出されて製錬浮を思わせるもの

がある。しかしヴスタイトが多く，顕微鏡組織写真5－2ではヴスタイトが集団的に晶出している。こ

れらは流出製錬津にみられない組織である。

大沢正巳（2）：「大蔵池南製鉄遺跡を中心とする製錬浮，鍛冶浮の検討」によると，岡山県の精錬鍛冶浮

のTiO2含有量が高いのは製錬浮のチタン濃度によるのではないかとされており，ちなみに同遺跡出土

製錬浮のTi02は21・8～36・8とかなり高い濃度の鉄浮となっている。従ってNo．5鉄浮のTi02が高いの（30．2）

は，鉄分離の悪い比較的鉄浮を多く噛込んだ原料鉄によって精錬鍛冶されたためではなかろうか，また

ヴスタイトが集団的に晶出している部分は砂鉄粒の半還元したとのと思われ，製錬時の温度が低目で鉄

と鉄浮の分離が悪く，かつ還元率も低かったものと考えられる。

（5）恥．3資料羽口について

本羽口の化学組成と他地区粘土の化学組成比較を表6に示す。

表6　No．3羽口と他地区粘土の化学組成比較（重量　％）

種　　　　　　　　 類 S iO 2 A 120 3 T iO 2 C a O M g O T ．F e

‰ 3 羽 口先 端焼 土 黒色 部 50 ．9 7 3 0 ．7 0 0 ．’8 6 0 ．76 0 ．5 0 6 ．8 9

〃　 外 側粘 土 部 50 ．6 7 3 0 ．1 1 0 ．8 6 0 ．9 6 0 ．6 6 6 ．7 1

島 根 県 横 田地 区 須 山粘 土 （3） 5 6 ．2 0 2 0 ．8 6 1 ．6 0 1 ．1 1 － 4 ．3 4

茨 城 県 石 岡市
鹿 ノ子 C 遺 跡 6－1羽 口外 側 （4） 6 0 ．0 0 2 4 ：2 0 1 ．0 0 1 ．90 0 ．3 0 5 ．2 5
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本羽口は他地区粘土に比し鉄分が若干高くA120。が多いことが認められる。

また，羽口先端焼土黒色部と，外側粘土部の化学組成比較では鉄分の富化状況がはっきり認められな

いことから，本羽口は本格的操業には使用されなかったものと思われる。

（6）恥．7および恥．10鋳物炉片について

本炉壁片の化学組成と従来調査した釜土の化学組成比較を表7に示す。

表7　各種釜土の化学組成の比較（重量　％）

種　　　　　　　　 類 S iO 2 A 120 3 T iO 2 C a O M g O T ．F e

恥 ．7 鋳 物 炉 片 5 3 ．1 5 28 ．16 0 ．5 0 0 ．8 8 0 ．4 3 3 ．8 7

恥 ユ0 炉 壁 溶 融 部 5 8 ．3 7 18 ．3 0 0 ．2 0 1 ．15 0 ．4 3 6 ．0 1

恥 ．10 炉 壁 外 側 部 5 9 ．1 8 2 3 ．3 0 0 ．2 5 0 ．5 7 0 ．4 7 2 ．18

（古 墳 後 期 ～ 奈 良 時 代 ご ろ の ）

玉 造 町 玉 ノ宮 一 号 た た ら炉 壁 外 側 部 （5 ）
5 8 ．6 0 2 3 ．1 6 0 ．5 4 0 ．4 6 0 ．2 8 5 ．13

（18 世 糸己前 半 ご ろ の ）
仁 多 町 亀 嵩 上 分 原 た た ら炉 壁 外 側 部 （6 ）

6 5 ．1 4 2 3 ．2 9 0 ．3 9 0 ．5 1 0 ．9 4 2 ．12

砥 波 炉 元 釜 土 （7 ） 6 5 ．5 9 1 8 ．6 3
－

0 ．2 3 T r 3 ．3 7

石 見 国 価 谷 炉 元 釜 土 （7 ）． 6 7 ．・1 6 1 4 ．9 1 － 0 ．0 3 T r 1 ．9 1

靖 国 た た ら 釜 土 （8 ） 6 8 ．5 4 1 3 ．1 2 － 0 ．2 5 0 ．2 6 3 ．10

日 本 鉄 鋼 協 会 協 会 復 元 た た ら 釜 土 （9 ） 6 4 ．4 4 1 3 ．6 0 －
0 ．2 0 0 ．3 8 2 ．8 3

現代たたら釜土は，古い時代の炉壁に比べA120。が低いことが認められる。

No．7，NdlO炉壁ともA120。が古い時代の化学組成と類似している。で7炉壁はSi02がやや低く，A120。

が多いので，前述の羽口に近い化学組成を示す鉄分は低い。

また‰10炉壁溶融部と外側部の鉄分富化率を求めると6．01／2．18＝2．76である。従来調査の島根県美

保関町蕨ケ峯炉壁では2．59，島根県屋床たたら炉壁では3．06であり，亀嵩上分原たたら炉壁は2・37であ

った。従ってこれらによると本鋳物炉片は製錬炉に類似した炉に使用されたものと推定される。

（7）Nd8資料について

表5に示したように造浮成分は77．17％で，Si02は60．10％，A120。は14．49％の組成を有する。これは

表7に示した釜土組成と類似するものであり，従って‰8は炉壁の溶融したものと判断される。また，

この組成の炉材がガラス状に溶融していることはかなり高い温度（約1，400～1，5000C）に接触したもの

と思われる。

（8）木炭の調査

恥．7および‰8資料に噛込んでいた木炭について，破断面を走査型電子顕微鏡で観察し，材質の分っ

ている木炭の破面と比較して，原木材質の推定を行なった。上記各資料の破面拡大写真を写真23，24，

25に示す。その結果‰7，恥．8とも水まきと推定する。

6　結　　　呂

古墳前期ごろから室町時代と巾の広い年代の遺跡から出土した鉄浮および炉材について調査を行なっ

た。結果を要約すると次の通りである。

（1）出土鉄浮‰1，2，4，6，9は全鉄量，構成鉱物ならびにヴスタイト晶出状態によって精錬鍛
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冶浮と判定される。

またTiO2量によって砂鉄系精錬鍛冶浮と推定した。

（2）恥．5鉄浮はTiO2量高く，また生成鉱物も多いが，ヴスタイトの晶出状況から精錬鍛冶浮の可能性

が大きい。

（3）恥．3羽口はA120。の多い粘土が用いられる。鉄分富化率が低いことから実際使用は少なかったも

のと思われる。

（4）‰8資料は化学組成から炉壁と判定した。またガラス状に焼結しているのが認められかなり高温

に晒されたと推定される。

（5）‰10炉壁片はA120。量から古い時代の炉壁材に類似し，鉄分富化率から製錬炉に用いられたもの

と推定した。
l

（6）出土木炭は水まき材と推定した。

以上の調査は㈲香川県埋蔵文化財調査センターの依頼により，調査は日立金属株式会社安来工場冶

金研究所で実施した。
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写真23　水ま　き炭見本

（×　20）

写真24　No．7資料に噛込んでいた木炭
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写真25　No．8資料に噛んでいた木炭
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第7節　下川津遺跡出土資料のC－14分析委託報告

㈲大阪ニュークリアサイエンス協会

記

1　測定試料

坂出市川津町大字下川津中原，下川津遺跡より出土の自然木2点
＼

2　測定原理及び測定方法

試料の年代はメタノール・液シン法により測定したが，測定の原理及び方法に付いては別添資料を

参照して下さい。

3　試料の前処理

試料は小木片とし，よく水洗し，1N－HCl水溶液で80－1000Cで数時間処理した。処理後十分に水

洗（洗浄液が中性を呈するまで）した。次に乾燥器中で1200Cで5時間乾燥後，電気炉で4000C5時間

蒸焼きにして木炭としてメタノール合成試料とした。

4　木炭試料からメタノールの合成及び液体シンチレーションカウンターによるメタノールの放射能測

定

本件試料からのメタノール合成は直接法を適用し，液シン測定には精製メタノールの6gを使用し

た。詳細に付いては別添資料を参照して下さい。

5　年代測定結果

結果に付いては別添の表を見て下さい。試料年代を計算する場合に用いるAoは古いNBSシュウ

酸（SRM　4990）のC－14濃度の95％を用いることが慣例になっている。ここでは新しいNBSシュ

ウ酸（SRM　4990C）を用いたので，実測して得られた新しいNBSショウ酸のC－14濃度（18．271±

0．024dpm／gC）を1．2933で除した値の95％（13．421±0．017dpm／gC）をAoとした（下の理由によ

る）。

1．2933＝聖黒字霊禦三悪警古いシュウ酸のC－14濃度

また，年代値における誤差は液シン測定きおけるもののみとした（誤差は1αで示してある。；68％の

確率）。

6　測定者

柴田せつ子・川野瑛子

1989／8／1

［香川埋蔵文化財調査センター］

試　料　名 当方コード

1989／8／1

年代値，BP　　　　　　　測定時間
（＋AD，－BC）　　　　　　（分）

自　然　木　‰1　　　　　0R－092　　　　　　　　4510±70　　　　　　　　　3000
（－2560±70）

自　然　木Ih2　　　　　0R－093　　　　　　10420±135　　　　　　　　4000
（－8470±135）

－591－



メタノール・液シン法によるC－14年代測定法

く資　　料〉

柴田せつ子・川野　瑛子

1　C－14年代測定法の原理

大気中には宇宙線起因の放射性C－14が極低レベル濃度で炭酸ガスとして存在している。生物はこの

C－14を呼吸または摂食などを通じて体内に取り込むので，生きている生物体内のC－14濃度は大気中

のC－14濃度とほぼ等しくなっている。

しかし，生物が死ぬと大気から新しいC－14の供給がなくなり，生物遺体のC－14濃度は一定の速度

で時間の経過と共に減少し続ける。従って，試料としての生物遺体のC－14濃度とその生物が生きてい

たときのC－14濃度を測定すると，次式によって，その生物が死滅してから現代までに経過した年数が

計算できる。

t＝藷・1n告（1）
ここで，tは試料の年代，Tl′2はC－14の半減期，Aは実測した試料中のC－14濃度（dpm／gC），A。

はその試料が生きていた時のC－14濃度である。現在，A。として，アメリカのNBSで調製された標準

シュウ酸のC－14濃度の95％値を用いることになっている。このようにして，試料のC－14年代値は（1）式

から計算できるが，この式が成立するためには，大気中のC－14濃度が（a）地球上のどの地域においても

同じで，（b）過去から現在までの，どの時期においても一定であったという前提条件が満たされねばなら

ない。これらの前提条件はほぼ正しいことがLibby（W．F．Libby；Radiocarbon Dating，2nd Ed．，the

Univ．ofChicagoPress，Chicago（1950））により確かめられている。

2　試料の前処理

提供される試料は土中または，海中から採取した木片または木炭などであり一般に以下のような前処

理を行う。

（1）試料に付着している土及びひげ根などの爽雑物は除去する。

（2）試料は1N－塩酸で，数時間加熱処理する。処理後，洗浄液が中性になるまで十分水洗を行う。

（3）洗浄済みの試料は乾燥器を用い1200Cで一夜乾燥させたのち，電気炉で4000C，5hr蒸し焼きにして

木炭にする。

3　木炭試料からメタノールの合成

木炭試料を燃焼管中で燃焼させC02とし，このC02をLiAIH4と反応させメタノールを合成する。方法

としては直接法と分離法がある。直接法とはC02とLiAIH4を直接反応させる方法である。分離法はC02

をアンモニア水と反応させ（NH4）2CO。とした後，これをCaCl。にする。得られたCaC03は20％一塩酸

を滴下させて，再びC02とした後，LiAIH4と反応させメタノールを合成する。

分離法は試料量が少ない場合に適用される。木炭試料からメタノール合成の化学反応式は次のとおり

である。

C＋02－→CO2
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4CO2＋3LiAIH4
ジエチルカルビトール

室　　温

LiAl（OCH3）4＋4ROH ～50C

→LiAl（OCH3）4＋2LiAlO2

→　4CH30H＋LiAl（OR）4

ROH；n－プチルカルビトール

なお，標準シュウ酸からメタノールの合成は，標準シュウ酸に硫酸酸性過マンガン酸カリ水溶液を滴

下することによりC02を発生させ，このC02を直接法によりLiAIH。と反応させてメタノールを合成し

た。合成したメタノールは精留塔を用いて反応溶液から蒸留により取り出し，再び精留塔により再蒸留

することにより精製する。

4　液シンによるメタノールのC－14放射能測定

液体シンチレーションカウンターとしてはパッカード社製のトライカーブ460CD型を用いた。測定領

域は19～90KeVに設定した。シンチレ一夕ーとしてはPPOの7g，bis－MSBの0．5gをパラキシレン

lLに溶かしたものを用いた。各試料から合成，精製したメタノールの約6gを市販の20mgー低カリガラ

ス製バイアルに入れ，全量が17．0gになるように上記キシレンシンチレ一夕ーを加えて測定用の試料カ

クテルとした。なお，バックグランド計数値は市販のスペクトル用メタノールを用いて，試料と同じ組

成のカクテルをつくり，そのカクテルを測定することにより求めた。測定は試料カクテルとバックグラ

ンドカクテルを100分ずつ交互に行い，必要な時間繰り返し測定した。なお，標準シュウ酸から合成した

メタノール試料についても同じ方法により液シン測定を行った。

5　C－14年代測定の算出

前項の液シン測定で得られた標泰シュウ酸，試料及びバックグランドの測定値（dpm／gC）を用いて

（1）式により試料の年代値を計算することができる。

なお，計算に際してC－14の半減期としてはLibbyの提唱している5568年を使用する。また，C－14

年代値の表示法としては，1950年を起点としてこの年より幾年前であるかで示してあり，年代値の後に

B．P．なる文字を添えるのが慣例である。なお，B．P．はBefore presentまたはBefore physicsの略であ

る。
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第VII章　お　わ　り　に

昭和59年の予備調査により下川津遺跡の発掘調査は実質的に始まる。インターチェンジ建設工事面積

約20万がの約半分に相当する面積にわたり遺構が広がることを確認し，翌昭和60年5月から昭和62年10

月までの2年6カ月の期間で，約9万がの調査対象地を実掘するという大規模な調査であった。出土遺

物は弥生時代の前期から室町時代におよび，コンテナ約5000箱という膨大な数量に達している。

弥生時代前期から室町時代にかけての集落跡のほぼ全域が調査対象地となり，隣接する低地帯と本報

告書で呼称した集落域が展開する微高地の周囲を取りまく埋没河川等の低地部をほぼ調査を行い，集落

遺構だけでなく，水田跡等を検出した。古代の集落のほぼ全面調査となったのが今回の下川津遺跡の最

大の調査成果であろう。

下川津遺跡の今回の調査で検出した遺構・遺物はその初現は少なくとも縄文時代草早期にのぼり，有

舌尖頭器が1点出土したほか，縦長剥片が1点出土している。ただしこれらの遺物はいずれも後世の埋

没河川の埋土や排土中からの出土であり，現位置を保ったものではない。

下川津遺跡が実質的に始まるのは，弥生時代前期の古段階になってからである。縄文時代晩期の土器

等は若干量の出土を見るが，確実に単独で検出したのは第1微高地上で検出した土坑1基にとどまる。

この主体となる時期に属する遺構・遺物は，弥生時代前期から室町時代に及ぶ途中の断絶期や遺構の広

がりの明確な差から，4時期に大別される。

第I期は，弥生時代の前期古段階が中心で，わずかに新段階の遺物を含む。弥生時代前期の遺構は第

1微高地南部を中心として検出し，その他では第4微高地南部で溝を1条検出したのみである。遺物の

出土も第1微高地南半が中心で，後世の遺構内から混入するように土器群が出土した。その後弥生時代

中期から後期前半代にかけての遺物は皆無に近く，空白期となる。第II期は弥生時代後期後半から古墳

時代前期にかけての時期で，第1・2・4微高地上に集落遺構が展開する。その中心は第1微高地と第

2微高地を分ける第2低地帯に画する場所が中心となる。第2低地帯は東部と西部をそれぞれ第1低地

帯・第4低地帯に画する場所が中心となる。第2低地帯は東部と西部をそれぞれ第1低地帯・第4低地

帯に切られるが本来的にはほぼ類似した個所に流路の残存形態としてのくぼみが連なっており，前述し

た第II期の集落域の広がりが，第2低地帯に画した展開を示すことに誤りはないであろう。古墳時代後

期6世紀の後半代の集落域が各微高地の中央部にまで住居等の建物が分布するのに比べて，この第II期

の集落域は第1微高地の北部の集落域を除いて微高地の中央部までの広がりを見せない点は注目され

る。第II期の後半になり，外来的な様相の強い土器群を持ち，炉の構造や平面形の異なる竪穴住居が出

現する点は注目される。この第II期の後半の土器群には，在地的な土器製作技術は受け継がれており，

集団が異なるのではなく，新しい社会状況に第II期の集団が対応していったことが窺われる。この社会

状況の変化の在り方は，墓制にも現われており，下川津遺跡から直線距離で約1血ほどの地点に，彷製

三角縁神獣鏡を持つ川津茶臼山古墳が造営されている。これも下川津遺跡の第II期の後半の様相と対応

したものであろう。

第III期は古墳時代後期6世紀後半代から鎌倉時代にかけての時期である。5世紀代を中心とする断絶

期の後第4微高地の南半部を中心として始まる。第III期の当初の集落域は第4微高地の中央西寄りの地
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点で，この個所には第I期・第II期の溝や第II期の竪穴住居の痕跡と考えられる遺構があり，地形的に

大幅な改変を行うことなく，居住域として使用可能な地点であったことが窺える。その後，竃付きの竪

穴住居群と掘立柱建物群で構成される集落が，第II期では居住空間としとはほとんど活用されていなか

った微高地の中央部にまで広がるように展開する。こうした建物群の中にはその配置に規則的な構成を

示すものも多い。また，この時期には土坑墓と考えられる遺構も概ね7～8世紀代と考えられるものが

第1微高地の中央部から東部にかけて分布し，第4微高地南半部に鎌倉時代の土坑墓が分布する。集落

域内に墓域が含まれることとなり，集落の様相に大きな変化が生じた可能性もある。第III期の7世紀代

には隣接する埋没河川内から，カラスキ等の良好な木製農耕具が出土し，開発者集団的な集落の様相が

考えられる。また，7世紀代になると第4微高地の南半部を中心として整地面が確認され，大型の建物

群が出現し，概ね竪穴住居の方向などに微高地全域を通じての規格性が認められるなど大幅な地形の改

変が行われ，集落域の様相の大きな変化が生じたことが窺われる。この地形の改変により集落域や水田

域などの地形的な安定化の中で，第I期・第II期とは異なる長期継続型の集落となったと考えられる。

また輸入磁器の越州窯椀が出土し，埋没河川内からの出土木製品の中には琴柱・呪譜木簡などが有り，

他に円面硯が有るなど集落の性格を推察するうえで注目すべき遺物も含まれる。第IV期の室町時代にな

ると，それまでの集落とは様相が一変し，第1微高地の南半部に限られ，方形区画の溝に囲まれた建物

群が出現する。他の調査区域は大半が水田化すると考えられる。

下川津遺跡の発掘調査は香川県教育委員会が実施した発掘調査のなかで，単一遺跡としては最大規模

のものとなった。遺跡の内容も弥生時代から室町時代にかけての集落遺跡の全面調査となり，得られた

成果も大きい。四国横断自動車道の関連の発掘調査で今回の調査対象地から南の部分を調査することと

なっており，その調査成果とあわせて大束川の流域の状況はより明らかとなっていくものと考えられる。

下川津遺跡の調査終了により，瀬戸大橋関連の発掘は終了し，この瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告VIIの刊行により，昭和51年度から開始した瀬戸大橋関連の業務はすべて完了したこととなる。

（藤好）
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第2分冊　　付　表

付表1　徽高地上遺構出土土器観察表

付表2　低地帯出土土器観察表

付表3　石器観察表

付表4　玉類観察表

付表5　鉄器観察表

付表6　鏡類観察表

付表7　鋼製品観察表

付表8　古銭観察表

付表1微高地上遺構出土土器観察表

本観察表では，文章量の都合上下記のように省略した。

略歴一覧

恥．略語　　　内容

1　須　　　　須恵器

2　須質　　　須恵質
3　ミニ　　　　ミニチュア

4　瓦質　　　瓦質土器

5　黒　　　　黒色土器

6　製塩　　　製塩土器

7　雲　　　　金雲母含む

8　黒粒　　　黒色粒含む

9　‾mm砂　　mm以下の砂粒を含む

10　‾mm多砂　mm以下の細砂を多く含む

11雲器　　　雲母土器

12　胎分　　　胎土分析

13　波文　　　波状文

14　鋸文　　　鋸歯文

15　指痕著　　指頭痕顕著

恥．略語　　　内容

16　讃　　　　讃岐産

17　畿　　　　畿内産

18　回ナデ　　回転ナデ

19　焼　　　　焼成

20　普　　　　普通

21弱艮　　　やや艮

22　弱悪　　　やや不良

23　条痕板ナデ　条痕のつく板ナデ

24　粗雑　　　やや雑な作り

25　格子叩　　格子目叩き

26　紋日　　　紋ぼり目

27　自然粕　　自然柚付着

28　色調では色という字を省略

29　備考では送り仮名等を極力省略
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付表3　石器観察表

石器観察表を作るに当たって以下の略号を決めた。

1．石材

サ：サヌカイト　砂：砂岩　結：結晶片岩　安：安山岩　ヒ：ヒン岩　黒：黒曜石

雲：雲母片磨岩　松：松脂岩　流：流紋岩

薪：薪翠　チ：チャート　疑：疑灰岩　他：その他の石材

2．楔形石器

楔：楔形石器　削：楔形石器の削片　素：楔形石器の素材

3．打製・磨製・礫石器

打：打製石器　磨：磨製石器　礫：礫石器

石器の計測の基準は以下の基準図による。なお，表現されていない器種については，

石器の長軸を長さ，短軸を幅として計測した。

享≠

L欄盛
楔形石器

H工三二二＞
石錐

L閻
楔形石器の削片

第288図　主要石器計測基準図
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付表1　徽高地上遺構出土土器観察表

第I期　竪穴住居出土土器
－．－－－－－－－－－－－－－．－－－・－－1－11－－．－．．．．－．．．．．－－－－－－－－・一一・－－．．・－－－．－－－－－－・－－－－－．．．．－．－－－－．－－・－一一・－一一1111－．．．．．．．．－－－－．1111，，－－－－－．．一一一一．．－1111111－－・．．－－－－－－．1－－－1－－－－－－．・－－・－．・．．11－－－－1－．1－．－－1－，－－－－－・一一．・－－－－－－．・．－．・．1－111P－－fq1．－．－－－4－－llll－．－ll．－－．．－．－－－llll

‾．．・．－．．－－－－－．ll1．－．tll．－－－－－．．．．lll．A－．－－－－－－．－－－－一一H－11－－　，　－－－－．．－－－－－一一．H1－．－－－－．－．．－－－－1－1－－．－．．．．－，－－．一一　，llll－－．－－－－－．－－　，　－・．一一－－．－－－－－．・．－－－－．・1．．－－－．．．．－．・．－－．－．．－．．－－－－－－－－－－－．－－－－－．t．・・－．・●・．1－－－－－－－－－lllllll－－－－1．11．－－－－

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　者
－－－－－－－－－tローt－．1－－－－－－－－－－－．－．一一H．1－－．－－－．．－－－－－一一－－．－．－－－－－－－－－・一一－．－－．1．－－．．．－．．．．－．一一－，－．－．．・．－．－－・一一－．1．－－－．．．．．－－－．，－－111－．11－1－－．・－－－－・－－－－－－一一・－－－－－．・．・．－－．1－11－－－－－－－－－－－．．・－－．．・．－　，・－．・．．．－－－・・－－－．llll1－1－－－－－－．．ll．－－llll－－
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16－01　SHIOl　　深鉢

16－02　　SHIO1

16－03　　SHIO1

16－04　　SHIO1

16－05　　SHIOl

壷
壷

壷

壷

16－06　　SHIOl　　壷

16－07　　SHIOl　　壷
16－08　　SHIOl　　壷

16－09

16－10

16－11

17－01

17－02

17－03

17－04

17－05

17－06

17－07

17－08

17－09

17－10

17－11

18－01

18－02

18－03

18－04

18－05

18－06

18－07

18－08

18－09

18－10

18－11

18－12

18－13

SHIOl　　壷
SHIOl　　壷
SHIOl　　壷
SHIOl　　壷
SHIOl　　壷
SHIOl　　壷
SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOI

SHIOl

壷
壷
蓋

蜜
蛮
護
婆
護
瑳
蛮
蜜
護
蓬
喪
蛮
蜜
蜜
蜜
蜜
蜜

SHIOl　　紡錘車

‾5血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　時褐

‾3m血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡褐

‾3m血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　暗褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　自褐

‾4血砂。　淡褐

‾3m血砂。　淡褐

‾4血砂。　暗赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡褐

‾4血砂。　淡褐

‾5血砂。　白褐

‾6血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡掲

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　白褐

‾3血砂。　淡褐

‾4血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾4血砂。　白褐

‾4血砂。　赤褐

‾2血砂。　濁褐

15．9

21．4　　　9．4

23．0　　　27．0

24．8

24．6

32．1

26．2　　　24．0

21．8　　　23．4

21．2

30．3

22．0

25．4

20．2

15．2

5．0　　　1．8

内外剥落。胎土は他の弥生前期の土器と
類似。
外剥落。内ナデ。

内外ナデ。口禄肩成形時の段。肩有軸の木
ノ菓文。胎分6－4。
内外ナデ。肩に成形時の段。
内外ナデ。外剥落、文様不鮮明。ト4と類似
の文様構成。
内外ナデ。口縁下に1条の沈線。肩に山形
文。胎分6－3。
外ナデ。内剥落。
外ナデ。内剥落。文様構成、口緑直下の沈
線以外ト3と類似。
外ナデ。肩に成形時の段。
外ナデ。内剥落。
内外剥落。肩の段は箆描沈線で強調。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。

外ナデ。内剥落。
内外剥落。
内外箆磨。

内外ナデ。口緑直下1条の沈線。
外ナデ。内剥落。口緑直下に段。
内外剥落。口禄直下に段。
外剥落。内ナデ。口緑下成形時の段。
内外剥落。口縁直下成形時の段。
外剥落。内ナデ。
内外ナデ。口緑下端刻み目。
内外ナデ。胎分6－2。
内外ナデ。
内外剥落。胎分6－1。
内外剥落。
内外ナデ。
内外剥落。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。
内外ナデ。口径は直径・器高は厚さを示す。

第I期　土坑出土土器（1）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－1－－－－－●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二＝

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（C皿）　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二二二「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ll一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二二ここ＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

19－01　SKIOl　　深鉢
19－02　　SKIOl　　藻鉢

19－03　　SKIOl

19－04

19－05

1g－06

19－07

19－08

19車09

19－10

19－11

19－12

19－13

19－14

19－15

19－16

深鉢

SKIOl　　浅鉢
SKIOl　　浅鉢
SKIOl　　浅鉢
SKIOl　　浅鉢
SKIOl　　浅鉢
SKIO2　　壷

SKIO2　　壷
SKIO2　　壷

SKIO2　　壷
SKIO2　　壷
SKIO2　　蜜
SKIO2　　蜜
SKIO2　　護

‾3mm砂。雲。濁淡褐‾黒灰

‾2血砂。雲。外淡福、内黒

灰

‾2血砂。雲。外淡褐、内濁

淡褐

‾2血砂。雲。暗褐‾黒褐

‾2血砂。雲。暗褐

‾2血砂。雲。暗褐‾黒灰

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。噂褐‾‾黒灰

‾5血砂。　濁淡褐「赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　濁淡褐「赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾5血砂。　暗褐‾赤褐

‾5血砂。　淡褐‾‾淡白褐

‾5血砂。　淡白褐‾黒灰

‾3血砂。　淡赤褐1炎白褐

14．5　　　30．7

－599－

外条痕文。内ナデ。
外貝殻条痕文。内ナデ。

外条痕文。内ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
夕順磨状の丁寧なナデ、肩直線山形文、頸
直下段。内ナデ。
内外剥落。
外箆磨状の丁寧なナデ肩直線山形文、頸
直下段。内ナデ。4－9と同一個体？。
内外ナデ。タ憎淵文鼠
内外ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。口縁僅かに刻目の痕跡。



第I期　土坑出土土器（2）
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（叩）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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19－17　　SKIO2

19－18　　SKIO2

20－01　SKIO2

20－02　　SKIO2

20－03　　SKIO2

20－04　　SKIO3

20－05

20－06

20－07

20－08

20－09

20－10

SKI

SKI

SKI

SKI

SKI

SKI

20－11　SKI

03

04

04

04

05

05

05

20－12　　SKIO5

20－13　　SKIO5

20－14　　SKIO6

20－15　　SKIO6

20－16　　SKIO7

20－17　　SKIO7

20－18　　SKIO7

20－19　　SKIO7

20－20　　SKIO7

20－21　SKIO7

20－22　　SKIO7

20－23

20－24

20－25

20－26

20－27

20－28

20－29

20－30

SKIO7

SKIO7

SKIO8

SKIO8

SKIO9

SKIO9

SKIO9

SKIlO

蛮
護
棄
碧

、　、．一■
、
、　ヽ－‘－

碧

空

碧
碧
壷

喪
不明
壷
壷

碧
喪
碧
壷
壷

窯
蓋

碧
喪
碧
婆
喪
窪
壷

藻鉢
壷

蜜
護

‾3血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾5血砂。　暗褐‾赤褐
‾7血砂。　淡褐‾赤褐

‾2血砂。　淡白褐‾灰褐

‾2血砂。　暗褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　濁淡訂‾赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　濁赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　黒褐

‾2血砂。　暗褐‾赤褐

‾3血砂。　赤褐
‾2血砂。　淡白褐‾暗褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。淡白褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。雲。淡白褐

‾3血砂。　白褐

‾5m嘘歩。　淡白褐

第I期　不明遺構出土土器（1）

10．2

18．6　　　8．8

28．1

内外剥落。
内外剥落。
内外ナデ。
内外剥落。
内タけ旨痕著。
内外ナデ。口緑刻目。小片のため傾き不明
瞭。
内外剥落。
内外ナデ。口緑直下刻目持つ凸帯。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。
内外剥落。口緑直下凸帯。
内外剥落。
内外剥落。
内外ナデ。肩に段。
内外ナデ。
内外剥落。
内外ナデ。口綾刻目。
内外剥落。
内外ナデ。
外刷毛。内ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。

口緑刻目。
口緑刻目。
口綾刻目。
口緩刻目
口緑下半刻目持つ段。

口緑刻目、直下刻目持つ凸帯。
内外ナデ。
内外ナデ。高杯？。
内外ナデ。口縁に刻目、直下に沈線。

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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2ト01　SXIO1

2ト02　　SXIO1

2ト03　　SXIO1

2ト04　　SXIO1

21－05　　SXIOl

2ト06

2ト07

2ト08

2ト09

21－10

21－11

SXIOI

SXIOI

SXIOI

SXIOI

SXIOI

SXIOl

2ト12　　SXIO1

2ト13　　SXIO1

2ト14　　SXIO1

21－15　　SXIO1

2ト16　　SXIO1

21－17　　SXIOl

2ト18

2ト19
21－20

21－21

SXIOI

SXIOI

SXIOI

SXIOl

蜜
護
深鉢
壷
壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷

壷

壷

壷
壷
壷
壷

窪

婆

蜜
蛮

‾3血砂。　濁淡赤褐

‾2血砂。　黒灰

‾3血砂。　暗褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡白褐‾淡褐

‾5血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡白褐「赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　灰褐「淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡白褐「淡赤

褐

‾5mm砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　暗褐‾淡白褐

‾3血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　濁淡赤褐

32．5

16．0

13．2

19．2

16．1

－600－

内外剥落。口緑直下に凸帯。
内外ナデ。口緑直下刻目持つ凸帯。
外ナデ。内剥落。蓋？。
外ナデ後箆磨。内剥落。口緑直下に段。
外箆磨状の丁寧なナデ。内丁寧なナデ。口
緑直下に段。
外ナデ。内剥落。口緑直下に段。
内外剥落。口緑直下に段。
内外剥落。口緑直下に段。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。頸に凸帯。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に段、
沈線による文様。
外ナデ。内剥落。肩に段、段直上に沈線に
よる文様。
内外ナデ。頸に段。

内外剥落。
外板ナデ。内ナデ。
内外剥落。
内外ナデ。口縁直下刻目を持つ段。

外ナデ。内剥落。口緑直下刻目を持つ段、
端部に刻み目。
内外剥落。口緑直下に段。
外剥落。内ナデ。口緑直下沈線痕。
外ナデ。内剥落。口禄刻目。



第I期　不明遺構出土土器（2）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝二一一一一一一一一l一一一一一一一一一一一1－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾l‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一11－1－－－－－－－－一一一一1－－－－－－－－11－一一l l一一一二二二二＝二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cn）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
こ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二「一一l一一一11－－－－－一一一一一一一一一1－l一一1－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾‾‾l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一1－11－－－－－－l一一一一一一一一一一1－1－－－－－－－一一一一一一一一一一l一一一一一lll一一一一一一二二二二二二＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2ト22

2ト23

21－24

2ト25
2ト26
2ト27
21－28

2ト29

2ト30

2ト31

SXIOl　　蜜
SXIOl　　蜜
SXIOl　　碧
SXIOl　　蜜
SXIOl　　窪
SXIOl　　護
SXIOl　　蜜
SXIOl　　婆
SXIOl　　蛮
SXIOl　　護

2ト32　　SXIOl　　紡錘車

21－33　　SXIO1

22－01　SXIO3

22－02　　SXIO3

22車03

22－04　　SX

IO3

IO3

22－05　　SXIO3

22－06　　SXIO3

22－07　　SXIO3

22－08　　SXIO3

22－09　　SXIO3

22－10　　SXIO3

22－11　SXIO3

22－12　　SXIO3

22－13　　SXIO3

22－14

22－15

22－16

22－17

22－18

SXIO3

SXIO3

SXIO3

SXIO3

SXIO3

22－19　　SXIO3

22－20　　SXIO3

22－21　SXIO3

22－22　　SXIO3

22－23　　SXIO3

22－24　　SXIO6

22－25　　SXIO6

22－26　　SXIO6

22－27　　SXIO9

22－28　　SXIO9

22－29　　SXIO9

22－30　　SXIOg

土錘

婆

窪

護
不明
壷
壷
壷
壷
壷
壷

護
婆

蜜

蜜
婆
蜜
護
護

‾2血砂。　外黒、内赤褐

‾5血砂。　淡赤褐‾黒褐

‾2血砂。　淡白褐‾黒褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　濁淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐
‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　自褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾2血砂。　淡白褐‾赤褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　赤褐‾淡白褐

‾3血臥　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　赤福

‾3血砂。　濁淡褐‾暗褐
紡錘車　　　‾3血砂。　淡白褐

紡錘車　　　‾2血砂。　濁淡褐

窪　　　　‾3血砂。　赤褐

婆　　　　‾2血砂。　噂褐

壷　　　　‾3血砂。　白褐‾淡褐

壷　　　　‾3血砂。　赤褐

護　　　　‾3血砂。　淡白褐

彗　　　　‾3血砂。　淡白褐‾‾赤褐

蜜　　　　‾2血砂。　淡褐‾暗褐

4．0　　　0．6

1．2　　　5．1

18．9

5．2　　　1．2

3．3

内外ナデ。口縁僅かに刻目痕。
外ナデ。内剥落。
外ナデ。内剥落。口緑刻目。
内外ナデ。
内外箆磨。
内外ナデ。
内外ナデ。
外板ナデ。
内外剥落。
外板ナデ。
器表剥落。

口縁刻目。
壷？。
凸帯上に刻目。

内ナデ。
高杯？。
内剥落。

口径は直径・器高は厚さを示す

外1条縦沈線。口径は短軸・器高は長軸を
示す。

外ナデ。内剥落。口緑直下刻目を持つ凸帯
○

外ナデ。内剥落。口緑直下に刻目を持つ凸
帯、端部刻目痕。
内外剥落。口緑直下に凸帯。
内外剥落。内口縁2条の沈線。

内外箆磨。口緑直下に段及び湖軋
外箆磨状の丁寧なナデ。内剥落。肩に段。
外刷毛後ナデ。内剥落。
外剥落。内ナデ。
外板ナデ。内ナデ。
内外ナデ。

内外剥落。口縁直下刻目を持つ凸帯。
内外ナデ。口縁直下刻目を持つ凸帯、端部
刻目。

外ナデ。内剥落。口緑直下に沈線、端部に
刻目。
内外ナデ。口緑刻目。
外ナデ。内剥落。

外ナデロ繚直下箆磨。内剥落。
内外ナデ。口綾刻目。
内外剥落。

内外ナデ。
内外剥落。

内外剥落。

器表剥落。口径は直径・器高は厚さを示す
○

器表ナデ。器高は厚さを示す。
内外剥落。口綾直下刻目を持つ凸帯。
内外ナデ。外接合部刻目。
外剥落。内ナデ。

外ナデ。内剥落。肩に段、沈線による連弧
文。

内外ナデ。口縁刻目。
内外ナデ。
外ナデ。内一部箆磨。

第I期　溝出土土器（1）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－1－－－－－一二二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝

挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－－－－二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

23－01　SDIO2　　蛮
23－02　　SDIO2　　蜜
23－03　　SDIO2　　護

23－04

23－05

23－06

23－07

23－08

SDIO2　　窪
SDIO2　　護
SDIO2　　壷
SDIO2　　壷
SDIO2　　壷

‾5mm砂。　赤褐‾暗褐

‾5血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾5血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　赤褐

－601－

内外ナデ。口緑直下刻目を持つ凸帯。
内外剥落。口緑直下凸帯。
外ナデ。内剥落。口緑直下刻目を持つ凸帯
0

内外剥落。
内外剥落。

外剥落。内箆磨状の丁寧なナデ。
内外ナデ。

外箆磨状のナデ。内剥落。口緑直下2条以
上の沈乱



第I期　溝出土土器（2）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一1－－－－－－－－－1－二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二二二二二二二一一一一一一一一一1－－－－－－1一一一一一一一一一一一一－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cn）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考

23－09　　SDIO2　　壷

23－10　　SDIO2　　壷

23－11　SDIO2

23－12　　SDIO2

23－13　　SDI

23－14　　SDI

23－15　　SDI

02

02

02

23－16　　SDIO2

23－17　　SDIO2

23－18　　SDIO2

23－19　　SDIO2

23－20　　SDIO2

23－21　SDIO2

23－22　　SDIO2

23－23　　SDIO2

23－24　　SDIO2

23－25　　SDIO2

23－26　　SDIO2

23－27　　SDIO2

23－28　　SDIO2

23－29　　SDIO2

23－30　　SDIO2

23－31　SDIO2

23－32　　SDIO2

23－33　　SDIO2

23－34　　SDI

24－01　　SDI

02

02

24－02　　SDIO2

24－03　　SDIO2

24－04　　SDIO2

24－05　　SDIO2

24－06　　SDIO2

24－07　　SDIO2

24－08　　SDIO2

24－09　　SDI

24－10　　SDI

24－11　SDI

24－12　　SDI

02

02

02

02

壷
壷
壷
壷
壷

壷
壷
壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷
瑳
碧
蛮
喪
護
蛮
窪
蜜
護
蜜
蓬

蜜
蛮
護
蜜
蜜
蓬
護
瑳
護
護

、　　一一．．

ヽ＿

、　、．‘‾‾

24－13　　SDIO2　　紡錘車

24－14　　SDIO2　　紡錘車

24－15　　SDIO3

24－16　　SDIO3

24－17　　SDIO3

24－18　　SDIO3

24－19　　SDIO3

24－20　　SDIO3

24－21　SDIO3

24－22　　SDIO3

24－23　　SDIO3

24－24　　SDIO3

24－25　　SDIO3

24－26　　SDIO3

24－27　　SDIO3

24－28　　SDIO3

24－29　　SDIO3

24－30　　SDIO3

碧
窪

喪
蛮
窪
婆
蜜
壷

壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷

壷

‾2血砂。　淡白褐

‾5血砂。　濁淡褐‾赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　濁淡掲

‾3血砂。　淡白褐‾黒褐

‾3血血砂。　淡白褐

‾2血砂。　濁淡褐

‾5血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐
‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　黒褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　淡掲

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡白褐‾淡褐

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　淡白褐‾赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤褐

31．4

21．2

20．0

18．2

143．0

4．4　　　1．4

6．0　　　1，2

15．4

28．4

19．2

13．8

－602－

．ダ

外箆磨状の丁寧なナデ。口縁直下平行沈
線。
外ナデ。内剥落。口緑直下段・沈線。肩に沈
線もしくは段。
内外ナデ。頸沈線文。
内外剥落。肩に段、沈線による連弧文。
内外剥落。沈線による連弧文。
内外ナデ。箆による連弧文。
外ナデ。内刷毛か板ナデ。肩に段、沈線に
よる山形文。
内外ナデ。肩に段、沈線による山形文。
内外ナデ。肩に段、箆による斜格子文。
外ナデ。内刷毛もしくは板ナデ。沈線によ
る山形文。
外板ナデ。内ナデ。
外板ナデ。内箆磨状の丁寧なナデ。
外ナデ後箆磨。内ナデ。
外底付近箆磨。内ナデ。
外ナデ。内剥落。2条の刻目を持つ凸帯。
内外ナデ。多条の沈線。
内外ナデ。口縁直下2条の沈線、端部刻目。
内外剥落。口緑直下に段、端部刻目痕。
内外剥落。口綾刻目痕。
内外ナデ。口綾刻目。
外ナデ。内剥落。口縁刻目。
内外ナデ。口禄刻目痕。
内外剥落。口綾刻目。
内外ナデ。口綾刻目。
内外剥落。口緑刻目。
内外剥落。平行洗練間に刻目。
内外刷毛。

内外ナデ。

内外板ナデ。
外剥落。内ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。
内外ナデ。
外租刷毛もしくは箆磨。内ナデ。
内外ナデ。
外ナデ後板ナデ。内ナデ。
内外剥落。
内外ナデ。
器表ナデ。口径は直径・器高は厚さを示す
○

器表ナデ。口径は直径・器高は厚さを示す
○

内外剥落。口緑拡張、端部上2ヶ所の隆起。
内外ナデ。口縁直下刻目の有凸帯、口縁部
分的な隆起。
内外ナデ。口緑直下刻目痕を持つ凸帯。
内外剥落。口緑直下に凸帯。
外ナデ。内剥落。口緑直下に凸帯。
内外ナデ。口緑直下刻目のある凸帯。
内外剥落。口降下肥厚。
外剥落。内ナデ。口禄直下に段。

内外剥落。口縁直下に段。

内外剥落。
内外剥落。口緑直下に段。
外ナデ。内剥落。口緑直下に段。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に段。
内外箆磨状の丁寧なナデ。
外箆磨状丁寧なナデ。内ナデ。口緑直下に
段、頸箆による沈線文。
タ幅葺箆磨状の丁寧なナデ。内剥落。沈線に
よる文様。



第I期　溝出土土器（3）
t－－1－．一一11－－－－－－．．－－－－．－－－．・－一一－1－．－．－－．－－－－・－一一．．－－－－－－．－－．－－．－，．一一－－－－－－－－．．－－－－－－－一－－－－－－－－，－－－－－－－・－－－．・－－－，－－－－－－．一一・－－－－－－－－－・－－－－－－－・－一一－一一・－－－－．・．－－－－－－－
－－－－．．1－t－．－－－－－－．．－．－－－－－－－－－－．－－－．．・－－－－・－－－－一一－－－－－－－－．．．・．－．－－－－－－－－．－－．．・－－－－－－－－．．－．．－－－－－－・－－－－－－．．－－一一．－－－－．．－－・－－－－・－－．．－－－－もー－－－－－－．．●．－－－－－－－－－．－．－－－－ll．－111－ll．－－－－－

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－－．．－－－lll1－－．一°－－－t－1－－・－－－．一一－．－－－－－．，1－－－．．．－－－－－－－－一一一一－．．．．．－．．－－－－－一一一一－一一一．・・－－－－－－－　，　－一一．－－．－－－・－－－－－－－－－一一．・－－－－－－－－－－．．－・－－－－．－一一－－　，　－　，　，　－－－－－－　，－－－・－－－－●．－．・－．・－－－－－－
－－llt－－－－－－－－t－－1－－－－－－－．．．．－．．－－－－．－－－－－－－一一．・－－．・．一一一・．－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－．．．－一一－－・－－－－一一・．－－－－－－－－－－－－－－－．・－．一一・－－－－－－－－－－－－－．・．・－．．一一－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－．－・－－－－－．－

24－31　SDIO3　　壷

24－32　　SDIO3　　壷
24－33　　SDIO3　　壷

24－34　　SDIO3　　壷

24－35　　SDIO3　　壷

25－01　　SDIO3

25－02　　SDIO3

25－03

25－04

25－05

25－06

25－07

25－08

SDIO3

SDIO3

SDIO3

SDIO3

SDIO3

SDIO3

25－09　　SDIO3

25－10　　SDIO3

25－11　　SDIO3

25－12

25－13

25－14

25－15

25－16

25－17

25－18

25－19

25－20

25－21

25－22

25－23

25－24

25－25

25－26

26－01

26－02

26－03

26－04

26－05

26－06

26－07

26－08

26－09

26－10

SDIO3

SDIO3

SDIO3

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SDI

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

26－11　SD

26－12　　SD

26－13　　SD

26－14　　SD

26－15　　SD

26－16　　SD

26－17　　SD

I

I

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

IO3

壷

壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷

壷
壷

壷

壷
壷
壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
蓋

蛮

碧
雲
蜜
婆

碧

竃
蓋

蛮

蛮

窪

護
蜜

蜜
蜜
蜜
蜜
蜜
蜜
婆
蜜

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐‾‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤掲

‾3血砂。　淡白褐‾暗褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾赤褐

‾5血砂。　赤褐‾淡白褐

‾3血砂。　淡貯‾淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　暗褐‾淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾7血砂。　淡白褐‾赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　暗褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡白褐頂5淡

褐

‾7血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

福

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　赤褐‾黒褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐‾灰褐

‾5血砂。　淡褐‾赤褐

‾3血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　濁淡褐‾灰褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐

20．1

22．8　　　22．8

27．2

22．8

21．3

18．2

29．3

25．1

22．8

23．1

20．8

14．6

－603－

外剥落。内ナデ。肩に凸帯。

内外ナデ。肩に刻目の痕跡のある凸帯。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。刻目のあ
る貼付凸帯。
外ナデ。内剥落。刻目のある貼付凸帯。

外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。刻目のあ
る貼付凸帯。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に2条
の平行沈乱
内外箆磨状の丁寧なナデ。2条の平行沈線
○

外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に段。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に段。
外ナデ。内剥落。箆描洗練による連弧文。
外ナデ。内剥落。箆描沈線による連弧文。
外箆磨状の丁寧なナデ。
による連孤文。
内外ナデ。箆描沈線によ
外箆磨状の丁寧なナデ。
による連孤文。
外箆磨状の丁寧なナデ。
箆描沈経文。
外箆磨状の丁寧なナデ。
外箆磨状の丁寧なナデ。

内ナデ。箆描沈練

る連弧文。
内ナデ。箆描沈線

内ナデ。肩に段、

箆描沈線文。
内剥落。

内外ナデ。沈線による文様。

外ナデ。内剥落。肩に段、沈線による文様。
外ナデ。内剥落。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。
内外ナデ。

内外剥落。
内外ナデ。
外ナデ。内剥落。
内外箆磨状の丁寧なナデ。
内外ナデ。口緑刻目。

内外ナデ。口縁刻目。
外ナデ。内剥落。口綾刻目の痕跡。
外剥落。内ナデ。口縁刻目の痕跡。
内外ナデ。口稼直下に段、端部刻目の痕跡
○

外ナデ。内剥落。口縁直下に段、端部刻目
の痕跡。
内外ナデ。口緑直下に段、端部刻目。
外刷毛後ナデ。内剥落。

外ナデ。内剥落。口緑直下に段、端部刻目
の痕跡。

内外ナデ。口緑直下に段、端部刻目の痕跡
○

内外ナデ。

内外ナデ。

内外ナデ。外僅かに刷毛の痕臥口縁刻目
0

内外ナデ。口縁刻目。
外ナデ。内剥落。

内外ナデ。口繚直下に段。
内外ナデ。口緑直下に段。壷？。
外ナデ。内剥落。口緑直下に段。
外ナデ。内剥落。口縁直下に段。
内外ナデ。口繚直下刻目のある段。
外ナデ。内剥落。段に刻目。



第I期　溝出土土器（4）
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考

26－18　　SDIO3　　護

26－19　　SDIO3

26－20　　SDIO3

26－21　SDIO3

26－22　　SDIO3

27－01　SDIO3

27－02　　SDIO3

27－03　　SDIO3

27－04　　SDIO3

27－05　　SDIO3

27－06　　SDIO3

2ト07　　SDIO3

蛮

護
蜜
蜜

婆
護
護
蜜
高杯
高杯

‾5血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡白褐「淡赤

褐

‾5血砂。　淡白褐‾赤福

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡掲‾暗褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　赤褐

紡錘車　　　‾3血砂。　淡褐

27－08　SDIO3　　円盤形土製晶‾3血砂。　暗褐

SDIO3　　壷　　　　　‾3血砂。　赤褐

2ト09　　SDIO4　　壷

27－10　　SDIO4　　壷

27－11　SDIO4　　碧
27－12　　SDIO4　　護

5．6　　　2．0

4．4　　　0．6

‾5血砂。　淡白褐‾赤褐　　36．7

淡白褐‾淡赤
褐
淡白褐
淡白褐‾赤褐

12．2　　18．6

27．7

－604－

内外ナデ。

外剥落。内ナデ。

外ナデ。内板ナデ。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
外剥落。内ナデ。
外板ナデ。内ナデ。
内外ナデ。非常に薄い作り。
内外ナデ。
外ナデ。内剥落。脚に凸帯。
器表ナデ。口径は直径・器高は厚さを示す
○

外ナデ。内剥落。口径は直径・器高は厚さ
を示す。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。肩に段・
平行沈線。
外箆磨状の丁寧なナデ。内ナデ。口緑直下
・肩に段。
内外剥落。口禄直下に段、肩に段の痕跡。

内外ナデ。
内外ナデ。



第II期　竪穴住居出土土器（1）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

73－01　　SHIIO1

73－02　　SHIIO1

73－03　　SHIIO1

73－04　　SHIIO1

73－05　　SHIIO1

73－06　　SHIIO1

73－07　　SHIIO1

73－08　　SHIIO1

73－0g SHIIO1

73－10　　SHIIO1

73－11　　SHIIO2

73－12　　SHIIO2

73－13　　SHIIO2

73－14　　SHIIO2

73－15　　SHIIO2

74－01　　SHIIO2

74－02　　SHIIO2

74－03　　SHIIO2

74－04　　SHIIO2

74－05　　SHIIO2

74－06　　SHIIO2

74－07　　SHIIO2

74－08　　SHIIO2

74－0g SHIIO2

74－10　　SHIIO2

74－11　SHIIO2

74車12　　SHIIO2

74－13　　SHIIO2

74－14　　SHIIO2

74－15　　SHIIO2

74－16　　SHIIO2

74－17　　SHIIO2

74－18　　SHIIO2

74－1g SHIIO2

74－20　　SHIIO2

壷
窪
窪
蜜
蛮
護
鉢
鉢

鉢
高杯
壷
壷
碧

空
蜜
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
製塩
製塩
製塩
壷
喪
窪
護
鉢
鉢
鉢

高杯
製塩
壷

壷
壷

74－21　SHIIO2　　壷
74－22　　SHIIO2　　壷
74－23　　SHIIO2　　壷

74－24　　SHIIO2　　壷

75－01　SHIIO2　　壷

75－02　　SHIIO2

75－03　　SHIIO2

75－04　　SHIIO2

75－05　　SHIIO2

75－06　　SHIIO2

75－07　　SHIIO2

75－08　　SHIIO2

75－09　　SHIIO2

75－10　　SHIIO2

75－11　SHIIO2

75－12　　SHIIO2

75－13　　SHIIO2

75－14　　SHIIO2

75－15　　SHIIO2

75－16　　SHIIO2

壷

壷
壷
壷
壷

蜜
婆
蛮

蛮
蜜

碧
底部
底部
底部
底部

‾4血砂。雲。暗赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾4血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾4血砂。雲。暗赤褐
‾4血砂。雲。暗赤褐
‾2血砂。　淡褐‾暗赤褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾5血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。・淡赤褐

‾4血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾5血砂。　淡赤褐

‾1血砂。雲。濁淡褐

‾2血砂。　白褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾4血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾1血砂。雲。濁淡褐

‾2血砂。　白褐

‾4血砂。雲。赤褐

‾2血砂。　濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。暗赤褐

‾3血砂。　白淡褐

‾3血砂。　赤褐‾濁赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐‾灰褐

‾2m多砂。濁淡褐‾赤褐
｝己
舌e

‾1mm多砂。淡褐
‾3血砂。　淡褐‾赤褐
‾2血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾2m砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾1血砂。　暗赤褐

‾5血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾4血砂。　淡褐‾赤褐
‾4血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾1血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。濁淡褐‾‾黒灰

褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。雲。暗褐
‾1血砂。　濁淡褐
‾2血砂。　赤褐
‾2血砂。雲。赤褐‾暗赤褐
‾5血砂。　淡褐‾濁淡褐

15．5

19．2

15．0

18．1

12．0

38．2

10．6 6．0

17．0　　　9．4

20．5

13．4　　　26．4

13．1　　20．2

9．8

17．2　　　g．8

13．6　　　8．8

18．0　　　7．8

12．4　　　6．8

10．1　　　5．8

16．2

30．2

11．6　　　6．8

22．7　　　29．4

23．6

23．2

24．0

13．0

13．1

11．4　　16．2

15．4

16．2

15．4

12．8

15．2

14．0

14．1

16．8

－605－

内指痕著。雲器。
外刷毛。内下半箆削。
内指痕著。雲器。

外ナデ。内箆削り。底熱により赤変。
タ柑巨常に細刷毛。内ナデ。
内休部ナデ。

内外ナデ。指痕著。脚端部摩滅。片口状口
縁。
内外ナデ。
外杯下半箆削。内杯部磨？。
内ナデ。再焼赤変。

タ脚噸条痕状刷毛。内箆削後条痕状刷毛。
再焼赤変。胎分3－38。
胎分3－39。
内ナデ。胎分3－32。

内ナデ。不安定な平底。再焼赤変。胎分3－3
3。

再焼赤変？。胎分3－34。
再焼赤変？。
内板ナデ。再焼赤変？。
外ナデ。内刷毛後ナデ。器表に細亀裂。
再焼赤変？。
再焼赤変。
再焼赤変。
内叩原体用いた縦条痕ナデ。再焼赤変？。
内剥落。再焼赤変。
内外ナデ。雲器。再焼赤変？。胎分3－31。
内ナデ。
内剥落。再焼赤変？。
内ナデ。再焼赤変？。胎分3－35。
再焼赤変？。月紛3－36。

内ナデ。再焼赤変。

外口縁2条の櫛描銘文に近い波文。内休部
上半指痕著。再焼赤変。胎分3－1。
内外ナデ。外5条櫛描波文。再焼赤変。

外刷毛後ナデ。外口緑2条櫛描波文。再焼
赤変。
外剥落。再焼赤変。胎分3－2。
内ナデ。再焼赤変。
内外ナデ。外箆描沈線による弧状の文様。
再焼赤変。
外刷毛後ナデ。内ナデ。再焼赤変。胎分3－4
0

外刷毛後ナデ。内休部上半ナデ、下半指痕
著。精良な土器。再焼赤変。

タ四日。内叩原体を用いた条痕ナデ。再焼赤
変。胎土・焼成製塩と類似。胎分3－5。
内ナデ。再焼赤変。胎分3－7。
再焼赤変。胎分3－6。

外ナデ。再焼赤変。胎分3－3。
外ナデ。再焼赤変。
再焼赤変。月紛3－8。
雲器。胎分3－12。

内休部叩原体用いた条痕ナデ。再焼赤変。
胎土・焼成製塩と類似。胎分3－9。

外ナデ。内部分的箆削。再焼赤変？。月紛3－
10。

内指痕著。再焼赤変。胎分3－11。
内箆磨。丸底。再焼赤変。壷？。
内外ナデ。再焼赤変。壷？。
内刷毛後ナデ。再焼赤変。壷？。
再焼赤変。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
l，－－－－・－－－－－－－－－　，　－－－－－－－－－－－－．－・－．－－－－－．－－－－－．－．－－－－－－－．．・－．．．－．．．．．－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－．．・－－－－－－－－－－　，　－－－－－．－・－．－．－－－－－．．－－－・－－－－－－－－－－－－　，　－－．－－－1－－．・，　，　－－llllllqd－－－－－
－・－．一．．．・－．一一・－・－・．・・－．・－－－－．・．－．・．一一．・－－－－－－－－．．・．－－－　，．－－・・－・・－一一・一一・－－－－　，　－．．・．－－－－－－－－－．・．．・・－－－－1－・－．．・一一．・－．．－．・．－－－・－・－－－1－－．．．．－．．．．・－－－－－・・－－－－－．・．－．・．－－・－・・－－－－－．一一－　，　－－－．・．－－－－・－－－－一一．－H一一．・－・－．・．1－－J・，－－－．．．・一一．・・－－・－－1－－－－－－－．－．．．h－．．－－－．’－．－－‾

75－17　　SHIIO2

75－18　　SHIIO2

75－19　　SHIIO2

75－20　　SHIIO2

75－21　SHIIO2

75－22　　SHIIO2

76－01　SHIIO2

76－02　　SHIIO2

76－03　　SHIIO2

76－04　　SHIIO2

76－05　　SHIIO2

76－06　　SHIIO2

76－07　　SHIIO2

76－08　　SHIIO2

76－09　　SHIIO2

76－10　　SHIIO2

76－11　SHIIO2

76－12　　SHIIO2

76－13　　SHIIO2

76－14　　SHIIO2

76－15　　SHIIO2

76－16　　SHIIO2

76－17　　SHIIO2

76－18　　SHIIO2

76－19　　SHIIO2

76－20　　SHIIO2

76－21　　SHIIO2

76－22　　SHIIO2

鉢　　　　　‾2血砂。　濁淡褐

鉢　　　　　‾3血砂。　淡赤褐

鉢　　　　　‾1血砂。　濁淡褐‾濁淡

鉢
鉢
鉢

赤褐

‾2血砂。　濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡赤褐‾濁灰

褐

鉢　　　　　‾1血砂。雲。淡掲

高杯　　　　‾3血砂。　淡赤褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐

高杯　　　　‾1血砂。　淡赤褐‾暗褐

高杯　　　　‾2血砂。　濁淡褐

高杯　　　　‾3血砂。　淡赤褐

高杯　　　　‾1血砂。　濁淡褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡褐

高杯　　　　‾3血砂。　赤褐

高杯　　　　‾2血砂。雲。暗褐‾赤褐

器台　　　　‾3血砂。　淡赤褐

小型丸底壷　‾1血砂。　濁灰褐

小型丸底壷　‾2血砂。　赤褐‾濁淡褐

小型丸底壷　‾1血砂。雲。淡褐‾灰褐

′J、型丸底壷　‾1血砂。　淡褐‾灰褐

小型丸底壷　‾2血砂。　濁淡褐

小型丸底壷　‾2血砂。　黒灰褐

小型丸底壷　‾3血砂。雲。赤褐‾淡褐

小型丸底壷　‾1血砂。　淡褐‾暗褐

33．2

19．9

22．2　　　8．6

12．0　　　6．0

12．4　　　5．6

14．8　　　7．2

12．8　　　5．8

19．4　　13．6

17．8　　13．0

16．6　　12．0

17．2　　11．0

20．0

17．4

10．6　　11．6

8．6　　10．6

7．9　　　9．2

7．0　　　4．0

10．8

7．9

11．6　　14．6

小型丸底壷　‾2血砂。　淡褐‾濁淡赤　　12．4

褐
小型丸底壷　‾2血砂。　濁淡褐

小型丸底壷　‾1血砂。　淡赤褐

76－23　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾1血砂。　暗褐

76－24　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。　濁灰褐‾赤褐

76－25　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。　濁灰褐

76－26　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾1血砂。　淡褐
76－27　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。雲。濁淡褐

76－28　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。　淡褐‾灰褐

76－29　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。　濁淡赤褐

76－30　　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
76－31　SHIIO2　　小型丸底壷　‾2血砂。　濁淡褐

76－32　　SHIIO2　　製塩　　　　‾4血砂。雲。濁淡褐

11．8

10．7　　12．6

11．6　　10．6

7．2　　　7．6

11．7　　　9．7

10．0

8．4

7．8　　　7．8

10．4

9．2

8．7

－606－

再焼赤変。胎分3－17。
タ匝口後ナデ後謝り。再焼赤変。胎分3－14。
再焼赤変。胎分3－13。

内ナデ。胎分3－37。
内板ナデ。
外相亀裂。再焼赤変。胎分3－15。

内板ナデ。再焼赤変？。胎分3－16。
内外杯部ナデ。脚外ナデ、内接合痕著。再
焼赤変。胎分3－19。
再焼赤変。胎分3－18。
内外杯部ナデ。脚外ナデ内部リ。再焼赤
変。胎土・焼成製塩と類似。胎分3－20。
内外ナデ。再焼赤変。胎土・焼成製塩と類
似。
外刷毛後ナデ器表細亀裂。内剥落。再焼
赤変。
外ナデ。内刷毛後ナデ。再焼赤変。胎土・焼
成製塩と類似。
外刷毛後ナデ。内ナデ。再焼赤変。
内脚箆削。再焼赤変。
再焼赤変。
外上下2列5条単位の櫛描渡文。内ナデ。再
焼赤変。胎分3－29。
内外ナデ。再焼赤変。胎土・焼成製塩と類
似。胎分3－21。
内外ナデ。再焼赤変。胎土・焼成製塩と類
似。
内外ナデ。比較的精良な作り。再焼赤変。
胎土・焼成製塩と類似。胎分3－23。
内外ナデ。再焼赤変。製塩土器と類似した
胎土。娩武。
口縁2段に立ち上がる。再焼赤変。胎土・焼
成製塩と類似。
外休部箆削状の砂粒の動き。内ナデ。再焼
赤変。胎土・焼成製塩と類似。
外刷毛後ナデ。内ナデ。再焼赤変。胎分3－2
2。

タ匝口後ナデ。内箆状工具で施条痕後ナデ。
再焼赤変。胎土・焼成製塩と類似。胎分3車2
4。

内叩原体用いた条痕ナデ。再焼赤変。胎土
・焼成製塩と類似。
内口禄叩原体用いた条痕ナデ。再焼赤変。
胎土・焼成製塩と類似。
タ匝P後ナデ。内ナデ。再焼赤変。胎土・焼成
製塩と類似。胎分3－25。
タ団円後ナデ、頸叩痕。内休部ナデ、口緑叩
原体用いたナデ。再焼赤変。胎土・焼成製
塩と類似。
内外ナデ。再焼赤変。胎土・焼成製塩と類
似。
内外ナデ指痕箸。やや粗雑。再焼赤変。胎
土・焼成製塩と類似。胎分3－26。
粗雑。再焼赤変？。
内外ナデ。再焼赤変。胎土・焼成製塩と類
似。
内外ナデ、休部指痕箸。再焼施胎土・焼
成製塩と類似。
外ナデ。再焼赤変？
外僅に条痕ナデ。再焼赤変？。
タ匝P後ナデ、頸叩痕。内休部ナデ、口緑叩
原体用いた条痕ナデ。再焼赤変。胎土・焼
成製塩と類似。
内ナデ。再焼赤変。
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－－－－1－－－－－．・－J－．．．H－－－－－－－－－．－．－1－－．－－－．．－－－．－－－－－－・－－－－－．．－．．．－．．．－．・－－－－－．．－－－－－－－－－　，　・1－－－－－－－－．．・．－．・－－－－－・－・－－－・－・－．．．・・－・－－－－－－－－．．．－－－－－－●．・－．．．－－llllll－L－－　，　－●－－－－－．ll．1－1111111－－4h－．llt1－－－－－1－－－．lllH．tlll1．－－－

．－－－－－．．．．－・－－－－－－－－－－．1－，－　，　－．－－－．－－－－－－－－．－－．－111．－．．．．－．一一一一．H．一一－．・－－－－．－－．－－－－－－－－－，－－1－－L－．．Hl．lHl－．・．－．・．－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－．・．・1－－－－－－1－L－．H1－－－　，　ll，　－1－．．．．1llllllll－－lll－1．．－－－－－－－－－－lll1－．．tl．111－－－t．1．ll．－－－－．．－

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
，－－．t．－－－－－一一日．．一一－－．．．．・．・．－－－J．1－1－．－－・－－－－－－－－－－．－－－－－1，－－．，－－－－－－－－－－－1－－－－－－－－－－．－一一．Hllllll．1，－．．1－，　－．・．－ll－－－－－－－－－－－－－．・lHl．－．－－．・－．－－－・－・・－・－－－－－－11－．．．－－－－－．11111－－－－11－．lll－q－　，　llll－－　，　－－－－ll．－－－1－－－－．－日－．lllllllllll．－－

－－lltA－－－－　，　　－－－－－－－－－－－－－－－－一一一．．－－－－．．－．・．・．I．．．1－1－．．－－．．．．－－－－－－－－－－－11－．－－－－－－－－－－．－一，・－－・－－．．．－－－1－－－－－－－－－－　－・－－・．．lH．．t．・－－－－－．．ll・－．・　，　．．．－llPt．．－11－－　　，　lll，－llqlh．－ll，llllll一－－－－11．．tl．．．－－tL－ll－1－t－1－．－－－－．．－－．－．．・．－－－－－－－

76－33　　SHIIO2　　製塩
76－34　　SHIIO2　　製塩
76－35　　SHIIO2　　製塩
76－36　　SHIIO2　　製塩
76－37　　SHIIO2　　ミニ

77－01　SH工IO3

77－02　　SHIIO3

77－03　　SHIIO3

77－04　　SHIIO3

77－05　　SHIIO3

77－06　　SHIIO3

77－07　　SHIIO3

77－08　　SHIIO3

77－09　　SHIIO3

77－10　　SHIIO3

77－11　SHIIO3

77－12　　SHIIO3

77－13　　SHIIO3

77－14　　SHIIO3

77－15　　SHIIO3

77－16　　SHIIO3

7ト17　　SHIIO3

77－18　　SHIIO4

77－19　　SHIIO4

77－20　　SHIIO4

77－21　SHIIO4

77－22　　SHIIO4

77－23　　SHIIO4

77－24　　SHIIO4

77－25　　SHIIO4

77－26　　SHIIO4

7ト27　　SHIIO4

77－28　　SHIIO4

77－2g SHIIO4

77－30　　SHIIO4

壷
壷

蜜
蜜
謹
護
護
蓬
蛮
蓬
蜜
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
ミニ製塩
壷
壷

蕉
護
蓮
蛮
瑳
高杯

‾4血砂。　濁淡掲

‾2血砂。　濁淡褐‾赤褐

‾3血砂。　濁白褐

‾2血砂。　濁淡紺‾赤褐

‾1血砂。　濁灰褐‾‾黒灰

褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　濁灰褐

‾3血砂。雲。淡材‾赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。雲。暗褐

‾2血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。雲。淡赤掲

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾4血砂。雲。暗褐‾黒灰褐

‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾5血砂。雲。淡貯‾赤褐

‾2血砂。雲。淡褐‾灰褐

‾3血砂。　赤褐‾暗赤褐

‾1血砂。　淡褐‾赤褐

‾2血砂。雲。白褐‾濁白褐
‾1血砂。　淡褐

‾2血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐
‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡褐

小型丸底壷　‾1血砂。雲。淡褐‾赤褐

紡錘車　　　‾2血砂。　赤褐‾暗褐

78－01　SHIIO5　　無頸壷
78－02　　SHIIO5　　壷
78－03　　SHIIO5　　壷

78－04　　SHIIO5　　棄
78－05　　SHIIO5　　蓬
78－06　　SHIIO5　　鉢
78－07　　SHIIO5　　壷
78－08　　SHIIO5　　壷
78－09　　SHIIO5　　壷
78－10　　SHIIO5　　壷
78－11　SHIIO5　　壷
78－12　　SHIIO5　　壷
78－13　　SHIIO5　　壷
78－14　　SHIIO5　　壷
78－15　　SHIIO5　　壷
78－16　　SHIIO5　　壷
78－17　　SHIIO5　　壷
78－18　　SHIIO5　　壷
78－19　　SHIIO5　　壷
78－20　　SHIIO5　　壷
78－21　SHIIO5　　壷
78－22　　SHIIO5　　壷
78－23　　SHIIO5　　壷
78－24　　SHIIO5　　壷
78－25　　SHIIO5　　壷
78－26　　SHIIO5　　壷
78－27　　SHIIO5　　珪
78－28　　SHIIO5　　瑳

‾2血砂。雲。時褐
‾4血砂。雲。赤褐
‾4血砂。雲。淡赤褐‾濁淡

褐
‾4血砂。雲。淡褐
‾3轟砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤掲
‾4表砂。　淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡栢‾淡赤褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾5血砂。　赤褐
‾2血砂。　赤縄
‾5血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾3地砂。雲。濁淡褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾2■砂。　淡褐
‾1一秒。雲。濁淡褐
‾3血■砂。　濁淡褐
‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡掲頂き赤褐
‾5血砂。雲。赤褐頂5淡褐
‾3血砂。雲。淡貯‾淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤褐

3．6　　　3．3

22．0

21．4

10．4

14．g

9．2

10．0

9．1　　　7．6

40．4

25．2

47．6

29．0

14．2

10．6

19．8　　12．0

16．2

g．0

6．0　　　3．8

12．1　　10．2

7．6　　　3．1

21．4

17．8

18．0

14．0

14．0

16．0

15．0

17．3

14．4

13．4

－607－

再焼赤変。
再焼赤変。
再焼赤変。
再焼赤変？。ミニ製塩？。
内外ナデ。粗雑。指痕著。再焼赤変。胎土・
焼成製塩と類似。
内外ナデ。外口綾箆描鑑文。
外刷毛後ナデ。内剥落。
外剥落。内刷毛後ナデ。
外剥落。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。
外刷毛痕。内剥落。
内外ナデ。雲器。

外剥落。指痕著。雲器。
外下半箆削、上半剥落。内ナデ。
内刷毛後ナデ。
外ナデ。
内剥落。
内剥落。雲器？。
外剥落。内ナデ。雲器。
外刷毛。内刷毛後ナデ。再焼赤変。
内剥落。

外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。脚内接合痕。胎分2－1。
内外ナデ。
外剥落。脚内箆削。月紛2－2。

内外ナデ。脚内接合痕。雲器。
内外ナデ。長頸壷？。
内外ナデ。口径は短軸・器高は長軸を示す

○

内ナデ。雲器。
内剥落。
内ナデ。

雲器。
雲器。

内外ナデ。雲器。
内剥落。
外ナデ。内剥落。

内外ナデ。雲誰。
内剥落。
内外剥落。雲器。
内ナデ。外口緑竹管二丈。雲器。

内剥落。

内外ナデ。
タ帽l毛後ナデ。内剥落。
内外ナデ。雲器。
雲器。
内外ナデ。雲誰。
外鋭箆の銘文。
雲器。
内剥落。
外剥落。内ナデ。
外箆磨。内剥落。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。



第II期　竪穴住居出土土器（4）

挿図番号報告運構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

78－2g SHIIO5　　碧
78－30　　SHIIO5　　窪
78－31　SHIIO5　　蜜
78－32　　SHIIO5　　蜜
78T33　　SHIIO5　　窪
78－34　　SHIIO5　　碧
78－35　　SHIIO5　　碧
78－36　　SHIIO5　　婆
78－37　　SHIIO5　　婆
78－38　　SHIIO5　　護
78－39　　SHIIO5　　護
78－40　　SHIIO5　　婆
78－41　SHIIO5　　蜜
78－42　　SHIIO5　　碧
78－43　　SHIIO5　　碧
78－44　　SHIIO5　　碧
78－45　　SHIIO5　　窪
78－46　　SHIIO5　　窪
79－01　SHIIO5　　鉢
79－02　　SHIIO5　　鉢
79－03　　SHIIO5　　鉢
79－04　　SHIIO5　　鉢
79－05　　SHIIO5　　鉢
79－06　　SHIIO5　　鉢
79－07　　SHIIO5　　鉢
79－08　　SHIIO5　　鉢
79－09　　SHIIO5　　鉢
79－10　　SHIIO5　　鉢
79－11　SHIIO5　　鉢
79－12　　SHIIO5　　鉢
79－13　　SHIIO5　　鉢
79－14　　SHIIO5　　鉢
79－15　　SHIIO5　　高杯
79－16　　SHIIO5　　高杯
79－17　　SHIIO5　　高杯

79－18　　SHIIO5

79－19　　SHIIO5

79－20　　SHIIO5

79－21　SHIIO5

79－22　　SHIIO5

79－23　　SHIIO5

79－24　　SHIIO5

79－25　　SHIIO6

79－26　　SHIIO6

79－27　　SHIIO6

79－28　　SHIIO6

79－29　　SHIIO6

79－30　　SHIIO6

79－31　　SHIIO6

79－32　　SHIIO6

79－33　　SHIIO6

80－01　　SHIIO6

80－02　　SHIIO6

80－03　　SHIIO6

80－04　　SHIIO6

80－05　　SHIIO6

80－06　　SHIIO6

80－07　　SHIIO6

80－08　　SHIIO6

80－09　　SHIIO6

80－10　　SHIIO6

80－11　　SHIIO6

80－12　　SHIIO6

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

‾2mm砂。雲。黒褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾1血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。暗赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾5血砂。雲。暗褐
‾4血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤福
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3mm砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。雲。赤福
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾4血砂。雲。淡赤褐‾濁淡

褐
‾4血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。白褐

ミニ壷　　　‾2血砂。雲。淡褐
ミニ護　　　‾2血砂。雲。暗褐‾黒灰褐
壷　　　　　‾4血砂。雲。淡褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
細頸壷　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
蜜　　　　　‾2血砂。雲。淡褐
蜜　　　　　‾4血砂。雲。濁淡赤褐
窪　　　　　‾5血砂。　濁淡赤褐
護　　　　　‾5血砂。　濁赤褐
護　　　　　‾3血砂。　赤褐
窪　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
鉢　　　　　‾5血n砂。雲。濁淡赤褐
鉢　　　　　‾5血砂。雲。濁淡褐
鉢　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
鉢　　　　　‾4血砂。　淡赤褐
鉢　　　　　‾5血砂。　濁淡褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐
高杯　　　　‾4血砂。雲。淡赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐

壷

壷
壷
壷

‾2血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐

18．4

14．2

13．0

16．4

16．8

9．1

35．8

19．2

28．8

23．2

11．0

10．1

13．7　　　6．3

13．1　　　4．8

9．1　　　4．0

22．0

41．6　　　21．2

42．8

13．2　　　8．3

17．8　　11．0

15．8　　　9．2

25．2

24．0

15．4

－608－

雲器。
内休部ナデ。雲器。
内緒痕著。雲器。
外細刷毛。内ナデ。雲器。
内指痕箸。雲器。
タ摘丑刷毛。内ナデ、指痕著。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。
雲器。
内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。
内ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。
内外ナデ。
内ナデ。雲器。
内板状工具による押え痕。雲器。
外剥落。内板ナデ。雲器。
内ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。
内部分的箆磨。
内箆磨。
内緒痕著。雲器。
内外剥落。
外刷毛後ナデ、器表細亀裂。内ナデ。
内外ナデ。
内ナデ。雲器。
内外剥落。
内外ナデ。外器表細亀裂。雲器。
外器表繍亀裂。内ナデ。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。雲器。
内刷毛。外箆削。雲器。
内外剥落。

雲器。
外剥落。内箆削。雲器。
外ナデ。内箆削。雲器。
外剥落。内ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
雲器。
内ナデ。外口緑櫛状工具鑑文。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外剥落。内接合部指痕著。
内部化
雲器。鉢？。
内ナデ。
外刷毛後ナデ。内箆削。
内外剥落。器壁薄い。
内ナデ。雲器。壷？。
内ナデ。片口状口縁。
タ脚I後ナデ。内刷毛。雲器。
内剥落。雲器。
内剥落。
内外ナデ。外箆削痕。
外箆削。内箆磨。雲器。10－1と同」固体？。
内外ナデ。雲器。
内外刷毛後ナデ。外鋭箆先による未完結
文様。雲器。
外ナデ、口綾鋭箆先鑑文。内刷毛後ナデ。
雲器。
外剥落。雲器。
口綾上・外に施丈。雲器。

内外剥落。外頸刺突文。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－－．．－－－－－－－－－－－－－．．・．－－．－－－－－－－．－－．・．－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－・－．－－・－．．－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－一一・一一．－－－－－－－－・－－－．．－．．・－－・－－・－－－－－一一．－－－－－．・・・－－－－－－－・・－－－【．・一・・一．

－－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－－一一－－・－－－－－．一一．－－－－－－－－－－－一一．－－－－－．．・－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－．－一一・・一．－－－－－－－・－－－－－－．－－－－－一一・－－－－－－－．－－－－－－－一一・－－－－－－一一・－－－－－－－・－－－－－－．－

80－13

80－14

80－15

80－16

80－17

80－18

80－19

80－20

80－21

80－22

80－23

80－24

80－25

80－26

80－27

8ト01

8ト02

8ト03

8ト04
81－05

8ト06

8ト07

8ト08

81－09

8ト10

8ト11

8ト12

8ト13

8ト14

81－15

8ト16

8ト17

81－18

8ト19

8ト20

8ト21

8ト22

81－23

8ト24

8ト25

8ト26
8ト27

81－28

8ト29

8ト30

8ト31

8ト32

8ト33

8ト34

8ト35

8ト36

81－37

8ト38

8ト39

81－40

8ト41

82－01

82－02

82－03

82－04

82－05

82－06

82－07

82－08

82－09

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

SHIIO6

壷
壷
壷
壷
壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷

碧
婆
護
碧
喪
蜜
碧
碧
窪
碧
蛮

碧
碧
蛮
婆
護
喪
碧
婆
蜜
碧
蜜
蛮

婆
蜜
碧
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

高杯
高杯
甑
不明

‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。　白褐
‾5血m砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾4血砂。雲。濁赤褐
‾4血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾4血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3m血砂。　濁淡赤褐
‾3血m砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡赤福
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。暗灰褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾1血砂。雲。暗灰褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐
‾1血砂。　噂灰褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾4血砂。雲。濁淡赤褐
‾1血砂。　淡白褐
‾2血砂。　濁灰褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。赤福

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。白淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾4血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡白褐
‾3血血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2止血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐

14．4

19．4

15．2

17．6

16．4

10．4

17．0

16．6

19．7

17．0

17．4

16．4

15．2

18．6

17．8

17．8

16．6

16．0

16．2

15．0

16．6

16．6

17．0

17．4

16．6

16．6

13．4

10．6

8．2

18．6

12．2　　　6．2

8．6　　　4．6

9．2　　　5．2

20．0

20．6

22．6

23．0

－609－

内ナデ。雲器。
内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
雲器。
内外剥落。雲器。

外刷毛後ナデ。内指痕著。雲器。
雲器。

内外ナデ。外刷毛の文様。雲器。
外刷毛後箆磨。内刷毛後ナデ。
外箆磨。内剥落。雲器。
外箆削気味のナデ。内ナデ。雲器。
外ナデ。内指痕著。雲器。中丸壷？。
内ナデ。雲器。
内指痕箸。

外ナデ。内指痕著。雲器。
内外頸指痕著。雲器。
雲器。
内外ナデ。雲器。

内外剥落。外刷毛の痕跡。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
内上半指痕著、下半部分的箆削。
外刷毛。内剥落。雲器。
内外剥落。

外刷毛。内剥落。
外ナデ叩痕。内箆削。雲器。
外ナデ。
内休部指痕著。雲指。
雲器。
外刷毛。雲器。壷？。
雲器。
雲器。
雲器。
雲器。
雲器。

外刷毛後ナデ。内箆削。口緑非常に薄い作
り。雲器。
内ナデ。雲器。
内箆削の痕跡。
内外ナデ。雲器。鉢？。
内外ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
内外箆状工具痕。
内外刷毛。
雲器。
内外刷毛後ナデ。
内タけ旨痕著。
内板ナデ。雲器。
内外ナデ。やや粗雑。
外杯下半箆削。雲器。
外柿下半箆削。雲器。
内外ナデ。雲器。

外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。

内外ナデ。

外箆削後箆磨。雲器。8－6と同一個体？。
内ナデ。雲器。
雲器。

内箆削気味。雲器。
雲器。

雲器。
雲器。脚台付鉢？。
雲器。
タは旨痕著。内ナデ。
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82－10　　SHIIO6　　壷
82－11　SHIIO6　　壷
82－12　　SHIIO6　　壷
82－13　　SHIIO6　　壷
82－14　　SHIIO6　　壷
82－15　　SHIIO6　　壷
82－16　　SHIIO6　　窪
82－17　　SHIIO6　　蓬
82－18　　SHIIO6　　護
82－1g SHIIO6　　喪
82－20　　SHIIO6　　護
82－21　SHIIO6　　婆
82－22　　SHIIO6　　棄
82－23　　SHIIO6　　婆
82－24　　SHIIO6　　鉢
82－25　　SHIIO6　　鉢
82－26　　SHIIO6　　鉢
82－27　　SHIIO6　　鉢
82－28　　SHIIO6　　鉢
82－29　　SHIIO6　　高杯
82－30　　SHIIO6　　製塩
82－31　SHIIO6　　壷
82－32　　SHIIO6　　壷
82－33　　SHIIO6　　壷
82－34　　SHIIO6　　壷
82－35　　SHIIO6　　壷
82－36　　SHIIO6　　壷
82－37　　SHIIO6　　壷
83－01　SHIIO6　　窪
83－02　　SHIIO6　　護
83－03　　SHIIO6　　蓬
83－04　　SHIIO6　　蓬
83－05　　SHIIO6　　喪
83－06　　SHIIO6　　瑳
83－07　　SHIIO6　　鉢
83－08　　SHIIO6　　鉢
83－09　　SHIIO6　　鉢
83－10　　SHIIO6　　高杯
83－11　SHIIO6　　高杯
83－12　　SHIIO6　　高杯
83－13　　SHIIO6　　高杯
83－14　　SHIIO7　　壷
83－15　　SHIIO7　　壷
83－16　　SHIIO7　　壷
83－17　　SHIIO7　　壷
83－18　　SHIIO7　　壷
83－1g SHIIO7　　壷
83－20　　SHIIO7　　壷
83－21　SHIIO7　　婆
83－22　　SHIIO7　　瑳
83－23　　SHIIO7　　蛮
83－24　SHIIO7　　婆
84－01　SHIIO7　　喪
84－02　　SHIIO7　　婆
84－03　　SHIIO7　　婆

84－04　　SHIIO7

84－05　　SHIIO7

84－06　　SHIIO7

84－07　　SHIIO7

84－08　　SHIIO7

84－09　　SHIIO7

84－10　　SHIIO7

84－11　SHIIO7

84－12　　SHIIO7

84－13　　SHIIO7

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。
‾5血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾4血砂。雲。

‾4血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。
‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾4血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。
‾2血砂。雲。
‾2血砂。雲

‾3血砂。雲

‾4一秒。雲

‾3血砂。雲

‾3血砂。雲

‾3血砂。雲

‾2血砂。

‾5血砂。雲

‾5血砂。雲

‾5血砂。雲

‾5血砂。雲

‾3血砂。雲

‾3血砂。雲

‾5血砂。雲

‾3血砂。雲

‾2放■砂。雲

濁赤褐
濁淡褐
淡赤褐
濁淡褐
淡赤掲
淡掲
淡赤掲
濁赤褐

淡褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐
淡赤褐
濁淡赤掲
暗赤褐
赤褐
濁淡赤褐
淡褐
濁淡赤褐
赤褐
淡赤褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐
淡褐
暗褐
淡褐
濁淡赤褐
濁洗赤褐
淡赤褐
白淡褐
濁淡赤褐
濁淡褐
濁淡赤褐
暗赤褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐
淡赤褐
淡褐
噂褐
濁淡褐
濁淡赤褐
淡灰褐
淡赤褐
黒掲
濁淡赤褐
淡褐
淡赤褐
赤褐
淡褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐
淡赤褐
暗赤褐
淡赤褐
赤褐
濁淡褐

護　　　　　‾4血砂。雲。噂灰褐
蛮　　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
棄　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐
蛮　　　　　‾2表砂。　濁淡掲
護　　　　　‾2血砂。雲。噂褐
蓬　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
ミニ碧　　　‾2血砂。雲。暗褐
鉢　　　　　‾5血砂。雲。噂褐
鉢　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
鉢　　　　‾5血砂。雲。濁淡褐

18．8

22．4

9．0　　16．0

15．0

22．6

11．0　　　5．8

10．4

9．7

24．7

21．1

14．8

16．6

17．2

17．0

11．4

1g．2

12．0

8．2

21．1

25．8

24．6

22．6

15．2

16．7

13．5

15．2

15．4

18．2

14．0

14．4

8．9

33．4

47．2

37．4

－610－

内外剥落。
外ナデ、口縁竹管文。内剥落。
内頸指痕著。雲器。
内外剥落。
内外ナデ。
外剥落、箆状工具刺突文。内指痕著。雲器。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
内部分的に箆削。
タ四日後刷毛。内ナデ。雲器。
内外剥落。
内ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
外刷毛内箆削。雲器。
内外剥落。外相亀裂。
内外剥落。雲器。
内外ナデ。外亀裂。
外指痕著。内ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。
内外ナデ。雲器。
内外指痕著。雲器。
内外剥落。雲器。
雲器。
雲器。
内外剥落。
内ナデ。丁寧な作り。
外口縁鑑文・竹管文。雲器。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
内指痕箸。雲器。
内ナデ。
内刷毛。雲器。
内箆削。雲器。
内外剥落。雲器。
内ナデ。雲器。
内刷毛後ナデ。
外ナデ。不安定な平底。
内外ナデ。雲器。

外ナデ後暗文。内ナデ。雲器。
雲器。
内外刷毛後ナデ。
外頚凸帯に棒状工具刻目。雲器。
外ナデ、口禄鋭箆鋸。内箆磨。
外ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。
タ帽托後ナデ。内剥落。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
タ抑I後ナデ。内上半覚蛸机下半ナデ。雲器。

内ナデ。雲器。
内ナデ。雲器。
内ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
雲器。
タ叩け後ナデ。内剥落。雲器。鉢？。
内外刷毛後ナデ。雲器。
タ四個細帰l毛後下半箆磨。内上半指痕著、
下半箆削。外煤。雲話。
外柵刷毛。内指痕善。雲器。
雲器。
雲器。
内外ナデ。底貼付。
内外ナデ。雲器。鉢？。
外指痕著。内剥落。雲器。鉢？。
内外指痕著。雲器。
タ抑I後ナデ、口縁刷毛の痕跡。内ナデ。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
外租叩原体用いたナデ。内ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

84－14　　SHIIO7　　壷

84－15　　SHIIO7

85－01　　SHIIO7

85－02　　SHIIO7

85－03　　SHIIO7

85－04　　SHIIO7

85－05　　SHIIO7

85－06　　SHIIO7

85－07　　SHIIO7

85－08　　SHI王07

85－09　　SHIIO7

85－10　　SHIIO7

85－11　SHIIO7

85－12　　SHIIO7

85－13　　SHIIO7

85－14　　SHIIO7

85－15　　SHIIO7

85－16　　SHIIO7

85－17　　SHIIO7

85－18　　SHIIO7

85－19

85－20

85－21

85－22

85－23

85－24

85－25

85－26

85－27

85－28

85－29

85－30

85－31

85－32

85－33

85－34

85－35

85－36

85－37

85－38

85－39

85－40

85－41

85－42

85－43

85－44

85－45

85－46

85－47

86－01

86－02

86－03

86－04

86－05

86－06

86－07

86－08

86－09

86－10

86－11

86－12

86－13

86－14

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHI川7
SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

SHIIO7

壷
竃
瑳
瑳
蜜
蜜
蜜
瑳
竃
蜜
彗
護
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯

製塩
壷
壷
壷
壷
壷
壷

細頸壷
壷
壷
壷
壷

瑳
蓬
蓬

瑳
喪
喪
婆
喪
瑳
護
瑳
瑳

瑳
喪
鉢
鉢
鉢
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
小型丸底壷
壷
壷
壷
壷
壷

壷
壷

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

濁淡赤褐
淡赤褐
濁淡褐
淡赤褐
淡褐
淡褐
淡赤褐
淡掲
淡赤掲
濁淡赤褐
暗赤褐
濁淡褐
淡赤褐
黒灰褐‾淡褐
濁淡褐
淡褐
濁淡赤褐
淡褐
濁淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤福
‾2血砂。雲。濁淡赤福
‾3題■砂。　淡赤福
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。黒材「淡赤褐
‾3血砂。雲。黒褐‾淡赤褐
‾2■■砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡赤福
‾3血砂。　赤福
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾5■■砂。雲。濁淡褐
‾2一秒。雲。淡赤褐
‾3表砂。雲。淡赤褐

‾3■砂。雲。濁淡褐
‾2一秒。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾5一秒。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　黒褐‾暗褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾4血砂。　濁淡掲
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾加■砂。雲。濁淡赤褐
‾3■■砂。雲。淡赤褐
‾4血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。　淡褐
‾加■砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3一秒。　赤福

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

15．1

16．3

13．9

13．7

17．1

9．5

26．2

13．6

8．8

22．0

22．4

14．4

16．8

16．2

12．0

14．6

10．6

14．0　　　7．6

21．6

8．0　　　8．0

28．0

－611－

内外剥落。外口縁鋭箆鑑文・竹管文。内口
縁竹管文。雲器。
外剥落。内箆削。雲器。
タ臓刷毛内指痕箸。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。
タ四日後ナデ。内箆削。雲器。
外ナデ。内板ナデ。
内外刷毛後ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
内箆削。雲器。
内外ナデ。タけ旨痕著。
内ナデ。
タ帽章痕著。内ナデ。
外ナデ。内刷毛。雲器。
タ用舌痕著。内板ナデ。
内外ナデ。雲器。
内外条痕ナデ。
内外ナデ。外指痕著。雲器。
内外ナデ。
外杯上半刷毛後ナデ下半箆削。内杯上半
擬凹線。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。内剥落。
内外ナデ。
雲器。
内外ナデ。雲器。
外箆磨。内桔痕著。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
外剥落。内ナデ。雲器。
雲器。
外ナデ。内部叫。雲器。
内外剥落。雲措。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外剥落。
内外剥落。雲器。
雲器。

内外指痕著。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。内指痕著。雲器。
雲器。
内外剥落、指痕著。

内外ナデ。
外ナデ。内板ナデ。雲器。鉢？。
内外ナデ。雲器。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。雲器。
タ叩け後ナデ。内剥落。雲器。
内外剥落。
内外刷毛後ナデ。
外剥落。内ナデ。雲器。
内外剥落。
外ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削り。雲器。
外刷毛後ナデ。雲器。
内外ナデ。不安定な平底。
内ナデ。外口緑凹線。雲器。再焼赤変。
内外剥落。
外鋭箆状工具鋸文。
内外ナデ。
内外剥落。外口線′J＼単位の連続棒状工具
鋸文。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内箆敦口縁竹管文。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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86－15　　SHIIO7

86－16　　SHIIO7

86－17　　SHIIO7

86－18　　SHIIO7

86－19　　SHIIO7

86－20　　SHIIO7

86－21　　SHIIO7

86－22　　SHIIO7

86－23　　SHIIO7

86－24　　SHIIO7

86－25　　SHIIO7

86－26　　SHIIO7

86－27　　SHIIO7

86－28　　SHIIO7

86－29　　SHIIO7

86－30　　SHIIO7

86－31　　SHIIO7

86－32　　SHIIO7

86－33　　SHIIO7

86T34　　SHIIO7

86－35　　SHIIO7

86－36　　SHIIO7

87－01　　SHIIO7

87－02　　SHIIO7

8ト03　　SHIIO7

87－04　　SHIIO7

87－05　　SHIIO7

87－06　　SHIIO7

87－07　　SHIIO7

87－08　　SHIIO7

87－09　　SHIIO7

87－10　　SHIIO7

8ト11　　SHIIO7

87－12　　SHIIO7

87－13　　SHIIO7

87－14　　SHIIO7

87－15　　SHIIO7

87－16　　SHIIO7

87－17　　SHIIO7

87－18　　SHIIO7

87－1g SHIIO7

87－20　　SHIIO8

87車21　　SHIIO8

87－22　　SHIIO8

87－23　　SHIIO8

87－24　　SHIIO8

87－25　　SHIIO8

88－01　SHIIO8

88－02　　SHIIO8

88－03　　SHIIO8

88－04　　SHIIO8

88－05　　SHIIO8

88－06　　SHIIO8

88－07　　SHIIO8

88－08　　SHIIO8

88－09　　SHIIO8

88－10　　SHIIO8

88－11　SHIIO8

88－12　　SHIIO8

88－13　　SHIIO8

88－14　　SHIIO8

88－15　　SHIIO8

壷　　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐　　　　14．1
壷　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
窪
碧
蜜
護
窪
護
鉢
鉢
鉢

‾5血砂。　暗赤褐
‾2血砂。　濁淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡褐
高杯　　　　‾3血砂。　淡褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。黒褐‾‾淡褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
高杯　　　　‾3血砂。　濁淡褐
製塩　　　　‾2血砂。雲。赤褐
蛸壷　　　　‾2血砂。　淡白褐
蛸壷　　　　‾2血砂。雲。淡褐
手づくね　　‾3血砂。雲。淡赤褐
ミニ　　　　‾3血砂。　淡赤褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。淡褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
壷　　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐

蛮　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
窪　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
婆　　　　　‾5血砂。雲。濁淡赤褐
碧　　　　　‾3鵬臥雲。濁淡赤褐
護　　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐
護　　　　　‾3血砂。雲。淡褐
蜜　　　　　‾3血砂。　濁淡赤褐

鉢　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
鉢　　　　　‾3血砂。雲。濁淡褐
鉢　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
鉢　　　　　‾2血砂。　濁淡褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
高杯　　　　‾2血砂。　赤褐
高杯　　　　‾5血砂。雲。濁淡褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
製塩　　　　‾2血砂。　淡赤褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐
細頸壷　　　‾5血砂。雲。赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。暗褐
護
蜜
蜜
婆

護

窪
蜜
蜜
蜜
窪
鉢
鉢
鉢
鉢
壷

壷

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。暗褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾8血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤掲‾赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。赤褐

‾3mm砂。雲。赤褐

15．6

4．4

26．6

16．2

16．3

16．2

19．7

17．4

17．2

13．4

15．9

14．2　　　27．2

35．0　　　21．4

21．2　　11．0

16．0　　　7．2

－612－

外刷毛後ナデ。内ナデ。高杯？。
内剥落。雲器。再焼赤変。
内外剥落。
タ岬ロ。内箆削。

外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外ナデ。タは旨痕著。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内刷毛後ナデ。雲器。
内刷毛後ナデ。雲器。再焼赤変。
内外ナデ。タは旨痕著。雲器。
タけ旨痕著。内剥落。
内外剥落。内口緑1条の沈線。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
内外ナデ。やや阻臥雲器。
内外ナデ。雲器。
内板ナデの痕跡。
外刷毛後ナデ。内箆削。

小片。混入？。
混入？。
外刷毛後ナデ。内指痕著。歪な作り。
内外指痕著。
外口緑棒状工具の7条の波文。雲器。
内外ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ凸帯上櫛による刻目、直下
刺突文。内緒痕著。雲器。
内外刷毛後ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外紙刷毛。内緒痕著。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削後ナデ。雲器。
外口緑刷毛。雲器。丁寧な作り。
タ匝口後ナデ。内叩原体用いたナデ。雲器。
内剥落。
内外刷毛後ナデ。雲器。
内外刷毛。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。脚台付鉢？。
内外ナデ。やや粗雑。
内刷毛後ナデ。外ナデ。脚柱部短い形状。
内外剥落。雲器。
内外ナデ。
外刷毛後ナデ。内刷毛。
外箆磨。内剥落。雲器。
外箆磨。内箆削後ナデ、頸絞自著。雲器。
内外剥落。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
内板ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛後箆磨。内休部上半指痕著、下半箆
削。雲器。
外箆密。内箆削。雲器。
外剥落。内ナデ。
外刷毛後ナデ。内板ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
内外剥落。
内外ナデ。内指痕著。雲器。
内外剥落。タ帽叫毛の痕跡。
外箆削。内ナデ。
外剥落。内ナデ。雲器。

外刷毛。内箆磨、口緑櫛描波文。精良な雲
器。16－15と同一慨体？。
外刷毛。内箆磨、口緑櫛描渡文。精良な雲
器。19－14と同一個体？。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－－．．－－－－．・．．－－－－－－l．－．．●－．－－－．t．一一－・－－・－－．－－－－　，　－－－－●．1－－1－1－1－－－－－－－－－－－－．1－－．．・－．・－－－－－－－－－－　，　－－－－－－－－－－・－－－－－・－－－－．．・一．－・－－－－．－－－・－－．．・－－－－－．．・－－－－－－－－－－－－－●．－．．－－－－－－－－
－－1，，－日－．・－－．1，，－，－．．．．，　－．・．－・－．・・－－－－1－ll●－　，　●－．－11－－－－－－．－．－t．－●．－－－‘－’．．．－4－1－－－ll．11．－ll．－JlL－lll1－1－－－－－・－－－．・．－－．・・－．・－－・．－・－・－－－－－－．・．－・－．・－．．・－－111－．．－－－－・－．・．－．．・．－－－．一一．・．－－－－－－．・．－一一－－－－．・．－－・－．．・－－・－・－．・．－－－－－・一一一．．・－－11111－－－．－・4－．llll－－llll．．－lH－－－．－－

88－16　　SHIIO8　　壷
88－17　　SHIIO8　　壷

88－18　　SHIIO8　　壷
88－1g SHIIO8　　壷

88－20　　SHIIO8

88－21　SHIIO8

88－22　　SHIIO8

88－23

88－24

88－25

89－01

89－02

89－03

89－04

89－05

89－06

89－07

89－08

89－09

89－10

89－11

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

89－12　　SHIIO8

89－13　　SHIIO8

89－14　　SHIIO8

89－15　　SHIIO8

89－16　　SHIIO8

89－17　　SHIIO8

89－18　　SHIIO8

89－19　　SHIIO8

89－20　　SHIIO8

89－21

89－22

89－23

89－24

89－25

89－26

89－27

8g－28

89－29

89－30

89－31

89－32

89－33

89－34

89－35

89－36

90－01

90－02

90－03

90－04

g0－05

90－06

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIO8

SHIIOg

SHIIO9

SHIIOg

SHIIOg

SHIIO9

SHIIOg

90－07　　SHIIO9

90－08　　SHIIOg

90－09　　SHIIO9

90－10　　SHIIO9

90－11　SHIIO9

壷
壷
碧

瑳
碧
碧
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
高杯
高杯

高杯
壷
壷

壷
壷
壷

壷
壷
壷

壷

蜜
蛮
婆
碧
護
窪
棄
窪

婆
瑳
鉢
鉢
鉢
高杯
蛸壷
壷
壷
壷
壷
護
窪

蜜
碧
空
護
鉢

‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤花

‾2血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。赤褐

‾2血砂。雲。濁淡褐
‾5皿砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　黒褐
‾3血砂。　暗赤褐
‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤福
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血n砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐
‾2血砂。　白褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血血砂。雲。赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。暗褐
‾2血砂。　白褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾2皿砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　白褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。　白褐

16．8

15．9

15．8

20．8

21．2

19．0

15．2

12．8

20．0

16．0

16．4

16．0

14．8

16．4

19．8

22．8

13．4

17．0

16．7

13．4

38．5

14．2

5．4

16．0

18．6

16．6

14．2

14．4

15．7

14．8

21．4

－613－

外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
タ囲職刷も内刷毛後ナデ。雲器。17－17と
同一個体？。
赤色顔料塗付？。雲器。
外箆磨。内箆削後ナデ。雲器。16－14・15と
同一個体？。
内外ナデ。
外凸帯の上下に刺突文。雲器。
体部外刷毛、内指痕著。内口縁刷毛後ナデ
。雲器。

内休部箆削。精良な作り。搬入晶？。
外刷毛後ナデ。内ナデ指痕著。雲器。
内刷毛後ナデ。雲器。鉢？。
内外ナデ。雲器。

内外剥落。内刷毛の痕跡。
内外ナデ。雲措。
内ナデ。
外ナデ。内板ナデ。

外ナデ指痕箸。内剥落。雲器。
外ナデ。内剥落。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内外剥落。雲器。

内外杯部井桁状箆磨。脚内箆削。雲器。
内外杯部井桁状箆磨。脚内箆削。雲器。小
型器台？。

外刷毛後ナデ。内箆削。雲器。
内外口縁竹管文。雲器。
外剥落、口縁鋸文を意識した箆描沈線文。
内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外剥落。雲器。

タ脚職刷も内刷毛後ナデ。雲器。16－17と
同一個体？。
内外剥落。外鋸文・半裁竹管文。天地逆？。
雲器。
内外ナデ。タ抑噸刷毛後箆磨、頸半裁竹管
文。内休部上半指痕著。雲器。
内外ナデ。外剥落。内休部上半指痕著、下
半謝り。雲器。細頸壷？。
外ナデ。内箆削。雲器。
タ囲機刷毛後ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
内外ナデ。搬入晶？。
内外ナデ。搬入晶？。
内外刷毛後ナデ。雲器。
内外ナデ。赤色顔料塗付。搬入晶？。雲器。
外刷毛。内箆削？。雲器。
内外剥落。雲器。
雲器。
内外剥落。雲器。
内外剥落。搬入晶？。
内外剥落。
内外剥落。雲器。
混入晶。

内外ナデ。外口緑櫛描平行沈線。雲器。
外ナデロ緑半裁竹管文。内剥落。
外剥落。内板ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。

外刷毛後ナデ。内指痕著。雲器。
タ四日後ナデ。内体部下半箆削、頸指痕著。
雲器。

外ナデ。内体部下半箆削、上半届粍三。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外剥落。雲器。

外ナデ。内下半箆削、上半坂ナデ。
内外ナデ。
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p－－－－・－．．－．－－－－－－－・．一一．－－－－－－．－・．－－－－一一一一・．一一．－－－－－－－－－‥－－一一－－－－－－・－．．－－・－－－－－－－－一一－－・－・－．．－－．－－－－－－－－－－－．・一一一一一－一一－－－・．－－－－－－－－－－－・．．一－－－－－．．－－・－・－－－1．－－－－t●一°－－一．一一一

p－－．－．－一一一一－－－一一一－－－－－－－1－．．・一一－－－－－－－・・一・一．－－－－－－－・－－－－－－－11－－－－－－．一・・一一・－－－一一一－・一．．－－－－－－－－－－－－－－一一．－．1－－－－－一・一一一－－－－・－．－－－－－－－－－－・．■－－－－－・－－．．一一．－－－●一一一－．一一一．－－一一●

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（C皿）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
＞－－－－－－－－－－－－－－・．．－－－．－－－－－－－－－－・．一－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－－一一－－－－－－－－－．・．－－，－・．．・－－－－－－－－－－－－．・．．－－－－－－－－一一－・－－一一－一一一一－－－－－4－．・・1．－－．．1－－－－－－－．－1－‘－－‘．－－‘－．■．－－－－

L－－－－・・－－．－－－・－．．・一一一－．一一一－－－－－－・－－．・．－－－－－－－－－－．・．－．．．－・・．－－－－－－－－．一一一・－－－．．－－－－一一－－－－・－－－－－－・．．－－－－－－－－－－－－－．－・・－－－－－－－－－－－．－・－一一－－－－－－－－－－－－－t●－－－－－－．．1．4－－－t－－－－－－－－－

90－12　　SHIIOg

90－13　　SHIIO9

90－14　　SHIIO9

90－15　　SHIIO9

90－16　　SHIIO9

90－17　　SHIIO9

90－18　　SHIIO9

90－19　　SHIIO9

90－20　　SHIIO9

90－21　SHIIO9

90－22　　SHIIO9

90－23　　SHIIO9

90－24　　SHIIOg

90－25　　SHIIO9

90－26　　SHIIO9

90－27　　SHIIO9

90－28　　SHIIO9

90－29　　SHIIO9

90－30　　SHIIO9

90－31　SHIIO9

90－32　　SHIIO9

90－33　　SHIIOg

gL01　SHIIlO

gト02　　SHIIlO

gL03　　SHIIlO

gL04

gト05

91－06

9ト07

9ト08

91－09

91－10

gト11
9ト12
9ト13
91－14

91－15

g1－16

9ト17

9ト18

91119

gト20

91－21

9ト22

9ト23

91－24

9ト25

91－26

9ト27

9ト28

91－29

9ト30

91131

9ト32

91－33

91－34

g1－35

9ト36
91－37

91－38

gト39

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIlO

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

SHIIll

鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
高杯

製塩
製塩
壷
壷
壷
壷

壷

婆

護
竃
製塩
棄
瑳
護
高杯
高杯
蓬
壷

壷

壷

蓬
窪
瑳
婆
護
聾
蓮
窪
蓮
喪
蛮
護
鉢
鉢
高杯
高杯
壷
壷
壷
壷
瑳

護
護
聾
蓮
瑳

‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡掲

‾1血砂。雲。暗掲
‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡掲
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。赤掲
‾3血砂。雲。暗掲

‾5血砂。　淡褐
‾5血砂。雲。淡褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤掲
‾2血砂。　赤福
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤掲
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　黒
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。赤福

13．0　　　6．1

10．8　　　5．2

21．2

14．6

15．2

‾3血砂。雲。淡赤褐　　　　　25．0

‾3血砂。雲。噂褐
‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。赤福
‾5血砂。雲。淡赤掲
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。時褐
‾5血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
・‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3表砂。雲。淡褐
‾3一秒。　赤褐
‾5血砂。　赤褐
‾3血砂。　黒灰
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡灰褐

‾5血砂。　淡灰褐
‾3血砂。雲。淡褐

小型丸底壷　‾3血砂。雲。暗褐

壷
壷
楽
蓮
鉢

‾5血砂。　淡褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾1血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2題■砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。噂灰褐

16．g

12．1　　　5．7

19．6

20．2

18．8

－614－

外細亀裂。内ナデ。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。
内ナデ。雲器。
夕闇磨。内剥落。
杯部外上半条痕坂ナデ、内外下半井桁状
箆磨。脚外箆磨、内箆削。雲器。
タ囲Pの痕跡。内ナデ。雲器。

再焼赤変。
外櫛描波文。雲器。
外口縁構描渡文・竹管文。雲器。
外ナデ。内剥落。

外刷毛後ナデ。内ナデ。凸帯に棒状工具に
よる刻目。雲措。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
タ匝口後刷毛後ナデ。内上半ナデ、下半箆削
。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削。
内外剥落。雲器。
再焼赤変。
内外剥落。雲器。
内外剥落。雲器。
内外剥落。混入？。
外刷毛後ナデ。内板ナデ。
内外ナデ。雲器。脚台付鉢？。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。口綾上方拡張やや
雑。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。日録上方拡張やや
雑。雲器。
タ脚I後ナデ。内箆削気味の板ナデ。雲器。
外剥落。内箆削。
外剥落。内ナデ。雲器。
タ叩け後ナデ。内箆削。雲器。
内外ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。
内外剥落。雲器。小片のため傾き不明瞭。
外叩後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外指痕著。内箆削。雲器。
タ脚I後ナデ。内ナデ。雲器。
外剥落。内箆削。
外叩後刷毛。内坂ナデ。
タ脚職掛も内指痕著。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。壷？。

外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内外刷毛後ナデ。雲器。
内外剥落。内外刷毛の痕跡。
内夕悼l落。外刷毛の痕跡。内箆削の痕跡。
内外剥落。内箆刑の痕跡。
タ匝ロ。内刷毛後ナデ。
内外剥落。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外剥落。内指痕著。雲器。
外鋸文。
内外剥落。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外剥落。内ナデ。雲器。19－22と同一個体？。
外口縁竹管文。
内外刷毛後ナデ。雲器。
再焼赤変。
内板ナデ。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（C皿）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－．．一日－．－－－－一日一一一一一一一－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－一一－－一一一－－－－－－一一一－一一－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－一一－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一－．一一一，－．
．一日一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一日一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．－．一一一一一．一一一一一．一一一一一．一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

92－01　SHII12　　壷
92－02　　SHII12　　棄
92－03　　SHII12　　瑳

92－04　　SHII12

92－05　　SHII12

92－06　　SHII12

92－07　　SHII12

92－08　　SHII12

92－09　　SHII12

92－10　　SHII12

92－11　SHII13

92－12　　SHII13

92－13　　SHII13

92－14　　SHII13

92－15　　SHII13

92－16　　SHII13

92－17　　SHII13

II13

II13

II13

93－02　　SHII13

93－03　　SHII13

93－04　　SHII13

93－05　　SHII13

93－06　　SHII13

93－07　　SHII13

93－08　　SHII13

93－09　　SHII13

93－10　　SHII13

93－11　SHII13

93－12　　SHII13

93－13　　SHI王13

93－14　　SHII13

93－15　　SHII13

93－16　　SHII13

93－17　　SHII13

蛮

護
蓬
聾
鉢
鉢
蛮
壷
鉢

鉢
鉢
脚部
ミニ蜜
ミニ碧

、　、．＿4．

ヽ■

、　ヽ．‾■

支脚

壷

喪
瑳
瑳
蜜
高杯
壷
壷
壷
瑳
護
蕉
棄
蛮
窪
蓬
鉢

93－18　　SHII13　　鉢
93－19　　SHII13　　ミニ蜜

94－01　SHII14　　壷

94－02　　SHII14

94－03　　SHII14

94－04　　SHII14

94－05　　SHII14

94－06　　SHII14

94－07　　SHII14

94－08　　SHII14

94－09　　SHII14

94－10　　SHII14

94－11　SHII14

94－12　　SHII14

94－13　　SHII14

94－14　　SHII14

94－15　　SHII14

94－16　　SHII14

94－17　　SHII14

94－18　　SHII14

壷
壷
壷

壷
壷
蜜

瑳
蓬
瑳
蜜
楽
珪
瑳
護
護
ミニ蜜

‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤福

‾2血砂。雲。噂褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤福
‾2血砂。雲。濁淡赤掲
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3■砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤掲‾暗

褐
‾5血砂。雲。濁淡赤掲

‾2血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。噂褐
‾2血砂。雲。赤福
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3表砂。雲。濁淡赤褐
‾3表砂。雲。濁淡赤掲
‾2血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。噂褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3嘘砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　黒掲

‾5血砂。雲。赤事訂淡赤褐

‾3血砂。雲。暗褐
‾3表砂。雲。濁淡赤褐
‾3■砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。赤褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤福

‾3血砂。雲。赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。濁淡赤福
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤福
‾2血砂。　暗褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

14．6　　　21．1

21．1

15．4

14．8

12．2

36．6

19．0

12．1　　　8．1

11．2　　11．1

6．4　　　6．g

19．0

22．2

23．0

17．8

17．2

21．0

17．0

11．3

22．0　　　28．7

18．4　　　26．6

21．7

22．2

15．6

1’6．0

21．0

31．0

－615－

外箆磨。内板ナデ。内肩指痕箸。雲器。
雲器。

外剥落、叩の痕跡。内叩原体用いたナデ。
雲器。

タ匝口後ナデ。内体部下半箆削、口縁刷毛。
雲器。
雲器。

外刷毛後ナデ。内箆削気味の板ナデ。
内外剥落。
外指痕著。内刷毛。雲器。片口状口緑。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。高杯？。
外刷毛。内謝り。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内夕帽l毛。雲話。
タ艦内非常に平滑なナデ。雲器。
内外ナデ。タ腫i痕著。
外刷毛もしくは板ナデ。内指痕著。粗雑。
外刷毛。内指痕著。雲器。
内外指痕著。雲器。脚部が歪になった製塩
？
hO

内口緑刷毛。指痕著。雲器。
内タけ旨痕著。雲器。

タ匝口後箆磨。内底刷毛、休部中央指痕著。
雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外指痕著。内ナデ。雲器。
外箆磨。内剥落。雲器。

外ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。

外刷毛。内箆削後ナデ。雲器。
タ順l毛。内休部指痕著。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。

タ匝P後ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削。雲器。
内タけ旨痕箸。雲器。
内外剥落。雲器。

外指痕著。内上半刷毛、下半謝り。粗雑。雲
器。

外刷毛。内剥落。雲器。
外板状工具による押さえ。内指痕著。非常
に粗雑。

タ脚噸刷毛後箆磨、頸刷毛後ナデ、刷毛原
体用いた刺突状文様。内休部指痕著。雲器
○

雲措。
タ匝Pの痕跡。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。

タ囲職刷も内剥落。雲器。
外剥落、刷毛の痕跡。内板ナデ。雲器。
タ四日後ナデ。内休部上半指痕著、下半箆削
。雲器。
タ匝口後刷毛。内緒痕箸。
外ナデ。内剥落。雲器。壷？。
内外ナデ。
外ナデ。内剥落。雲器。
外刷毛。内上半指痕著、下半箆削。雲器。
雲器。
雲器。

タ四日後刷毛後ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外刷毛。内指痕著。
外剥落。内ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－・－．　，　－－－－－－－－－．，．－－一一．・－・－－－－．．－－－－一一・－－－－　，　－－－．－－－－一一－－－－－－．．－．－．．－－－－－－－－．．・－－－－－－－－－－．．－－．．．－－－－－．．－－一一．－－－－・，　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－．－－－．・－一一．－．－－－－－－－－－－　，－－－－

－．－－－－　，　－－－－・－－－－．．－．．－－－－－－．．・－－－－－－．．・－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－．1，－－－－－－－－－－－－．・．．・－－－－－．・－．・－－－－一一一・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－．一－－－－－・－・－－t．．－llllll．－－－．－－－－－－－－－－

94－19　　SHII14　　鉢

95－01　SHII14

95－02　　SHII14

95－03　　SHII14

95－04　　SHII14

95－05　　SHII14

95－06　　SHII14

95－07　　SHII14

95－08　　SHII14

95－0g SHII14

95－10　　SHII14

95－11　SHII14

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯

95－12　　SHII14　　高杯
95－13　　SHII14　　壷
95－14　　SHII14　　壷
95－15　　SHII14　　壷
95－16　　SHII14　　壷
95－17　　SHII14　　窪
95－18　　SHII14　　蜜
95－19　　SHII14　　鉢
95－20　　SHII14　　壷
95－21　SHII14　　壷
95－22　　SHII14　　壷
95－23　　SHII14　　窪
95－24　　SHII14　　鉢
95－25　　SHII14　　高杯
95－26　　SHII14　　製塩
95－27　　SHII14　　製塩
96－01　SHII14　　壷
96－02　　SHII14　　壷

96－03

96－04

96－05

96－06

96－07

g6－08

96－09

96－10

96－11

96－12

g6－13

97－01

9ト02

97－03

97－04

g7－05

97－06

97－07

97－08

97－09

9■「10

97－11

97－12

g－「13

97－14

9ト15
97－16

97－17

g7－18

97－19

gト20

97－21

9ト22

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII14

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

SHII15

蜜
婆
婆
蜜
護
蓬
鉢
鉢
脚部
高杯
高杯
壷
壷
蓬
碧
蜜
窪
碧
蛮
蛮
窪
蛮
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
製塩

製塩
ミニ護

‾3mm砂。雲。淡褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3鵬臥雲。暗褐
‾5血砂。雲。噂褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。赤福
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾2血砂。　濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾2mm砂。　濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。　暗赤褐
‾2血砂。雲。淡赤福
‾2血砂。雲。赤褐‾暗褐
‾3血砂。　黒掲
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　暗灰褐1炎褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾5mm砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡白褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐
‾2血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾1C血砂。　淡白褐

22．2　　11．8

24．4　　12。6

21．9

19．3　　11．1

19．0

15．8　　　7．8

14．3　　　8．1

13．7　　　8．6

14．0　　　6．8

24．6

20．4

15．1

15．0

24．0

16．9

18．8

16．6

37．4

17．8

16．9

17．4

17．2

15．5

25．8

14．0

13．1　　　7．3

10．0　　　6．6

7．6　　　8．4

－616－

夕け旨痕著。内口縁刷毛、休部箆削後箆状工
具によるナデ。雲器。
外箆削、細亀裂。内ナデ。雲器。
外箆削。内刷毛後ナデ。
外中央棟箆削。内ナデ。雲器。
外箆削。内ナデ。
外箆削。内ナデ。
タ匝口後ナデ細亀裂。内板ナデ。雲器。
外叩後ナデ細亀裂。内ナデ。雲器。

外叩後ナデ。内牧ナデ。
外やや細叩。内刷毛。
内ナデ。雲器。
杯外指痕著、内刷毛後箆磨。脚外刷毛痕、
内箆削。脚3方2個づつの透。雲器。
外剥落。内刷毛。雲器。
タ帽叫毛。内剥落。雲器。
内外ナデ。雲器。

タ匝け後ナデ。内指痕著。雲器。
タ叩け後ナデ。内休部下半期叫。雲器。
内外剥落。
タ叩け後ナデ、指痕著。内剥落。
外口縁鋭工具鑑丈。雲器。
外剥落、竹管文。内刷毛後ナデ。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。
外抑ロもしくは刷毛後ナデ。内ナデ。
タ四日後ナデ。内箆磨。
内外ナデ。雲器。

再焼赤変。
内外ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。小片のため傾き不
明瞭。鉢？。
外ナデ。内剥落。
内指痕箸。雲器。
タ叩け後ナデ。内箆削。
タ四日後刷毛。内刷毛。雲器。

掴。内箆削。
外剥落。内板ナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。
外ナデ。内剥落。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。外刷毛の痕跡、口操鋸文。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。
内外剥落。外叩の痕跡。内箆削。
内外剥落。タ囲口の痕跡。非常に薄い作り。
内外剥落。タ四日の痕跡。内箆削。雲器。

タ脚傾斜も内ナデ。雲器。壷？。
タ叩け後ナデ。内箆削気味の板ナデ。
内外剥落。タ囲臣刷毛の痕跡。内箆削。
タ匝ロ。内剥落。
タ匝ロ。内ナデ。
タ匝け後ナデ。内ナデ。
内外剥落。
外剥落。内板ナデ。粗雑。
外叩後ナデ。内坂ナデ。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。
内外ナデ。
タ匝け後ナデ。内剥落。雲器。
内外板ナデ。雲器。
再焼赤変。
再焼赤変。
タ岬口後ナデ。内ナデ。



第II期　竪穴住居出土土器（13）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　者
一一一一一ll一一一一一一一一一一一●－一一一一一一一一一一一一細．．一一．一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一．．一一一．．－．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．．一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ll
．－．　．　．　．一一－－－－ll－－－－－h－－－・－－－－．．，－－一一一－一一．・．－．．－－－－一一一一－－－．一一－－一一・－－－－－－－－一一・一．・一・一一一・．・一一．．－－．．・－－－－－．．・－－－－－－－－－・－－－，－－－－－，－－－－－．．－q．－．．・－－－－－－．．－－一一・一一．・－，　．一・一－－－－－．－

97－23　　SHII16

97－24　　SHII16

97－25　　SHII16

97－26　　SHII16

9ト27　　SHII16

98－01　SHII17

98－02　　SHII17

98－03　　SHII17

98－04　　SHII17

98－05　　SHII17

98－06　　SHII17

98－07　　SHII17

98－08　　SHII17

98－09　　SHII17

98－10　　SHII17

98－11　　SHII18

98－12　　SHII18

98－13　　SHII18

98－14　　SHII18

98－15　　SHII18

98－16　　SHII18

98－17　　SHII18

98－18　　SHII18

98－19　　SHII18

98－20　　SHII18

98－21　SHII18

98－22　　SHII18

98－23　　SHII18

98－24　　SHII18

98－25　　SHII18

98－26　　SHII18

98－27　　SHII18

99－01　SHII18

99－02　　SHII18

99－03　　SHII18

99－04

99－05

99－06

88－07

99－08

g9－09

99－10

99－11

99－12

99－13

g9－14

99－15

99－16

99－17

99－18

99－19

99－20

99－21

99－22

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

SHII18

99－23　　SHII18

99－24　　SHII18

99－25　　SHII18

100－01　SHII19

100－02　SHII19

100－03　SHII1g

壷　　　　　‾3血砂。雲。濁淡褐
瑳　　　　　‾3血砂。　淡赤褐
彗　　　　　‾5血砂。雲。濁淡赤褐
蜜　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
窪　　　　　‾3血砂。雲。淡赤福
壷　　　　　‾3血砂。雲。黒褐
蜜　　　　　‾2血砂。　白褐
鉢　　　　　‾5血砂。雲。濁淡赤褐

鉢　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
鉢　　　　　‾3血砂。　淡白褐
ミニ鉢　　　‾3血砂。雲。淡褐
壷　　　　　‾3血砂。　淡赤褐
蜜　　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐
護　　　　　‾3血砂。雲。濁淡褐
婆　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤福
壷　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐

壷
壷
壷
壷

護

蜜
窪
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
高杯
壷

壷
壷

壷
壷

壷
瑳
婆
護
蜜

護
蛮
蜜
蓬
護
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
高杯
高杯
壷

蜜
喪

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤福
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。淡褐

‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。白淡褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。噂褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤掲
‾3仙砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾黒褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。赤褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

12．0

17．9

41．1　　20．4

12．4　　　3．9

12．2　　　3．1

4．4　　　3．0

14．0

17．2

18．2

15．4

13．0

19．6

19．6

14．0

19．1　　　8．0

14．2　　　7．8

12．1　　　6．7

10．0　　　5．0

16．5　　　6．7

19．5

14．4　　　5．0

21．7

11．4

6．4

20．3

16．2

43．9

36．2

25．8

22．0

17．4

16．4

15．8　　　9．4

12．2

－617－

内外剥落。雲器。
内外剥落。
内外ナデ。雲器。
内外ナデ。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
内外剥落。混入晶。
外板ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。片口状口
縁。
外ナデ。内剥落。雲器。
外底箆削。内ナデ。
内外指痕著。タ四日。雲器。
内外剥落。
雲器。
タ匝口。内ナデ。雲器。
内ナデ。雲器。
外刷毛、野‾門閥I托工具による刻目。内口
縁刷毛後ナデ頸板ナデ。雲器。
撃紗ト板ナデ、内箆削。雲器。
外刷毛。内下半箆削。
外箆削。内箆乱雲器。
タ囲聴牌も内箆削。雲器。
外ナデ。内箆削。片口状口縁。雲器。26－17
と同「固体？。
外ナデ。内箆削。雲器。26－16と同一個体？。
外刷毛後ナデ。内指痕著。雲器。
外箆削。内板ナデ。雲器。
タは旨痕著、底籾の庄痕。内板ナデ。雲器。
外ナデ細亀裂。内板ナデ。
外剥落、細亀裂。内板ナデ。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。
外剥落。内坂ナデ。雲器。
タ匝ロ。内刷毛。雲器。
内外剥落。雲器。27－19と同一個体？。
内外板ナデ。雲器。
内外ナデ。外棒状工具による刺突文。雲器

○

外口綾棒状工具による刻目。雲器。
内外ナデ。外銘文。口縁全面貼付により複
合口緑イヒ
雲器。
内外ナデ。
内外ナデ。雲器。
内外刷毛後ナデ。雲器。搬入晶？。
外刷毛。内箆削。雲器。
タ匝P後板ナデ。内ナデ。雲器。
外板ナデ。内箆削。雲器。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。雲器。

タ囲P後ナデ。内上半ナデ下半箆削。雲器。
タ匝口後ナデ。内ナデ。粗雑。
内外剥落。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
タ匝け後ナデ。内ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内箆削。雲器。

外剥落。内ナデ。26－26と同一個体？。
外刷毛後ナデ。内下半箆削。雲器。
外ナデ。内刷毛。雲器。27－22と同一個体？。
外板ナデ。内刷毛。雲器。27－21と同一I固体
？
°○

内外ナデ。雲器。
雲器。

外箆磨。内下半期弧雲器。
内外ナデ。雲器。

タ順l毛。内刷毛後箆削。
内外ナデ。非常に薄い作り。ミニ鉢？。



第II期　竪穴住居出土土器（14）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一・・一一一－1－－－－－－－－－－－一一一一一一一一「二一二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
°一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一．－．一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一■一一一一一一

100－04　SHII19

100－05　SHII19

100－06　SHIIlg

lOO－07　SHII19

100－08　SHIIlg

lOO－09　SHII19

100－10　SHIIlg

lOO－11　SHII19

100－12　SHII19

100－13　SHII20

100－14　SHII20

100－15　SHII20

100－16　SHII20

100－17　SHII20

100－18　SHII20

100－19　SHII20

100－20　SHII20

100－21　SHII20

100－22　SHII20

100－23　SHII20

100－24　SHII20

100－25　SHII20

100－26　SHII20

100－27　SHII20

100－28　SHII20

100－29　SHII20

100－30　SHII20

100－31　SHII20

100－32　SHII20

100－33　SHII20

100－34　SHII20

10ト01　SHII20

10ト02　SHII20

10ト03　SHII20

10ト04　SHII20

101－05　SHII20

10ト06　SHII20

10ト07　SHII20

10ト08　SHII20

10ト09　SHII20

10ト10　SHII20

10ト11　SHII20

101－12　SHII20

10ト13　SHII20

10ト14　SHII20

101－15　SHII20

10ト16　SHII20

10ト17　SHII20

101－18　SHII20

101－19　SHII20

10ト20　SHI王20

10ト21　SHII20

10ト22　SHII20

101－23　SHII20

10ト24　SHII20

101－25　SHII20

10ト26　SHII20

護
鉢
鉢
鉢
鉢

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　赤福
‾3山砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

ミニ婆　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
碧　　　　　‾3血砂。雲。濁淡褐
窪　　　　　‾2血砂。雲。淡褐‾黒
紡錘車　　　‾2血砂。雲。暗褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐

壷　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐

壷

壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷

瑳
護
蛮
蜜
蛮

蓋

蜜

蜜
護
護
蓬
瑳
窪
窪
蓬
蓬
聾
蓬
蜜

不明
襲
聾
護
護
瑳

瑳
護
蓬

蛮

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。赤掲‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡白褐‾黒褐

‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。暗褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　白褐‾赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　白褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡掲
‾2血砂。雲。白褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾1血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　自褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾3血砂。　濁淡赤福
‾2血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。淡褐

17．3　　　7．1

19．8

11．6　　　6．2

8．0　　　8．5

16．6

7．0

25．9

26．6

29．0

24．2

21．2

19．8

22．2

17．0

17．0

12．3

11．2

10．6

14．9

15．4

15．3

14．2

15．0

18．7

－618－

15．7

13．7

12．0

外指痕著。内剥落。雲器。
内外剥落。タは旨痕箸、肩箆削気味。
内外剥落。
外ナデ、細亀裂。内剥落。雲器。
外指痕著。内ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。接合面著。
内外剥落。外刷毛の痕跡。雲器。
外刷毛。内剥落。
雲器。器高は厚さを示す。
外刷毛後ナデもしくは箆磨。内剥落。雲器
○

内外剥落。
外剥落、口線鋭箆状工具鑑丈。内刷毛後ナ
デ。
外ナテロ綾鋸文もしくは櫛描渡文。内刷
毛後ナデ。
外剥落。内刷毛後ナデ。
内外剥落。雲器。
タ愕刷毛、口緑僅に鑑丈？の痕。内剥落。
外刷毛後ナデ。内剥落。雲器。
内外ナデ。外口操鑑丈もしくは櫛描渡文。
内外ナデ。外口禄鋸文もしくは櫛描波文。
内外剥落。
外口緑直下凹線・刷毛。口緑銘文。内剥落。
内外刷毛後ナデ。大型複合口緑壷の口縁。
外口緑柿描渡文。
内外剥落。内刷毛の痕跡。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外叩後ナデ。内剥落。雲器。
タ匝P後ナデ、底箆削。内箆磨。雲器。
タ脚口後ナデ。内ナデ。胎土・焼成製塩と
類似。
内外剥落。内緒痕箸。雲器。傾き不明瞭。
内外剥落。内指痕著。雲器。
内外剥落。タ匝Pもしくは租刷毛の痕跡。
タ叩け後ナデ。内剥落。
外剥落、下半叩痕。内ナデ。胎土・焼成製塩
と類似。再焼赤変。
外ナデ。内剥落、箆削の痕跡。
タ脚P後ナデ。内剥落。胎土・焼成製塩と
類似。
タ匝P後ナデ。内板ナデ。
外刷毛後ナデ。内剥落。壷？。
内外剥落。壷？。
外叩後ナデ。内刷毛後ナデ。
タ匝口後ナデ。内剥落。雲器。
タ匝ロ。内刷毛後ナデ。
外ナデ。内剥落。壷？。
内外ナデ。小片のため傾き不明瞭。
タ匝P後ナデ。内刷毛後ナデ。
内外ナデ。雲誰。
タ印ロき。内剥落。
タ抑職鼎も内剥落、僅に箆削痕。小片の
ため傾き不明瞭。
小片のため器桂不明。
タ四日後ナデ。内箆削気味の板ナデ。
タ叩け後刷毛。内剥落、寛刑の痕跡。
外叩後ナデ、底箆削。内刷毛後ナデ。
タ叩け後ナデ。内刷毛の痕跡。
タ匝P後ナデ。内ナデ。胎土・焼成製塩と類
似。
タ囲傾斜も内剥落。
タ匝ロ、底箆削。内部叫気味のナデ。
外叩後ナデ。内刷毛。胎土・焼成製塩と類
似。
外叩後ナデ。内刷毛後ナデ。ほぼ丸底。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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10ト27　SHII20

10ト28　SHII20

10ト29　SHII20

101－30　SHII20

10ト31　SHII20

102－01　SHII20

102－02　SHII20

102－03　SHII20

102－04　SHII20

102－05　SHII20

102－06　SHII20

102－07　SHII20

102－08　SHII20

102－09　SHII20

102－10　SHII20

102－11　SHII20

102－12　SHII20

102－13　SHII20

102－14　SHII20

102－15　SHII20

102－16　SHII20

102－17　SHII20

102－18　SHII20

102－1g SHII20

102－20

102－21

102－22

102－23

102－24

102－25

102－26

102－27

102－28

102－29

102－30

102－31

102－32

102－33

102－34

102－35

102－36

102－37

102－38

写真図版
だけかチ
ェック
写真図版
だけかチ
ェック
写真図版

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

SHII20

護
護
瑳
喪
蜜
手焙り

不明

鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢

鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

、　　ヽ．－■
、

、　ヽ．‘‾一

高杯
高杯

高杯
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
製塩
鉢

SHII20　　鉢

SHII20　　鉢
だけかチ

ェック

102－39　SHII21　瑳
102－40　SHII21　高杯
102－41　SHII21　壷
102－42　SHII21　瑳
102－43　SHII21　竃
102－44　SHII21　護
102－45　SHII21　蛮
102－46　SHII21　鉢

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　濁淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤掲

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　白褐‾灰白褐

‾5血皿砂。　濁自褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　自褐

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　濁淡褐‾黒褐

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　白淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾5血砂。　白褐

‾3血砂。雲。自褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　白褐‾黒褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　白淡赤褐

‾2血砂。　自決赤褐

‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　白褐

‾3血砂。　淡白赤褐

‾3血砂。　濁白褐

‾2血砂。　淡白赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　白褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤白褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。　黒褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。　濁淡褐

‾2血砂。　濁白褐

‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。赤褐

‾2血砂。雲。淡赤福

19．4　　　8．9

19．4　　　7．3

17．5　　　8．2

16．2

10．6　　　5．4

9．2　　　4．6

8．8　　　4．8

9．8　　　3．2

7．6　　　2．7

9．2

28．2

13．2

15．2

20．0

17．4

12．2

9．0　　　4．2

－619－

タ匝ロ。内剥落。雲器。
タ叩け後ナデ底箆削。内刷毛後ナデ。
タ四日後ナデ。内刷毛。
タ岬口。内刷毛。雲器。
タ四日。内刷毛。

外上半剥落、指痕著、底箆削、休部中央凸
帯痕。内ナデ。粗雑。
外指痕著。上下端部接合痕。胎土・焼成製
塩と類似。把手？
タ匝ロ。内剥落。
タ四日後ナデ底箆削。内ナデ。
タ岬口後ナデ、細亀裂。内剥落、刷毛の痕跡。
タ抑I後ナデ。内剥落。口緑面取りによって
内側に肥厚。
外口緑叩、休部叩後ナデ。内指痕著。
タ匝ロ。内剥落。雲器。
内外指痕著。片口状に歪む。胎土・焼成製
塩と類似。
内外剥落。胎土・焼成製塩と類似。
タ匝口後ナデ。内ナデ指痕著。胎土・焼成製
塩と類似。
内外剥落。指痕著。胎土・焼成製塩と類似。
内外指痕著。胎土・焼成製塩と類似。
内外指痕著。胎土・焼成製塩と類似。
内外剥落。胎土・焼成製塩と類似。
内外剥落。胎土・焼成製塩と類似。
内外ナデ。雲器。小型器台？。
外ナデ、指痕。内剥落。
内外刷毛後ナデ。非常に分厚い大型の土
器。雲器。
内外剥落。雲器。小片のため傾き不明瞭。
タ四日後ナデ。内剥落。
タ匝P後ナデ。内ナデ。
タ匝P後ナデ。内ナデ。
タ四日後ナデ。内ナデ。
タ岬口後ナデ。内板ナデ。
外叩後ナデ。内板ナデ。

タ匝口後ナデ。内ナデ。
タ四日後ナデ。内ナデ。

内外剥落。
タ四日後刷毛。内剥落。

タ匝口後ナデ。内剥落。

外剥落。内板ナデ。不安定な平底。胎土・焼
成製塩と類似。

内外剥落。内体部下半箆別の痕跡。
内外剥落。外杯部箆削の痕跡。雲器。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。内剥落。
内外ナデ。胎土・焼成製塩と類似。
内外ナデ。雲器。
内外剥落。タ岬ロの痕跡。
内外刷毛。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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102－47　SHII21

103－01　SHII22

103－02　SHII22

103－03　SHII22

103－04　SHII22

103－05　SHII22

103－06　SHII22

103－07　SHII22

103－08　SHII22

103－09　SHII22

103－10　SHII22

103－11　SHII22

103－12　SHII22

103－13　SHII22

103－14　SHII22

103－15　SHII22

103－16　SHII22

103－17　SHII22

103－18　SHII22

103－19　SHII22

103－20　SHII22

103－21　SHII22

103－22　SHII22

103－23　SHII22

103－24　SHII22

103－25　SHII22

104－01　SHII23

104－02　SHII23

104－03　SHII23

104－04　SHII23

104－05　SHII23

104－06　SHII23

104－07　SHII23

104－08　SHII23

104－09　SHII24

104－10　SHII24

104－11　SHII24

104－12　SHII24

104－13　SHII24

104－14　SHII24

104－15　SHII24

104－16　SHII24

104－17　SHII24

104－18　SHII24

104－19　SHII24

104－20　SHII24

104－21　SHII24

104－22　SHII24

104－23　SHII24

104－24　SHII24

104－25　SHII24

104－26　SHII24

104－27　SHII24

104－28　SHII24

104－29　SHII24

104－30　SHII24

脚部
壷
壷

碧
空
蓋

鉢
鉢
彗
甑

碧

空
ミニ護
鉢
鉢
鉢
高杯

壷
壷
壷

蜜

婆
護
蛮
窪
鉢
高杯

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3mm砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐

高杯　　　　‾3血砂。雲。暗褐
高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐
高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐
高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐
ミニ鉢　　　‾2血砂。　淡赤褐
ミニ　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
紡錘車　　　‾2血砂。　黒灰

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐

壷

壷
蓋
喪
護
窪
鉢
鉢
鉢
高杯
高杯

壷
壷
護

碧
瑳
蛮
蜜
護
碧
鉢

‾5血砂。雲。暗褐

‾1C血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。　赤褐‾淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。暗赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。赤褐‾濁淡褐

‾3血砂。　白褐
‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。白褐
‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。赤褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐‾淡赤褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。目釘淡赤褐

13．0

14．6

12．5

16．1

10．9　　　6．2

6．6　　　2．5

31．7

17．4　　　24．6

12．8

13．0

9．6

12．7

13．6

10．1

21．9

21．6

11．6

17．9

18．1

17．9

5．9

5．0

15．6　　　4．1

3．4　　　2．6

15．8

24．3

12．6

20．6　　　9．5

1g．7　　　9．2

19．0　　　6．8

11．1

17．7

14．3

12．4

－620－

内外刷毛後ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。器台？。
内外剥落。タ帽け毛の痕跡。内緒痕著。

外刷毛後ナデ。内箆削。雲器。
内外剥落。弥生前期の混入晶？。
外叩後ナデ。内剥落。雲器。
内外剥落。タ岬口後ナデ。
タ岬ロ。内刷毛後ナデ。
タ四日後刷毛。内上半刷毛後ナデ下半箆削
。雲器。底焼成前の穿孔。3ト20と同一個体
？
te

外刷毛後箆磨。内上半箆押さえ痕、下半箆
削。雲器。
内外剥落。
タけ旨頭著。内休部板ナデ。やや歪な土器。
タ四日後ナデ、細亀裂。内板ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
内外剥落。外指痕著。雲器。
内外剥落。外刷毛の痕跡。雲器。透5‾6方に
開く。
外ナデ。内剥落。
内外ナデ。雲器。
タ脚職刷も内剥落。
タ脚職刷も内剥落、指痕著、下端箆削痕。
雲器。3ト9と同一個体？。
外剥落。内板ナデ。
タ匝ロ。内ナデ。
内外剥落。
外叩後ナデ。内板ナデ。雲器。
タ匝ロ。内剥落。
内外剥落。外刷毛もしくは箆磨痕。内箆削
痕。雲器。
外箆磨。内箆削。雲器。
内外剥落、刷毛の痕跡。
内外剥落。
内外剥落。内紋日。
内外剥落。
内外剥落。
器表剥落。非常に細穴。口径は直径・器高
は厚さを示す。
外刷毛後箆磨。内ナデ休部下端箆麿の痕
跡？。雲器。
内外剥落。凸帯箆状工具による刻目。雲器
e

内外剥落。雲器。
外ナデ。内剥落。
外刷毛。内剥落。
内外剥落。内箆削の痕跡。
タ叩け後ナデ。内甜叫。
内外剥落。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。雲器。
内外剥落。内板ナデの痕跡。
内外剥落。雲器。

外下半ナデ脚柱面取り気味の板ナデ。内
剥落、脚柱絞目。雲器。
内外剥落。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。内箆削。
内外剥落。内指痕著。
内外剥落。内肩指痕箸。
タ叩け後刷毛。内剥落、箆削の痕跡。雲器。
内外剥落。タ匝Pの痕跡。
外刷毛後板ナデ。内剥落。
内外剥落。外底指痕著。
内外剥落。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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104－31　SHII24　　不明

105－01　SHII25

105－02　SHII25

105－03　SHII25

105－04　SHII25

105－05　SHII25

105－06　SHII25

105－07　SHII25

105－08　SHII25

105－09　　SHII25

105－10　SHII25

105－11　SHII25

105－12　SHII25

105－13　SHII25

105－14　SHII25

105－15　SHII25

105－16　SHII25

105－17　SHII25

105－18　SHII25

106－01　SHII25

106－02　SHII25

106－03　SHII25

106－04　SHII25

106－05　SHII25

106－06　SHII25

106－07　SHII25

106－08　SHII25

106－09　SHII25

106－10　SHII25

106－11　SHII25

壷

蜜

碧
喪

喪
碧
窪
窪

護

ミニ護
窪
碧
彗
婆
蛮
瑳
護
蛮
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
高杯

106－12　SHII25　　高杯

‾3血砂。　白褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤掲
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾2mm砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾暗掲
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　白褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。赤褐‾暗褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。暗褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

106－13　SHII25　　小型丸底壷　‾3血砂。雲。淡赤褐

106－14　SHII25　　壷

106－15　SHII25　　壷
106－16　SHII25　　壷
106－17　SHII25　　壷
106－18　SHII25　　壷
106－1g SHII25　　壷
106－20　SHII25　　壷
106－21　SHII25　　壷
106－22　SHII25　　壷
106－23　SHII25　　壷
106－24　SHII25　　壷
107－01　SHII25　　壷
107－02　SHII25　　壷
107－03　SHII25　　壷

107－04　SHII25　　壷
107－05　SHII25　　壷
107－06　SHII25　　壷
107－07　SHII25　　壷

10ト08　SHII25

107－09　SHII25

10ト10　SHII25

‾3血砂。雲。淡赤褐‾‾赤褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤福
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾灰褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐

16．1

16．8

19．4

14．0

15．9

16．8

14．1

16．0

15．0

8．9　　11．6

40．5

40．4

30．8

16．4　　　6．8

22．3

14．4　　　9．1

13．1　　　5．7

11．1　　　4．3

13．2

19．5

12．3

24．2

28．0

21．9

29．2

21．3

23．2

20．8

17．1

20．6

21．6

19．6

16．0

19．2

17．4

14．3

14．6

14．4

15．0

－621－

内外剥落。面取りを行なった把手状の形
態。

タ匝P後刷毛。内板ナデ。雲器。
外剥落、細叩の痕跡。内上半指痕箸、下半
謝り。雲器。
タ匝ロ。内箆削。雲器。
タ抑職刷も内上半刷毛、指痕著、下半箆
削。
タ岬ロ。内上半指痕著、下半箆削。雲器。
タ四日後ナデ。内剥落、ナデの痕跡。
外叩後刷毛。内指痕箸。雲器。
外刷毛、部分的に箆磨き？。内上半指痕箸、
下半甜吋。雲器。
外刷毛。内指痕著。雲器。
タ抑職刷も内ナデ、口縁刷毛。雲器。
タ匝口後刷毛。内ナデ。雲器。壷？。
タ四日後刷毛。内箆削。雲器。
タ四日後刷毛。内箆削後刷毛。雲器。
タ匝ロ。内板ナデ。雲器。
タ匝ロ。内ナデ。雲器。
タ匝口。内刷毛。雲器。
外刷毛。内剥落。
外ナデ。内刷毛。雲器。
外剥落。内ナデ、口緑刷毛の痕跡。
タ匝口後刷毛。内ナデ。
タ岬ロの痕跡。内ナデ。雲器。
外刷毛、部分的に箆削の痕跡。内板ナデ。
雲器。
タ匝P後ナデ。内ナデ。雲器。
タ匝ロ。内指痕著。雲器。
タ匝「I後ナデ。内刷毛。雲器。
タ匝ロ。内指痕著。

外ナデ。内板ナデの痕跡。
タ岬ロ。内板ナデ。雲器。
外杯部箆削後井桁状箆磨。内杯部井桁状
箆磨。雲器。

杯部外ナデ内剥落。外杯・脚との接合部
僅に箆削。雲器。

外刷毛。刷毛工具凸部が広いもの使用、箆
磨状痕を残す。内板ナデ。
外刷毛、口緑鋭箆による斜線文（鋸文がく
ずれたものか？）。内剥落。

内外ナデ。外口緑銘文。雲器。
内外刷毛。外口綾鋭箆状工具銘文。雲器。
内外刷毛後ナデ。外口縁櫛描渡文。雲器。
内外ナデ。外口緑櫛描波文。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。
外剥落。内刷毛後ナデ。
外ナデロ縁竹管文。内刷毛後ナデ。
外櫛描波文。雲誰。
外口綾鑑文。雲器。

タ匝P後ナデ。内刷毛後板ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。

外剥落。内ナデ。小片のため口緑径が大き
くなる可能性。
外ナデ。内刷毛後箆磨。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
タ匝P後僅に条痕板ナデ。内指痕著、口緑板
ナデ痕。雲器。
タ団円後僅に条痕板ナデ。内緒痕著、口緑板
ナデ痕。雲器。35－7と同一個体？。
タ匝口後刷毛。内緒痕著、口緑板ナデ痕。雲
器。35－7・8と類似。
外剥落。内口縁刷毛後ナデ。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
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107－11　SHII25　　壷

107－12　SHII25

107－13　SHII25

107－14　SHII25

107－15　SHII25

107－16　SHII25

107－17　SHII25

107－18　SHII25

107－19　SHII25

107－20　SHII25

108－01　SHII25

108－02　SHII25

108－03　SHII25

108－04　SHII25

108－05　SHII25

108－06　SHII25

108－07　SHII25

108－08　SHII25

108－09　SHII25

108－10　SHII25

108－11　SHII25

108－12　SHII25

108－13　SHII25

108－14　SHII25

109－01　SHII25

109－02　SHII25

109－03　SHII25

109－04　SHII25

109－05　SHII25

109－06　SHII25

109－07　SHII25

109－08　SHII25

109－09　SHII25

109－10　SHII25

109－11　SHII25

109－12　SHII25

109－13　SHII25

109－14　SHII25

109－15　SHII25

109－16　SHII25

109－17　SHII25

110－01　SHII25

110－02　SHII25

110－03　SHII25

110－04　SHII25

110－05　SHII25

110－06　SHII25

110－07　SHII25

110－08　SHII25

110－09　SHII25

110－10　SHII25

110－11　SHII25

110－12　SHII25

110－13　SHII25

110－14　SHII25

110－15　SHII25

110－16　SHII25

壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
壷
窪
蜜
蛮
碧
碧
窪
碧
蜜

碧
碧
護
護

喪
蜜
窪
婆
蜜

甑
蜜
護

蜜
蜜

蛮
蜜
護
蜜
護

喪
蜜
護
瑳
護
護
蜜
棄
婆
窪
蜜
護
喪

聾

彗

窪
蓬
蓬
瑳
蓬

‾3mm砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤掲
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐「淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐「一赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤福

‾3血砂。　濁自褐
‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐

‾5血砂。雲。赤褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡材‾淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。　赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。暗褐‾淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐
‾5血砂。　赤荷‾淡赤褐
‾2血砂。　淡赤掲
‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

20．4

16．・2

20．4

19．8

16．3

17．1

17．0

16．1

14．5

18．2

17．1

16．3

14．3

13．5

15．2

17．2

17．4

16．6　　　24．1

16．3

18．1

19．8

17．6

16．6

16．7

16．3

13．9

18．1

17．2

17．1

16．1

15．5

23．4

16．4

15．5

15．6

14．3

16．0

15．2

16．0

15．5

16．5

15．0

14．5

12．5

15．1

14．1

12．5

－622－

内外刷毛。外頚凸帯に棒状工具刻目。雲器
○

内外剥落。夕闇刺突文。内箆削の痕跡。
外ナデ頸刺突文。内緒痕箸。
外刷毛、頸棒状工具刻目。内指痕著。雲器。
外刷毛。内刷毛後箆磨。雲器。
外剥落、叩の痕跡。内ナデ。雲器。
外刷毛。内上半指痕著、下半刷毛。
タ匝P後ナデ。内刷毛後ナデ。雲器。
タ脚職刷も内上半期軋底刷毛。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。

タ匝口後ナデ。内板ナデ。雲器。壷？。
タ四日後刷毛。内ナデ。
タ囲P。内剥落。雲器。
タ匝ロ。内箆削。
タ叩け後ナデ。内箆削、肩指痕著。雲器。
タ囲職刷も内剥落、箆削の痕跡。
内外剥落。タ印ロの痕跡。内箆削の痕跡。
外叩後ナデロ縁1条の箆描沈線。内上半
ナデ、指痕著、下端箆削。雲器。
内外剥落。タ匝Pの痕跡。内指痕著。雲器。
タ四日後ナデ。内箆削。雲器。
タ匝ロ。内部叫。雲器。
内外剥落。タ囲ロの痕跡。内指痕著、箆削の
痕跡。
タ叩け後刷毛。内指痕著。雲器。
タ匝ロ。内指痕著。雲器。
タ匝口。内野軋上半指痕著。雲器。
タ脚聴牌も内下端箆削。雲器。
内外剥落。
タ囲聴牌も内部叫。雲器。
タ匝P後ナデ。内箆削。
タ四日後刷毛。内上半指痕著、下半箆削。雲
器。
外刷毛。内口縁刷毛。
内外剥落。タ抑噸刷毛の痕跡。内部叫。雲
器。
タ囲職刷も内刷毛。
タ岬ロ。内剥落、箆削の痕跡。雲器。
外叩。内指痕著、下端箆削の痕跡。雲器。
タ脚職牌も内箆削後ナデ。雲器。
外叩後ナデ。内叩原体用いた条痕ナデ後
部分的箆削。内口稼刷毛。雲器。
外叩後刷毛。内箆削。雲器。
タ脚聴牌も内指痕著。箆削の痕跡。雲器。
タ叩け後刷毛。内下半甜軋肩指痕著。雲器。
外叩後刷毛。内剥落。
内外剥落。タ岬ロの痕跡。
タ脚職鼎も内剥落。雲器。
タ脚聴牌も内部軋口縁組刷毛。雲器。
タ岬P後ナデ。内剥落。雲器。
内外剥落。
タ四日後刷毛。内剥落。
外刷毛。内箆削。雲器。
タ叩け後ナデ。内箆削。雲措。
タ叩け後ナデ。内箆削、口縁板ナデの痕跡。
雲器。
タ四囲射糾毛。内部軋口縁組刷毛。雲器。壷
？
tO

タ囲ロ。内剥落。
外刷毛。内剥落、指痕著。
外叩。内箆削、部分的に刷毛の痕跡。
内外剥落。壷？。
タ叩け後ナデ。内ナデ。
外刷毛。内剥落、指痕著、口縁刷毛の痕跡。
雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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－－．．ll．－－－－1－．－．－rl日．．．一－－－－－．－－－－－．・．H．・．．－．・1．－－－－－－－－－－－　，　－．．・．－－－－－－．－．－－－．．一一－－－－－．－11－－－－－－－－－－－－．・．－．－．・．．・－－－－－－－－－－－－1－1．1，－．．．．－　，　－．．．．－・－t．．・－－－・．．．・－－・．－－－－－－－－－・lll－－llllll，1－日lll－．－lll－lllll1－－llll－－－－lltlll・－－－H．．lH－hl．．－．－．－－－－－

110－17　SHII25

110－18　SHII25

110－19　SHII25

110－20　SHII25

110－21　SHII25

110－22　SHII25

111－01　SHII25

111－02　SHII25

111－03　SHII25

11ト04　SHII25

11ト05　SHII25

11ト06　SHII25

11ト07　SHII25

11ト08　SHII25

111－0g SHII25

11ト10　SHII25
111－11　SHII25

11ト12　SHII25

11ト13　SHII25

11ト14　SHII25

11ノ1－15　SHII25

11ト16　SHII25

11ト17　SHII25

111－18　SHII25

11ト19　SHII25

11ト20　SHII25

111－21　SHII25

11ト22　SHII25

111－23　SHII25

11ト24　SHII25

111－25　SHII25

11ト26　SHII25

11ト27　SHII25

111－28　SHII25

111－29　SHII25

111－30　SHII25

11ト31　SHII25
111－32　SHII25

112－01　SHII25

112－02　SHII25

112－03　SHII25

112－04　SHII25

112－05　SHII25

112－06　SHII25

112－07　SHII25

112－08　SHII25

蜜
喪
蜜
蜜

聾
瑳
彗
喪
棄
窪
鷺
窪
喪
彗
碧
護
聾
瑳
窪
蜜
蜜
碧
空
蜜

窪
窪
喪
護

瑳
蓮
窒

瑳
喪
珪
護
蜜
瑳
蓮
護
竃
蛮
瑳
窪
蜜
喪
瑳

112－0g SHII25　　蛮
112－10　SHII25　　蛮
112－11　SHII25　　蓬
112－12　SHII25　　護
112－13　SHII25　　瑳
112－14　SHII25　　瑳
112－15　SHII25　　護
112－16　SHII25　　蛮
112－17　SHII25　　蜜
112－18　SHII25　　瑳
112－19　SHII25　　蜜
112－20　SHII25　　蛮
112－21　SHII25　　窪
112－22　SHII25　　竃
112－23　SHII25　　瑳
112－24　SHII25　　蛮

‾3血砂。雲。淡赤褐　　　　14．4
‾3血砂。雲。濁淡赤褐　　　14．3

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。　赤褐

‾3血砂。雲。赤褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾黒褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐‾黒褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。暗褐‾黒褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤掲

‾5血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤福
‾3血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡赤福

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　赤褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。黒褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　赤褐‾淡褐
‾5血砂。　赤裾、
‾5血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾2血砂。　白褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾黒褐

‾3血砂。　黒灰
‾5血砂。　黒褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡掲
‾3血砂。　赤褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾1血砂。雲。赤褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。噂褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾7血砂。　淡白褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。黒褐‾暗褐
‾3血砂。雲。暗掲

－623－

内外剥落。内指痕著。雲器。
内外剥落。内指痕箸。雲器。
タ団円後ナデ。内指痕著。雲器。壷？。
タ叩け後刷毛？。内剥落、指痕著、下端箆削の
痕跡。
タ匝ロき後ナデ。内剥落。
タ抑瑚鼎I毛後箆削。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削。雲器。
タ四日後板ナデ。内謝り。雲器。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内甜叫。雲器。
タ四日後ナデ。内箆削。
タ囲聴牌も内箆削。雲器。
タ四日後刷毛。内僅に削気味の板ナデ。
外剥落。内箆削。雲器。
タ四日後ナデ。内条痕板ナデ。雲器。
外板ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削。雲器。
タ帽叶毛。内箆削。雲器。
外板ナデ。内箆削。雲器。
タ匝ロの痕跡。内箆削。雲器。
タ脚職刷毛内箆削。雲器。
内外剥落。雲器。
外ナデ。内剥落、箆削の痕跡。
外叩後箆削気味の坂ナデ。内板ナデ。雲器
○

内外剥落。
外箆削。内ナデ。雲器。
外箆削。内剥落。鉢？。
タ囲腹刷毛。内ナデ、縦の指痕著。雲器。
外刷毛。内剥落。雲器。
タ四円後刷毛。内ナデ。
タ脚哨戒削気味の刷毛。内剥落、板ナデの
痕跡。雲器。
タ団円後刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。
タ匝口後ナデ。内刷毛。雲器。
タ匝口。内剥落、箆削の痕跡。丸底気味。
タ四日後ナデ。内剥落。雲器。
タ囲口後ナデ。内箆磨。雲錆。
タ岬ロ。内剥落。雲器。
外刷毛。内ナデ。
タ匝口後ナデ。内縦のナデ。雲器。
内外剥落。タ用i痕著。
タ岬P後ナデ。内剥落。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外板ナデ。内剥落。

タ匝口後ナデ。内ナデ指痕著。雲器。
タ四日後刷毛。内指痕箸。
タ匝P後ナデ。内ナデ。丸酎ヒしようという
調動乱
外刷毛。内剥落。
タ団円後刷毛。内剥落、箆削の痕跡。
タ四日後ナデ。内板ナデ。
内外剥落。外叩の痕跡。
内外剥落。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。内指痕著。雲器。
タ岬口。内剥落。
外剥落。内刷毛。
タ匝P後ナデ。内ナデ。雲器。
内外指痕箸。雲器。
タ四日後ナデ。内板ナデ。雲器。製塩？。
タ匝ロ。内ナデ。

内外剥落。内緒痕苦。
外叩後ナデ。内ナデ。雲器。
タ四日後ナデ。内ナデ。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－一一・－－－－－－－－．．－－－．・．一・一・－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－．．－．．－－－－－－－－－－－－－－－．・．．・一・一－－－－－－－・－－．，－－－T－－－－・－－－－－－－－－．－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－・－－－－T－－．’．一一．一．．－．　．－－－
－・．・・－・，－－－・－－－－－－一一・・一．・－．．．－－一・一一・－－－－－－－－－一・一・－－－一一一．－－－．，－－－－－－，－．－－－－－－－－－一一・一・一，－－－－－－・－－－－－－r－－－－－－－－－－T－－一一．・－－－－－－－－－－－・．・－－・－－－－－－一一一・－－－－－－－－－－－－

112－25　SHII25

112－26　SHII25

112－27　SHII25

112－28　SHII25

112－29　SHII25

112－30　SHII25

112－31　SHII25

112－32　SHII25

112－33　SHII25

112－34　SHII25

113－01　SHII25

113－02　SHII25

113－03　SHII25

113－04　SHII25

113－05　SHII25

113－06　SHII25

113－07　SHII25

113－08　SHII25

113－0g SHII25

113－10　SHII25

113－11　SHII25

113－12　SHII25

113－13　SHII25

113－14　SHII25

114－01　SHII25

114－02　SHII25

114－03　SHII25

114－04　SHII25

114－05　SHII25

114－06　SHII25

114－07　SHII25

114－08　SHII25

114－09　SHII25

114－10　SHII25

114－11　SHII25

114－12　SHII

114－13　SHII

114－14　SHII

l14－15　SHII

114－16　SHII

114－17　SHII

114－18　SHII

114－1g SHII

114－20　SHII

114－21　SHII

114－22　SHII

l14－23　SHII

l14－24　SHII

114－25　　SHII

114－26　SHII

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

114－27　SHII25

115TOI SHII25

115－02　SHII25

115－03　　SHII25

115－04　SHII25

115－05　SHII25

碧
蜜
婆
護
ミニ碧

蓋甑
甑

甑
甑
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢

鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢

鉢
高杯
高杯
不明

製塩
製塩

‾3血砂。雲。黒灰
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。　濁淡赤褐‾白

褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　白褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。赤褐

‾3血n砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾1C血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　自褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。赤褐‾淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾5mm砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　白褐
‾5血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　赤褐1炎褐

‾3鵬臥雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐‾灰褐

40．8

35．8

34．5　　19．6

31．0

30．4

26．4　　14．8

21．2

20．0

24．1

23．0

22．4

24．0

22．2

22．4

19．6

18．5

18．6

18．4

7．5

5．5

16．5

15．1　　　8．4

15．0　　　7．4

15．2　　　7．7

16．0

14．0

14．7

13．9

13．4

12．4

11．9

11．4

11．4

10．7

10．6

9．9

9．4

－624－

5．1

6．6

6．8

5．9

6．0

6．4

6．6

4．0

6．3

5．8

内外剥落。タ匝口の痕跡。
タ匝ロ。内剥落。外底輪台の痕跡の窪み。
外指痕著。内板ナデの痕跡。
タ叩け後ナデ。内刷毛の痕跡。雲器。
タ匝脚口原体用いた縦ナデ。内剥落。
タは旨痕著。内刷毛。雲器。上端若干摩滅、脚
？
°○

タ匝口後ナデ。内ナデ。雲器。
タ匝口。内縦ナデ。底外面からの焼成前の7
穴以上の穿孔。
外条痕板ナデ。内ナデ。雲器。
タ囲口後ナデ。内ナデ。雲器。
外箆磨。内剥落。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。片口。
タ匝口。内刷毛。
タ匝口、口脚帽と刷毛。内刷毛、箆削の痕跡。
雲器。
タ四日後ナデ。内剥落。
外刷毛後ナデ。内箆削。
外刷毛。内板ナデ。雲器。
タ団円後ナデ。内ナデロ緑板ナデの痕跡。
タ四日後ナデ。内剥落。雲器。
タ岬口。内剥落。雲器。
タ匝P。内剥落。雲器。
タ匝闇軋部分的に刷毛の痕跡。内刷毛
○

外刷毛。内剥落、板ナデの痕跡。底に焼成
後の穿孔。雲器。
外部吋。内ナデ後箆磨。雲器。
外箆削。内ナデ。雲器。
内外剥落。
外ナデ。内刷毛。
外箆削。内板ナデ。雲器。
タ匝口後ナデ下半箆削の痕跡。内剥落。
外ナデ。内刷毛。
タ脚瑚汗半期軋上半ナデ。内板ナデ。雲
器。
タ四日後ナデ。内板ナデ。雲器。
タ匝口。内板ナデ。雲器。
外叩後ナデ細亀裂。内坂ナデ。雲器。
タ脚I後ナデ。内板ナデ。外底布の庄痕。雲
器。
タ匝け後ナデ、底部叫。内板ナデ。雲器。
タ匝ロ。内刷毛。
外剥落。内板ナデ。雲器。
タ四日後ナデ。内板ナデ。雲器。
外ナデ細亀裂。内刷毛後ナデ。雲器。
内外刷毛。雲器。
タ四日後ナデ。内刷毛。
タ叩け後ナデ。内板ナデ。
外ナデ紳亀裂。内板ナデ。雲器。
内外剥落。
タ叩け後ナデ。内剥落、板ナデ？。雲器。
タ四日後ナデ。内板ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
タ脚I後ナデ指痕著。内板ナデの痕跡。雲
器。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。内僅に箆削の痕跡
○

外叩後ナデ。内刷毛後箆磨。雲器。
内外ナデ。3方透。
外刷毛。内剥落。雲器。
内外剥落。タ用甜こ工具による面取り。雲器

○

内外ナデ。外僅に叩の痕跡。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
－－－　　，　lr－．　，　　－11－　－－1－1，．－l・・・－l・－－－－－－－　－．1－－・－－－－－　　，　　－・－．．・．・－－　　，　　－－．－．lt．．，－A－．・．－．－llL－－1．－．・．－．llllllll，1－－－－．．・－－－，lll，，llll，　一一一－－－　－・－　－－・－－－－1－　－－－－・－・．－・．一一－－－－・－・－　－　－．・．－・一一・・・・－．・－－　－．・．－．・．－一一．11111111－－－－・－．．．H一一一・－－－一一・－－一一．・・－．．．・・－．・．・．・－－－－－－．・．－　－・－．・－．・－・－．．・・－・－・－　－－　－－　－

115－06　SHII25

115－07　SHII25

115－08　SHII25

115－09　SHII25

115－10　SHII25

115－11　SHII25

115－12　SHII25

115－13　SHII25

115，14　SHII25

115－15　SHII25

115－16　SHII25

115－17　SHII25

製塩　　　　‾2血砂。　白褐
製塩　　　　‾3血砂。　白淡褐
製塩　　　　‾2血砂。　濁淡赤褐
製塩　　　　‾3血砂。　淡赤褐
製塩　　　　‾3血砂。　淡赤褐
製塩　　　　‾3血砂。　淡赤褐
製塩　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
手づくね鉢　‾3血砂。雲。淡褐
ミニ碧　　　‾2血砂。　白褐
ミニ壷　　　‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。黒褐

115－18　SHII25　　壷
115－19　SHII25　　碧
115－20　SHII25　　碧
115－21　SHII25　　喪
115－22　SHII25　　喪
115－23　SHII25　　蛮
115－24　SHII25　　婆
115－25　SHII25　　碧
115－26　SHII25　　婆
115－27　SHII25　　窪
115－28　SHII25　　棄
116－01　SHII25　　碧
116－02　SHII25　　窪
116－03　SHII25　　窪
116－04　SHII25　　喪
116－05　SHII25　　婆
116－06　SHII25　　蜜
116－07　SHII25　　碧
116－08　SHII25　　蓋
116－09　SHII25　　甑
116－10　SHII25　　鉢
116－11　SHII25　　高杯
116－12　SHII25　　製塩
116－13　SHII26　　窪
116－14　SHII26　　護
116－15　SHII26　　鉢
116－16　SHII26　　鉢
116－17　SHII26　　鉢
116－18　SHII27　　器台

116－19　SHII28　　壷
116－20　SHII28　　壷
116－21　SHII28　　不明
117－01　SHII29　　壷
117－02　SHII2g　　壷
117－03　SHII29　　壷
117－04　SHII29　　壷
117－05　SHII29　　壷
117－06　SHII2g　　蛮
117－07　SHII29　　窪
11ト08　SHII2g　　護
117－0g SHII29　　蜜
117－10　SHII2g　　ミニ碧

117－11　SHII29

117－12　SHII29

117－13　SHII29

117－14　SHII29

117－15　SHII2g

117－16　SHII29

117－17　SHII29

117－18　SHII29

護
蜜
窪
窪
鉢

鉢
鉢
鉢

‾3mm砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　赤褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　濁淡褐‾黒褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5mm砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾7血砂。雲。淡赤福
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾3血砂。　淡赤福
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡褐‾‾淡赤褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血砂。　暗褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　白淡褐
‾2仙砂。　赤褐‾黒褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾2血血砂。雲。淡赤褐
‾5血m砂。　淡褐
‾5血砂。　濁淡赤福

‾3血砂。　濁淡褐‾暗褐
‾2血砂。　黒灰

‾2血砂。　淡褐
‾2m血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3mm砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3mm砂。雲。淡褐‾黒褐
‾2血砂。　灰褐‾濁淡褐
‾2皿砂。雲。淡赤福

23．8

20．6

14．7

18．8

15．2

13．4

16．0

15．5

14．9

11．8

20．7

17．1

22．5

17．1

19．6

15．1

16．0

15．0

11．1　　　8．3

12．5　　　6．8

10．2　　　6．3

11．6　　　6．4

19．3

－625－

タ匝口後ナデ。内ナデ。

タ匝ロ。

内外ナデ。非常に丁寧な作り。雲器。
内夕け旨痕著。雲器。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。歪な作り。
内外刷毛。雲器。
外刷毛、口縁鋭栢描渡文。内剥落。雲器。
外頸刷毛、口縁鋸文。内板ナデの痕跡。雲
器。
タ四日後箆磨。内ナデ。

タ匝口後刷毛。内ナデ。雲器。
タ叩け後刷毛。内剥落。

内外剥落。内箆削の痕跡。
タ匝ロ。内剥落、指痕著。雲器。
外叩後刷毛。内箆削。雲器。
外叩後ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削。
内外剥落。内箆削の痕跡。
外刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。
タ匝口、底箆削。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内板ナデ。
外叩き。内板ナデ。雲器。
外ナデ指痕著。内板ナデ。雲器。
外ナデ。内刷毛後板ナデ。
タ匝ロ。内刷毛。雲器。
タ匝ロ。内刷毛。雲器。
外ナデ。内局粍三。

外刷毛。雲器。高杯の脚？。
タ匝口。内箆削。雲器。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。

内外板ナデ。
内外剥落。雲器。
タ四日後ナデ。内箆磨。雲器。
内外ナデ。
内外剥落。雲器。
上部外剥落、内箆磨。下部外剥落、内箆削。
雲器。
内外剥落。内凹線気味のうねり。雲器。
内外剥落。雲器。
内外ナデ。把手状の形態。
内外剥落。
内外刷毛。雲器。
内外剥落。外口緑櫛描渡文。
内外剥落。
内外剥落。
外繍叩。内剥落。
内外剥落。タ四日の痕跡。45－6と同一個体？。
タ岬口後ナデ。内剥落。
タ匝口後ナデ。
タ匝口後ナデ。内ナデ指痕著、口緑叩原体
用いた部分的ナデ。
タ匝口の痕跡。内箆削。雲器。
外剥落、叩の痕跡。内板ナデ。
内外剥落。外叩の痕跡。
タ岬口後酎叫。内刷毛。
外上半指痕著、底叩。細亀裂。内剥落。雲器
○

外剥落、叩の痕跡。内刷毛。
内外剥落。
外剥落、叩の痕跡。内刷毛後箆磨。
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117－19　SHII29　　高杯　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐

117－20　SHII29

117－21　SHII29

117－22　SHII29

117－23　SHII29

117－24　SHII29

117－25　SHII29

11ト26　SHII29

117－27　SHII29

117－28　SHII29

117－29　SHII29

117－30　SHII29

117－31　SHII29

117－32　SHII29

117－33　SHII29

118－01　SHII30

118－02　SHII30

118－03　SHII30

118－04　SHII30

118－05　SHII30

118－06　SHII30

118－07　SHII30

118－08　SHII30

118－09　SHII30

118－10　SHII30

118－11　SHII30

118－12　SHII30

118－13　SHII30

118－14　SHII30

118－15　SHII30

118－16　SHII30

118－17　SHII30

118－18　SHII30

118－1g SHII30

118－20　SHII30

118－21　SHII31

118－22　SHII31

118－23　SHII31

118－24　SHII31

118－25　SHII31

118－26　SHII31

119－01　SHII31

119－02　SHII31

119－03　SHII31

119－04　SHII31

119－05　SHII31

119－06　SHII31

119－07　SHII32

119－08　SHII32

119－09　SHII32

119－10　SHII32

119－11　SHII32

119－12　SHII32

119－13　SHII32

119－14　SHII32

119－15　SHII32

119－16　SHII32

ミニ製塩　　‾2血砂。　白描‾黒褐

壷
護
蓋

婆
製塩
紡錘車
壷

壷

婆

竃
護
器台
製塩
壷
重

要
蛮
蛮
竃
彗
護
喪
蓬
蓬
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
ミニ製塩
製塩
壷
護
窪

窪
聾
瑳
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
壷
壷
壷

護
蜜
竃

瑳
窪
蛮

蓬

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐‾赤褐
‾2血砂。雲。時好瀾赤褐
‾3血砂。　自決赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　自褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾1血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　自淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾2血砂。雲。淡褐1炎赤褐
‾3血砂。　淡褐‾黒掲
‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。　濁淡褐
‾3血砂。　淡紺瀾跡褐
‾5血砂。雲。淡褐

‾2血砂。雲。淡赤褐‾黒褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　白褐
‾3血砂。雲。淡赤掲
‾3血砂。雲。白褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。暗褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

淡褐
淡白褐
暗褐‾淡赤褐
淡材‾淡赤褐
淡訂淡赤褐
淡褐
暗褐
淡褐‾淡赤褐
淡赤褐
白褐‾淡掲
淡赤褐
濁淡赤褐‾暗
褐
白褐‾淡褐

自得‾淡褐
自褐‾淡褐

‾2血砂。　淡白褐
‾3血砂。　淡褐
‾2血砂。雲。暗赤褐‾濁淡

赤褐
‾2血砂。雲。暗褐

23．2

12．3

24．0

19．7

16．1

18．1

13．6

1．2

18．9　　　7．4

16．5　　　6．8

18．4

16．1

14．0

14．3　　　8．6

16．1

15．6

16．6

19．6

18．4　　　7．6

12．3　　　6．4

11．5　　　6．4

9．7　　　5．4

13，3　　　7．1

21．8

16．2　　　24．0

12．7　　19．8

13．7

15．1

13．6

15．6

16．1
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内外剥落。タ匝ロ？痕。内板ナデ痕。端部摩滅
。雲器。脚台付鉢？。
タ用音痕著。内ナデ。

外ナデ。内板ナデ。雲器。
内外剥落。タ匝Pの痕跡。
内外ナデ。混入晶。
外剥落。内刷毛。
外指痕著。内ナデ。

外暗文状箆磨、口禄柿描波文。内剥落。搬
入晶？。
内外剥落。外鋭工具による銘文。
タ岬ロ。内野軋口禄叩原体用いたナデ状調
整。雲器。
外剥落。雲器。
外剥落。内板ナデ。
内外剥落。外鋸文。
タ横顔著。内ナデ。
外ナデ、口操鋸文。内剥落。
内外ナデ。
外剥落、叩の痕跡。内ナデ。雲器。
タ囲職僻も内箆削。
内外剥落。
内外剥落。雲器。
内外剥落。
タ囲職刷も内箆削。
内外剥落、タ岬ロの痕跡。
外剥落、叩の痕跡。内板ナデ。雲器。
タ匝ロ、細亀裂。内坂ナデ。
外上半剥落、下半叩。内ナデ。
外休部上半叩後ナデ下半叩、底箆削。内
刷毛。
タ四日後ナデ。内剥落。
内外剥落。
タ匝け後ナデ。内刷毛。46－13と同一個体？。
小片のため面径に若干の誤差を含む。
外ナデ、綿亀裂。内剥落。
外ナデ。内剥落。

内外剥落。タ囲ロの痕跡。内ナデ。
内外持戒薯。外叩の痕跡。
内外剥落。内頸刷毛の痕跡。雲器。
タ囲職脚も内甜軋上半条痕板ナデ。
タ囲聴牌も内剥落、箆別の痕跡、休部上
半指痕著。
タ脚職刷も内ナデ、口縁刷毛の痕跡。
タ匝P後ナデ、底箆削。内坂ナデ。

タ囲職刷も内箆削。雲器。
外叩後箆削後刷毛。内刷毛後ナデ。
外ナデ。内刷毛後箆磨。
外剥落。内板ナデ。
外ナデ、細亀裂。内板ナデ。
タ匝P後ナデ。内細条痕板ナデ。雲器。
外剥落、鮮叫の痕跡。内剥落。
内外剥落。胎分4－30。
外剥落、刷毛の痕跡。内指痕著。
内外箆磨。

外刷毛。内箆削。胎分4－7。
外刷毛。内下半期軋肩指痕著。
タ仰職刷も内休部上半指痕箸、下半箆削
。胎分4－6。
外刷毛。内剥落、甜叫の痕跡。
内外剥落。内箆別の痕跡。
外板ナデ後噂文状箆磨。内箆削。雲器。胎
分4－8。
タ囲職刷も内休部板ナデロ縁刷毛後ナ
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（C皿）器高（cm）その他（C皿）　　　　　　備　考

119－17　SHII32

119－18　SHII32

120－01　SHII32

120－02　SHII32

120－03　SHII32

120－04　SHII32

120－05　SHII32

120－06　SHII32

120－07　SHII32

120－08　SHII32

120－09　SHII32

120－10　SHII32

120－11　SHII32

120－12　SHII32

120－13　SHII32

120－14　SHII32

120－15　SHII32

120－16　SHII32

120－17　SHII32

120－18　SHII32

120－1g SHII32

120－20　SHII32

120－21　SHII32

120－22　SHII32

120－23　SHII32

120－24　SHII32

12ト01　SHII32

蛮
蛮
蜜
蜜
婆
彗
護
喪
窪
彗
蜜
瑳
蛮
蜜

碧
蜜
瑳
瑳

‾2血砂。　白褐‾‾淡褐
‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　白淡褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。　白褐‾淡褐

‾3血砂。雲。白褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾暗赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　白褐

‾2血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐‾’淡赤
褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　自褐‾淡褐

‾3■砂。雲。淡褐

小型丸底壷　‾2血砂。　白褐

ミニ壷　　　‾3血砂。　淡褐‾黒褐

蓬
瑳
蜜
聾
瑳
喪
鉢

12ト02　SHII32　　鉢
12ト03　SHII32　　鉢
12ト04　SHII32　　鉢
12ト05　SHII32　　鉢
12ト06　SHII32　　鉢
12ト07　SHII32　　鉢
12ト08　SHII32　　鉢
12ト09　SHII32　　鉢
121－10　SHII32　　鉢
121－11　SHII32　　鉢
12ト12　SHII32　　鉢
12ト13　SHII32　　鉢
12ト14　SHII32　　鉢
12ト15　SHII32　　鉢
121－16　SHII32　　高杯

12ト17　SHII32

12ト18　SHII32

12ト19　SHII32

121－20　SHII32

121－21　SHII32

12ト22　SHII32

12ト23　SHII32

121－24　SHII32

12ト25　SHII32

12ト26　SHII32

12ト27　SHII32

12ト28　SHII32

122－01　SHII32

122－02　SHII32

122－03　SHII32

122－04　SHII32

122－05　SHII32

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤福

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3■■砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　白褐‾淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐‾黒褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。　赤福

‾2地砂。　暗灰褐

‾2血砂。　暗灰褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2■■砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡白褐

高杯　　　　‾2血砂。雲。淡褐

高杯　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐‾淡褐

高杯　　　　‾2一秒。　淡赤褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡白褐‾淡褐

高杯　　　　‾2表砂。　淡褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡白褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

低脚杯　　　‾5血砂。　淡赤掲
製塩　　　　‾2血砂。　淡褐

製塩　　　　‾3血砂。　淡赤褐

紡錘車　　　‾3■砂。雲。淡赤褐

壷
蛮
鉢
鉢
鉢

‾1血砂。　淡赤褐‾淡褐

‾3血砂。　淡赤福

白褐
淡白褐
淡白褐

17．4

16．2

15．9

14．6

14．0　　17．9

12．4　　18．0

13．3

12．6

11．8　　12．6

12．5

13．0

12．3

11．8

15．5

12．3

14．1

9．5 8．5

9．6　　　9．2

7．4

10．8　　11．1

10．1

18．4

18．6

18．2

16．7

13．9

13．5

13．0

11．2

12．1

10．8

11．1

10．4

11．9

12．2

23．2

19．3

22．0

19．2

24．5

20．1

5．3

7．1

4．6

4．0

3．4

2．6

3．8

3．1

3．2

6．4

12．3

14．2　　　5．2

5．3　　　0．8
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デ。雲器。胎分4－15。
タ囲職刷毛内下半野叫。
タ匝口後刷毛。内箆削、上半刷毛の痕跡。
内外刷毛後ナデ。胎分4車12。
内外剥落。
タ叩け後刷毛。内刷毛。
タ匝口後刷毛。内野叫。
タ脚職刷も内上半坂ナデ、下半刷毛。
外叩後刷毛。内刷毛、下半箆削。胎分4－3。
タ囲職刷も内刷毛。
タ四日後刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。
外剥落、叩・刷毛の痕跡。内刷毛。
外剥落、叩の痕跡。内刷毛後ナデ。
内外剥落。胎分4－13。
内外剥落。タ団円の痕跡。

タ四日後ナデ。内ナデ。
外ナデ。内口禄叩原体による板ナデ。
外刷毛。内剥落。
タ叩け後刷毛。内指痕著、箆削気味板ナデ。
休部焼成後の穿孔。
外箆削気味の板ナデ。内剥落。胎分4－23。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。
外剥落、叩の痕跡。内板ナデ。
タ匝口後ナデ。内刷毛後ナデ。胎分4－9。
外刷毛。内ナデ。
タ匝け後ナデ。内板ナデ。鉢？。
タ匝ロ、底箆削。内板ナデ。鉢？。
タ匝ロ。内板ナデ。

タ匝P後ナデ底箆削。内刷毛後ナデ。胎分4
－20。

タ匝口後ナデ。内斜刷毛後縦模様状刷毛。
タ叩け。内ナデ。胎分4－19。
内外剥落。外細亀裂。胎分4－16。
内外剥落。
外ナデ、鹿野叫。内板ナデ、口縁刷毛。
外ナデ、榔亀裂。内政ナデ。胎分4－22。
外剥落、指痕著。内ナデ。
タは旨痕薯。内ナデ。
外ナデ。内刷毛。
夕日二半ナデ底野可。内板ナデ。
外指痕著。内ナデ。
外ナデ、細亀裂。内ナデ。
外刷毛後ナデ、紺亀裂。内剥落。
タ匝P後ナデ。内板ナデ。

杯外刷毛後ナデ、内ナデ。脚外刷毛後ナデ
、内刷毛。胎分4－28。

杯外刷毛後ナデ、内剥落。脚内外剥落。4方
円形透。胎分4－25。

内外剥落。
タ帆内刷毛後噂文。
内外ナデ。
内外剥落。蜜の口緑？。
外ナデ。内剥落
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ。胎分4－26。
内外剥落。胎分4－27。
外刷毛後ナデ。内剥落。胎分4－21。
内外剥落。外指痕著。小形製塩で祭祀用？。
内外指痕著。
器表剥落。口径は直径・器高は厚さを示す
○

内外ナデ。外柿描波文。
外刷毛。内剥落。
外ナデ、紺亀裂。内刷毛。胎分4－24。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
外ナデ、指痕善。内ナデ。胎分4－18。



第II期　竪穴住居出土土器（24）
．－－一一．－．．－，－一一一一－－－－－－－－－－・－－－一一一一．・－－－一・一－－．－．－．．一－－－－，－－－．－．1－－－－－－－－－－－一一－－一．，－－－一一－－－－．．－－－－－－－・－－，・．－－－－－・－－－－－－－－－－－－－．・－－－一一一一．，－－一一一一．　．－，－－．．－．－．－

【一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．－一一一一一一一一一一一一

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
．一・一一，一・一・一一－－－．－．一一－－－－－－一一一一・・一－－，－－－－．．・一・一・一．・一．．一一．－－－－，－－－－－－．．・－．一一一一－－－－T一・一一・一一．・－－－－一・一一一一一一一．．・－．・，－－－・－一一一－－－．－－一一一－－－－，－－一・一一－－．一日－．．－．・－．一・一－－－－．－lll・－，　，　．　．－－－

，．－－－，－－－－．．．－－－，－－－－－－一一一．・－－－一一－－－－・－－－－－－－－－車一一一－－－－－－－－－－－．・－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－一・一・一－－－－－－－一一－－．－－．．．11，－－－－－－－．・－－－－－－．・．－－－－．－．－．t－一一．－－－－－，　．　．

122－06　SHII32

122－07　SHII32

122－08　SHII32

122－09　SHII32

122－10　SHII32

122－11　SHII32

122－12　SHII32

122－13　SHII32

122－14　SHII32

122－15　SHII32

122－16　SHII32

122－17　SHII32

122－18　SHII32

122－19　SHII32

122－20　SHII32

122－21　SHII33

122－22　SHII33

高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐‾黒褐
二重口緑壷　‾5血砂。雲。淡赤褐
碧　　　　　‾3血砂。　淡褐
護　　　　　‾2mm砂。雲。噂褐

碧　　　　　‾3血砂。　淡褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。淡褐‾暗灰褐

小型器台　　‾2血砂。雲。暗褐

小型器台　　‾2血砂。　淡白褐
ミニ　　　　‾2血砂。　濁白褐

製塩　　　　‾2血砂。雲。淡褐
蜜
蛮
彗
鉢
甑

碧
甑

122－23　SHII33　　高杯

123－01　SHII34

123－02　SHII34

123－03　SHII34

123－04　SHII34

123－05　SHII34

123－06　SHII34

123－07　SHII34

123－08　SHII34

123－09　SHII34

123－10　SHII34

123－11　SHII34

123－12　SHII34

123－13　SHII34

123－14　SHII34

123－15　SHII34

123－16　SHII34

ミニ窪

壷

壷

護
鉢
鉢
鉢
高杯

、
、
、

鉢
壷
壷
蛮

寧
、
、

‾2皿多砂。白褐‾淡褐
‾1血砂。　白褐
‾2血砂。　濁白褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。　淡白褐‾暗褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾2皿多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾1血砂。　赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤福
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

20．4

13．4

18．5

23．2

11．0

9．0

23．0

21．7

15．1

17．7

14．0

26．2　　　27．3

20．9

9．6　　10．2

13．6

24．0　　　9．8

13．8　　　6．5

12．0　　　6．4

5．8　　　3．9

23．3

29．7

17．8

16．1

内外指痕著。タ匝ロの痕跡。脚台付鉢？。
内外剥落。胎分4－1。
内外剥落。内箆削の痕跡。胎分4－10。
外剥落、刷毛の痕跡。内謝り。雲器。胎分4－
14。

タ脚職刷も内ナデロ縁刷毛の痕跡。
内外剥落。外細刷毛の痕跡。内刷毛後噌文
の痕跡。
内夕帽I毛。雲器。胎分4－29。
内外ナデ。
タ匝ロ。内指痕著。
外剥落、叩の痕跡。内板ナデ。
内外ナデ。内休部刷毛。胎分4－11。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内剥落。
内外ナデ。
外剥落、叩の痕跡。内指痕著。透3穴、1穴の
み貫通。
タ脚傾斜も内剥落、下半箆削の痕跡。
内外ナデ。底に円形透5穴‾6穴。休部上半
に把手の痕跡。
外剥落、板ナデの痕跡。内刷毛後板ナデ
箆状工具による暗文状条痕。
外剥落。内刷毛。
内外剥落。雲器。
外剥落、箆麿の痕跡。内ナデ指痕著。
タ匝口後刷毛。内剥落、箆削の痕跡。
外剥落。内板ナデ、底野叫。雲器。
外剥落、指痕著。内ナデ。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。雲措。
内外ナデ。
内外剥落。雲器。

内外剥落。
外刷毛後ナデ。内板ナデ。

内外剥落。外口縁慨雲器。
内外剥落。外叩の痕跡。

卿。内ナデ。雲器。
内外剥落。雲器。
内外剥落。雲器。

第II期　ピット出土土器
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二二二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二二二二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

124－01SPIIOl　高杯　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐　　　22．8　　　　　　　　タ慨創。内箆乱雲器。

第II期　土坑出土土器
－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二一一二＝＝二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二
．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾

挿図番号報告運構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高くcm）その他（cm）　　　　　備　考
．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一1－－－－－－－－－－－一一一一一一二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

124－02　SKIIO2

124－03　SKIIO7

124－04　SKIIO7

124－05　SKIIO7

124－06　SKIIO7

124－07　SKIIO7

124－08　SKIIO7

124－09　SKIIO7

鉢
壷

蜜
壷

鉢
鉢
鉢
高杯

‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。瀞脚訂赤

褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾5血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。　赤褐
‾1血砂。雲。濁淡褐

13．0　　　5．2

20．7

14．0

18．0　　　8．6

13．3　　　6．6

22．8

－628－

内外剥落。
外間隔開けた鋸丸雲器。

外刷毛。内箆削。雲器。
外箆削気味の坂ナデ。内箆磨状の丁寧な
ナデ。
外ナデ細亀裂。内板ナデ状の租届隠
外ナデ。内刷毛。
外謝り。内ナデ。
外剥落。内野叫。雲器。



第II期　土鳩墓出土土器
－－－－－－－－．－－．－一一．・－－・－．－．－．・．－－．・－．・一一・－－－－・－－・－－．・．・－－－・－－－－－－－－－－－－－－－1－1－1－－－．．－1－－1－．－．・－－－－－11－－－－－－・．－H－一一．・－－－・・－．11．．一．－－－－－11，　－．．・－－一一．・・－－－－－．．．．・－．．・－－・－一一．・－・－－－－．．．H一一．・－－－－・－・－．－．1111－－－・－．llllqlV fllP，－－・－－・－－・－－．1111111－．●．・－－．－．－．－－－

．llllllllH．．ll．－－－，－－－－－－－．－－－，　－．1－－－－－－－－11，．－一一．・・－－．・．－　，　・－．・　，　・．・．．－．・．－111，，－－111，llllllllll，－．．・－．－－．．・－－－・．．・・－－．・．・．－－－－－・－－－－．．・．．．・・．l・．・－．・．－．・．－－－－－－－－1111111111，－・－lJl，1－．－－－－－－・－－－－－－－－－－－－・－．・－．H一一．－・一一．・－－．・．．H一一．．・－．・．－111，．．－－－－・－．．－－－－－－－－．・－．・－・－・－－－－－．－－－－．－

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
．－．l．－tl．tL－－－．．－－．ll．．1－－．，－－．l・－－－－．－・－－－・－．・．1－－－llL－－．・．llll．l－tHl．・．一日t．．1－－．－－．．・－－．・．－．．°4－．－110A4．－－－一一－．111，－111－．．．．1－．－．．．4－－．．・．一一一．・．－－．・－－．－－1－1．－1－－－－－・・一一H一一．・・一一．・・－．．・－－．．・・．・－－－－－．．．日，・一一・－・－・－－－－－－－11，1－－－－・－－・－．．．H一一．1－．－・－．．．・－－・－．・．・．－－－．・．－lllll．1，－．．．．・－．．・－・－－・・一一・－．一一一．・－－・－．・．－．・．－－・－・h－．・－1－－llll－－

，　－－．－．・－－－．．．．・．－－－－‘－－．－－．．・，－－．－・－－－．－．－，，．－－－一一一．，　－・－．・．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．一一．－，－－－－－・－・－－－－・－．・・－・・一一・－－－－　－－－一一．H－－．－・－－　－1－－－－一．．一一－－－－－1111111－・－．．・・－．．．．・－・－－－－・－－－．・．－－－．・．－．1－．－・－．・－．・・－－－－．・．－－・・－・－H．－・

124－10　STIIOl　　壷　　　　　‾5血砂。雲。淡赤褐　　　　19．8　　　　　　　　　内外剥落。
124－11STIIOl　　壷　　　　‾5血砂。雲。淡褐　　　　　　　　　　　　　　　　外箆磨。内租刷毛。体部下半部分的に欠落

第II期　不明遺構出土土器
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l一一一一二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝

挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－－－－－二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

124－12　SXIIOl　　細頸壷
124－13　SXIIO1

124－14　SXIIOl

124－15　SXIIO1

124－16　SXIIO1

124－17　SXIIOl

護
碧
鉢
鉢
不明

第II期　溝出土土器（1）

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。　暗褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

18．5
外刷毛後箆磨。内指痕著。雲器。
タ匝ロ。内箆削。雲器。
タ匝口。内剥落。
タ匝ロ。内ナデ。

外ナデ細亀裂。内剥落。

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　者
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二一「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－

125－01　SDIIOl　　壷
125－02　SDIIOl　　壷

125－03　SDIIOl　　壷
125－04　SDIIOl　　壷

125－05　SDIIOl

125－06　SDIIO1

125－07　SDIIO1

125－08　SDIIOl

125－09　SDIIO1

125－10　SDIIO1

125－11　SDIIO1

125－12　SDIIO1

125－13　SDIIO1

125－14　SDIIO1

125－15　SDIIO1

125－16　SDIIO1

125－17　SDIIO1

125－18　SDIIO1

125－1g SDIIO1

125－20　SDIIO1

125－21　SDIIO1

126－01　SDIIO1

126－02　SDIIO1

126－03　SDIIO1

126－04　SDIIO1

126－05　SDIIO1

126－06　SDIIOl

126－07　SDIIO1

126－08　SDIIO1

126－09　SDIIO1

126－10　SDIIO1

126－11　SDIIO1

126－12　SDIIO1

126－13　SDIIO1

126－14　SDIIO1

126－15　SDIIOl

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

壷

127－01　SDIIOl　　護
12ト02　SDIIOl　　護

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐　　31．2

‾3血砂。　淡赤褐‾赤褐　　28．4

‾3血砂。雲。濁淡褐‾赤褐　　19．2
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾5血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。淡白褐‾淡褐
‾3mm砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡白褐
‾2血砂。雲。淡白褐
‾5血砂。雲。濁淡褐‾濁淡

赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡赤福
‾5mm砂。　淡赤褐‾赤褐
‾2血砂。　淡白褐
‾3血砂。　濁淡褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　濁淡赤褐
‾3血m砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。　淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐
‾3血砂。雲。暗褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

19．0

19．8

18．6

17．0

17．1

16．0

15．8

16．8

27．2

15．0

13．8

12．6

－629－

内外ナデ。外口綾鋸文。胎分ト19。

外箆磨、口緑銘文。内刷毛後箆磨。胎分1－1
8。

内外ナデ。外口緑鋸文。胎分ト12。

外ナデロ緑上段櫛描波文、下段鋸文。内
刷毛後ナデ。雲器。
外鋸丈。

外刷毛後ナデロ縁鋸文。内ナデ。
外刷毛。内ナデ。雲器。
内外ナデ。粗雑。雲器。
外刷毛後ナデ、口縁竹管文。内剥落。
タ叩け後刷毛。内刷毛。胎分ト15。
外刷毛。内刷毛後ナデ。胎分ト13。

外刷毛。内ナデ。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外剥落。胎分ト38。
内外剥落。外頸刑突文の痕跡。
外刷毛、頸刺突文。内剥落。胎分ト16。
外刷毛。内ナデ。月紛ト14。
内外ナデ。雲器。

外刷毛瀾刻目。内ナデ。雲器0胎埠一110
外刷毛。内指痕著。雲器。
内外ナデ。頸刺突文。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落、指痕著。頸刻目凸
帯。

外刷毛後ナデ。内ナデ。頸刻目凸帯。
外ナデ。内指痕著。頸刻目凸帯。雲器。
外刷毛後ナデ。内剥落。頸2条の凸帯。
内外ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。胎分ト17。
内外ナデ。
外箆磨。内箆削後ナデ。
タ囲機刷毛。内刷毛。
外箆磨。内ナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。
外剥落。内ナデ。雲器。

内外刷毛。外底木ノ葉の圧痕。雲器。
内外ナデ。
内外ナデ。口綾上刻目。壷上の鉢形骸イヒ
胎分ト20。
外刷毛内下半箆削。雲器。
外刷毛。内ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
lpll－．－－－－．－－．・．．－－－－－．・－－－－－－．－．．．－－－－－－－－．．一一－－－－－－．－－．．－．．．－－－－－．－．．－．－－．－－－－－．lH－．．．．－－－・・－－－－－－－1－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一°－－－－－－－ll－t－t－．－．llll．－．．lbll－－－－t－t
－llllllllllLl．－－一．－－●t．・－－－－－－－1－－－－－－－－－－．・．－－－－－－．．・－－－－・－－－－－－－－－－－．．－－－一一－－－－－－－，．．－－－－一一－－－－－－－．・－．．－－，　－・－－－－－－－－－－－．．．．11－－－－－・－－－－．．－．．－．一一－－－－－－－．．－－－－．．－1－－－－－－－－－－－－1－・－－－

127－03　SDIIO1

127－04　SDIIO1

127－05　SDIIO1

12ト06　SDIIOl
127－07　SDIIOl

127－08　SDIIOl

12ト09　SDIIO1

127－10　SDIIO1

127－11　SDIIO1

127－12　SDIIO1

127－13　SDIIO1

127－14　SDIIOl

127－15　SDIIO1

128－01　SDIIO1

128－02　SDIIO1

128－03　SDIIO1

128－04　SDIIO1

128－05　SDIIOl

128－06　SDIIOl

128－07　SDIIO1

128－08　SDIIO1

128－09　SDIIO1

128－10　SDIIO1

128－11　SDIIO1

128－12　SDIIO1

129－01　SDIIO1

129－02　SDIIO1

129－03　SDIIO1

129－04　SDIIOl

129－05　SDIIO1

129－06　SDIIO1

129－07　SDIIO1

129－08　SDIIO1

129－09　SDIIO1

129－10　SDIIOl

129－11　SDIIO1

129－12　SDIIO1

129－13　SDIIO1

129－14　SDIIO1

129－15　SDIIO1

129－16　SDIIO1

129－17　SDIIO1

130－01　SDIIO1

130－02　SDIIO1

130－03　SDIIO1

130－04　SDIIO1

130－05　SDIIO1

130－06　SDIIO1

130－07　SDIIO1

131－01　SDIIO1

13ト02　SDIIOl

13ト03　SDIIOl

婆
瑳
蛮
窪
蜜
瑳
護
瑳

蜜
婆
護
護

蜜
蜜
護

蛮

蛮
瑳

蜜

碧
空
護
喪
蜜
窪
蛮
碧

蜜
瑳
蜜
護
護
碧
護
護

蓬
蓬
蛮
護
護

ミニ蜜
ミニ瑳

護

窪

蓬

護

喪

蓬

蛮
喪
蓬
蓬

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾2血砂。　濁淡褐
‾5血砂。　濁淡掲

‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。淡白褐‾濁淡
赤褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐

‾3血砂。雲。暗褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡白掲
‾5血砂。雲。濁淡褐‾赤掲
‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。瀞対『淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。　淡貯溺赤褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡掲
‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　濁淡褐
‾3血砂。　淡白褐‾濁淡

褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾3血砂。雲。暗赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐‾暗褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。時好‾黒褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　赤掲
‾3血砂。雲。脚訂噂

褐

19．2

19．4

18．5

16．2

14．3

18．8

14．2

14．7

15．1

11．6

14．8

15．1　　27．6

13．4　　　21．9

12．1　　17．3

16．9

14．8

14．8

15．9　　19．9

13．4

16．3

12．2

12．1

14．8

14．4

27．6

22．9

14．1

16．1

14．4

13．2

12．6

13．1

11．0

12．4

12．6

12．0

11．6　　10．6

10．0　　　4．8

15．5

13．5

15．2

14．3

15．5

15．6

－630－

外刷も内刷毛後ナデ。雲器。
外剥落。内箆削。
外剥落、刷毛の痕跡。内下半箆削。雲器。
タ囲職刷毛内下半箆削。雲器。

外剛も内上半指痕著、下半箆削。雲器。
外剥落。内ナデ。雲器。
外刷毛。内野叫。胎分ト5
タ岬ロ。内部叫。雲器。

タ匝ロ。内ナデ。雲器。胎分Lg
外ナデ。内箆削後ナデ。雲措。
外ナデ。内箆削。雲器。
外ナデ。内甜軋
内外剥落。
タ囲職刷毛内箆削。
外刷毛後ナデ。内上半指痕箸、下半箆削。
雲器。
タ囲職刷も内箆削。雲器。胎分ト10。

外刷毛後ナデ。内箆削。
タ帽l毛後ナデ。内上半指痕著、下半箆削。
雲器。

タ匝P後刷毛。内上半指痕著、下半箆削。胎
分ト2。
外刷毛。内箆削。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削後ナデ。雲器。
外刷毛。内上半指痕箸、下半箆削。雲器。
内外剥落。
タ脚職刷も内箆削。
外叩。内箆削後ナデ。胎分1－6。
タ匝け後刷毛。内上半ナデ、下半箆削。
タ幡l落。内刷毛。雲器。
外刷毛。内刷毛後ナデ。雲器。胎分ト24。
外剥落。内ナデ。
タ順1毛。内箆削気味の板ナデ。
外刷毛。内箆削。雲器。
外刷毛。内坂ナデ。
外ナデ。内下半甜軋口緑板ナデ。胎分ト8
0

外刷毛。内箆削。雲器。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
外剥落。内寛刑。
外刷毛。内ナデ。雲器。
タ囲口。内ガリ。胎土・焼製塩と類似。小片、
口径に誤差？。
外刷毛。内ナデ。
外剥落。内ナデ。

タ脚噸刷毛後箆磨。内上半指痕著、下半箆
削。雲器。
外刷毛後箆磨。内上半指痕著、下半箆削。
雲器。胎分ト1。

外叩後剛毛後箆磨。内上半指痕著、下半箆
削。雲器。胎分ト4。
外刷毛後箆磨。内上半指痕著、下半箆削。
雲器。胎分ト3。
外刷毛後箆磨。内上半指痕箸、下半箆削。
雲器。
外刷毛後箆磨。内上半指痕著、下半箆削。
雲器。
外箆磨。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削後ナデ。
外箆削後租箆磨。内ナデ。
外板ナデ。内ナデ。雲器。
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾l一一一一一一一1－－－－－－－－－－－一一一一1－－1－－1－二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l‾‾‾‾l‾‾‾‾l‾‾‾1－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－1－ここここここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

131－04　SDIIOl　　護
13ト05　SDIIOl　　楽
13ト06　SDIIOl　　棄

131－07　SDIIOl

131－08　SDIIOl

131－09　SDIIO1

13ト10　SDIIO1
131－11　SDIIOl

13ト12　SDIIOl

132－01　SDIIO1

132－02　SDIIOl

132－03　SDIIO1

132－04　SDIIO1

132－05　SDIIO1

132－06　SDIIOl

132－07　SDIIO1

132－08　SDIIOl

132－09　SDIIO1

132－10　SDIIOl

132－11　SDIIO1

132－12　SDIIOl

132－13　SDIIOl

132－14　SDIIOl

132－15　SDIIO1

132－16　SDIIO1

132－17　SDIIO1

133－01　SDIIO1

133－02　SDIIOl

133－03　SDIIO1

133－04　SDIIO1

133－05　SDIIO1

133－06　SDIIO1

133－07　SDIIO1

133－08　SDIIO1

133－09　SDIIO1

133－10　SDIIOl

133－11　SDIIOl

133－12　SDIIO1

133－13　SDIIO1

133－14　SDIIO1

133－15　SDIIO1

133－16　SDIIO1

133－17　SDIIOl

133－18　SDIIO1

133－19　SDIIOl

133－20　SDIIOl

133－21　SDIIOl

133－22　SDIIOl

133－23　SDIIO1

133－24　SDIIOl

133－25　SDIIO1

134－01　SDIIO1

134－02　SDIIOl

134－03　SDIIOl

134－04　SDIIOl

134－05　SDIIO1

134－06　SDIIOl

134－07　SDIIO1

134－08　SDIIOl

竃
蜜
喪

鉢
甑

甑
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
高杯

高杯

高杯

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

‾3血砂。雲。淡白褐‾淡褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐

‾3皿砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。時褐

‾3血砂。　淡赤福
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤福

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾3mm砂。　淡白褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

噂褐
濁淡褐‾暗褐
濁淡褐
濁淡褐
淡赤褐‾赤褐
暗掲
濁淡褐
濁淡褐
暗褐頂i淡赤
褐
濁淡褐
濁淡赤褐
濁淡褐
淡白褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐‾曙
橋
赤福‾暗褐

‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　淡白褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。噂褐
‾2血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。淡掲

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾2血砂。　淡白褐
‾2血砂。　淡褐‾暗褐
‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾2地砂。　淡褐・
‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡酢捕
‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

23．0

15．9　　　23．7

29．8

28．4　　15．7

23．8

19．5

36．5

30．2

32．7

31．2

27．2

23．4

21．6

20．6

24．3

13．1

11．6

16．3

12．8

14．g

12．6

14．1

10．7

15．7

26．3

25．0

22．7

16．9

28．1

27．8

24．1

21．0

20．0

21．4

19．4

13．7

－631－

6．0

6．2

5．7

9．1

5．6

タ順I毛。内刷毛後ナデ。

内外ナデ。外底木ノ葉の圧痕。
夕抑職刷も内箆削気味の板ナデ。胎分ト
7。

外剥落、刷毛の痕臥内板ナデ。雲器。
外ナデ。内箆削。
外刷毛。内箆削気味板ナデ。外口緑に把手
、破片、把手数不明。雲器。
外剥落。内ナデ。口緑に穿孔。
外刷毛内箆削。雲器。
外刷毛後ナデ。内箆削。
外刷毛。内ナデ。片口状口緑。雲器。
内外刷毛後ナデ。雲器。
外刷毛。内板ナデ。雲器。胎分ト25。
外刷毛。内ナデ。雲器。

外刷毛後ナデ。内刷毛。片口状口縁。
外刷毛。内箆磨。雲器。

外ナデ。内刷毛。雲器。胎分ト28。
外刷毛内ナデ。雲器。
外ナデ。内刷毛。雲器。

外刷毛後ナデ。内ナデ。雲話。
外ナデ。内板ナデ。雲器。胎分ト30。
外刷毛後箆削。内刷毛後ナデ。
外刷毛後ナデ。内刷毛。
外ナデ。内板ナデ。雲器。

内外ナデ。胎分ト29。
内外剥落。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。胎分1－27。

外ナデ指痕著。内ナデ。雲器。
外箆削。内ナデ。雲器。

外ナデ。内刷毛。雲器。胎分ト21。
外刷毛。内板ナデ。雲器。胎分ト23。
外底木ノ葉の庄痕。胎分ト31。
外ナデ底木ノ葉の庄痕。内板ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。内板ナデ。雲器。胎分ト22。
タ艦内ナデ。雲器。
外ナデ底木ノ葉の庄痕。内剥落。雲器。

外刷毛。内条痕板ナデ。月紛ト26。
内外剥落。
内外箆磨。雲器。
内夕睡已磨。

外下半箆削。内箆磨。雲器。月紛ト51。
外下半箆削。内ナデ。雲器。胎分ト32。

外剥落、箆麿の痕跡。内箆磨。雲器。胎分1－
37。

内外箆磨。雲器。胎分ト33。
内外剥落。胎分1－42。
内外剥落。胎分ト43。
内外ナデ。胎分ト46。
内外ナデ。雲器。胎分ト52。
内外ナデ。胎分ト40。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。胎分ト35。
内外ナデ。雲器。胎分ト34。
内外ナデ。胎分ト44。
内外ナデ。胎土・焼製塩と類似。胎分ト45。
内外ナデ。粗雑。雲器。胎分ト36。
内外刷毛。4穴以上の透。
内外ナデ。4方に透。雲器。
内外ナデ。雲器。胎分1－50。
タ瞞叶毛。内剥落。胎分ト3g。
内外ナデ。雲器。胎分ト49。



第II期　溝出土土器（4）
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色調　口径（cm）器高くcm）その他（cm）　　　　　備　考
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134－09　SDIIOl　　高杯　　　　‾3血砂。　淡白褐
134－10　SDIIOl　　高杯　　　　‾3血砂。雲。淡褐
134－11　SDIIOl　　高杯　　　　‾2血砂。雲。淡白褐1炎赤

褐

134－12　SDIIOl　　高杯　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
134－13　SDIIOl　　高杯　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
134－14　SDIm1　高杯　　　　‾2血砂。雲。淡褐
134－15　SDIIOl　　器台　　　　‾3血砂。　濁淡褐
134－16　SDIlOl　　ミニ製塩　　‾2血砂。　赤掲
134－17　SDIIOl　　ミニ高杯　　‾2血砂。　淡褐
134－18　SDIIOl　　ミニ壷　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
134－19　SDIIOl　　土製晶　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

134－20　SDIIOl　　支脚　　　　‾7血砂。　淡白褐
134－21　SDIIOl　　支脚　　　　‾7血砂。　淡白掲
134－22　SDIIOl　　支脚　　　　‾7血砂。　淡白褐
135－01　SDIIO1　台付皿　　　‾3血砂。　淡赤褐

135－02　SDIIOl　　蛸壷　　　　‾3血砂。　淡赤褐‾赤褐
135－03　SDIIOl　　蛸壷　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
135－04　SDIIOl　　須杯　　　　‾3血砂。　灰
135－05　SDIIOl　　須杯　　　　‾2血砂。　灰
135－06　SDIIOl　　須高杯　　　‾2血砂。　明灰
135－07　SDIIOl　　須樽形はぞう‾1血砂。　灰
135－08　SDIIOl　　須平瓶　　　‾2血砂。　灰
135－09　SDIIOl　　須壷　　　　‾2血砂。　明灰
135－10　SDIIO2　　壷　　　　　‾3血砂。雲。淡白褐‾淡褐
135－11　SDIIO2　　壷　　　　　‾3血砂。雲。淡掲
135－12　SDIIO2　　壷　　　　　‾2血砂。雲。淡声訂淡赤褐
135－13　SDIIO2　　壷　　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

135－14　SDIIO2

135－15　SDIIO2

135－16　SDIIO2

135－17　SDIIO2

135－18　SDIIO4

135－1g SDIIO4

136－01　SDIIOg

136－02　SDIIO9

136－03　SDIIO9

136－04　SDIIO9

136－05　SDIIO9

136－06　SDIIO9

136－07　SDIIO9

136－08　SDIIO9

136－09　SDIIO9

136－10　SDII11

136－11　SDII11

136－12　SDII11

136－13　SDIIll

136－14　SDIIll

136－15　SDII11

136－16　SDII11

137－01　SDII11

137－02　SDII11

137－03　SDIIll

137－04　SDII11

137－05　SDII11

137－06　SDII11

137－07　SDII11

137－08　SDIIll

褐
碧　　　　　‾3血砂。雲。暗褐
護　　　　　‾2血砂。雲。赤褐
窪　　　　　‾3血砂。　赤褐‾暗褐
高杯　　　　‾3血砂。　赤褐
護　　　　‾5血砂。　淡赤褐

喪　　　　‾3血砂。雲。赤褐
細頸壷　　　‾3血砂。雲。濁淡赤掲
喪
護
碧
蜜
鉢
鉢
鉢
ミニ壷
壷
壷
壷
壷

壷

壷
壷
壷

壷
壷
壷
壷

壷

壷

壷

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。　赤褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾5血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡貯‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾濁淡
赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐
‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾3血血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾濁淡

赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐‾‾赤

掲

‾3血砂。雲。淡褐頂i淡赤
褐

‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

29．3

13．0

12．1

1、1．0

25．6　　　5．3

4．8　　　9．0

13．2

8．2

9．4　　13．1

24．2

20．1

16．2

13．8

23．7

16．3

14．4

16．4

14．6

23．4

24．7

14．9　　　5．3

4．1　　　5．9

26．4

15．5

16．0

17．2

19．9
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外刷毛。内ナデ。
内外ナデ。雲器。胎分ト48。
外刷毛。内ナデ。胎土・焼製塩と類似。胎分
ト47。

外刷毛。内ナデ。胎分ト41。
外刷毛。内ナデ。雲器。胎分ト54。
内外刷毛後ナデ。
外刷毛。内剥落。胎分ト53。
内外ナデ。
内外ナデ。

外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛後ナデ。スプーン状を呈する舟形
土製晶？。
器表ナデ。
器表ナデ。
器表ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
内外ナデ。
焼晋。ロタロ右。
焼普。ロタロ右。
焼普。
外柿描波文、自然紬。焼良。
焼普。ロタロ右。
外頸箆記号、底箆削。焼普。ロクロ右。
外剥落。内ナデ。
内外刷毛後ナデ。
内外ナデ。内口縁竹管文。
内外ナデ。胎土・焼製塩と類似。

内外ナデ。雲器。
外刷毛後箆磨。内箆削。
タ印ロ。内ナデ。
内外剥落。

内外剥落。
内外剥落。内箆削の痕跡。端部摩滅。雲器。
外剥落。内指痕箸。雲誰。
外刷毛。内指痕著。雲器。
内外ナデ。
内外剥落。
内箆削。
外条痕板ナデ。内剥落。
外剥落。内ナデ。
外指痕著。内ナデ。
内外剥落。タけ旨痕著。
外刷毛後箆磨。内刷毛。
タ囲職刷も内条痕阪ナデ。雲器。
内外剥落。
外刷毛。内牧ナデ頸指痕著。雲器。傾き不

明瞭。
内外剥落。雲器。胎分5－6。

外刷毛。内ナデ。胎分5－3。
内外剥落。
外刷毛。内ナデ。雲器。胎分5－1。

外刷毛。内ナデ。雲器。胎分5－2。
内外刷毛。
内外ナデ。雲器。
外叩。内ナデ。やや粗雑。小片、傾き不明瞭
。鉢？。
外刷毛後箆監頸刷毛。内上半指痕著、下
半射り。雲器。胎分5－5。
外剥落、刷毛の痕跡。内上指痕箸、中央刷
毛、下箆削。雲器。胎分5－4。
外剥落。内板ナデ。雲器。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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－－－lllll1－－－．－．－t－－．－t－－－－－－－－－－．－．－－－－－・－－・－－－．・．・－－．．－1－－－－－－－－－－．．－．．．－．－．－・．－－－－－－－一一－－－－－－．．・－－－－－－－－　，　－．－－・－－－－－－．・－・－－－．．－－一一．一一－－－－－－．・．．－一一－－－－－－－．・・．－－－－－－－－－t．・－－－－－－－－－－－

137－09　SDIIll

137－10　SDIIl1

137－11　SDII11

137－12　SDIIll

137－13　SDII11

137－14　SDII11

138－01　SDIIll

138－02　SDII11

138－03　SDIIll

138－04　SDIIl1

138－05　SDIIll

138－06　SDIIll

138－07　SDIIll

138－08　SDIIl1

138－09　SDIIll

138－10　SDIIll

138－11　SDIIll

138－12　SDII11

138－13　SDII11

138－14　SDII11

138－15　SDII11

138－16　SDII11

138－17　SDIIl1

138－18　SDIIll

138－19　SDII11

138－20　SDII11

139－01　SDII11

139－02　SDII11

139－03　SDII11

139－04　SDIIll

139－05　SDII11

139－06　SDIIl1

139－07　SDII11

139－08　SDIIll

139－09　SDII11

139－10　SDIIll

139－11　SDII11

139－12　SDII11

139－13　SDII11

139－14　SDIIll

139－15　SDII11

139－16　SDII11

139－17　SDII11

139－18　SDII11

140－01　SDII11

140－02　SDII11

140－03　SDIIll

140－04　SDIIll

140－05　SDIIl1

140－06　SDIIll

140－07　SDII11

140－08　SDII11

140－09　SDII11

140－10　SDIIll

140－11　SDIIl1

140－12　SDIIll

蜜
蜜
窪
蜜

婆
婆
建

蓬
蛮

護
護
蜜
喪
護
護

棄
蜜

護
蜜
碧
蜜
喪
蛮
護

蜜
護

◆一

窪
窪
蛮

聾
蜜
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢

鉢
鉢

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐‾暗褐
‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤
褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾2血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
‾5血砂。雲。淡赤福頂ミ褐
‾3血砂。雲。暗赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾暗褐
‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾5血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾5血砂。雲。赤褐
‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

淡褐‾淡赤褐

淡事訂淡赤褐

淡褐‾赤褐

赤褐‾暗褐

淡褐‾濁淡赤
褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾赤褐

赤福‾淡赤褐

淡赤褐

濁淡褐「灰褐

淡赤褐‾赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡赤褐

赤褐

赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

‾5血砂。　淡掲‾淡赤褐

‾5血砂。雲。赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡白褐‾淡褐

‾3血砂。　赤褐‾暗褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾‾赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐

‾1cm砂。　淡褐1炎赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

14．7

18．5

15．3

15．6

16．7

15．2

13．8

14．2

14．9

14．5

18．4

18．7

16．9

15．3

11．7

15．2

12．6

13．8

10．6

14．1

15．2

17．9

33．5

32．6

23．7

19．2

17．8

18．0

15．6

22．0

19．2　　　7．4

17．5　　　8．0

14．5

16．5　　　7．0

18．8　　　9．3

18．1　　　8．5

15．9　　　8．6

19．0

18．4　　　8．4

17．1　　　8．2

16．4　　　7．8

－633－

タ印口。内剥落、箆削の痕跡。胎分5－12。
タ匝口後刷毛。内箆削。雲器。胎分5－10。
内外剥落。タ匝口の痕跡。内箆削の痕跡。
タ脚職刷も内箆削。雲器。胎分5－14。

タ脚職刷毛。内盟弧雲器。
タ脚後刷毛。内箆削。雲器。

内外剥落。外刷毛の痕跡。内箆削の痕跡。
胎分5－13。
外剥落。内識別。雲器。
内外刷毛。内箆削の痕跡。

タ脚職刷も内剥落。
タ仰聴牌も内ナデ。
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ。
外剥落、刷毛の痕跡。内摘弧雲器。
タ匝P後刷毛。内謝り。雲器。胎分5－30。
タ匝口後刷毛。内摘弧

夕囲職刷も内箆削。雲器。胎分5－g。
外刷毛。内箆削。雲器。

内外剥落。外刷毛の痕跡。胎分5－11。
外刷毛。内箆削。
内外剥落。
外ナデ。内剥落。
タ匝け後刷毛。内ナデ。雲器。
タ匝口。内指痕著。
外刷毛。内指痕著。雲器。

外剥落。内指痕著。雲器。

外刷毛。内指痕著。雲器。小片のため傾き
不明瞭。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。内指痕箸。

内外剥落。外刷毛の痕跡。内箆削の痕跡。
外刷毛。内指痕著。
内外剥落。外叩の痕跡。内箆削の痕跡。胎
分5－17。
内外剥落。外叩の痕跡。内箆削の痕跡。雲
器。

内外剥落。内箆削の痕跡。
タ匝口。内板ナデ。
タ匝け後部分的箆削。内ナデ。胎分5－2g。
外刷毛後ナデ。内板ナデ。
タ帽叫毛。内刷毛後ナデ。雲器。胎分5－32。

内外剥落。
外剥落。内ナデ。
タ匝札内剥落。
タ匝口。内ナデ。
外叩後箆削。内剥落。粗雑。

タ匝ロ。内剥落、箆削の痕跡。
タ匝口。内ナデ。

内外剥落。タ匝ロの痕跡。内箆削の痕跡。
内外剥落。
タ匝ロ。内ナデ。胎分5－18。
タ匝ロ。内箆削気味の板ナデ。
外剥落。内牧ナデ。
タ岬札内剥落。胎分5－24。
タ匝口後ナデ。内剥落。
タ囲噸刷毛。内板ナデ。
外ナデ。内板ナデ。
タ匝口。内板ナデ。雲器。

外板ナデ状租刷毛。内剥落、板ナデ状粗刷
毛の痕跡。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。胎分5－16。
内外剥落。胎分5－25。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高くcm）その他（cm）　　　　備　考
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140－13　SDIIl1

140－14　SDII11

140－15　SDII11

140－16　SDII11

140－17　SDII11

140－18　SDII11

140－19　SDIIl1

140－20　SDII11

140－21　SDII11

140－22　SDII11

140－23　SDII11

140－24　SDII11

140－25　SDII11

140－26　SDII11

14ト01　SDII11

14ト02　SDIIl1

141－03　SDII11

141－04　SDII11

141－05　SDII11

14ト06　SDII11

141－07　SDII13

14ト08　SDII13

141－09　SDII13

141－10　SDII13

14ト11　SDII13

14ト12　SDII13

14ト13　SDII13

14ト14　SDII13

14ト15　SDII13

14ト16　SDII13

14ト17　SDII13

14ト18　SDII13

14ト19　SDII13

鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
高杯

高杯
高杯

高杯
高杯

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐

‾7血軌　淡赤褐‾赤褐
‾2血臥雲。淡白褐‾淡褐
‾2血砂。雲。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐

小型丸底壷　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
製塩　　　‾3血砂。　淡白褐
製塩　　　‾3血砂。　淡白褐
製塩　　　‾3血砂。　淡褐頂討炎褐
ミニ碧　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
ミニ製塩　　‾2血砂。

壷　　　　　‾3血砂。

壷　　　　　‾3血砂。雲。

壷　　　　　‾3血砂。雲。

蜜　　　　　‾2血砂。

護　　　　　‾3血砂。雲。

蛮　　　　　‾5血砂。雲。

蜜　　　　　‾3血砂。雲。

蜜　　　　　‾3血砂。

窪　　　　　‾3血砂。雲。

護　　　　　‾2血砂。雲。

護　　　　　‾3血砂。雲。

喪　　　　　‾2血砂。

甑　　　　　‾5血砂。雲。

14ト20　SDII13　　甑
14ト21　SDII13　　鉢
14ト22　SDII13　　鉢
14ト23　SDII13　　鉢
141－24　SDII13　　鉢
141－25　SDII13　　鉢
142－01　SDII13　　高杯
142－02　SDII13　　高杯
142－03　SDII13　　製塩
142－04　SDII14　　蜜
142－05　SDII14　　喪
142－06　SDII14　　喪
142－07　SDII14　　鉢
142－08　SDII14　　高杯
142－09　SDII16　　壷
142－10　SDII16　　蜜
142－11　SDII16　　製塩
142－12　SDII16　　製塩

142－13　SDII17

142－14　SDII17

142－15　SDII17

142－16　SDII17

142－17　SDII17

142－18　SDII17

142－19　SDII17

142－20　SDII17

142－21　SDII17

142－22　SDII17

壷

壷
壷
壷

壷
壷
窪
護
喪
護

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

淡褐‾赤褐
淡白褐
淡赤褐「赤褐
淡赤褐1炎褐
淡白褐
淡赤褐
淡白褐‾淡褐
淡赤褐‾暗褐
淡白褐‾淡褐
淡褐
濁淡赤褐
暗掲
淡白褐
濁淡赤褐‾赤
褐
淡赤褐
淡褐‾赤褐
淡赤褐‾赤褐
淡褐‾赤褐
淡褐‾暗褐
淡白褐
濁淡赤褐
濁淡赤褐
淡白褐‾暗褐
赤褐
淡褐

‾3血砂。雲。淡褐

‾1血砂。　赤褐‾暗灰

‾2血砂。雲。濁淡赤福

‾5血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　淡赤掲

‾3血砂。　淡白褐‾淡褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾5血砂。雲。淡赤掲

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾5血砂。　淡褐

‾3血砂。雲。淡柘1炎赤褐

‾5血砂。雲。淡好‾赤褐

‾3血砂。　赤掲

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

13．6　　　7．4

10．9　　　5．6

13．4　　　4．8

11．0　　　6．9

9．2　　　6．5

9．1　　　4．2

7．3　　　3．9

8．6　　　3．7

25．g

8．0 9．1

13．0

12．7

16．0

15．8

16．8

12．0

g．6　　13．2

13．2

16．4

51．0

17．4

g．4

8．2

15．1

15．2

13．4

1g．0

22．1

16．1

22．g

－634－

内外剥落。外叩の痕跡。胎分5－26。
タ叩け後刷毛。内剥落。
外ナデ後箆磨。内箆磨。胎分5－23。
外底付近板ナデ。内板ナデ。やや粗雑。雲
器。胎分5－28。
タ匝口後ナデ。内ナデ。ミニ碧？。胎分5－22。
外指痕著。内板ナデ。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。
外刷毛後ナデ。内板ナデ後部分的箆磨。雲
器。胎分5－20。

内外指痕著。雲器。胎分5－19。
内外剥落。胎分5－8。
外刷毛後ナデ。内ナデ。胎分5－15。
外剥落。内甜叫。雲器。
外刷毛。内ナデ。2穴の棲並透。
外剥落。内箆削。雲器。
外箆磨。内ナデ。雲器。胎分5－7。
タ匝口後ナデ。内剥落。
内外ナデ。
内外指痕著。
内外ナデ。胎分5－21。
外指痕箸。内ナデ。
内外剥落。外口綾鋸文。
内外ナデ。雲器。
内外刷毛。
タ匝口。内ナデ。
外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内上半刷毛、下半箆削。雲器。
外刷毛。内上半租刷毛、下半箆削。
内外剥落。
外剥落。内緒痕著。
外ナデ。内剥落。雲器。
内外ナデ。
タ囲職刷毛。内ナデ。雲器。

外刷毛後ナデ。内箆削。
外剥落。内板ナデ。
外刷毛。内箆削。
タ匝口。内板ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
外ナデ。内板ナデ。
外箆削後箆磨。内剥落、箆削の痕跡。雲器。
外箆磨。内箆削。3方透。雲器。
内外ナデ。
外刷毛。内箆削。雲器。
外刷毛。内ナデ。
内外刷毛。雲器。
外雑な細箆削。内ナデ。
外ナデ。内剥落。雲器。
内外刷毛。外口緑剥落。
タ団円後刷毛。内指痕著。
タ匝ロ。内指痕著。
内外指痛苦。

外刷毛、頸刺突文、口縁鑑丈。内刷毛後ナ
デ。雲器。
内外ナデ。外口綾鋸文・刺突文。再焼赤変。
内外剥落。
内外剥落。タ四日の痕跡。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
タ匝ロ、部分的箆削。内刷毛。
外叩後ナデ。内剥落。
内外刷毛。再焼赤変。
タ四日後ナデ。内条痕板ナデ。雲器。
タ囲聴牌も内刷毛。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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143－01　SDII17　　鉢
143－02　SDII17　　鉢

143－03　SDII17

143－04　SDII17

143－05　SDII17

143－06　SDII17

143－07　SDII17

143－08　SDII17

143－09　SDII17

143－10　SDII17

143－11　SDII17

143－12　SDII20

143－13　SDII20

143－14　SDII20

143－15　SDII20

143－16　SDII20

143－17　SDII20

143－18　SDII20

144－01　SDII20

144－02　SDII20

144－03　SDII20

144－04　SDII20

144－05　SDII20

144－06　SDII20

144－07　SDII20

144－08　SDII20

144－09　SDII20

144－10　SDII20

144－11　SDII20

144－12　SDII20

144－13　SDII20

144－14　SDII20

144－15　SDII20

144－16　SDII20

144－17　SDII20

145－01　SDⅢ86

145－02　SDⅢ86

145－03　SDⅢ86

145－04　SDⅢ86

145－05　SDⅢ86

145－06　SDⅢ86
145－07　SDⅡI86

145－08　SDⅢ86

145－09　SDⅢ86

145－10　SDⅢ86

145－11　SDⅢ86

145－12　SDⅢ86

145－13　SDⅢ86

146－01　SDⅢ86

146－02　SDⅢ86

146－03　SDⅢ86

146－04　SDⅢ86

146－05　SDⅢ86

鉢
鉢
鉢
高杯
高杯
高杯

製塩

製塩
支脚
壷
壷

壷
壷
蓬
瑳
棄
壷
壷
壷
壷
蛮
蜜

護

蓬
窪
碧
鉢
高杯
高杯

高杯

高杯

製塩

製塩

壷
壷
壷
壷
壷

壷
壷

壷
壷
壷
壷
壷

蜜
蓋
蓋

碧
蛮

碧

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐

‾2血砂。　赤褐「灰褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。雲。淡赤褐丁赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡褐「赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡褐

‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾5血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　赤褐
‾3血砂。　淡褐‾赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾赤
褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡褐

‾5血砂。　淡白褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐頂飲赤

褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐

‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤
福

‾2m多砂。濁淡褐‾‾赤褐
壁
コロrO

‾5血砂。　淡白褐‾赤福

‾5血血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。　淡白褐

‾2血砂。雲。淡褐

‾5血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾3皿血多砂。淡赤褐
一己

云○

‾3血砂。　淡褐
‾5血砂。雲。淡赤褐‾暗褐
‾5血砂。雲。瀞卿『赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤福
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡白褐1炎褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡酢用
‾3血砂。雲。淡褐瑠さ赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾3血砂。　淡霹訂淡赤褐

29．2

25．0

17．5

19．2

14．7

18．0　　　26．0

22．0

19．4

17．6

12．0

16．0

15．2

15．1

15．2

13．4　　　6．2

25．9　　　31．4

24．7

20．2

21．2

18．2

13．2

14．2

10．1　14．8

16．・6

17．2　　　7．5

16．2　　　6．0

16．1　　23．2

23．0　　19．7

19．1

－635－

タ匝ロ。内刷毛。小片のため傾き不明瞭。
外ナデ。内板ナデ。雲器。

外ナデ。内剥落。
外刷毛。内箆磨。
内外ナデ。
外ナデ。内刷毛。
外上半刷毛、下半箆削。内箆磨。
外剥落、刷毛もしくは箆麿の痕跡。内箆磨
○

内外指痕著。
タ岬ロ。内指痕著。再焼赤変。
外指痕著。内絞目。
外刷毛。内ナデ。雲器。
外刷毛後暗文状箆磨。内上半指痕著、下半
箆削。
タ匝け後ナデ。内ナデ。
外刷毛。内箆削。
タ匝け後刷毛。内租刷毛後ナデ。
外叩後ナデ。内ナデ。
外刷毛。内上半刷毛、下半箆削。

内外剥落。
内外剥落。

内外剥落。内箆削の痕跡。
内夕帽廿毛後ナデ。
外刷毛。内箆削。
外ナデ。内箆削。

タ匝口。内ナデ。雲器。

外ナデ。内箆削。雲器。
タ匝ロ。内刷毛。
タ匝ロ。内剥落、箆削の痕跡。
外指痕著、細亀裂。内板ナデの痕跡。
外ナデ。内剥落。
外刷毛。内ナデ。4方透。

外箆磨。内箆削。3方透。雲器。

外箆磨。内箆削。雲器。

内外指痕著。

内外休部ナデ。外口脚口。再焼赤変。

タ叩け後ナデ。内刷毛。下位。
内外剥落。下位。
内外刷毛。下位

外箆磨。内剥落。精良な作り。下位。
内外剥落。下位。

外刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。下位。
内外剥落。下位。

外剥落、縦ナデの痕跡。内ナデ。下位。
外刷毛。内ナデ。雲器。下位。
タ帽I毛。内ナデ。雲器。下位。
外刷毛。内箆削。雲器。下位。
タ四日後刷毛後ナデ。内ナデ。雲器。下位。
タ匝ロ。内箆削。下位。

内外板ナデ。夕日二木ノ葉の圧痕。下位。
内外ナデ。下位。

外板ナデ。内箆削。下位。
外上半刷毛、下半叩。内上半刷毛下半ナ
デ。下位。
内外剥落。下位。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
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146－06　SDⅢ86

146－07　SDⅢ86

146－08　SDⅢ86

146－09　SDⅢ86

146－10　SDⅢ86

146－11　SDⅢ86

146－12　SDⅢ86

146－13　SDⅢ86

146－14　SDⅢ86

146－15　SDⅢ86

146－16　SDⅢ86

146－17　SDⅢ86

147－01　SDⅢ86

147－02　SDⅢ86
147－03　SDⅢ86

147－04　SDⅢ86

14㌢05　SDⅢ86
147－06　SDⅢ86

147－07　SDⅢ86

147－08　SDⅡI86

14ト09　SDⅢ86

147－10　SDⅢ86

147－11　SDⅢ86

147－12　SDⅢ86

147－13　SDⅢ86

147－14　SDⅡI86

147－15　SDⅢ86

147－16　SDⅢ86

147－17　SDⅢ86

148－01　SDⅢ86

148－02　SDⅢ86

148－03　SDⅢ86

148－04　SDⅢ86

148－05　SDⅢ86

148－06　SDⅢ86

148－07　SDⅢ86

148－08　SDⅢ86

148－0g SDⅢ86

148－10　SDⅢ86

148－11　SDⅢ86

148－12　SDⅡI86

148－13　SDIⅡ86

148－14　SDⅢ86

148－15　SDⅢ86

148－16　SDⅢ86

148－17　SDⅢ86

148－18　SDⅢ86

148－1g SDⅢ86

148－20　SDⅢ86

149－01　SDⅢ86

149－02　SDⅢ86

149－03　SDIⅡ86

149－04　SDⅢ86

149－05　SDⅢ86

149－06　SDⅢ86

149－07　SDⅢ86

碧
碧
婆
婆
蛮
碧
喪
護
護
甑

鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

‾2血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾3血砂。

‾5血砂。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。

‾5血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

淡褐
赤褐
淡褐
濁淡褐

濁淡赤褐
淡褐
淡好‾赤褐
淡褐‾淡赤褐
淡霹訂淡赤褐
濁淡赤褐‾暗
褐
外黒、内赤褐
淡褐
淡褐‾‾淡赤掲
濁淡赤褐
淡褐

高杯　　　‾3血砂。　赤褐
高杯　　　　‾3血砂。　赤褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。淡白褐‾淡褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。淡褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
須杯身　　　‾3血砂。黒　暗灰

粒。
須堤瓶　　　‾5血砂。　灰

壷
壷
壷
壷
壷

蛮
婆
蓋

護
碧
護

窪
彗
護

蓬
喪
鷲
護
護
婆

護
蜜

蜜
護

蜜
護
碧
護
蛮
蛮
蜜
護
蛮
婆

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3mm多砂。濁淡赤褐

‾5血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。暗褐‾黒褐

‾2m多砂。淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。暗褐

‾2血砂。雲。淡褐‾灰褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾5血砂。　淡褐「濁淡赤

褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　赤褐‾暗褐

‾2血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾5血砂。　淡褐「赤褐

‾2皿多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾暗灰

‾3血砂。　赤褐

‾2皿多砂。濁淡赤褐‾暗

雲。　　　褐
‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　濁淡赤褐‾暗

褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐「淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。淡褐

20．4

21．2

17．7

15．5

12．1

16．1

18．2　　17．6

41．0

27．4

15．6

18．2

22．5

23．3

16．2

16．3

18．7

17．3

16．2

15．5　　16．2

15．1

14．0　　16．4

15．2

15．3

13．5

13．8

12．8

11．5

12．9　　10．g

11．6

26．6

36．1

40．3

32．2

26．1

20．8

22．3

－636－

外剥落。内ナデ。下位。
内外ナデ。下位。
外叩。内指痕箸。雲器。下位。
タ囲職刷毛内箆削。雲器。下位。
タ囲後刷毛後ナデ。内謝り。雲器。下位。
外刷毛。内ナデ。下位。
タ抑I後ナデ。内剥落。下位。
外租刷毛。内坂ナデ。雲器。下位。
内外剥落。下位。
内外剥落。外叩の痕跡。下位。

外刷毛後ナデ。内剥落。下位。
外ナデ僅に叩の痕跡。内板ナデ。下位。
内外剥落。外指痕著。下位。
タ匝口後ナデ。内板ナデ。雲器。下位。
内外ナデ。外口綾2条の凹線気味沈線。雲
器。下位。
外剥落。内ナデ。下位。
内外ナデ。外口禄1条の沈線。下位。
外刷毛後箆磨。内箆磨。下位。
外指痕箸。内刷毛後ナデ。下位。

外ナデ。内箆削。下位。
底箆切。焼露良。ロクロ左。下位。

側面甜叫。把手の痕跡。焼弱良。ロクロ右。
下位。
内外ナデ。喪？。上位。
内外ナデ。蜜？。上位。
内外剥落。上位。
外刷毛の痕跡。内ナデ。雲器。上位。
内外剥落。底輪状高台の痕跡。上位。

内外剥落、刷毛の痕跡。上位。
内外剥落。上位。
内外ナデ。雲器。上位。
外ナデ後部分的労り。内ナデ。上位。
外剥落。内緒痕著。上位。
内外ナデ。上位。

外叩。内緒痕著。歪な作り。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
外剥落、刷毛の痕跡。内刷毛。やや粗雑。再
焼赤変。上位。
外剥落。内刷毛後ナデ。上位。
外刷毛。内箆削気味の板ナデ。上位。
外刷毛。内箆削。上位。
外剛も内箆削気味の坂ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内箆削。やや粗雑。上位。
外剥落、箆の痕跡、口縁1条の沈線。内刷毛
後ナデ。上位。
外刷毛。内剥落。上位。
内外刷毛。上位。

タは旨痕箸。内剥落。上位。
外刷毛。内刷毛後箆削状板ナデ。再焼赤変
。上位。
外刷毛。内部叫。上位。
外刷毛。内箆削気味の板ナデ。上位。
外刷毛。内箆削。上位。
外刷毛内上半ナデ下半箆削。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。
外ナデ。内刷毛。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。
内外刷毛。上位。
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．’‾‾　－．．t．．－．．t．－－－－．．・．．．・－．－－－．－．－．－－‘．．t‘－－－－－－－－－－－－－1－－－lll－－－tht．P tl．．．ll一－111．－　　，　　－ll・－－－－－．．．l・．．．－－－－－・－・－h・－．－．．．・－－．－－－・－．・－1111，　　，　　－－・－－一一．．－・－－－－－－－．・．・－－－－－－・－一一．・．・－－－．・．・．．－　－．．－－．．・－－－－－一一一・・一一．．・－－lllllllllr－－－－－－－11．－－　－－－　－－．－・
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
．．－q1－－－．－．lllllllllllqLlll．1－　，　－．－11111－Ll－111－－－－－－－－－・．．・－－・．．．・－．－－－－－・－　，　．－－－－一一．H一一．－－－－－・－－－－・－・－一一．・．H一一．・－－－・－－－－－．・．－－－11．－．－－・・一一－－・一．・・－－－・－－－－－－．．・・－－－・－．．・・－．－H－・－．．・－－－－－－－－－－・－－一一．－－－－I，．－－－－・－・－・－－－－－．1111111－－－．－l．－－
．．－－－－－－－－－－－－－－－－－．t．．－．－．．’．－llt－－－llllllllllr－・－l・・－－－－．－．．l・・－．－－－－－－－・－d－－　－－11－A4－－．．－－．．－－－－　，　J1－1，－．・・．－－一一．H一一．・・－・・－－－－1－－・－－－　－－－－－・－・－H－．・．・・・－一一一・－・－－－　－・－　－．・　，　　－．・－・－－・－－－．．・．・．－．．－－　－－－．－－－－・・－・－－－・－lll・－－　－　－．11－．．t．．－－－．．．．－．－－　－

149－08　SDⅢ86

149－09　SDⅢ86

149－10　SDⅢ86

149－11　SDⅢ86

149－12　SDⅢ86

150－01　SDⅢ86

150－02　SDⅢ86

150－03　SDⅢ86

150－04　SDⅢ86

150－05　SDⅢ86

150－06　SDⅢ86

150－07　SDⅢ86

150－08　SDⅢ86

150車09　SDⅢ86

150－10　SDⅢ86

150－11　SDⅢ86

150－12　SDⅢ86

150－13　SDⅢ86

150－14　SDⅢ86

150－15　SDⅢ86

150－16　SDⅡI86

151－01　SDⅢ86

15ト02　SDⅢ86

15ト03　SDⅢ86

15ト04　SDⅢ86

15ト05　SDⅢ86

151－06　SDⅢ86

15ト07　SDⅢ86

152－01　SDⅡI86

152－02　SDⅢ86

152－03　SDIⅡ86

152－04　SDⅢ86

152－05　SDⅢ86

152－06　SDⅢ86

152－07　SDⅢ86

152－08　SDⅢ86

152－09　SDⅢ86

152－10　SDⅢ86

152－11　SDⅢ86

152－12　SDⅢ86

152－13　SDⅢ86

152－14　SDⅢ86

153－01　SDⅢ86

153－02　SDⅢ86

153－03　SDⅢ86

153－04　SDⅢ86

153－05　SDⅢ86

153－06　SDⅢ86

153－07　SDⅢ86

153－08　SDⅢ86

153－09　SDⅢ86

153－10　SDⅢ86

153－11　SDⅢ86

蛮
護
護
窪
瑳
護
護

蛮
竃
婆
窪

護
護
蜜
喪
瑳
蛮
蜜
窪
窪

碧
護

碧
蜜

窪
蜜
把手
把手
甑
甑
甑

甑
護
甑
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢

鉢
鉢

鉢
鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

‾2m多砂。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。濁淡赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾3m多砂。淡褐‾淡赤福
空
っlコrO

‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。　淡褐‾赤褐
‾3血多砂。淡褐
‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐
昌巨
云○

‾3血砂。　淡褐‾暗褐
‾3血砂。　赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾2血n多砂。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。　赤褐‾淡褐
‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤
褐

‾3mm多砂。赤褐
‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾5血砂。　赤褐

‾3皿多砂。淡赤褐
‾3mm多砂。赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡褐
‾2mm多砂。淡白褐‾淡褐
‾2血砂。雲。淡白褐‾淡赤

褐
‾2血砂。　淡褐‾‾淡赤褐
‾5血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。　淡褐‾赤褐
‾3血m多砂。赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐‾淡褐
‾2血砂。　淡褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾5血砂。　淡白褐頂i淡

赤褐
‾2m多砂。淡褐
‾3皿多砂。淡褐
雪
ココrO

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

‾5皿多砂。暗赤褐
雪
．ココrO

‾3血砂。雲。赤褐

‾2m多砂。淡褐‾黒褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤
褐

‾3血砂。雲。赤褐

22．1

18．2

16．5

15．8

36．1

36．2

36．0

35．5

28．0

25．0

23．1

23．1

23．3

21．5

20．4

29．4

24．3

20．4

20．1

38．0　　　29．1

26．6

27．8

25．3

21．4

17．1　　　7．6

12．9

10．2

9．2　　　3．7

39．8

37．2

34．7

17．8　　　7．9

18．4　　　7．3

16．3

25．4

19．3

18．0　　　8．5

17．5

－637－

内外剥落。上位。
内外剥落。上位。
外剥落。内ナデ。雲器。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。上位。
外刷毛。内箆削。雲器。上位。
内外刷毛。上位。
外刷毛後ナデ。内刷毛。上位。

内外刷毛。上位。
内外剥落。上位。
外ナデ。内剥落。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。

外刷毛後ナデ。内刷毛。上位。

内外剥落。外刷毛の痕跡。内箆削。上位。
外刷毛後ナデ。内刷毛。上位。
外剥落、刷毛の痕跡。内刷毛。上位。
内外刷毛後ナデ。上位。
内外剥落。内刷毛の痕跡。上位。
内外剥落。外刷毛の痕跡。上位。
内外剥落。上位。

外刷毛。内剥落。上位。

内外剥落。外刷毛の痕跡。上位。
外刷毛。内刷毛後僅に箆削。把手付球胴碧
。上位。
内外剥落。内刷毛の痕跡。上位。
内外剥落。外僅に叩痕。内箆削痕。把手付
球胴禁。上位。
内外剥落。把手付球胴監上位。
外刷毛。内箆削。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
内外指痕著。上位。
内外刷毛。上位。
内外剥落。内刷毛の痕跡。上位。
内外刷毛。上位。

内外刷毛。上位。
内外租刷毛。上位。
内外剥落。小片のため傾き不明瞭。上位。
タ叩け後ナデ指痕箸。内刷毛後ナデ。上位。
内外刷毛後ナデ。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
外指痕著。内ナデ。上位。
外指痕箸。内剥落。上位。
内外ナデ。上位。
外租刷毛後ナデ。内刷毛後ナデ。上位。
外指痕著。内ナデ。上位。
内外刷毛。上位。

外刷毛の痕跡。内板ナデ。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。

外刷毛後ナデ。内剥落。上位。
外上半ナデ、下半刷毛。内剥落。片口状口
縁。上位。
タ帽l毛。内ナデ。片口状口縁。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。片口状口縁。上位。

外刷毛後ナデ。内剥落、板ナデの痕跡。上
位。
外刷毛後ナデ。内剥落、板ナデの痕跡。上
位。
外刷毛後箆磨。内箆削後箆磨後暗文。上位
○

タ艦内剥落。上位。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　備　考
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153－12　SDⅢ86

153－13　SDIⅡ86

153－14　SDⅢ86

153－15　SDⅢ86

153－16　SDⅢ86

153－17　SDⅢ86

154－01　SDⅢ86

154－02　SDⅡI86

154－03　SDⅢ86

154－04　SDⅢ86

154－05　SDⅢ86
154－06　SDⅢ86

154－07　SDⅢ86

154－08　SDIⅡ86

154－09　SDⅢ86

154－10　SDⅢ86
154－11　SDⅢ86

154－12　SDⅢ86

154－13　SDⅢ86

154－14　SDⅢ86

154－15　SDⅢ86

154－16　SDⅢ86

154－17　SDⅢ86

154－18　SDⅢ86

154－1g SDⅢ86

154－20　SDⅢ86

154－21　SDⅢ86

154－22　SDⅢ86

154－23　SDⅢ86

154－24　SDⅢ86

154－25　SDⅢ86

154－26　SDⅢ86

154－27　SDⅢ86

154－28　SDⅢ86

154－29　SDIⅡ86

154－30　SDⅢ86

154－31　SDⅢ86

154－32　SDⅢ86

154－33　SDⅢ86

155－01　SDⅢ86

155－02　SDⅢ86

155－03　SDⅢ86
155－04　SDⅢ86

155－05　SDⅢ86

155－06　SDⅢ86

155－07　SDⅢ86

155－08　SDIⅡ86

155－09　SDⅢ86

155－10　SDⅢ86

155－11　SDⅢ86

155－12　SDⅢ86

155－13　SDⅢ86

155－14　SDⅢ86

155－15　SDⅢ86

155－16　SDⅢ86

鉢
鉢
鉢
鉢

鉢
鉢
椀

椀
椀
椀
椀
鉢
椀
椀
椀
椀
椀
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

高杯
高杯

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

高杯

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯

高杯

高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
高杯
製塩

製塩

‾2血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾2mm多砂。淡白褐1炎赤

褐

‾2皿多砂。淡措‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡褐1炎赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡赤褐‾‾淡白

褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。　濁淡褐‾赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐

‾3血砂。　外淡褐、内黒

褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡赤褐頂ミ褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾5血砂。　赤褐

‾3鵬臥　　赤褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾2血砂。　淡褐‾暗褐

‾2皿多砂。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐頂渇

‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐「淡赤褐

‾2血砂。　濁淡褐‾黒褐

‾2血砂。　淡褐

‾2mm多砂。濁淡赤褐‾赤

雲。　　　褐

‾3姐多砂。赤褐
雪
TlコrO

19．1

18．0

16．2

16．3

16．2

15．7

15．3

14．1

13．3

10．4

11．一1

10．1

15．5

14．3

13．6

13．1　　　4．3

12．2

15．1　　　7．8

9．1　　　5．4

9．2

17．0

16．1

17．4　　　g．0

13．0

13．0

－638－

内外刷毛。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
内外剥落。外刷毛の痕跡。上位。
外ナデ。内剥落。上位。

外剥落。内板ナデ。上位。
外刷毛。内板ナデ。上位。
外指痕著、口綾1条の沈線。内ナデ後暗文
状箆磨。上位。
外ナデ。内剥落。上位。
内外剥落。内口縁1条の沈線。上位。
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ。上位。
内外剥落。上位。
外箆磨。内ナデ。上位。
内外剥落。上位。
内外指痕著。内ナデ、刷毛の痕跡。上位。
外箆磨。内剥落、暗文の痕跡。上位。
内外剥落。上位。
内外ナデ。内暗文。上位。
内外ナデ。上位。
外箆磨。内暗文状箆磨。上位。

内外ナデ。口綾部直下焼前の穿孔。上位。
内外ナデ。口綾部直下焼前の穿孔。上位。
外刷毛。内ナデ。口綾部直下焼前の穿孔。
上位。
外ナデ。内刷毛。上位。
外剥落。内刷毛後ナデ。上位。

外ナデ。内杯部ナデ、脚盟弧上位。
外刷毛後ナデ。内箆削。上位。
外ナデ。内箆削。上位。
外剥落。内部叫。上位。
外ナデ。内箆削。上位。

外ナデ。内箆削。上位。
外ナデ。内甜叫。上位。
内外剥落。上位。
内外ナデ。上位。
外剥落。内箆削気味の板ナデ。上面は杯部
と接合のための刺突痕。上位。
外刷毛後ナデ、指痕著。内ナデ。上に刷毛
の刺実による接合痕。上位。
外指痕著。内ナデ。上位。
内外ナデ。上位。
夕は旨痕著。内箆削気味の板ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内剥落。上位。
内外剥落。上位。
内外杯部ナデ。外脚部刷毛後ナデ。上位。
外指痕著。内剥落。上位。
内外剥落。上位。
内外剥落。上位。

内外剥落。上位。

内外刷毛後ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。上位。
外指痕著。内ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。上位。

内外刷毛後ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内ナデ。上位。
外刷毛後ナデ。内剥落。上位。
外口縁平行叩。上位。

内外休部指痕著。外口縁平行叩。上位。
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155－17　SDⅢ86　　製塩

155－18　SDⅢ86　　製塩

155－19　SDⅢ86

155－20　SDⅢ86

155－21　SDⅢ86

155－22　SDⅢ86

155－23　SDⅢ86

155－24　SDⅢ86

155－25　SDⅢ86

155－26　SDⅢ86

155－27　SDⅢ86

156－01　SDⅢ86

156－02　SDⅢ86

156－03　SDⅢ86

156－04　SDⅢ86

156－05　SDⅢ86

156－06　SDⅢ86

156－07　SDⅢ86

156－08　SDⅢ86

156－0g SDⅢ86

157－01　SDⅢ86

15ト02　SDⅢ86

157－03　SDⅢ86

157－04　SDⅢ86

157－05　SDⅢ86

157－06　SDⅢ86

157－07　SDⅡI86

157－08　SDⅢ86
157－09　SDⅢ86

157－10　SDⅢ86

157－11　SDⅢ86

157－12　SDⅢ86

157－13　SDⅢ86

製塩
製塩
蛸壷
蛸壷

蛸壷
土錘

土建

土錘

土建

‾3血砂。　濁淡赤褐‾赤　　13．3
褐

‾2■■多砂。赤褐
昌昌
云○

‾加■多砂。淡褐‾赤褐

‾2血砂。　淡事計時褐

‾2血砂。雲。淡褐‾暗褐 3．7　　　9．6

‾2地多砂。淡赤褐
Jヨき
云○

‾2血砂。雲。暗褐

‾1血砂。　淡白褐‾暗褐　　1．2

‾1血砂。　白褐‾淡赤褐　　1．2

‾1血砂。　淡白褐‾淡赤　　1．2

褐

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐　　　3．1　　4．5

篭　　　　‾5血砂。　淡赤褐

篭　　　　‾2血砂。　淡白褐‾淡褐

篭　　　　‾加■多砂。赤褐
篭　　　　　‾2血砂。　赤褐

篭　　　　　‾3血砂。　淡褐

竃　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

竃　　　　‾2血砂。　淡赤褐‾暗褐

不明　　　　‾2血n多砂。淡褐‾赤褐

吹子羽口　　‾1C血砂。　淡赤褐‾暗灰

褐

須杯蓋

須杯蓋　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾7血砂。

須杯蓋　　　‾3血砂。

須杯蓋　　　‾2血砂。

須杯蓋　　　‾2血砂。

須杯蓋　　　‾加砂。

須杯蓋　　　‾3血砂。

須杯蓋　　　‾3血砂。

灰

明灰
灰

暗灰
白灰
灰‾暗灰
明灰
白灰
明灰

須杯蓋　　　‾3血砂。黒　灰
粒。

須杯蓋　　　‾5血砂。　暗灰
須杯蓋　　　‾3血砂。　暗灰
須杯蓋　　　‾1皿多砂。外明灰、内淡

赤褐

157－14　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
157－15　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰
15ト16　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾5血砂。　灰
157－17　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。　灰
157－18　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰‾明灰
157－1g SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。　灰
157－20　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰

157－21　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。黒　明灰
粒。

157－22　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。　灰
15ト23　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
157－24　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。黒　明灰

粒。
157－25　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰
157－26　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。黒　灰

粒。
157－27　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
157－28　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3表砂。　灰
157－29　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰‾黒灰
157－30　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

13．6

14．1

17．2

17．0

17．1

16．1

14．9

14．1

13．4

13．6

13．3

13．2

13．5

13．3

13．0

13．1

13．1

13．2

12．9

13．1

12．6

12．7

12．6

12．2

4．2

4．8

4．6

4．8

4．2

4．1

4．1

4．9

4．3

3．6

3．6

4．5

3．6

3．5

12．2　　　3．6

12．1　　　3．7

12．1　　　3．5

12．1

11．9　　　3．2

12．0

－639－

内外剥落。外口縁叩の痕跡。上位。

内外休部ナデ。外口縁矢羽脚ロ。上位。

外口緑矢羽状叩。上位。
内外剥落。外口緑叩の痕跡。上位。
内タは旨痕著。上位。
内外ナデ。上位。

内タけ旨痕著。上位。
器表ナデ。端部に穿孔。上位。口径は短軸
を示す。
器表ナデ。端部に穿孔。上位。口径は短軸
を示す。
端部に穿孔。上位。口径は短軸を示す。

器表ナデ。上位。口径は短軸、器高は長軸
を示す。
外刷毛後ナデ。内剥落。把手付。上位。
内外刷毛後ナデ。上位。
内外ナデ。前面の鍔の部分。上位。
内外剥落。前面の鍔の部分。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
内外刷毛。上位。
外刷毛。内刷毛後ナデ。上位。
外板ナデ。内ナデ。上位。
タ岬ロの痕跡。落変物付着。上位。

天井箆削。肩に沈線。外自然軸。焼弱良。ロ
クロ右。上位。
外に段。焼輔駄上位。
底部叫。焼普。ロクロ右。大形の杯身。上位
○

天井箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
天井箆削。焼醇駄ロクロ右。上位。
天井箆削。焼晋。ロクロ右。上位。
焼諦軋ロタロ右。上位。
天井部叫。焼弱悪。ロクロ右。上位。
天井箆削。焼普。ロタロ右。上位。
天井部叫。焼普。ロタロ右。上位。

天井箆削。焼弱良。ロクロ左。上位。
天井箆削。焼弱良。ロタロ右。上位。
天井部叫。焼弱不艮。ロタロ右。上位。

天井部叫。焼普。ロタロ右。上位。
天井箆削。焼諷ロタロ右。上位。

天井箆削。焼普。ロタロ右。上位。
天井部叫。焼普。ロタロ右。上位。

焼普。ロクロ右。上位。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
天井箆削。内外部分的に自然紬。焼弱良。
ロクロ右。上位。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。

天井箆削。焼普。ロクロ右。上位。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
天井部叫。焼普。上位。

天井箆削。焼弱良。ロタロ右。上位。
天井箆削。焼普。ロタロ右。上位。

天井箆削。焼普。ロタロ右。上位。
焼普。ロタロ右。無蓋高杯？。上位。
天井箆削。焼弱良。ロタロ右。上位。
焼普。ロタロ右。上位。
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15ト31　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。黒　灰
粒。

157－32　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
157－33　SDⅢ86　　須高杯蓋　　‾5血砂。黒　外黒灰、内灰

粒。

15ト34　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
157－35　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾3血砂。　明灰
157－36　SDⅢ86　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
158－01　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　灰
158－02　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　灰

158－03　SDⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。　明灰
158－04　SDⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。　灰‾暗灰
158－05　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　灰
158－06　SDⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。黒　明灰

粒。
158－07　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　灰
158－08　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血n砂。　灰
158－09　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　灰
158－10　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。

158－11　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　暗灰
158－12　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　灰
158－13　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。黒　灰

粒。
158－14　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。黒　白灰

粒。
158－15　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。黒　黒灰

粒。
158－16　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　暗灰
158－17　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　灰
158－18　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　暗灰
158－19　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　暗灰

158－20　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　暗灰
158－21　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。　灰

158－22　SDⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。　灰

158－23　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。黒　灰
粒。

158－24　SDⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。　灰
158－25　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。　明灰

158－26　SDⅢ86　　須杯身　　　‾2血砂。

158－27　SDⅢ86　　須杯身　　　‾3血砂。

158－28　SDⅢ86　　須杯　　　　‾2血砂。

158－29　SDⅢ86　　須杯　　　　‾2血砂。

158－30　SDⅢ86　　須コップ　　‾2血砂。

158－31　SDⅢ86　　須コップ　　‾3mm砂。

158－32　SDⅢ86　　須コップ　　‾2血砂。

159－01　SDⅢ86　　須大形杯　　‾2血砂。

159－02　SDⅢ86　　須大形杯　　‾3血砂。

159－03　SDⅢ86　　須杯　　　　‾5血砂。

159－04　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾3血砂。

灰
明灰
明灰
明灰

明灰
灰
灰
灰
明灰
暗灰
明灰

159－05　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾3血砂。　暗灰

159－06　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　明灰
159－07　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。　灰
159－08　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。
159－09　SDⅢ86　　須高杯　　　‾3血砂。　灰
159－10　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。　明灰
159－11　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。黒　灰

粒。

11．7　　　3．0

11．5

12．3

9．7

11．0

14．7

16．1

16．0

14．8

15．6　　　4．4

15．2

14．7

14．8

14．0

13．g

4．4

3．7

2．8

4．8

3．8

14．2

14．3

14．0　　　3．8

14．0　　　3．7

14．4

13．8　　　3．8

13．6

13．4　　　3．6

13．4　　　4．0

13．4

13．3

13．4

13．0

9．4

12．0

10．6

7．6

6．8

21．4

18．1

15．2

3．7

4．0

3．4

6．8

15．7

13．8　　16．3

13．8

15．6

－640－

天井箆削。焼普。ロクロ右。上位。

焼普。ロクロ右。上位。
焼弱良。ロクロ右。上位。

焼普。ロクロ右。上位。
天井部叫。焼弱良。ロクロ右。上位。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
底箆削。焼良。ロクロ右。上位。
底部叫。焼普。ロクロ右。上位。
焼諷ロタロ右。上位。
焼弱良。ロクロ右。上位。
底箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
焼弱悪。上位。

焼弱艮。ロクロ整形時左、箆削時右。上位。
焼普。ロクロ左。上位。
底箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
底甜叫。焼晋。ロクロ整形時右、箆削時左。
上位。
外自然紬。焼弱艮。上位。
底箆削。焼弱良。ロタロ左。上位。
焼諷上位。

外自然紬。焼弱良。ロクロ右。上位。

焼諦匿。ロクロ右。上位。

底箆切。焼弱良。ロクロ右。上位。
底部叫。焼弱良。ロクロ右。上位。
底箆削。焼弱良。ロタロ右。上位。
外底箆記号、箆切。焼弱良。ロクロ右。上位
0

底箆切。焼普。ロクロ右。上位。
外自然軸。底箆削。焼弱良。ロクロ成形時
右、箆削時左。上位。
底箆削。外自然軸。焼弱良。ロクロ右。上位
○

焼普。ロクロ右。上位。

底箆削。焼弱良。ロクロ右。上位。
底箆削。内外自然軸。焼弱良。ロタロ右。上
位。
底箆削。焼普。ロタロ右。上位。
外自然軸。焼弱良。上位。
外自然粕。焼弱艮。ロクロ右。上位。
底部叫。内自然軸。焼弱良。ロタロ右。上位
○

底望洋軋外自然紬。焼良。ロタロ右。上位。
外自然軸。焼弱良。ロタロ右。上位。
焼弱良。上位。
焼普。ロタロ右。上位。
底射り。焼諷ロクロ右。上位。
底箆切。焼普。ロタロ右。上位。

4．3長脚2方向2段透。焼雅霞。ロタロ右。上位。
他計測値は杯部器高。

4．1長脚2方向2段透。焼弱良。ロタロ右。上位。
他計測値は杯部器高。
外1条の沈線状窪。焼普。ロクロ右。上位。
長脚2方向2段透。焼弱良。ロクロ右。上位。
外自然柚。焼弱良。ロタロ右。上位。

哀脚3方向2段透。焼普。上位。
外カキ目。長脚3方向2段透。焼弱良。上位。
長脚2方向2段透。焼諦軋ロクロ右。上位。



第II期　溝出土土器（13）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

159－12　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。　灰
159－13　SDⅢ86　　須高杯　　　‾3血砂。　淡褐
159－14　SDⅢ86　　須高杯　　　‾1血砂。　明灰‾淡白褐
159－15　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾5血砂。　暗灰
159－16　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰

159－17　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾3血砂。黒　明灰
粒。

159－18　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰

159－19　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰

159－20　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰
159－21　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。黒　灰

粒。
159－22　SDⅢ86　　須無蓋高杯　‾2血砂。　明灰
159－23　SDⅢ86　　須有蓋高杯　‾3血砂。　灰

159－24　SDⅢ86　　須有蓋高杯　‾2血砂。　明灰

159－25　SDⅢ86　　須有蓋高杯　‾2血砂。　暗灰
159－26　SDⅢ86　　須不明　　　‾1血砂。　自灰‾灰
160－01　SDⅢ86　　須高杯　　　‾3血砂。　黒灰‾明灰
160－02　SDⅢ86　　須高杯　　　‾3血砂。　灰
160－03　SDⅢ86　　須高杯　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。
160－04　SDⅢ86

160－05　SDⅢ86

160－06　SDⅢ86

160－07　SDⅢ86

160－08　SDⅢ86

160－09　SDⅢ86

160－10　SDⅢ86

160－11　SDⅡI86

160－12　SDⅢ86

160－13　SDⅡI86

160－14　SDⅢ86

160－15　SDⅢ86

160－16　SDⅢ86

160－17　　SDⅢ86

160－18　SDⅢ86

須高杯　　　‾2血砂。　灰

須高杯　　　‾2血砂。　灰

須高杯　　　‾2血砂。　明灰

須高杯　　　‾2鵬臥黒　明灰

粒。

須高杯　　　‾2血砂。　明灰

須高杯　　　‾2血砂。　明灰

須高杯　　　‾1血砂。　明灰

須高杯　　　‾2m血砂。　明灰

須はぞう　　‾3血砂。　灰

須ほぞう　　‾1血砂。　明灰

須ほぞう　　‾1血砂。　暗灰‾赤褐

須ほぞう　　‾2血砂。　白灰
須口緑　　　‾2血砂。　灰

須口緑　　　‾2血砂。

須口綾　　　‾2血砂。

160－1g SDⅢ86　　須口緑　　　‾1血砂。

160－20　SDⅢ86　　須口繚　　　‾2血砂。

160－21　SDⅢ86　　須口緑　　　‾2血砂。

160－22　SDⅢ86　　須堤瓶　　　‾3血砂。

160－23　SDⅢ86　　須横瓶　　　‾3血砂。

160－24　SDⅢ86　　須横瓶　　　‾3血砂。

16ト01　SDⅢ86　　須長頸壷　　‾2血砂。

16ト02　SDⅢ86　　須長頸壷　　‾2血砂。

161－03　SDⅢ86　　須長頸壷　　‾2血砂。

16ト04　SDⅢ86　　須長頸壷　　‾4血砂。

16ト05　SDⅢ86　　須短頸壷　　‾3血砂。

161－06　SDⅢ86　　須短頸壷　　‾2血砂。

16ト07　SDⅢ86　　須短頸壷　　‾1血砂。

明灰
明灰

明灰
灰
灰
暗灰
明灰
灰
明灰
明灰

灰
灰

灰
灰
明灰

16ト08　SDⅢ86　　須短頸壷　　‾2血砂。黒　灰
粒。

16ト09　SDⅢ86　　須壷　　　　‾5血砂。　明灰

16ト10　SDⅢ86　　須壷　　　　‾3血砂。　灰

16ト11　SDⅢ86　　須壷　　　　‾5血砂。　灰

13．5　　　6．9

13．1　　　7．4

11．8　　　6．2

11．6　　　5．8

14．2

12．7

11．7

12．0　　　7．2

12．3

15．0

12．0

10．0

8．7

6．9

7．4

6．4

8．6

12．6　　　28．2

8．6

11．0

g．2

7．8

7．0

11．6

16．4　　19．4

－641－

長脚。焼弱良。ロクロ右。上位。
長脚。焼薄霞。ロタロ右。生焼け。上位。
長脚。焼悪。上位。
焼普。ロクロ右。上位。

4．2焼普。ロクロ右。上位。他計測値は杯部器
－　　一

高。
4．1焼諦監ロタロ右。上位。他計測値は杯部

器高。
3．6焼晋。ロクロ右。上位。他計測値は杯部器

－　　一

局。
3．3焼弱良。ロクロ右。上位。他計測値は杯部

器高。
焼辞乱上位。
焼晋。ロクロ右。上位。

焼悪。ロクロ右。上位。
4．6焼普。ロクロ右。上位。他計測値は杯部器

°　　一

高。
焼普。ロタロ右。上位。他計測値は杯部の
器高。
底に透痕跡。焼普。ロクロ右。上位。

焼弱良。上位。
焼群臣。ロクロ左。上位。
焼弱良。ロクロ左。上位。
焼辞鼠ロクロ右。上位。

焼普。ロクロ右。上位。
焼普。ロクロ右。上位。
焼普。ロクロ右。上位。
焼普。ロクロ右。上位。

焼弱悪。ロクロ右。上位。
焼珊軋ロタロ右。上位。
焼弛軋上位。
焼弱悪。上位。
内外自然紬。焼弱良。上位。
焼弱良。上位。胎分8－3。

タ匝口原体状工具用いた施文。焼弱良。上位
○

外自然紬。焼弱悪。上位。
焼普。ロクロ右。上位。
焼楓上位。
外箆記号状の文様。内外自然紬。焼弱良。
上位。
外緑色の自然軸。焼弱良。上位。脂分8－4。
外1条の沈線。焼弱艮。上位。
焼普。ロクロ右。上位。
外カキ目、自然紬、把手。焼弱良。上位。
タ匝口後カキ目。内同心円文。焼弱悪。上位。
タ匝け後カキ目。内同心円文。焼普。上位。
外1条の沈線。焼弱悪。上位。

外肩箆記号。底箆削。焼普。ロクロ右。上位
0

底部箆削。焼弓粗ロクロ右。上位。
底箆削。外上半自然紬。焼弱良。ロクロ右。
上位。
焼弱良。ロクロ右。上位。
焼弱良。ロクロ右。上位。
焼弱良。上位。胎分8－2。
焼弱良。上位。

外下半箆削。内ナデ。焼長。ロクロ右。脚台
付？。上位。
外休部上半カキ目、自然紬、下半箆削。内
ナデ。焼普。ロクロ右。上位。
外叩、底箆削後カキ目。内ナデ。粗雑。焼弱
良。ロタロ右。上位。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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161－12　SDⅢ86　　須壷

13ト13　SDⅢ86　　須壷
161－14　SDⅢ86　　須壷

16ト15　SDⅢ86　　須壷

16ト16　SDⅢ86　　須壷

16ト17　SDⅢ86　　須壷

16ト18　SDⅢ86

162－01　SDⅢ86

162－02　SDⅢ86

162－03　SDⅢ86

162－04　SDⅢ86

162－05　SDⅢ86

162－06　SDⅢ86

須壷
須蛮
須窪
須蛮
須喪
須蛮
須珪

162－07　SDⅢ86　　須珪

162－08　SDⅢ86　　須蓬

162－0g SDⅢ86　　須窪

162－10　SDⅢ86　　須碧
163－01　SDⅢ86　　須窪

163－02　SDⅢ86　　須漏斗

163－03　SDⅢ86

163－04　SDⅢ86

163－05　SDⅢ86

163－06　SDⅢ86

163－07　SDⅢ86

163－08　SDII20・

‾2血砂。　明肝恢　　　　12．6

‾3血砂。　明灰

‾2血砂。　灰‾暗灰

‾3血砂。　暗灰‾‾灰

‾2血砂。黒　灰

粒。

‾2血砂。黒　灰

粒。

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　明灰

‾2血砂。黒　明灰‾灰

粒。

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　黒灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　暗灰

‾2血砂。　暗灰

14．7

12．6

11．8

25．2

24．4

19．9

17．5

15．4

‾5皿砂。　灰　　　　　　　24．6　11．1

須脚台付長頸‾2血砂。　明灰‾淡赤褐
壷
須脚台付長頚‾3血砂。　灰
壷
須脚台付長頸‾2血砂。　灰‾暗灰
壷

Ⅲ8壷
6

163－09　SDII20・Ⅲ8彗
6

163－10　SDII20・Ⅲ8婆
6

164－01　SDII20・Ⅲ8蛮
6

164－02　SDII20・Ⅲ8護
6

164－03　SDII20・Ⅲ8甑
6

164－04　SDII20・Ⅲ8鉢
6

164－05　SDII20・Ⅲ8鉢
6

164－06　SDII20・

6

164－07　SDII20・

6

164－08　SDII20・

Ⅲ8高杯

Ⅲ8高杯

Ⅲ8高杯
6

164－09　SDII20・Ⅲ8須杯蓋
6

164－10　SDII20・Ⅲ8須杯蓋
6

164－11　SDII20・Ⅲ8須杯蓋
6

‾3血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡得瀾赤褐

‾3血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。雲。瀞脚訂暗
褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾3血砂。雲。淡褐

‾3血砂。雲。淡材‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾5血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

8．1　　21．0

1．4　　　8．2

17．3

17，4

34．3

20．1

27．2

15．6　　　4．6

17．4

16．5

‾2血砂。　赤褐

‾3血砂。　暗灰　　　　　14．3

‾2血砂。黒　灰　　　　　　11．4
粒。
‾2血砂。　噂灰 11．0　　　3．4

－642－

外肩刻目、カキ目の痕跡。内ナデ。内外自
然紬。焼弱良。上位。
焼悪。上位。
外休部上半叩後カキ目、下半箆削。内ナデ
。焼弱良。ロクロ右。上位。
外肩カキ目工具による文様。焼弱良。ロク
ロ右。上位。
タ印働キ目。内同心円文。焼普通。横瓶？
。上位。
焼普。ロクロ右。上位。

内同心円文。焼弱良。ロクロ右。上位。

タ匝P後カキ目。内同心円文。焼弛乱上位。
焼普。ロタロ左。上位。
タ四日後カキ目。内同心円文。焼普。上位。
外施文。内外自然軸。焼弱良。上位。
外叩後ナデ。内同心円文。焼普。上位。
外平行叩。内同心円文。焼普。上位。

外自然紬。焼弱良。上位。

外平行叩。内同心円文。肩に把手。焼弱良。
上位。
外口緑箆描文、休部平行叩。内同心円文。
内外自然紬。焼弱良。上位。
夕闇【描文。内自然紬。焼良。上位。
外口緑櫛描文、休部平行叩。内同心円文。
焼弱良。ロクロ右。上位。
タ押印口後カキ目。内同心円文。焼普。上
位。
外体部下半箆削。焼辞岳。ロクロ右。上位。

外体部下半箆削。焼普。ロタロ右。上位。

外休部中央刻目、下半箆削、上半自然紬。
脚部3方透。焼良。ロタロ右。上位。
外刷毛。内箆削。上位。
両端に穿孔。上位。口径は短軸、器高は長
軸を示す。
内外ナデ。タ順倒突文持つ段。弥生前期の
混入晶。
内外ナデ。

外刷毛。内部叫。

内外刷毛。

内外剥落。

外ナデ。内箆削。雲器。

外刷毛後ナデ。内上半刷毛、下半ナデ。

内外ナデ。

内外刷毛後ナデ。内脚部箆削。

内外剥落。

外指痕著。

天井部叫。焼弱良。ロクロ右。

天井箆削。焼普。ロタロ右。

天井箆削。焼弱良。ロクロ右。



第II期　溝出土土器（15）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－t．．－－lll．－－－－－．－．・．－－－－－－－－－－－．－－．－－－．－1－－．－－－－－－－－－．．．－．．－－－－－－－．．．－－－－－－－－－－－11－－－．．．－－－－－－－－－－－．－．1，－－－．．．，－－－1，－－－．・．－．Hl．．－－－．・．－・．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－llllllllll，r1－－－－1－－1－－－lr．－－．．．－－I，lllllllllr　，　．．．－．・．．q－1．1－．－lq－．－

－－－－－－．－．－．一一．－－－－－－－．．－．・．－－－－－．－－－1－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－．－一．．－－－－－－．－－－－－－－－－．－一一．・・－，－－h－．－．l・・．－－－－－－－－－－－llll．ll－－－lll．，　，－．．．－－．－－－ltlllll．H－．－－－－－－－－－－‘－－－－－－－－‘－－－‘－－－－－－－－－－－－

164－12　SDII20・Ⅲ8須杯身
6

164－13　SDII20・Ⅲ8須杯身
6

164－14　SDII20・Ⅲ8須杯身
6

164－15　SDII20・Ⅲ8須高杯
6

164－16　SDII20・Ⅲ8護
6

164－17　SDII20・Ⅲ8ミニ高杯
6

164－18　SDII20・Ⅲ8須杯蓋
6

164－19　SDII20・Ⅲ8須杯身
6

164－19　SDII20・Ⅲ8壷
6

‾2血砂。　灰　　　　　　15．9

‾1血砂。　灰　　　　　　15．1

‾1血砂。　暗青灰　　　　13．2　　　3．4

‾2血砂。　明灰

‾3血n多砂。赤褐　　　　　　32．1

‾加n多砂。淡赤褐‾灰褐　　　7．7　　4．6

‾2血砂。　灰　　　　　　12．2　　　3．6

‾2血砂。　明灰‾黒灰

‾2血砂。　淡白褐‾赤褐

164－19　SDII20・Ⅲ8円盤形土製晶‾1血砂。　淡褐
6

164－19　SDII20・Ⅲ8須堤瓶
6

165－01　SDII21

165－02　SDII21

165－03　SDII21

165－04　SDII21

165－05　SDII21

165－06　SDII21

壷

婆
喪
喪
窪
婆

165－07　SDII21　蜜

165－08　SDII21

165－09　SDII21

165－10　SDII21

165－11　SDII21

165－12　SDII21

166－01　SDII21

166－02　SDII21

166－03　SDII21

166－04　SDII21

166－05　SDII21

166－06　SDII21

166－07　SDII21

166－08　SDII21

166－0g SDII22

166輸10　SDII22

166－11　SDII22

166－12　SDII22

166－13　SDII22

167－01　SDII22

167－02　SDII22

167－03　SDII22

167－04　SDII22

167－05　SDII22

167－06　SDII22

167－07　SDII22

167－08　SDI王22

16ト09　SDII22

168－01　SDII22

168－02　SDII22

蓬
護
蜜
蛮
蜜

鉢
鉢

鉢
鉢

鉢
鉢
鉢

‾5血砂。　明灰

‾5血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾5血砂。雲。暗褐‾黒褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾濁淡赤

褐

‾3血砂。　濁淡赤褐‾暗

褐

‾3mm砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。雲。淡声計時褐

‾5血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐

‾5血砂。雲。濁淡褐‾暗褐
‾5血砂。雲。淡褐‾濁淡褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。淡掲‾濁淡赤

褐

‾3血砂。雲。淡褐‾暗褐

‾3血砂。　黒褐

‾3血砂。　濁淡赤褐

台付壷　　　‾3血砂。　淡好‾赤福

壷　　　　　‾2血砂。　濁淡赤褐

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡褐頂ミ褐

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
壷　　　　　‾5血砂。雲。赤褐
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡貯‾赤褐
細頚壷　　　‾3血砂。雲。濁淡赤福‾暗

灰褐
細頸壷　　　‾3血砂。雲。赤褐‾暗褐
壷
蓮
蛮
蛮
護
窪
蓬

‾3血砂。雲。赤褐
‾5血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐
‾5血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾3血砂。雲。赤褐
‾5血砂。雲。赤褐‾暗褐
‾3血砂。　赤褐

14．3　　　4．3

23．6

14．2　　　20．1

14．0

12．6

17．2

18．6

17．g

15．9

20．4

20．2　　11．7

18．4　　　23．0

15．4　　　7．2

12．2　　　5．4

11．0　　　7．4

9．4

35．8

16．7　　　26．3

16．2　　　25．0

15

15

16

15

10

10

18

14

18

18

14

15

3

1

2

8

6

0

4

9

5

0

0

4

－643－

30．5

25．7

33．0

24．7

焼普。

焼普。

底箆削。焼普。

長脚。焼諦軋ロクロ右。

外刷毛。内刷毛後ナデ。

内外剥落。

天井箆削。外自然紬。焼弱良。ロクロ右。

底箆削。焼諦駄ロクロ右。

外刷毛、下半箆削。内口醐巴厚。

表裏に貫通しなし項孔。

側面箆削。肩に把手。焼普。ロタロ右。

外刷毛。内条痕板ナデ。
タ四日後刷毛。内箆削。雲器。
タ囲職刷も内箆削。雲器。
外剥落。内謝り。
タ匝口後刷毛。内剥落。
内外剥落。内箆削の痕跡。雲器。

外剥落期域が刷毛の痕跡。内剥落、箆削
の痕跡。
タ四日後刷毛。内箆削。
タ抑聴牌も内箆削。
タ団円後刷毛。内箆削。雲器。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内板ナデ。雲器。

外刷毛。内箆削。雲器。
外ナデ後野叫気味の板ナデ。内箆磨。雲器
○

タ団円後ナデ。内剥落。
外刷毛。内剥落。

タ四日後板ナデ。内板ナデ。雲器。
タ匝ロ。内板ナデ。
タ匝口。内ナデ。
内外剥落。
外剥落。内刷毛。

外租刷毛。内ナデ、頚に刺突文。雲器。
タ仰噸刷毛後箆磨、頸に刺突文。内ナデ。
雲器。
タ囲職刷も内上半ナデ下半摘礼
外刷毛。内上半ナデ下半箆削。雲器。
タ抑噸刷毛後下半箆削。内ナデ。雲器。
タ囲職刷も内ナデ。雲器。
外刷毛後箆磨。内頸指痕著、休部箆削。雲
器。
外刷毛後ナデ。内指痕箸。雲器。
外刷毛。内ナデ。
タ用l刷も内箆削。
タ四日後刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。雲器。
タ匝P後刷毛。内ナデ。雲器。
タ匝P後刷毛。内箆削。雲器。
タ囲後刷毛、肩のみ叩が明瞭に残る。内箆
削。



第II期　溝出土土器（16）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
，－．・．－一一日，　－－．－－－－－一一－－－・－－－－．・．．・．－－・－－－－・－．－－・－．－・－－－－．－．．－．．－－－．－1－－．－－．－．－－－－H一一－－－－－－－1．－－－－－．．．・－4．．．．．－．L．－－－－－・．．・－－－－－－－t・－－．．Hlllll1－．．－lll・．．－－－－－－－l1－－－－．．．－．－ll．・lll－－．－q－－．・ll－－－．．－．q．－－llll．1．．．－－－．．－日－llL－－－－－llll－llll　，　－

D．－－－－．1，．．．．r－・－・－・・●．・－．－－．－Jll，I，－－・一一・－－－－．．・．一．－一一．．・－・一一．・－・－．・－－．・．－．－－．－－－－－．－．一一－－－－－－一一．．．－－－－－－－－－一一H一一．－－．．．Hl，　－．・．－．．．Hl－－．一．－－－．・．．・・－－－－・一一．・－・－・－．．・－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－・－．・・－－－－－－・－－ll．rlll，　－llll－－・．●－－　，　－　，　－　，　－

168－03　　SDII22

168－04　SDII22

168－05　SDII22

168－06　SDII22

168－07　SDII22

168－08　SDII22

168－09　SDII22

168－10　　SDII22

169－01　SDII22

169－02　SDII22

169－03　SDII22

169－04　SDII22

169－05　SDII22

169－06　SDII22

169－07　SDII22

169－08　SDII22

169－09　SDII22

169－10　SDII22

169－11　SDII22

169－12　SDII22

169－12　SDII22

169－13　　SDII23

169－14　SDII23

169－15　SDII23

169－16　SDII23

169－17　SDII23

169－18　SDII23

碧　　　　　‾3血砂。　赤褐

蜜　　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

蛮　　　　　‾3血砂。雲。濁淡褐‾濁淡

蜜
建
窯

蜜
棄
蛮
甑
鉢
鉢
鉢
鉢
鉢

赤褐

‾3血砂。　淡褐‾赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

‾3血砂。　赤褐

‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

‾3血砂。雲。赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

高杯　　　　‾3血砂。　淡赤褐

高杯　　　　‾2血砂。　赤褐

高杯　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾赤褐

製塩　　　　‾3血砂。　淡褐‾赤福

ミニ鉢　　　‾2血砂。　淡赤褐

鉢　　　　　‾3血砂。雲。淡酢捕
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡福
建　　　　　‾3血砂。雲。淡褐
高杯　　　　‾3血砂。　淡赤褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
高杯　　　　‾3血砂。　赤褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。赤褐

17．0

11．3　　17．1

18．8　　　26．8

15．6　　　25．6

14．9　　　24．2

15．3　　　20．7

14．6

23．0　　　21．5

18．8　　　g．0

15．0　　　7．1

15．5　　　7．9

11．8　　　7．4

22．8　　11．9

23．9

16．4

9．6　　15．6

19．1

12．8

－644－

外租口航内箆削。
タ囲P後刷毛。内箆削。
外刷毛、下半箆磨。内上半指痕著、下半箆
削。雲器。
タ脚職刷毛内箆削。
タ匝口後刷毛。内ナデ。雲器。
外剥落、叩傾鼎I毛の痕跡。内箆削。やや粗
雑。
外租叩後刷毛。内箆削。やや粗雑。
外租口帆内箆削。やや粗雑。
タ匝口後刷毛。内箆別の痕跡。
タ叩け後刷毛。内条痕板ナデ。やや粗雑。
タ脚瑚汗半施札内刷毛。片口状口緑。
タ匝ロ、細亀裂。内板ナデ。
外ナデ、細亀裂。内刷毛。雲器。
外ナデ。内板ナデ。雲器。
外ナデ指痕著、底木ノ葉の圧痕。内板ナ
デ。
外杯部剥落。内口緑2条の沈線。脚外刷毛、
内剥落。脚4方透。

内外刷毛。
内外ナデ。外指痕箸。やや粗雑。
タ匝P。内板ナデ。完形の製塩。
外指痕著。内謝り。
タ抑I後ナデ、細亀裂。内板ナデ。雲器。
内外ナデ。雲器。
タ匝ロ。内指痕著。
タ帽l毛。内剥落。
内外刷毛後ナデ。4方透。
内外刷毛。4方？透。
内外剥落。



第III期　竪穴住居出土土器（1）
－－lllll1－－－－ll－－q－－－－－－－－－－・－－t．－l．－1．．．．．－t．．－．，－一一．－－，－－－．．1．－．．－－－．－．1－　　，　　－－－－－－．．－－一一．・．th．．－1－4．th－一一一．・．．－．－・－－．l・．－．・．・－．．．．・．．－．l・．・．－　．lH．－t・．・．l・・．・・－・－－－－－．－l・．・ll　，　－．・－一一一・一一一－．－－・－．・－．・．．－．・－－－－－1111－，－－－・－　．－．．－．－一－－－－－－－．．・－1－－・－－－－－－　－　－－　　，　・－．・－　－－－－lllltl・－　－－－．－　－．111111－．－l．1．－．
°．－4－・－－－・．．・．－－．1－l t．一．・．－4－－－－－－－－－－－－－・・・－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－111－－－－－－・－．H一一．・－－－－1－－－・－－－－・・－－－一・一・・．・．－－－．・．－　　，　　一一．・・－．・－・－　一一一・一一．・・－．・．－111111．－　－　－・－－－　－．・・－－・－　－－．・．・－11．－－・－－－　　，　　－．．・－－－・－－　－－　－　－　－．－　－．－－．－．－．．・－－．－　－．－　－

挿図番号報告遇構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
t－－－－－1－－－1－．．ll1－．－－．．－．－t．・．．．．　，　　－lll・－－－・－－－－－－－．・t・．・1－－Hl．・．一一－・－．．・・－・．．H．．一．・．．－1－t－．d－．一－4，－－．－．・．－．一．－．・．H－．．－．．．－－－lh．もー．lHh▼－．－－．－1111111－　　，　・－－－．－，　－．．－－ll，t．－一一一－・－　－・・－．・－－・－・－一一一．・－－－－－－－一一．・・・－－－　－－－　　，　一一一．－－－－．－－－－－－－－－－－－・－－．t．・－－・－．H．．・．．．・－－－－－－　－－　－1－．1111111－　－．
°－ll一．　．　　－－－－－－llllllll－－－－．1．．．．．1－1．．Jll，，．1－1．．．－－－－－－．．．．・－・－－．・－－．－－・－．・－．t．ll－－－・－．t．・，－－－1．．－11－－－．．′1．．－－t－．4－．－．・－．．－．－－．．．．－－．・．－　－　－．11111，－．－1－，　－．一一－－・・－一一．－－－－－－　－－－－－一一．・－・－－　－　－lllllll，llllllll，．－一一一．－　－・－一一一．－－・－・－－－・－．－　－－－．・．－－　－・．－－－－．．lllH．lllllltl・－　－　－　－－　－．－ll．．－lll．・．－－．

416－01　SHⅢ01　蛮
416－02　SHⅢ01　護

416－03　SHⅢ01

416－04　SHⅡIO1

416－05　SHⅢ01

416－06　SHⅢ01

416－07　SHⅢ01

416－08　SHⅢ02

416－09　SHⅢ02

416－10　　SHⅢ02

416－11　SHⅢ02

416－12　　SHⅢ02

416－13　SHⅢ02

416－14　SHⅢ03

416－15　SHⅢ03

416－16　SHⅢ03

416－17　SHⅢ03

416－18　SHⅢ03

416－19　SHⅢ03

416－20　SHⅢ03

417－01　SHⅢ04

41㌢02　SHⅢ04

417－03　SHⅢ04

41ト04　SHⅡIO4

417－05　SHⅢ04

417－06　SHⅢ04

417－07　SHⅢ04

417－08　SHⅢ04

417－09　SHⅢ04

417－10　SHⅢ04

417－11　SHⅡIO4

417－12　SHⅢ04

417－13　SHⅢ04

417－14　SHⅢ04

41ト15　SHⅢ04

417－16　SHⅢ04

41ト17　SHⅢ04

417－18　SHⅢ04

41ト19　SHⅢ04

417－20　SHⅢ04

417－21　SHⅢ04

417－22　SHⅢ04

41ト23　SHⅢ04

417－24　SHⅢ04

417－25　SHⅢ05

41ト26　SHⅢ05

417－27　SHⅢ05

41ト28　SHⅢ05

41ト29　SHⅢ05

417－30　SHⅢ05

417－31　SHⅢ05

婆

蛮
窪

護

蛮
瑳

‾2血砂。　淡赤褐　　　　16．2
‾2mm多砂。淡赤褐‾淡褐　　17．7
雪
‾⊇＝■rO

‾2血n多砂。淡赤褐
昌岩
云○

‾2血砂。　淡赤褐
‾3血n多砂。淡赤褐

‾2皿多砂。淡赤褐
雲。
‾2血砂。雲。淡赤褐
‾3血砂。　暗褐

高台　　　　‾2血砂。　赤褐
蛸壷　　　　‾2血砂。　淡褐
蛸壷　　　　‾2血砂。　赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。
須高杯　　　‾2血砂。　灰
窪　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐
蛮　　　　　‾2血n多砂。黒褐

雲。
椀　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐
底部　　　　‾2血砂。　自褐
蛸壷　　　　‾2m多砂。淡褐

璧
．＝1’○

須杯蓋　　　‾1血砂。　灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　灰
護　　　　　‾2mm多砂。淡赤褐

白岩
云○

蜜
婆

‾2血砂。　淡赤褐‾暗褐
‾2m多砂。淡赤褐
雪
コロrO

甑　　　　　‾3血砂。雲。淡褐
蛸壷　　　　‾2皿砂。　淡赤褐
須杯身　　　‾2血砂。　外灰、内紫褐
須杯身　　　‾1血砂。黒　灰

粒。
須高杯　　　‾2血砂。　白褐
須ほぞう　　‾3血砂。　明灰
甑　　　　　‾3皿多砂。淡赤褐

雲。
鉢　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
椀　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
椀　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
棄　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
婆　　　　　‾2m砂。雲。赤褐

把手　　　　‾1血n多砂。淡赤褐
鉢　　　　　‾2mn多砂。淡赤褐

雪
コロrO

鉢　　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
椀　　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
蛸壷　　　　‾3血砂。　赤褐
須杯蓋　　　‾3血砂。　白灰
須杯　　　　‾2血砂。　白灰
須ほぞう　　‾2血砂。　暗灰
蜜　　　　　‾2皿n多砂。淡赤褐

雪
コ■コぐ○

蛮

護
蛮
蜜

婆

把手

‾2血砂。雲。淡褐
‾2仙多砂。淡褐‾赤褐
‾2咄多砂。淡赤褐
‾2血n多砂。淡赤褐
雪
＝lコrO

‾2m多砂。淡赤褐
占巨
云○

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

13．9　　14．6

4．6

14．5

29．0

13．5

17．6

4．8　　　7．7

25．2

13．3

12．4

24．9

5．3

11．3

11．0

22．8

12．3

20．0

12．1

16．3

8．7

29．3

21．2

21．4

－645－

内外剥落。外、内口縁刷毛の痕跡。
外刷毛。内刷毛後ナデ。

外刷毛。内ナデ。

内外剥落。外刷毛の痕跡。
タ帽1毛。内ナデロ縁刷毛後ナデ。把手付
球胴碧。
内外剥落。

内外剥落。
外刷毛。内休部箆削、口縁刷毛。
内外ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
焼弱悪。ロクロ右。

内脚絞目の痕跡。焼普。ロクロ右。
外刷毛。内刷毛後板ナデ。

内外刷毛後箆削気味の板ナデ。

内外剥落。
内外剥落。
内外指痕著。

焼弱良。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。
外剥落。内刷毛。

外刷毛。内ナデ指痕箸。
外刷毛。内剥落。

内外刷毛。

底箆切。焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。

焼普。
外底不定方向の箆削、上半箆削。焼弱良。
内外刷毛。

外剥落。内刷毛。
内外剥落。
内外剥落。
焼晋。ロタロ右。
外刷毛。内剥落。2－3と同一個体？。
内外剥落。混入晶。
指痕著。
外刷毛。内剥落。片口状口縁。

外ナデ。内刷毛。
内外剥落。
内外剥落。
焼普。ロクロ右。
底箆削。焼弱良。
焼弱良。
外剥落。内刷毛。

内外ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。内刷毛の痕跡。

内外剥落。

内外ナデ。雲器。



第III期　竪穴住居出土土器（2）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
p－－－－－－－・．－．－．・．111．－－．－－．．－．一一－－．一一・一一－－－－－－－－－－－．一　，　－．・．・－・一一－－－－1－－－－－－－－－－－．－．．－．．－－－－－－－．．－－．．一日－一一－1－－－・－－・－－－－－－．－－－1－－－－－－－．．，－－－－－－．－一一－．－－－．．．－－－－－－－－－．－lH．1－．－－－－－－－－－－－－－．－lHlr，．．．．l
l－－－－－．－．・．－－－－－－．・．1－11－．－－－－－－－－．・．．一一－－．－．．．－－．．一一．・．一一．・一一．・－－－－－－－－．H．．－1－－－－－－－－－．－－－－－－－・．一一－－．－－－1－－－－－－－－－－－－．－．ll，1－－．．．－－－－－－－－－・－－－．－－1．－－－－－－－－－．－1．．．．．－－－1－1－－－－－－－－lll－．．ll－lllll，－－－－．1．－111－－1rllll－－－－－H－．

417－32　SHⅢ05

417－33　SHⅢ05

417－34　SHⅢ05

417－35　SHⅢ05

417－36　SHⅢ05

417－37　SHⅢ05

417－38　SHⅢ05

417－39　SHⅢ05

41ト40　SHⅢ05

418－01　SHⅢ05

418－02　SHⅢ05

418－03　SHⅢ05

418－04　SHⅢ05

418－05　SHⅢ05

418－06　SHⅢ05

418－07　SHⅢ05

418－08　SHⅢ05

418－09　SHⅢ05
418－10　SHⅢ05

418－11　SHⅢ05

418－12　SHⅢ05

418－13　SHⅢ05

418－14　SHⅢ05

418－15　SHⅢ05

418－16　SHⅡIO5

418－17　SHⅢ05

418－18　SHⅢ05

418－19　SHⅢ05

418－20　SHⅢ06

418－21　SHⅢ06

418－22　SHⅢ06

418－23　SHⅢ06

418－24　SHⅢ06

418－25　SHⅢ06

418－26　SHⅢ07

418－27　SHⅢ07

418－28　SHⅢ07

418－29　SHⅢ07

418－30　SHⅢ07

418－31　SHⅢ07

418－32　SHⅢ07

418－33　SHⅡIO7

418－34　SHⅢ07

419－01　SHIⅡ07

419－02　SHⅢ07

419－03　SHⅢ07

419－04　SHⅢ07

419－05　SHⅢ07

419－06　SHⅢ08

419－07　SHⅢ08

419－08　SHⅢ08

419－0g SHⅢ08

419－10　SHⅢ08

護　　　　　‾2血砂。雲。暗掲
壷　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
窪　　　　　‾2m多砂。赤褐

椀
椀

椀
椀

椀
椀

製塩

蛸壷
蛸壷
蛸壷
竃

句き
云○

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2m多砂。淡褐
句き
云○

‾2血砂。雲。淡赤褐
‾2m多砂。淡赤褐
雪
＝lコrO

‾2皿多砂。暗褐
‾2m多砂。淡掲
占己
云○

‾2m多砂。濁淡赤褐
岩己
云○

‾2血砂。　淡赤褐
‾3血砂。　赤褐
‾3血砂。雲。淡褐
‾3址多砂。濁自褐
石己
云○

吹子羽口　　‾2血砂。雲。淡赤褐
吹子羽口　　‾3血砂。雲。淡赤褐
吹子羽口　　‾2血砂。雲。赤褐
吹子羽口　　‾3血砂。雲。淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
須杯身　　　‾1血砂。　白灰
須杯身　　　‾2血砂。　暗灰
須杯身　　　‾3血砂。　灰
須無蓋高杯　‾2m多砂。灰
須無蓋高杯　‾2血砂。　灰
須高杯　　　‾3血砂。　明灰
須高杯　　　‾3血砂。黒　明灰

粒。
須高杯　　　‾1血砂。　灰
須長頸壷　　‾1血砂。黒　暗灰

粒。

蛮　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
蜜　　　　　‾2Ⅲ多砂。白褐
須無蓋高杯　‾2血砂。　明灰

喪
鉢

須杯
瑳
蛮
竃

椀
椀
椀
椀
底部

把手
須杯蓋一
須杯
須杯
須高杯
須長頸壷
土鍋

竃

椀
椀
椀

‾3血多砂。淡赤褐
‾3血多砂。淡褐‾暗褐
雲。
‾1血砂。　灰
‾2皿多砂。淡褐
‾3血砂。　淡赤褐
‾2m多砂。淡赤褐
雪
．＝1‘○

‾2血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。タ腸内濁淡

赤褐

‾2血砂。雲。赤褐

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　白灰

‾1血砂。　明灰

‾2姐多砂。淡赤褐

‾2独多砂。淡赤褐
句伊
云○

‾2m多砂。淡褐
‾2血n多砂。淡赤褐
‾2皿多砂。赤褐

16．5

9．9

11．7

17．3

17．1

14．3

16．3

4．0

10．8　　　3．2

13．9

12．1

11．2

12．1

11．1

9．5

14．1

15．0

13．3　　　7．5

21．8

g．8

24．0

14．4　　　6．7

9．8　　　42．0

37．6

16．2　　　6．8

17．7　　　4．4

14．0　　　5．2

－646－

内外指痕著。雲措。製塩？。
内夕帽1毛。
内外剥落。雲器。

外ナデ。内暗文の痕跡。
外剥落。内暗文。

内外ナデ。
外刷毛後ナデ。内剥落、暗文の痕跡。

外ナデ。内剥落。
内外ナデ。片口状口緑。

外口操斜方向平行叩。胎分9－1。

鉦部窪から片側面に箆による1条の湖軋
内外剥落。

内外ナデ。雲器。先端に落変物付着。
内外ナデ。雲器。先端に溶変物付着。
内外ナデ。雲器。先端に溶変物付着。
内外ナデ。雲器。先端に落変物付着。
天井箆切。焼普。ロタロ右。
焼諷
底箆切。焼弱良。ロタロ右。
焼弱長。ロタロ右。
焼普。
焼弱良。ロタロ右。
焼普。
焼普。ロクロ右。

焼弱良。
内外自然紬。焼良。

外刷毛。内剥落。
内外剥落。

3．5焼辞鼠ロタロ右。他計減債は杯部の器高
○

内外剥落。外刷毛の痕跡。
外刷毛。内剥落。

焼弱艮。ロタロ右。
内外剥落。
外刷毛。内剥落。
外ナデ。内剥落。

内外剥落。外底「×」型の箆記号。
外ナデ。内剥落。
外箆磨。内暗文。
内外剥落。
外剥落。内指痕著。雲話。混入晶。

内外剥落。
焼弱良。
底箆切。焼普。ロクロ右。
底箆切。焼普。ロタロ右。
焼弱悪。

焼良。ロクロ右。
外、内口縁刷毛。内休部指痕著。
外刷毛。内指痕著、口縁刷毛。把手付球胴
聾。
外刷毛。内ナデ後暗文。
外底部軋内暗文。
外底甜軋内刷毛後ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二＝＝＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－．－．－●一一－－．●－－－－－一一一－－－－－－－－－－一一－－一一一一一一－－－一一－－－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－車－－－－－－－－－－－一一一－一一－－－－－－－－－－－－．，一一．

419－11　SHⅢ08　　高杯　　　　‾2血砂。　淡赤褐
419－12　SHⅢ08　　製塩　　　　‾2皿多砂。赤掲

419－13　SHⅢ08　　製塩　　　　‾2mm多砂。淡赤褐
419－14　SHⅢ08　　製塩　　　　‾2皿多砂。淡赤褐

419－15　SHⅢ08　　須杯身　　　‾2血砂。黒　灰
粒。

419－16　SHⅢ08　　須杯身　　　‾1血砂。　明灰‾灰
419－17　SHⅢ08　　須杯　　　　‾3皿砂。　暗灰、見込部

明灰
419－18　SHⅢ08　　須杯　　　　‾2血砂。黒　暗灰

粒。

419－19　SHⅢ08　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰

419－20　SHⅢ08　　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰
419－21　SHⅢ08　　須はぞう　　‾2血砂。　灰
419－22　SHⅢ08　　須蓬　　　　‾3血砂。黒　明灰

粒。

420－01　SHⅢ08　　把手　　　　‾2岨多砂。淡赤褐
420－02　SHⅢ08　　椀　　　　　‾2血砂。　淡赤福
420－03　SHⅢ08　　皿　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
420－04　SHⅢ08　　須杯蓋　　　‾2血砂。黒　白灰

粒。
420－05　SHⅢ08　　須杯身　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。

420－06　SHⅢ08　　須無蓋高杯　‾2血砂。　明灰
420－07　SHⅢ08　　須高杯　　　‾2血砂。　灰
420－08　SHⅢ08　　須蛮　　　　‾2血砂。　暗灰
420－09　SHⅢ08　　彗　　　　‾3血n多砂。白褐‾淡褐

雲。
420－10　SHⅢ08　　護　　　　‾2血砂。　淡赤褐

420－11　SHⅢ08　　蛮　　　　‾2血砂。　暗赤褐

420－12　SHⅢ08

420－13　SHⅢ08

420－14　SHⅢ08

420－15　SHⅢ08

420－16　SHⅢ08

420－17　SHⅢ08

420－18　SHⅢ08

420－19　SHⅢ08

420－20　SHⅢ08

420－21　SHⅢ08

420－22　SHⅢ08

420－23　SHⅢ08

420－24　SHⅢ08

42ト01　SHⅢ08

421－02　SHⅢ08

42ト03　SHⅢ08

421－04　SHⅢ08

42ト05　SHⅢ09

42ト06　SHⅢ09

421－07　SHⅢ09

421－08　SHⅢ09

42ト0g SHⅢ09

42ト10　SHⅢ09

42ト11　SHⅢ09

42ト12　SHⅢ09

42ト13　SHⅢ09

42ト14　SHⅢ09

421－15　SHⅢ09

42ト16　SHⅢ11

42ト17　SHⅢ11

鉢
鉢
鉢
椀
椀
椀
甑

‾2m多砂。淡赤褐
‾2皿多砂。淡赤褐
‾2■■多砂。淡褐
‾2勘多砂。淡褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐

蛸壷　　　　‾1血砂。　淡褐‾赤褐

須杯蓋　　　‾2血砂。　白灰

須蓋　　　　‾3血砂。　灰

須杯　　　‾2血砂。　暗灰褐‾紫灰

須皿　　　　‾2血砂。　灰

須高杯　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。

椀　　　　‾2血砂。　赤福

皿　　　　　‾2血砂。　赤褐‾淡褐

須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰

喪　　　　‾3仙多砂。淡赤褐
看岩
奇○

鉢　　　　‾1血砂。　淡褐

製塩　　　‾2薗■多砂。淡赤褐

須杯蓋　　　‾1独砂。　暗灰

須杯蓋　　　‾1血砂。　噂灰

須杯蓋　　　‾1血砂。　灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰

須杯身　　　‾1血砂。　明灰

須ほぞう　　‾1血砂。　明灰

須ほぞう　　‾1血砂。　暗灰
椀
竃
婆

‾1血砂。雲。白褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2m多砂。赤福
雪
コPrO

14．6

10．3

12．5

11．8

11．5　　　3．2

17．2　　　7．3

9．1　　　3．6

内外剥落、刷毛の痕跡。
内外ナデ。外口縁平行叩。
内外ナデ。外口縁平行叩。
内外ナデ。外口緑平行叩。
底箆切。焼普。ロクロ右。

底箆切。焼良。ロクロ右。
外底箆削気味のナデ。焼弱悪。ロクロ右。

底箆切。焼普。ロクロ右。

11・6　　6・9　　　3．8内脚絞目の痕跡。焼普。ロタロ右。他計測
値は杯部の器高。

11．6

22．0

11．1

25．0

11．2　　　3．1

11．3

12．2

23．2

1g．3

13．3

16．2

40．3

23．0

22．5

18．7

16．6

14．0

33．3

4．6　　10．4

10．1

11．1

27．6

17．8

24．5

10．7　　　3．9

13．1

29．7

30．8

12．3

12．1

10．2

13．6

16．3

9．9
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4．0焼普。ロタロ右。他計測値は杯部の器高。
外体部下半箆削の痕跡、自然紬。焼良。
タ匝口後カキ目、緑灰色自然軸。内同心円痕
。焼良。
外刷毛。内指痕著。
内外剥落。
内外剥落。外箆麿の痕跡。
天井箆切。外自然紬。焼弱良。

外自然紬が歪に付着。焼良。

焼馳ロクロ右。
焼普。ロタロ右。
内口縁火臥焼良。ロクロ右。
体部外刷毛内箆削気味の板ナデ。

外刷毛。内口縁刷毛、休部指痕・板ナデの
痕跡。

外、内口緑刷毛。内上半指痕著、下半箆削
気味の板ナデ。
外ナデ。内刷毛。
外刷毛。内板ナデ。

外刷毛。内ナデ。片口状口縁。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外ナデ。
外ナデ。内暗文。
外刷毛。内板ナデ。
内外指痕著。
天井部叫。焼弛監ロタロ右。
天井箆切。焼弱艮。ロタロ右。
焼良。ロタロ右。
底箆削気味。焼普。
焼普。

内外剥落。外刷毛の痕跡。内暗文の痕跡。
内外剥落。
天井箆切。焼弱良。ロクロ右。
焼辞監ロタロ右。

タ帽托。内牧ナデの痕跡。把手付球胴碧。

外剥落。内刷毛。
外口緑叩の痕跡。内ナデ。
焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。
焼普。
焼不良。
焼普。ロクロ右。
外底箆削。焼良。
外底不定方向野叫。焼弱良。ロクロ右。
内外剥落。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
内外剥落。
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42ト18　SHⅢ11　口緑　　　　‾1血砂。　淡褐
42ト19　SHⅢ11

42ト20　SHIⅢ11

421－21　SHⅢ11

42ト22　SHⅢ11

42ト23　SHⅢ11

42ト24　SHⅢ11

42ト25　SHⅢ11

42ト26　SHⅡI11

42ト27　SHⅢ11

42ト28　SHⅢ11

421－29　SHⅢ12

42ト30　SHⅡI12

42ト31　SHⅢ12

42ト32　SHⅡI12

42ト33　SHⅢ12

42ト34　SHⅢ12

421－35　SHⅢ13

42ト36　SHⅢ13

42ト37　SHⅢ13

421－38　SHⅢ13

422－01　SHⅢ13

422－02　SHⅢ13

422－03　SHⅢ14

422－04　SHⅢ14

422－05　SHⅢ14

422－06　SHⅢ14

422－07　SHIⅡ14

422－08　SHⅢ14

422－09　SHⅢ14

422－10　SHⅢ14

422－11　SHⅢ14

422－12　SHⅡI14

422－13　SHⅢ14

422－14　SHⅢ14

422－15　SHⅢ14

422－16　SHⅡI14

422－17　SHⅢ14

422－18　SHⅢ14

423－01　SHⅢ15

423－02　SHⅢ15

423－03　SHⅢ15

423－04　SHⅢ15

423－05　SHⅢ15

423－06　SHⅢ15

423－07　SHⅡI15

423－08　SHⅢ15

423－09　SHⅡI15

423－10　SHⅢ15

423－11　SHⅢ15

423－12　SHⅢ16

423－13　SHIⅡ16

423－14　SHⅢ16

椀　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

須口緑　　　‾1血砂。　明灰

須杯　　　　‾2血砂。　灰

須窪
口緑
口緑
不明

蛸壷

‾2血砂。　暗灰
‾1血砂。雲。赤褐
‾1血砂。　淡赤褐
‾2mm多砂。淡赤褐
雪
コ；電．0

‾3血砂。雲。赤褐

須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
須杯蓋　　　‾3血砂。　明灰
壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐

壷　　　　　‾3血砂。雲。淡赤褐
壷　　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐
鉢　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐
高杯　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
高杯　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐
婆　　　　　‾2血n多砂。淡褐‾淡赤褐
聾　　　　　‾2皿多砂。淡褐

雪
コ【コrO

須ほぞう　　‾1血砂。　黒灰

須杯身　　　‾3血砂。黒　明灰

喪

碧

空
窪
椀
鉢

粒。
‾2m多砂。淡赤褐
岩岩
云○

‾2m多砂。淡赤褐
雪
コロrO

‾3m多砂。淡褐‾赤褐
‾2皿多砂。淡白褐‾赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾2皿多砂。赤褐
雪
ココrO

鉢　　　　　‾2m多砂。淡褐
雪
＝■コrO

須杯蓋　　　‾2血砂。黒　灰
粒。

須高杯　　　‾2血砂。　暗灰
須壷　　　　‾2血砂。　灰
護　　　　　‾2m多砂。淡赤褐

雲。

護　　　　　‾2m多砂。淡褐
護　　　　　‾2mm多砂。淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
喪　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐
蛮　　　　　‾2m多砂。淡褐

雪
コロrO

鉢　　　　　‾2皿多砂。赤褐
雲。

須杯蓋　　　‾1血砂。　暗灰

須長頸壷　　‾1血砂。　灰
護　　　　　‾2血砂。雲。

護　　　　　‾2血砂。雲。

把手　　　　‾2血砂。雲。

護　　　　　‾2血砂。

蛸壷　　　　‾2血砂。雲。

須皿
須窪
瑳
壷
瑳
蜜
喪
蛸壷

‾1血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。雲。

‾3血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

‾2血砂。雲。

淡褐
赤褐
淡赤褐
暗赤褐
淡赤掲
灰

灰
暗褐
淡赤褐
濁淡赤褐
淡赤褐
淡赤褐
淡赤褐

15．2

23．0

22．1

13．2

22．8

23．5

12．3

9．9

15．6　　　6．4

14．6

22．2　　　8．8

11．0　　　3．8

27．3

48．9

23．6

33．1

25．2

11．1

13．4

32．0

14．3

14．7

25．0

27．6

24．0
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内外板ナデ。
内外剥落。
焼普。
底箆切。焼普。
焼弱良。
内外ナデ。
内外剥落。
内夕閥凧も雲器。小片、傾き不明。竃もし
くは蜜の口操。
内外指痕著。紐部上の窪がない。穴部から
1条の沈線による焉己号。
焼普。ロタロ右。
底箆削の痕跡。焼普。ロクロ右。
外縦方向の箆状工具調整痕。雲器。混入晶
0

外鑑丈。雲器。混入晶。
外口綾鋭工具鑑丈。雲器。混入晶。
雲器。混入晶。
外杯下半箆磨。雲器。混入晶。
外杯下半箆削。雲器。混入晶。
外休部、内口緑刷毛。内休部板ナデ。

タ捕球櫛捕波文。内外自然軸。焼良。混入晶。
外自然軸。焼良。

外、内口縁刷毛。内休部板ナデ。

外、内口縁刷毛。内休部板ナデ。

外刷毛。内板ナデ。
外指痕著。内ナデ。再焼赤変。
外下半箆削。内剥落、暗文の痕跡。
外指痕著。内板ナデ。再焼赤変。

外指痕著。内上半刷毛、下半坂ナデ。

天井箆切。焼普。ロクロ右。

焼弱良。ロクロ右。
外底部叫。焼普。
外休部刷毛、内刷毛後板ナデ。内口縁ナデ
○

外、内口縁院内休部板ナデ。
外、内口縁剛毛。内休部ナデ。
焼普。
外、内口線刷毛。内体部下半坂ナデ。
外、内口緑刷毛。内体部下半箆削。

外指痕箸。内牧ナデ。再焼赤変。7－6と同一
個体？。
焼弱良。
焼普。
外刷毛の痕跡。雲器。混入晶。
内外刷毛。混入晶。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。
焼普。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ左。
内外剥落。外口縁刻目。混入晶。
内外剥落。混入晶。
内外剥落。雲器。混入晶。
内外剥落。
内外ナデ。
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423－15　SHⅢ18　　窪　　　　　‾3血m多砂。淡褐
423－16　SHⅢ18
423－17　SHⅡI18

423－18　SHⅢ18

423－1g SHⅢ18

423－20　SHⅢ18

423－21　SHⅢ18
423－22　　SHⅢ18

423－23　SHⅢ18

423－24　SHⅢ18

423－25　SHⅡI19

423－26　SHⅢ19

423－27　SHⅢ20

423－28　SHⅢ22

423－29　SHⅢ22

424－01　SHⅢ23

424－02　SHⅢ23

424－03　SHⅢ23

424－04　SHⅢ23

424－05　SHⅢ23

424－06　SHⅢ23

424－07　SHⅢ25

424－08　SHⅢ25

424－09　SHⅢ25

424－10　SHⅢ25

424－11　SHⅢ25

424－12　SHⅢ25

424輸13　SHⅢ25

424－14　SHⅢ25

424－15　SHⅢ25

424－16　SHⅢ25

424－17　SHⅢ25

424－18　SHⅢ25

424－19　SHⅢ25

424－20　SHⅢ25

424－21　SHⅢ25

424－22　SHⅢ25

424－23　SHⅢ25

424－24　SHⅢ25

424－25　SHⅢ25

424－26　SHⅢ25

424－27　SHⅢ25

425－01　SHⅢ26

425－02　SHⅢ27

425－03　SHⅢ27

425－04　SHⅢ27

425－05　SHⅢ27

425－06　SHⅢ27

425－07　SHⅢ27

425－08　SHⅢ27

425－09　SHⅢ28

425－10　SHⅢ28

蛮　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
鉢　　　　　‾3mm多砂。濁淡赤褐
蛸壷　　　　‾2血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須鉢　　　　‾2血砂。

須漏斗　　　‾3血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

須無蓋高杯　‾3血砂。

碧　　　　　‾3血砂。

椀　　　　　‾2血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

淡褐
淡赤褐頂灰

灰
白灰
明灰
灰
灰
淡赤褐
淡赤福‾赤褐
灰

‾2mm多砂。暗褐‾‾濁淡褐
雪
コロrO

須杯身　　　‾3血砂。　灰

瑳　　　　　‾2血砂。　淡赤褐

土馬　　　　‾1血砂。　淡褐

須壷　　　　‾1血砂。　明灰

須杯身　　　‾3血砂。　明灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰

須杯身　　　‾2血砂。　暗灰

瑳　　　　　‾2血砂。　淡白褐

蛮　　　　　‾2皿多砂。淡赤褐

護　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐

蛮　　　　　‾2血砂。　濁淡赤褐‾暗

瑳
製塩

灰
‾3血砂。　淡赤褐
‾3血n多砂。濁淡赤褐
雪
コlコrO

椀　　　　　‾3皿多砂。淡赤褐

椀　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
甑　　　　　‾3m多砂。淡褐‾淡赤褐
甑　　　　　‾3血砂。雲。噂褐
甑　　　　　‾2血砂。雲。濁淡褐
甑　　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

須杯蓋　　　‾1血砂。　明灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　明灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　明灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　明灰
須杯身　　　‾3血砂。　灰
須杯身　　　‾1血砂。　明灰‾：灰
須杯身　　　‾1血砂。　暗灰
須蓋　　　　‾1血砂。　灰
須高杯　　　‾2血砂。　明灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　灰
蜜　　　　　‾2血砂。雲。赤褐
篭　　　　　‾3血砂。雲。淡褐‾噂褐
須杯蓋　　　‾1血砂。　噂灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　明灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　暗灰
須高杯　　　‾1血砂。　明灰
須堤瓶　　　‾1血砂。　灰
須杯身　　　‾1血砂。　明灰

須碧　　　　‾3血砂。　灰

425－11　SHⅢ2g　　製塩　　　　‾2血砂。雲。濁淡赤褐

42ト12　SHⅢ29　　製塩　　　　‾3血n多砂。淡赤褐「淡褐
425－13　SHⅢ2g　　須杯蓋
425－14　SHⅢ29　　須杯蓋

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

10．1　　17．8

11．7

10．3

23．0

2g．7

16．3

11．4

18．1

14．6　　　4．0

10．6　　　3．3

12．0　　　3．7

21．8

21．7

11．4

15．0

13．0

14．0

24．6

15．6

14．7

12．7

14．3　　　4．0

14．1

9．8

25．6

14．4　　　3．5

17．4

12．2

12．0

17．5

－649－

外休部、内口縁刷毛。
タけ旨痕箸。
内タけ旨痕箸。タ憫：刷毛の痕跡。

内外指痕著。外租刷毛の痕跡。8－18と同一
個体？。

底箆切。焼弱良。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。
外下半箆削後ナデ。焼普。ロクロ右。
焼普。
焼普。ロクロ右。
内外剥落。外、内頸刷毛の痕跡。内指痕著。
外剥落。内ナデもしくは箆磨。
焼普。
外口縁平行叩。内剥落。月紛9－2。

底箆削。内底同心円痕。外自然軸。焼弱艮。
ロタロ右。
外剥落。内刷毛。
土馬頸破片？。中央に1条の箆描沈線、たず
なの表現？。
焼普。
外剥落気味崖に箆削の痕跡。焼弛軋ロク
ロ右。
天井箆切、箆記号。焼普。ロクロ右。
底箆切、箆記号。焼普。ロタロ右。
内外刷毛。
内外剥落。
内外ナデ。
内外刷毛。

内外刷毛。
外口縁平行叩、休部指痕著。内剥落。雲器。

内外板ナデ。外板状原体用いた模様状窪
み。
内外ナデ。
外刷毛。内剥落。
外刷毛。内ナデ。雲器。器壁が厚、竃？。
内外剥落、刷毛の痕跡。雲器。
外刷毛。内箆削気味刷毛もしくは板ナデ。
9－15と同一個体？。
焼馳
焼弱艮。ロクロ右。
焼馳ロタロ右。
焼弱艮。ロタロ右。
底箆削。外自然紬。焼弱艮。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。
焼弱良。

天井箆削。焼弱艮。ロタロ右。
焼普。ロクロ右。

天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
内外細刷毛。雲器。把手付蜜。

天井箆削。焼普。ロクロ右。
天井部叫。焼弱艮。
天井箆削。焼普。ロクロ右。
焼帝匿。
外箆削後カキ目。焼弱良。ロクロ右。
焼普。
タ叩け後カキ目。内同心円文。焼普。ロクロ
右。
外口縁矢羽状叩。内ナデ。
外口縁矢羽状叩。内剥落。
天井箆削。焼楓ロクロ右。
焼普。



第III期　竪穴住居出土土器（6）
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425－15　SHⅢ29　　須底部
SHⅢ2g　　製塩

425－16　SHⅢ31‾37　蓬
425－17　SHⅢ31‾37　須杯蓋

425－18　SHⅢ31二37　須杯蓋
425－19　SHⅢ3137　護
425－20　SHⅢ31‾37　須杯蓋
425－21　SHⅢ31‾37　須杯身
425－22　SHⅢ31‾37　須杯身
425－23　SHⅢ31‾37　須杯身
425－24　SHⅢ31‾37　須杯身
426－01　SHⅢ31‾37　脚部
426－02　SHⅢ31‾37　須杯蓋
426－03　SHⅢ31‾37　須杯身
426－04　SHⅢ31‾37　須長頸壷

426－05　SHⅢ31二37　須杯蓋
426－06　SHⅢ3137　須杯蓋

426－07　SHⅢ31二37　須杯身
426－08　SHⅢ3137　須杯蓋
426－09　SHⅢ31‾37　須杯身

426－10　SHⅢ31‾37　須杯身
426－11　SHⅢ31‾37　須杯身
426－12　SHⅢ31‾37　須杯身
426－13　SHⅢ38　　製塩

426－14　SHⅢ38　　須杯蓋
426－15　SHⅢ39　　甑

426車16　SHⅢ39　　須杯身
426－17　SHⅢ39　　須杯身
426－18　SHⅢ39　　須杯身
426－19　SHⅢ39　　須杯身
426－20　SHⅢ39　　須高杯
426－21　SHⅢ40　　土鍋
426－22　SHⅢ40　　須杯蓋
426－23　SHⅢ40　　須杯身
426－24　SHⅢ41　須杯蓋
426－25　SHⅢ42　　喪

426－26　SHⅢ42　　皿
426－27　SHⅢ42　　皿
426－28　SHⅢ42　　皿
426－29　SHⅢ42　　須杯身
426－30　SHⅢ43　　須杯身

426－31　SHⅢ44　　須杯蓋
426－32　SHⅢ44　　須杯蓋
426－33　SHⅢ44　　須杯蓋
42ト01　SHⅢ43・44　瑳
427－02　SHⅢ43・44　蛮
427－03　SHⅢ43・44　鉢
427－04　SHⅢ43・44　製塩
42ト05　SHⅢ43・44　寵

427－06　SHⅢ43・44　竃
427－07　SHⅢ43・44　須杯蓋

427－08　SHⅢ45　　婆
427－09　SHⅢ45　　護

427－10　SHⅢ45　　土鍋
427－11　SHⅢ45　　土鍋

427－12　SHⅢ45　　甑

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾2m多砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

淡赤褐
灰
灰
淡赤褐
明灰
灰
灰
暗灰
暗灰
淡褐
明灰
灰
暗灰
明灰

‾1血砂。　暗灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。黒　白灰

粒。

‾3血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　晴好頂淡赤

褐

‾2血砂。　灰

‾3mn多砂。淡褐
雪
耳○

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾3血砂。　淡赤褐‾淡褐

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾3独多砂。暗褐

‾1血砂。雲。淡褐

‾1血砂。雲。淡褐

‾1血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。黒　灰

粒。

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血多砂。淡赤褐
雪
ココrO

‾2血砂。　淡赤褐「黒褐

‾1血砂。　噂灰

‾3血砂。　淡赤褐‾淡褐

‾1皿多砂。淡褐
雪
‾＝1‘○

‾2血砂。　淡赤褐
‾2血n多砂。淡赤褐
雪
コlコrO

‾2皿多砂。淡赤褐
雪
コロrO

29．8

13．8

13．8

16．2

15．3

14．0

14．1

12．．6

16．5

14．5

12．8

17．4

13．7

15．4

17．0

15．4

15．5

13．2

3．9

3．6

23．9

14．0　　　3．9

20．1　　10．1

15．5

16．9

25．7

13．7　　　4．3

13．7

15．4

13．4

24．6

21．9

12．8

9．0

21．0　　11．5

22．1

28．0
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外布の庄痕。焼弱良。ロクロ右。
外口禄失羽状叩。内ナデ。10－11と同一個
体？。
内外剥落。
焼弱悪。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
外刷毛。内剥落。
焼普。ロタロ右。
底酎叫。焼普。ロタロ右。
底箆削。焼普。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロクロ右。
外剥落。内ナデ。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
底箆削。焼弱良。ロクロ右。
底箆削。焼弱良。ロクロ右。
天井甜叫。焼楓ロクロ右。
焼弱良。
底箆削。焼普。ロクロ右。有蓋高杯？。
僅に箆削の痕跡。焼弥鼠ロタロ右。
外自然粕。焼良。ロタロ右。

焼弱艮。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
外口縁平行叩。内ナデ。

焼普。ロタロ右。
内外刷毛。

底箆削。焼弱良。ロタロ右。
焼普。
焼弱良。
焼普。
焼菅。
外剥落。内刷毛。
焼醜
焼普。ロクロ右。
焼普。
外剥落、租刷毛の痕跡。内ナデロ緑租刷
毛の痕跡。
内外剥落。
内外剥落。
外箆磨。内ナデ後暗文。
焼弱長。ロクロ右。
外自然紬。底箆削。焼弱艮。ロタロ右。

天井箆削。焼弱良。
天井寛刑。焼弱良。ロタロ右。

天井箆削。焼弱良。ロタロ右。
内外刷毛。
内外刷毛。12－01と同二一個体？。
内外刷毛。
外口緑平行叩。
内外剥落。外刷毛の痕跡。

内外刷毛。

天井箆削。焼弱艮。ロクロ右。
内外剥落。内口縁刷毛の痕跡。
内外剥落。

外刷毛。内上半ナデ下半刷毛。
外剥落。内ナデ。

内外刷毛。



第III期　竪穴住居出土土器（7）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（C皿）その他（cm）　　　　　備　考
t－－ll－－－t－－t－ll－l・－－－－1－－－．．．－．h．－1－－－－－－－－・－－．．一一．－－・．．・－．．．．．．一一－一一－－－一一．－－－－－－－－－－－－－．．・．－－－．－－．・－11－－－－－．－－－－．．－．・．－．－－111－－．－－－－－．－・．一日一一．11．－1－．Jll，ll，－一一．－．1－－－11－1－－－－－－－－－．－．日－－Jl，－－．－－－－°－．．・－．－－．．日．．q一・．－－．－－．－－．lll1－－－llll．．h－－．－．－．．－

．一llt－t－0．－11－－．－．一一1－－－－－－－－－－．．．－．．－－－－－－－－－．－1－－－－－・－．1－．－－．－－－．．．－1－－－－－－・－－－．一一一．．日．．－－－－一一・－．・．．．－－－－－111－．－－．・－－－・－－－．・．－．・．－－．H一一．－－－－．－．－－．－－－－一一・－－．．．．一一一－－－－－一一．・－11－日lllllll，－－－・－．．・・－．．・－－－－Jl，1－－－－－－－－－llll－J．V．●．H．・．一一－－lll

42ト13　SHⅢ45

427－14　SHⅢ45

427－15　SHⅢ45

427－16　SHⅢ45

427－17　SHⅢ47

427－18　SHⅢ47

427－1g SHⅢ47

427－20　SHⅢ47

427－21　SHⅢ47

427－22　SHⅢ48

427－23　SHⅢ48

427－24　SHⅢ48

427－25　SHⅢ48

427－26　SHⅢ48

427－27　SHⅢ49

427－28　SHⅢ49

428－01　SHⅢ50

428－02　SHⅢ50

428－03　SHⅢ50

428－04　SHⅢ50

428－05　SHⅢ50

428－06　SHⅢ50

428－07　SHⅡI50

428－08　SHⅢ50

428－09　SHⅢ50

428－10　SHⅢ50

428－11　SHⅢ50

428－12　SHⅢ50

428－13　SHⅢ50

428－14　SHⅢ50

428－15　SHⅢ51

428－16　SHⅢ51

428－17　SHⅢ51

428－18　SHⅢ51

428－19　SHⅢ51

428－20　SHⅢ51

428－21　SHⅢ51

428－22　SHⅢ51

428－23　SHⅢ52

428－24　SHⅢ52

428－25　SHⅢ52

428－26　SHⅢ52

428－27　SHⅢ52

428－28　SHⅢ52

428－29　SHⅢ52

428－30　SHⅢ52

428－31　SHⅢ52

428－32　SHⅢ52

428－33　SHⅢ52
429－01　SHⅢ53

429－02　SHⅢ53

429－03　SHⅢ53

429－04　SHⅢ53

429－05　SHⅢ53

429－06　SHⅢ53

429－07　SHⅢ53

429－08　SHⅢ53

429－09　SHⅢ53

429－10　SHⅢ53

甑　　　　　‾2m多砂。淡赤褐‾淡褐
雪
TlコrO

須杯蓋　　　‾3血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

須杯身　　　‾3血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

須無蓋高杯　‾2血砂。

須高杯　　　‾1血砂。

須高杯　　　‾2血砂。

須杯身　　　‾2血砂。
皿

椀
甑

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

須杯蓋　　　‾2血砂。

須杯蓋　　　‾2血砂。

須はぞう　　‾2血砂。

蛮　　　　　‾1血砂。

彗　　　　　‾2血砂。

高杯　　　　‾2血砂。

灰
灰
暗灰
灰
暗灰
明灰

明灰
暗灰
灰
淡赤褐
赤褐
淡赤褐
暗灰
明灰
黒灰
淡赤褐
白褐‾赤褐
淡赤褐

把手　　　　‾2皿多砂。淡赤褐
句き
膏○

皿脚　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
須杯身　　　‾2血砂。　灰
蓬　　　　　‾2血砂。雲。淡褐
護　　　　　‾2血砂。　淡褐
把手　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐

篭　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

篭　　　　　‾2血砂。　淡赤褐

須杯身　　　‾1血砂。　灰

須杯身　　　‾1血砂。　灰

須杯身　　　‾1血砂。　灰

口緑　　　　‾2血n多砂。淡褐
昌岩
茸○

口繚　　　　‾2血砂。雲。淡赤材‾赤褐
蛸壷　　　　‾2血多砂。淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰
須高杯　　　‾2血砂。　自灰
須高杯　　　‾3血砂。　灰
須口禄　　　‾1血砂。　暗灰
須口緑　　　‾1血砂。　暗灰
瑳

蜜
套
婆
椀
椀
須杯蓋
須高杯
須口綾
須口綾

須底部
瑳
椀
皿
皿

須杯身
須杯身
須杯蓋
須蓋
須碧
須瑳

‾1地多砂。暗灰褐
雪
‘コロぐ○

‾2血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾1仙砂。　淡褐

‾1血砂。　自褐‾黒褐

‾1血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾3血砂。　灰

‾2血砂。　暗灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　暗灰

‾2血砂。　暗褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾1血砂。　淡白褐

‾3血砂。　灰

‾3血砂。　暗灰

‾1血砂。　白灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　灰

「2血砂。　白灰

13．8

14．6

13．6　　　3．5

14．6

14．4

15．0　　　4．2

13．2　　　2．0

12．2

18．3

25．3

14．4

5．5　　　9．4

9．3　　　2．4

7．0

5．9

25．1

23．9

14．4

13．8　　　2．0

10．8

23．1

14．1

14．8

11．7

10．8
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内外刷毛。

外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
焼普。ロクロ右。

底箆削。焼弱良。ロクロ右。
天井箆削。焼普。ロクロ右。
焼弱良。

4．5焼辞藍。ロクロ右。他計測値は杯部の器高
○

焼諷ロクロ右。

外自然軸。焼弱良。
底箆削。焼普。ロクロ右。
内外ナデ。内暗文。
内外ナデ。
タ帽叫毛。内剥落。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
焼露良。ロクロ右。
焼弱艮。ロタロ右。
外刷毛。内ナデ。
外ナデ。内刷毛。
外指痕著。内絞目。
指痕箸。内空洞。

内外ナデ。
焼普。ロタロ右。
内外刷毛。
外ナデ。内刷毛。

外剥落。内措痕著。はめ込式の中空の把手
の基部。

内外ナデ。
外刷毛。内板ナデ。
焼弱良。ロタロ右。
焼普。ロタロ右。
焼普。
内外ナデ。

内外ナデ。

天井部叫。焼普。ロクロ右。
焼良。
焼普。ロクロ右。
内外自然紬。焼弱良。
内自然紬。焼弱良。
内外ナデ。タ愕刷毛の痕跡。雲器。

内外ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。
内外ナデ。
外箆磨。内ナデ。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
焼弱艮。
焼普。

外自然紬。焼弱良。ロクロ右。小片、面径に
誤差を含む。
底箆切後ナデ。焼普。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内ナデ。

外箆磨。内ナデ。薄く精良な作り。
内外剥落。薄く精良な作り。
焼普。ロタロ右。
焼弱艮。ロクロ右。
外縁色自然紬。焼良。
外自然粕。焼良。
焼普。ロクロ右。
焼悪。



第III期　竪穴住居出土土器（8）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－・－一一一一－－－－・－－－－－－－．一一．・．・－－－－－－－－－・－－－，－・一一－－－－－－－－．．－一・一・－－1－・－－－－－－－・．－－．細・－－－－－－・－－－－，－－一一一一．・－一・一－－－－－－－．・．・－－－－－－－・－・－・．－－－－－－－・－一・一．．－－－．・．．－－一一．．一日－．．，－l．－l・‾．．‾■‾．‾‾‾．－‾‾－－‾‘
－－llll一－－1－－－．・●．l．．一日．．■－－－．一一－－－・－・－－－－－－一．．－一．．．．－－・－・－－－．－．－－一一一一－．－－－・－－－．一一一一－－・－－－一一．．．一一．・－．－・－－一一．－一一－－－－－－－－・－－－．・．・－．．．－－－－－－－－．・・－・－．－．．－．．．－．－－－－－－・－－－－．．－・－－－－－－－－－．・－・．．t車－－・－－－－－．．－lll・－lll・【t・一．－111日llll1－－．llll．

429－11　SHⅢ54

429－12　SHⅢ54

429－13　SHⅢ54

429－14　SHⅢ54

429－15　SHⅢ54

429－16　SHⅢ55

429－17　SHⅢ55

429－18　SHⅢ55

429－19　SHⅢ55

429－20　SHⅢ55

429－21　SHⅢ55

429－22　SHⅢ55

429－23　SHⅢ56

429－24　SHⅢ56

429－25　SHⅢ56

429－26　SHⅢ56

429－27　SHⅢ56

429－28　SHⅢ56

429－29　SHⅢ58

蜜　　　　　‾1血砂。　淡褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
須杯蓋　　　‾1血砂。　白灰
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
須杯身　　　‾1血砂。　明灰
鉢　　　　　‾2血砂。　淡赤掲
椀　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
製塩　　　　‾2m多砂。赤褐‾淡赤褐
蛸壷　　　　‾3血砂。雲。淡褐
蛸壷　　　　‾3血砂。雲。淡褐
須杯身　　　‾1血砂。　灰

須無蓋高杯　‾2血砂。　明灰

蛮
蛮
喪
椀
須杯身
須ほぞう
護

429－30　SHⅢ58　　須杯身

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡褐
‾3血砂。雲。淡赤紺‾淡褐
‾2mn多砂。淡赤褐
‾3血砂。　灰
‾1血砂。　黒灰
‾2皿多砂。滞淡褐
雲。
‾1血砂。　明灰‾暗灰

13．0

13．2

13．6

12．2

4．2　　　8．2

4．7　　　8．5

13．0

13．4　　　8．6

14．9

24．0

14．0

23．9

14．7　　　3．0

－652－

内外刷毛。
焼良。ロタロ右。
外自然軸。焼良。ロクロ右。
焼弱良。
焼普。
内外ナデ。
内外ナデ。

外口縁平行叩。
休部径に比べて口綾径が小さい。
休部径に比べて口縁径が小さい。
焼普。

5．0焼諦駄ロクロ右。他計測値は杯部の器高
○

内外ナデ。雲器。
外租刷毛。内部叫。雲器。
内外剥落。混入？。
外剥落。内板ナデ。
焼普。ロクロ右。
焼弱良。ロタロ右。
外ナデ。内刷毛。

焼弱良。ロクロ右。



第III期　掘立柱建物出土土器（1）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
－－．－．P，－－－t－．lt－－．－1－－－－－－－－．．・．－．．－．・．－－－－－－・－・－．・・．－－1－－－－－，．．－．－－－．－－－－－．－・・－－－－－．－．・．－．－1－－．．．．－．－1－．．．－1－－－－－・．－．・－・－－－－－－．・．一一．・．－－．・－－－・・－・－－－－．1111111．－－－－・－－－一一－1，．－一一－．－－－・－－－－－．．．・．－－．－－－－－．・．・．・－－－．・．－．．－－－－・－．．一一ll・－－－1，，－－
1－－－－－－－－－－－－－．．－t－t．－－1．－－－－・－－－．t－1－－－．・－－1－－－．－－・－－－－－．．－－－．－－－一一．．一一－－．－－－－．・－一一－－－－－．－．－－・．Hlllllll，－．・・一一－－－－－－．－－－－．．・－一一．・・－－・－一一・．・－－－－．H一一・・－・－・－－－－．－．1－－－－－－－－－－．－111－－1111－－－－l・．・q－－－．1－．－－－llll　，　－　，．－lH－－－－－－llll

430－01　SBⅢ03

430－02　SBⅢ03

430－03　SBⅢ03

430－04　SBⅢ04

430－05　SBⅢ04

430－06　SBⅢ04

430－07　SBⅢ05

430－08　SBⅡIO6

430－0g SBⅡIO6

430－10　SBⅢ06

430－11　SBⅢ06

430－12　SBⅢ06

430－13　SBⅢ06

430－14　SBⅢ09

430－15　SBⅢ10

430－16　SBⅢ11

430－17　SBⅢ12

430－18　SBⅢ13

430－1g SBⅢ14

430－20　SBⅢ17

430－21　SBⅢ18

430－22　SBⅢ20

430－23　SBⅢ21

蛸壷　　　　‾5血砂。雲。濁淡赤褐
黒椀　　　　‾3血砂。　淡褐
台付杯　　　‾1血砂。雲。淡褐
黒椀　　　　‾1血砂。雲。淡褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
羽釜　　　　‾1血砂。　白褐‾暗褐
緑紬陶器椀　‾1血砂。　灰

黒椀
杯
杯
杯
杯
杯

‾1血砂。　淡褐
‾1血砂。雲。濁淡赤褐
‾1血砂。雲。濁淡赤褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾1血砂。　淡赤褐
‾1血砂。　淡赤褐

羽釜　　　　‾1血砂。　黒褐

杯　　　　　‾1血砂。　淡褐1炎赤褐

青磁椀　　　　　　　　緑

須杯　　　　‾1血砂。　明灰

蛮　　　　　‾1血砂。　淡赤褐‾赤褐

不明　　　　‾2血砂。　淡褐

須蓋　　　　‾3血砂。　灰

瑳　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

須杯　　　　‾1血砂。黒　暗灰

粒。

430－24　SBⅢ22　　黒椀
430－25　SBⅢ22　　椀
430－26　SBⅢ22　　皿

430－27　SBⅢ25　　須杯
430－28　SBⅢ26　　蛸壷
430－29　SBⅢ26　　須高杯
430－30　SBⅢ30　　喪
430－31　SBⅢ31　須蓋
430－32　SBⅢ33　　須杯

43ト01　SBⅢ34　　喪
43ト02　SBⅢ34　　皿
431－03　SBⅢ34　　皿
43ト04　SBⅢ34　　蛸壷
43ト05　SBⅢ34　　須高杯蓋

43ト06　SBⅢ34

43ト07　SBⅢ34

43ト08　SBⅢ34

43ト09　SBⅢ34

43ト10　SBⅢ34

43ト11　SBⅢ34

43ト12　SBⅢ34

431－13　SBⅢ34

431－14　SBⅢ34

431－15　SBⅢ34

43ト16　SBⅡI34

43ト17　SBⅢ36

43ト18　SBⅢ3g

須蓋
須蓋
須蓋
須蓋

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　自褐

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。雲。濁淡赤掲

‾2血砂。　黒灰

‾2仙多砂。淡褐

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾1血砂。　淡掲

‾1血砂。　淡赤福

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　暗灰

‾3血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

須蓋　　　　‾3血砂。

須底部　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾5血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾1血砂。

須平瓶　　　‾3血砂。

須蓋　　　　‾2血砂。

婆　　　　　‾2血砂。

43ト1g SBⅢ39　　製塩　　　　‾2血砂。

43ト20　SBⅢ40　　蛸壷　　　　‾2血砂。雲。

43ト21　SBⅢ40　　須蓋　　　　‾2血砂。

43ト22　SBⅢ41　護　　　　　‾3血砂。

43ト23　SBⅢ41　須杯　　　　‾2血砂。

43ト24　SBⅢ42　　皿　　　　　‾1血砂。

43ト25　SBⅢ42　　須蓋　　　　‾1血砂。

43ト26　SBⅢ42　　須蓋　　　　‾1血砂。

43ト27　SBⅢ42　　須杯　　　　‾1血砂。

43ト28　SBⅢ42　　須杯　　　　‾1血砂。

43ト2g SBⅢ42　　須杯　　　　‾1血砂。

43ト30　SBⅢ42　　須高杯　　　‾1血砂。

431－31　SBⅢ45　　椀　　　　　‾2血砂。雲。

明灰
明灰
明灰
灰
灰
灰
明灰
暗灰
明灰
明灰
黒褐
明灰
淡赤褐
淡褐
淡褐
灰
淡赤褐
暗灰
淡赤褐
淡赤褐
灰
灰
灰
灰
暗灰
淡褐

12．6　　　5．0

20．1

16．6

13．9

12．2

11．0

18．4

12．8

23．3

19．4

18．1

15．5

14．7

11．5

－653－

内タけ旨痕著。雲器。
外ロクロの整形痕。内井桁状箆磨。A類。
薄く丁寧な作り。
A類
薄く丁寧な作り。擬似高台。
薄く丁寧な作り。擬似高台。
タけ旨痕著。内板ナデの痕跡。
薄く丁寧な作り。全面に暗緑色軸。土師質
の焼。
薄く丁寧な件り。A類。
薄く丁寧な作り。擬似高台。
薄く丁寧な件り。擬似高台。
薄く丁寧な作り。
薄く丁寧な作り。擬似高台の椀？。
薄く丁寧な作り。擬似高台。
内外ナデ。
内外剥落。
僅に粕。内外貴人。
底箆切。焼弱艮。
内夕岡を文状の箆磨。
外箆削気味のナデ。内指痕箸。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。

焼弱良。ロクロ右。

外指痕著。A頬。
内外剥落。

内外剥落。小片のため傾き不明瞭。
底箆切。焼普。

焼施ロクロ右。
内外ナデ。
焼弱良。
焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。

天井箆削、端部摩滅。焼弱良。ロクロ右。混
入晶。
天井箆削。焼普。

天井箆削。焼普。ロタロ右。
焼普。
焼普。

焼普。ロクロ右。小片のため径不明瞭。
底箆切。焼普。ロクロ右。
焼諦臥ロクロ右。
焼弱艮。ロタロ右。
焼晋。

焼普。ロクロ右。
外カキ目。内同心円文。焼不良。
天井部叫。焼普。ロクロ右。
タ岬ロき。内剥落。

焼普。ロクロ右。
内外刷毛後ナデ。
焼弱艮。ロクロ右。
外箆磨。内ナデ後暗文。
焼悪、生焼。
焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
焼普。ロタロ右。
焼普。ロタロ右。
焼弱艮。
内外剥落。指痕箸。



第III期　掘立柱建物出土土器（2）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（C皿）その他（cm）　　　　　　備　考
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43ト32　SBⅢ52　　須ほぞう　　‾2血砂。　灰
432－01　SBⅢ63　　皿　　　　　‾1血砂。雲。淡褐
432－02　SBⅢ65　　須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰
432－03　SBⅢ71　須杯身　　　‾1血砂。　灰
432－04　SBⅢ73　　須蓋　　　　‾1血砂。　灰
432－05　SBⅢ74　　皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
432－06　SBⅢ79　　土錘　　　　‾1血砂。　淡赤褐
432－07　SBⅢ7g　　須蓋　　　　‾2血砂。　明灰
432－08　SBⅢ79　　須杯　　　　‾1血砂。　明灰
432－09　SBⅢ80　　護　　　　　‾3血砂。雲。濁淡赤褐‾暗

褐
432－10　SBⅢ80　　皿　　　　　‾1血砂。　赤褐
432－11　SBⅢ81　護　　　　　‾3血砂。雲。赤褐
432－12　SBⅢ81　須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰
432－13　SBⅢ81　須杯　　　　‾2血砂。　明灰
432－14　SBⅢ81　須杯　　　　‾2血砂。　明灰
432－15　SBⅢ81　須杯　　　　‾2血砂。　灰
432－16　SBⅢ82　　須底部　　　‾2血砂。　明灰
432－17　SBⅢ84　　須杯身　　　‾2血砂。　灰
432－18　SBⅢ84　　須口緑　　　‾5血砂。　暗灰
432－19　SBⅢ85　　須杯身　　　‾2血砂。　暗灰
432－20　SBⅢ85　　須杯身　　　‾1血砂。　明灰
432－21　SBⅢ86　　皿　　　　　‾1血砂。　赤褐

432－22　SBⅢ86　　須杯身　　　‾1血砂。　明灰‾暗灰
432－23　SBⅢ90　　椀　　　　　‾1血砂。　自褐
432－24　SBⅢ93　　黒椀　　　　‾1血砂。　白灰
432－25　SBⅢ94　　椀　　　　　‾2血砂。　白褐
432－26　SBⅢ94　　杯　　　　　‾2血砂。　自褐
432－27　SBⅢ95　　須杯身　　　‾2血砂。　暗灰
432－28　SBⅢ96　　須杯蓋　　　‾3血砂。　灰
432－29　SBⅢ96　　須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰
432－30　SBⅢ99　　瓦器椀　　　‾1血砂。　黒灰

432－31　SBⅢ9g　　瓦器椀　　　‾1血砂。　自灰
432－32　SBⅢ100　　杯　　　　　‾1血砂。　白褐
433－01　SBⅢ101　瓦器椀　　　‾1血砂。　自灰

433－02　SBⅢ102　　瓦器椀

433－03　SBⅢ103　　黒椀
433－04　SBⅢ103　　杯
433－05　SBⅢ104　椀

433－06　SBⅢ104　　皿

433－07　SBⅢ104　　皿
433－08　SBⅢ104　黒椀

433－09　SBⅢ105　　椀

433－10　SBⅢ107　　須杯蓋
433－11　SBⅢ112　　杯
433－12　SBⅢ112　　皿
433－13　SBⅢ112　　皿
433－14　SBⅢ112　　皿
433－15　SBⅢ112　　黒椀
433－16　SBⅢ112　　黒椀
433－17　SBⅢ113　　護
433－18　SBⅢ113　　護
433－18　SBⅢ113

433－1g SBⅢ116

433－20　SBⅢ117

433－21　SBⅢ117

433－22　SBⅢ119

433－23　SBⅢ120

433－24　SBⅢ121

瑳
須杯身
喪
皿

須杯身
須杯蓋

把手

10．0　　　1．5

14．3

14．4

6．7

14．0

16．1

16．8

14．9

13．6

13．4

‾2血砂。　白灰　　　　　13．2

‾1血砂。雲。淡褐
‾1血砂。雲。淡赤褐
‾5血砂。　白褐

‾2m多砂。淡褐
雲。
‾1m多砂。淡赤褐
‾2血砂。　濁淡赤褐

‾2血m多砂。淡褐
雪
コlコrO

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。雲。淡褐
‾3血砂。雲。淡掲
‾2仙多砂。淡赤褐‾赤福
‾3血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

灰
濁淡赤褐
淡赤褐
灰
白灰
淡赤褐

10．2

15．5　　　6．1

9．9　　　1．5

15．2

15．1

12．2　　　5．6

11．2　　　2．4

11．1　　　2．2

10．6　　　1．8

16．0　　　6．3

14．9　　　5．8

24．2

15．2

14．g

11．8

15．9

15．0
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焼弱良。
内外ナデ。
焼弱良。ロクロ右。
焼普。
焼普。
内外剥落。内暗文の痕跡。
口径は短軸を示す。
焼楓ロクロ右。
焼楓
外刷毛。内口緑刷毛、休部指痕箸。

外箆捕。内ナデ後暗文。
内外刷毛後ナデ。
外自然軸。焼弱艮。ロタロ右。

焼辞監ロクロ右。
焼普。
焼普。ロタロ右。
外底部分的箆削。焼普。ロクロ右。

外底自然紬。焼弱良。
外カキ目。焼弱良。
底箆削。焼普。ロクロ右。
外自然粕。焼弱良。
外箆磨。内ナデ後暗文。
底謝り。焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。
内と外口縁にいぶし。A類。
内外ナデ。
内外ナデ。ロタロ右。
焼弱点。ロタロ右。
天井箆削。外自然軸。焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
外下半指痕著。内暗文。内外いぶし。焼普。
畿。
口綾いぶし。焼普。ロクロ右。讃。
内外ナデ。
内外ナデ。外まばらないぶしの条痕。焼普
。ロタロ右。
外ナデ。内棒状工具調整後箆磨。口縁いぶ
し。焼普。ロタロ右。讃。
内剥落、箆麿の条痕。A類。
底箆切。
外上半横ナデ下半指痕調整後箆磨。内ナ
デ後箆磨。
底箆切後ナデ。

底箆切。
タ順磨、部分的に回転。内剥落、箆麿の条
痕。ロタロ右。A類。
内外剥落。

焼弱良。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
底箆切。
底箆切。
底箆切。
外ナデ。A類。
外ナデ。A類。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
内外板ナデ。平底。
底箆削。焼普。ロクロ右。
内外刷毛。
内外剥落。
底箆削。焼弱良。ロタロ右。
焼弱良。ロタロ右。
指痕箸。



第III期　掘立柱建物出土土器（3）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　者

433－25　SBⅢ124　　黒椀

433－26　SBⅢ124

433－27　SBⅢ124

433－28　SBⅢ125

433－29　SBⅢ125

433－30　SBⅢ126

433－31　SBⅢ128

433－32　SBⅡI129

433－33　SBⅢ130

433－34　SBⅢ130

433－35　SBⅢ131

433－36　SBⅢ131

434－01　SBⅢ132

434－02　SBⅢ132

434－03　SBⅢ132

434－04　SBⅢ132

434－05　SBⅢ132

434－06　SBⅢ133

434－07　SBⅡI133

434－08　SBⅢ134

434－09　SBⅢ134

434－10　SBⅢ134

434－11　SBⅢ134

434－12　SBⅢ135

434－13　SBⅢ135

434－14　SBⅡI136

434－15　SBⅢ137

434－16　SBⅢ137

434－17　SBⅢ137

434－18　SBⅢ137

434－1g SBⅢ137

434－20　SBⅢ137

434－21　SBⅢ138

434－22　SBⅢ138

434－23　SBⅢ139

434－24　SBⅢ139

434－25　SBⅢ139

434－26　SBⅢ139

434－27　SBⅢ140

434－28　SBⅢ141

434－2g SBⅡI143

434－30　SBⅢ144

434－31　SBⅢ145

434－32　SBⅢ145

434－33　SBⅢ146

434－34　SBⅢ148

434－35　SBⅢ148

434－36　SBⅢ150

434－37　SBⅡI150

435－01　SBⅢ151

435－02　SBⅢ151

435－03　SBⅢ152

435－04　SBⅢ152

435－05　SBⅢ152

435－06　SBⅢ154
435－07　SBⅢ155

須杯
須杯
皿
皿
椀
須杯
蓬
蜜

蛮

皿

皿

皿

須高杯

蜜

護
皿

蜜
須杯蓋
須杯蓋
須杯
須杯身
青磁椀

蛮
喪
皿
須杯身
須高杯
竃

椀
瑳
棄
皿
皿

‾2血砂。雲。外淡赤褐、内

黒灰

‾3血砂。　明灰‾暗褐

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。雲。淡赤褐

‾1血砂。　白灰

‾2血砂。　灰

‾3血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐

‾2m多砂。淡褐
云己
云○

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾‾赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　明灰

‾2血n多砂。淡褐
璧
フコrO

‾2血砂。雲。濁淡赤褐
‾2m多砂。淡掲
示邑
云○

‾3血砂。雲。暗褐

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

緑灰

‾3血砂。雲。淡赤褐‾暗褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
‾1血砂。雲。淡白褐

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　淡掲

‾2皿多砂。濁淡褐
昌岩
云○

‾1血砂。　時褐

‾1血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾2■■砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

須杯　　　　‾2血砂。　灰

須杯　　　　‾3血砂。　灰

須蓋　　　　‾1血砂。　噂灰

須皿　　　　‾2血砂。　明灰

皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

須蓋　　　　‾1血砂。　暗灰

須ほぞう　　‾1血砂。　灰

椀　　　　　‾1血砂。　白褐

杯　　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐

須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

須脚　　　　‾2血砂。　灰

高杯　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
皿
須杯身
須杯

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　暗灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　暗褐

14．0

12．1　　　2．5

14．4　　　3．6

12．2

24．0

22．4

17．4

10．5　　　4．0

15．1

16．1

15．0

15．0

11．2

30．6

17．0

13．1

15．9

13．6　　　3．7

12．5

12．3

16．4

14．0
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内外剥落。A類。

焼弱悪。ロタロ右。
底箆切。焼諷ロクロ右。18－26と同一個
体？。
外租刷毛。内剥落、穴部分だけふくらむ。
把手穴貫通せず。
底箆切。焼弱悪。ロクロ右。
底箆切。焼弱悪。ロクロ右。
外箆磨。内ナデ後暗文。
外箆磨。内ナデ後暗文。
内外回ナデ。焼悪の須質気味。
焼弱良。ロタロ右。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内僅に条痕の痕跡が認められる
板ナデ状の調整。
内外刷毛後ナデ。

内外剥落。
外剥落。内ナデ後暗文。
外刷毛後ナデ。内ナデ後暗文。
焼普。ロタロ右。
内外刷毛後ナデ。鉢？。

内外ナデ。
外ナデ。内刷毛の痕跡。

内刷毛の痕跡。
底箆切後ナデ。焼普。ロクロ右。
焼普。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。
焼弱艮。ロタロ右。
内重焼きの痕跡。輪状高台。全面に軸。越
州。
外刷毛。内口縁刷毛後ナデ。
内外刷毛後ナデ。
内外刷毛後ナデ。
外箆磨。内剥落。
外自然紬。焼弱艮。ロクロ右。
焼不良。生焼。
外ナデ。内刷毛。

内外ナデ。
内外剥落。
外休部刷毛。内口縁刷毛。
内外剥落。小片のため面径不明瞭。
外箆磨。内剥落。
底箆切。焼弱良。ロクロ右。
焼弱艮。ロタロ右。
外自然軸。焼弱良。
内外剥落。底箆切。焼辞駄
外剥落。内ナデ後暗文。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
焼普。ロタロ右。
外指痕著。内剥落。
底箆切。
天井箆削。焼弱艮。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。小片のため傾き不明瞭
○

内外剥落。
自然軸。天井箆削。焼良。ロクロ左。
外箆磨。内ナデ後略文。
底謝り。焼普。ロタロ右。
焼弱良。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。
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第III期　掘立柱建物出土土器（4）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

435－08　SBⅢ155　　須杯　　　　‾1血砂。

435－09　SBⅢ156　　皿　　　　　‾2血砂。

435－10　SBⅢ156　　須短頚壷蓋　‾2血砂。

435－11　SBⅢ158　須杯蓋　　　‾1血砂。

435－12　SBⅢ158　　須杯身
435－13　SBⅢ160　　須杯身
435－14　SBⅢ162　　須杯身
435－15　SBⅢ163　　彗
435－16　SBⅢ167　　須杯

435－17　SBⅢ16g　　皿
435－18　SBⅢ169　　須高杯
435－19　SBⅢ171　皿
435－20　SBⅢ172　　皿
435－21　SBⅢ172　　皿
435－22　SBⅢ172　　須杯身
435－23　SBⅢ173　　蛮

435－24　SBⅢ173　　須蓋
435－25　SBⅢ173　　須蛮
435－26　SBⅢ174　　蛮

435－27　SBⅢ176　　皿
435－28　SBⅢ176　　須蓋
435－2g SBⅢ176　　須杯身

435－30　SBⅢ176　　須杯
435－31　SBⅢ177　　椀
435－32　SBⅢ178　　須杯蓋

435－33　SBⅢ180　　椀
436－01　SBⅢ181　黒椀
436－02　SBⅢ181　頚杯
436－03　SBⅢ182　　瑳
436－04　SBⅢ182　　杯
436－05　SBⅢ182　　須杯
436－06　SBⅢ183　　護
436－07　SBⅢ183　　須杯蓋
436－08　SBⅢ183　　須杯蓋
436－09　SBⅢ184　須杯
436－10　SBⅢ184　須杯
436－11　SBⅡI185

436－12　SBⅢ185

436－13　SBⅢ185

436－14　SBⅢ186

436－15　　SBⅢ187

436－16　　SBⅢ188

436－17　SBⅢ191

436－18　SBⅢ191

436－1g SBⅢ192

436－20　SBⅢ192

436－21　SBⅡI194

436－22　　SBⅡI194

436－23　　SBⅢ196

436－24　SBⅢ197

436－25　SBⅢ197

436－26　SBⅢ197

436－27　SBⅢ198

436－28　SBⅢ199

436－2g SBⅢ199

437－01　SBⅢ201

437－02　　SBⅢ201

437－03　SBⅢ201

杯
杯
須杯
皿
瓦器椀
皿
黒椀
皿

瓦器椀

椀
椀

皿

椀
壷

鉢
皿
皿
瓦器椀
椀
椀

杯
杯

‾2血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2皿砂。

灰
淡赤褐
暗灰
明灰
明灰
灰
灰褐
淡赤褐
白灰

淡赤褐‾淡褐
暗灰
淡褐‾淡赤褐
淡赤褐
淡赤褐
灰

‾2血n多砂。淡褐
雪
コロrO

‾2血砂。　暗灰

‾1血砂。　明灰

‾3mm多砂。淡赤褐
壁
コロrO

‾1血砂。雲。淡赤褐

‾2血砂。　灰

‾2血砂。黒　明灰

粒。

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。雲。淡褐

‾3血砂。　灰

‾1血砂。　淡赤褐‾淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　明灰

‾5血砂。雲。暗褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　明灰

‾3血n多砂。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　暗灰

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾5血砂。　淡赤褐1炎褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　明灰

‾2血n多砂。淡褐
‾1血砂。　窯

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　黒

‾2血砂。　淡白褐

‾1皿n多砂。淡赤褐
雪
．＝1‘○

‾2血砂。雲。自褐

‾1血砂。　白描
‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐
雪
一一〔○

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　濁淡褐

‾2血n多砂。白褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　黒褐

12．7

16．0

14．2

14．5

14．9

12．0

29．0

27．2

15．1

19．2

13．4

20．4

13．0

14．3

1g．2

13．1

14．0　　　3．0

28．0

11．4

13．7

11．4　　　3．0

15．9　　　3．3

8．7　　　1．5

9．0　　　1．3

8．3　　　1．2

15．0　　　6．1

8．6　　　1．3

14．6

9．1　　　9．9

15．4

9．6　　　3．7

10．9
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火ぶくれ。焼弱良。
内外剥落。
焼弱良。ロクロ右。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。

焼弓朝配ロクロ右。
焼普。ロクロ右。
焼普。ロクロ右。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
内外回ナデ。口緑いぶし気味に黒変。焼弱
悪。ロクロ右。
外箆磨。内剥落。
焼弱良。ロタロ右。
外箆監内暗文の痕跡。
外部分的箆磨、底箆削。内ナデ後暗文。
内外剥落。
焼普。ロクロ右。
外ナデ。内刷毛後ナデ。

天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
内外自然粕。焼弱良。
内外ナデ。内休部箆削。

外箆磨。内剥落。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
外自然軸。焼弱良。

焼詩誌。
内外ナデ。
天井箆削。焼弱良。ロクロ右。
内外剥落。
内外剥落。A類。
底箆切。焼楓
外刷毛。内板ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
底箆切。内外火樺。焼諷
内外刷毛。
外自然軸。焼弱良。
焼普。ロクロ右。
焼楓
焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
底箆切。焼楓
内外回ナデ。底箆切。
外指痕著。内昭文。焼普。幾。
底箆切。
外回ナデ。内箆磨。A類。
底箆切。
タけ旨痕著、部分的箆磨。内ナ潮音文。焼
普。鼓。
外回ナデ。内剥落。
内外回ナデ。

底箆切。

内外回ナデ。
内外ナデ。

内外刷毛後ナデ。
外ナデ。内箆磨。
底箆切。
外指痕著。内剥落。焼普。幾。
内外剥落。
内外回ナデ。口緑いぶし気味に黒変。瓦器
椀？。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
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437－04　SBⅢ201

437－05　SBⅢ201

43ト06　SBⅢ208

437－07　SBⅢ208

437－08　SBⅢ210

437－09　SBⅢ213

437－10　SBⅢ213

431「11　SBⅢ213

43ト12　SBⅢ214

43ト13　SBⅡI215

437－14　SBⅢ216

43ト15　SBⅢ216

437－16　SBⅢ218

437－17　SBⅡI219

437－18　SBⅡI220

437－19　SBⅢ221

437－20　SBⅢ221

437－21　SBⅢ221

437－22　SBⅢ221
437－23　SBⅢ223

43ト24　SBⅢ223

437－25　SBⅡI224

437－26　SBⅢ224

438－01　SBⅢ225

須杯蓋　　　‾1血砂。　白褐

須口繚　　　‾1血砂。　暗灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　明灰
皿
椀
杯
杯
皿

椀
黒椀
皿

杯
護

須杯
椀
甑
杯
杯
杯
蛮

須杯
鉢

羽釜
鉢

438－02　SBⅢ225　　羽釜

438－03　SBⅢ225　　羽釜

438－04　SBIⅡ225

438－05　SBIⅡ225

438－06　SBⅢ225
438－07　SBⅢ225

438－08　SBⅢ225

438－09　SBⅢ225

438－10　SBⅢ225

438－11　SBⅢ226

438－12　SBⅢ226
438－13　SBⅢ226

438－14　SBⅢ226

438－15　SBⅢ226
438－16　SBIⅡ226

438－17　SBⅢ226

438－18　SBⅢ226

438－19　SBⅢ226

438－20　SBⅢ226

438－21　SBⅢ226

438－22　SBⅢ227

438－23　SBⅢ228

438－24　SBⅢ228

438－25　SBⅢ228

438－26　SBⅢ228

438－27　SBⅢ228

438－28　SBⅢ228

438－29　SBⅢ228

438－30　SBⅢ228

438－31　SBⅢ229

438－32　SBⅢ229

438－33　SBⅢ230

438－34　SBⅢ230

439－01　SBⅢ231

439－02　SBⅢ232

439－03　SBⅢ232

杯
杯
椀
黒椀
須杯
須杯
須杯
窪
椀
椀
椀
椀
椀
杯
杯
皿

黒椀
須杯

杯
蛮

杯
杯
杯
杯
杯
黒椀
黒椀
椀

黒椀
椀
皿

須壷
椀
杯

‾1血砂。　淡褐

‾1鵬臥　　灰褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血m砂。　淡赤福「赤褐

‾1mm砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　黒

‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾3血n多砂。淡褐
雪
コロrO

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　赤褐‾暗褐

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。雲。濁淡褐‾暗褐

‾2址多砂。淡褐‾淡赤褐

雲。

‾3姐多砂。淡掲
示邑
云○

‾2皿多砂。暗掲
示邑
茸○

‾1血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡褐1炎赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　灰

‾3血砂。　明灰‾黒灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤福

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐1炎赤褐

‾1血砂。　黒

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血多砂。淡褐‾暗褐
雪
‾；■1‘○

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　赤福‾黒

‾1血払砂。　白褐

‾1血砂。　黒

‾1血血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2地砂。　淡赤褐

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　淡白褐

‾2m多砂。黒褐

11．8

7．0

15．1

12．7　　　3．8

10．6　　　3．7

11．7　　　2．4

12．9

15．4

15．1

30．4

14．5

28．4

27．0

10．8　　　3．3

10．7

17．1

14．0

36．0

12．9

13．1

11．5

11．0

12．1

14．0

15．9

29．8

12．0
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天井箆削。生焼け気味。焼弱悪。ロクロ右。
内外自然軸。焼弱良。

口縁いぶし。焼普。ロクロ右。讃。
底箆切。

内外剥落。黒椀？。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外剥落。小片のため面径不明瞭。
外ナデ。内丁寧な箆磨。B類。楠葉。
外剥落。内刷毛後ナデ。
内外剥落。
外休部刷毛。内刷毛。

底箆切。外火樺。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。
外ナデ。内刷毛。
ロクロ右。
内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。羽釜？。
焼弱良。ロクロ右。
内外刷毛。口縁に穿孔。
外ナデ。内板ナデ。
外刷毛。内板ナデ。

外刷毛。内板ナデ。

外刷毛。内板ナデ。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。
内暗文状箆磨。A類。
底箆切。内火樺。焼普。ロクロ右。
底箆切。焼弛乳ロクロ右。
底箆切。内外火樺。焼普。
内外休部刷毛。
内外回ナデ。
内外回ナデ。内口緑面取り。
内外回ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
内外ナデ。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
外ナデ。内剥落。

内外ナデ。内口縁僅に沈線状の窪み。B類。
焼楓ロクロ右。小片のため傾き不明瞭
0

内外回ナデ。底箆切。
内外刷毛後ナデ。

内外回ナデ。
内外剥落。
内外回ナデ。
内外回ナデ。

内外ナデ。器壁が薄くやや歪な作り。
外箆磨。内剥落、箆暦の痕跡。B類。楠葉。
内外箆磨。A類。
内外回ナデ。

外回ナデ。内箆磨。A類。
外ナデ後箆削。内ナデ後昭文。
内外剥落、箆麿の痕跡。
底箆切。焼普。ロタロ右。
内外指痕箸。
内外回ナデ。



第III期　掘立柱建物出土土器（6）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
．一一●一・一・一一・一一一一一・一・一．．一一一一－一一一一一一・．・一一一一一・一一一．一・一一一一－一－．．一一・一．一一一一一一・．一一一一－－－一一・・一一・一一－一一・一・一一一一一・．－．一一一一・一一一一一一・．一一・・．一一一一一一・一一一・・一・一一一・－一一・一．一一・一・一一－一一・一■・．－．－●一一一一一．一－．－●．一●一一一一一°
一一・一．●－－－－－J1－－－－・－一一－－－－－－－一一－－－－Jlll－－一一一一一一－－．．一一－一一－一一－－，－－－－－－一・一－－－－－－－－一・・・・・一一－－一一－－－・一・・一．・・一日．一一・．・・一一・一・一一・一－－－－．－－一一・・一－－－・－一一一－－－－－．一一一－一一－一．－－一・日．A．　．　．　．　．－－－lllq－．．●－－－．

439－04　SBⅢ232

439－05　SBⅢ233

439－06　SBⅢ233

439－07　SBⅢ233

439－08　SBⅢ233

439－09　SBⅢ234

439－10　SBⅢ234

439－11　SBⅢ234

439－12　SBⅢ235

439－13　SBⅢ235

439－14　SBⅢ235

439－15　SBⅢ235

439－16　SBⅢ235

439－17　SBⅢ236

439－18　SBⅢ237

439－19　SBⅡI237

439－20　SBⅢ237

439－21　SBⅢ238

439－22　SBⅢ238

439－23　SBIⅡ239

439－24　SBⅢ240

439－25　SBⅢ241

439－26　　SBⅢ242

439－27　SBⅡI242

439－28　SBⅢ243

439－29　SBⅢ244

439－30　SBⅢ244

439－31　SBⅢ244

439－32　SBⅢ244

439－33　SBⅢ244

439－34　SBⅢ244

440－01　SBⅢ245

440－02　SBⅡI245

440－03　SBⅢ245

440－04　SBⅢ245

440－05　SBⅢ245

440－06　SBⅢ245

440－07　SBⅢ245

440－08　SBⅢ245

440－09　SBⅢ245

440－10　SBⅢ245

440－11　SBⅢ246

440－12　SBⅢ246

440－13　SBⅢ246

440－14　SBⅢ246

440－15　SBⅢ246

440－16　SBⅢ246

440－17　SBⅢ247

440－18　SBⅢ247

440－19　SBⅡI247

440－20　SBⅢ247

440－21　SBⅢ247

440－22　SBⅢ247

440－23　SBⅢ247

440－24　SBⅡI248

440－25　SBⅢ248

440－26　SBⅢ248

杯
鉢
杯
椀
須杯
杯
椀
椀
椀
杯
皿
黒椀

黒椀
瓦器椀
喪

甑

雪
了■コrO

‾1血砂。　淡新訂暗褐

‾1血砂。　淡掲

‾1血砂。　赤掲

‾1血砂。　白褐

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　淡白灰

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　濁淡赤褐

‾2址多砂。淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡白褐‾淡褐

‾1血砂。　灰褐

‾1血砂。　黒

11．8

14．1

12．0

12．5

‾2血m多砂。淡褐‾淡赤褐　　15．0
ら己

云e

‾2mm多砂。淡赤褐　　　　　30．0
句昏
云○

須無蓋高杯　‾3血砂。　明灰

喪
須蓋
婆

須杯身
碧
瑳

須杯
須杯
杯
皿
皿

須杯
須杯
須窪
婆
甑
皿
高杯
製塩
須杯蓋

須杯身
須杯身
須杯身
須杯身
杯
黒椀
瓦器椀
須杯

‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　灰
‾2姐多砂。淡褐
句昏
云○

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　淡褐

‾2姐多砂。淡褐‾淡赤褐
句き
云○

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　暗褐‾灰

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾3血砂。雲。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　白掲

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2姐多砂。淡褐「赤褐

‾2血砂。　暗赤褐

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

暗灰
灰
灰
明灰
淡褐
黒褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　暗灰

緑紬陶器椀　‾1血砂。　黄灰
白磁椀
皿
税

額杯蓋

須杯
須杯
須長頸壷
須長頸壷
護

椀
杯

白

‾1血砂。　淡褐‾‾淡赤褐

‾3血砂。　時好‾黒褐

‾2血砂。黒　灰

粒。

‾2血砂。　暗灰

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　暗灰

‾3血砂。　灰‾灰褐

‾2血多砂。淡褐
岩邑
者○

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　淡白褐

内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
内外剥落。
外回ナデ。内ナデ後暗文。
焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。
口縁のみいぶし。焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内夕順磨。A類。
内外箆磨。A類。
内外ナデ。焼普。畿。
外休部刷毛。内口線刷毛、休部箆削。

外刷毛。内剥落。

13．0　　7．0　　　4．0焼辞乱ロクロ右。他計測値は杯部の器高

11．6　　　3．7

15．8　　　2．7

11．0　　　4．8

31．7

29．3

9．5

15．0

15．7

15．1

12．g

12．7

15．8

17．1

21．1

13．4

13．6

9．6

10．6
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内外ナデ。
焼晋。ロタロ右。
外ナデ。内刷毛後ナデ。

焼弱良。ロクロ右。
外ナデ。内刷毛。
内外刷毛。

焼組ロタロ右。
底箆切。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外剥落。
内外剥落。端部摩滅。
焼普。ロクロ右。
焼普。ロタロ右。
外格子叩。内ナデ。焼普。
外ナデ。内刷毛。
内外刷毛。
内外回ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
タ岡印ロ。内指痕箸。
天井箆切。還元がすすまず。焼普。ロクロ
左。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
底部叫。焼普。
底箆削。焼弱良。ロクロ右。
焼弱悪。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。
内外箆磨。蠣？。

口綾いぶし。内煤。焼普。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。混入晶。
内外黄灰色の軸。
内外に粕。口緑端部僅に外反。
外ナデ後箆磨。内ナデ後暗文。
内外回ナデ。ロクロ右。
外自然紬。焼弱良。ロタロ右。

焼弱良。ロクロ右。
焼晋。ロクロ右。
焼弱良。ロクロ右。
外緑色‾灰褐色自然紬。焼良。ロクロ右。

外ナデ。内刷毛。

内外回ナデ。
内外回ナデ。焼良。



第III期　掘立柱建物出土土器（7）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
，－．．t■－－－－－－．．・．－－－－－－．－‥－－－－－－－－－－．－－一一．－－－－－－－－－－．－－－－－．・－，－－－－－．－．．－．－－－－－－．一・．一一－－－－－・－－－．．．．・－－－－．・－－－－・－－－・－－．．．・－－－－－－－－－－－．－－－－－－．．・－－－－－－－一一．－－－－．－1．－．－．．－－－－－－－，　．－．－－．

．－－－1－－－－－－．．－－－－－－－．－　，　，　－．．1－－－－－－－・－－－一一日．．．－－－－－－－－．一一－－－－－．－．－－－－－－．－．．－－－－－－－－．．一一一－－－－－－－－－－－－．．－－－－－－－－－－－．．．・－．－．－．．・一一．．－－－－－－－－　，　，　－－－－－－－－－－－．－－－ll・－一．t－－－－－－－

440－27　SBⅢ249　　護
440－28　SBⅢ249　蛮

440－29　SBⅢ250

440－30　SBⅢ250

440－31　SBⅢ250

440－32　SBⅢ250

440－33　SBIⅡ250

440－34　SBⅢ250

44ト01　SBⅢ251

441－02　SBⅢ251

44ト03　SBⅢ252

44ト04　SBⅢ252

土鍋
皿
皿
皿

脚
脚
喪
鉢

婆
椀

441－05　SBⅢ252　　杯
441－06　SBⅢ252　　須杯蓋
44ト07　SBⅢ252　　須杯身
441－08　SBⅢ253　　杯
44ト09　SBⅢ254　蛮

441－10　SBⅢ254

44ト11　SBⅢ254

44ト12　SBⅢ255

44ト13　SBⅢ257

44ト14　SBⅢ258

44ト15　SBⅢ259

44ト16　SBⅢ259

441－17　SBⅢ259

44ト18　SBⅢ259

44ト19　SBⅢ261

44ト20　SBⅢ261

441－21　SBⅢ262

441－22　SBⅢ263

441－23　SBⅢ264

441－24　SBⅢ265

44ト25　SBⅢ265

44ト26　SBⅢ267

44ト27　SBⅢ267

44ト28　SBⅢ268

44ト29　SBⅢ269

44ト30　SBⅢ269

441－31　SBⅢ270

442－01　SBⅢ271

442－02　SBⅢ271

442－03　SBⅢ271

442－04　SBⅢ271

皿
須杯身
須杯
須蓋
須杯身
黒椀
須蓋
須杯
須杯
杯
須杯
須杯
須杯
杯
羽釜
瓦器椀
杯
須杯
須杯
瓦指椀
須杯

高杯

杯
杯
皿
皿

442－05　SBⅢ271　皿

442－06　SBⅢ271　須杯
442－07　SBⅢ271　須杯
442－08　SBⅢ272

442－0g SBⅢ272

442－10　SBⅢ272

442－11　SBⅢ273

442－12　SBⅢ273

442－13　SBⅢ273

442－14　SBⅢ273

442－15　SBⅢ273

442－16　SBⅢ273

442－17　SBⅢ273

442－18　SBⅢ273

442－19　SBⅢ273

皿

瓦諸税
瓦器椀
杯
杯
杯
杯
杯
杯
杯
皿
皿

‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐
‾2皿多砂。淡赤褐
壁
コロrO

‾2m多砂。淡赤褐
‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐
‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1mm多砂。淡褐
雪
＝ロrO

‾3血m多砂。濁淡褐

‾2m多砂。淡赤褐
壁
＝lコrO

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　淡褐

‾3m多砂。淡赤褐
雪
コlコrO

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

淡褐
噂灰
灰
明灰
淡赤褐
明灰
明灰‾黒灰
明灰
濁淡褐

雲。淡褐
灰
淡褐
暗灰
灰褐
明灰

‾2血砂。雲。杯濁淡褐、脚
淡白褐

‾2血砂。　淡褐
‾2血血多砂。白褐
‾2姐多砂。淡白褐
‾2放血多砂。淡白褐
壁
コロrO

‾2m多砂。淡白褐
昌岩
云○

‾3血砂。　明灰

‾3血砂。

‾3血砂。

明灰
淡褐

‾1血砂。　灰
‾1血砂。　灰
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡白褐
‾2血砂。雲。淡白褐
‾2皿多砂。淡褐
‾2血砂。雲。淡白褐
‾2血砂。雲。淡白褐
‾1血砂。　灰掲
‾2m多砂。淡白褐
‾2血砂。　淡赤褐

33．2

24．2

17．2

29．4

13．0

14．1

14．5

12．1

17．0

12．4

15．g

13．0

30．7

14．4

14．0

13．1

12．1

12．5

9．1

7．7　　　1．1

7．2　　　1．2

12．0

13．6　　　3．6

6．4　　　0．9

15．9　　　3．9

11．2

10．6

12．0

10．9

10．3

10．6

8．3

7．5

6．7
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3．5

2．7

3．3

2．9

3．5

2．2

1．1

1．1

外ナデ。内刷毛。
内夕帽I毛。

外休部刷毛。内口縁刷毛、休部板ナデ。
外箆磨。内ナデ後暗文。
外箆磨。内ナデ後暗文。
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ後暗文。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。
内外刷毛。

内外ナデ。
内外剥落。

内外剥落。
焼執ロタロ右。
焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。

外剥落。内ナデ後暗文。
焼普。ロタロ右。
外火樺。焼施ロタロ右。
焼弱悪。ロタロ右。
外縁色自然軸。焼弱良。
外回ナデ。内箆磨。ロクロ右。A類。
焼諷ロタロ右。
外火樺。焼弱良。ロクロ右。
底箆切。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。
底箆切。焼馳ロクロ右。
焼普。
底箆切。焼弱悪。ロクロ右。
内外剥落。
内外刷毛。
口禄のみいぶし。焼普。ロクロ右。讃。
内外剥落。
焼普。ロクロ右。
焼普。
口綾いぶし。焼普。ロクロ右。讃。
底箆切。口緑いぶし気味に異変。外底休部
火樺。焼普。ロタロ右。
内外杯部箆磨。杯部脚部異なる土を使用。

内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。
底箆切。
底箆切。

底箆切。

焼普。ロクロ右。

底箆切。焼弱良。ロタロ右。
底箆切。
外指痕著。内ナデ後暗文。焼普。幾。
外指痕著。内ナデ後暗文。焼藩医。幾。
内外回ナデ。やや歪な作り。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底野吋。
内外回ナデ。底箆切。
底箆切。
底箆切。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
－．・－－1－－－－－－－－－－．－－－－－－－　一－．．RF．．・．一．．．．．．．－一．．1－－．－．．．．．・－．－・－・－．・．・．一一・－・－－－－．－－－－－．－－．．－．・，．．－－－．．11．．．－－－－－－－．－－．－．－－．H．．－－．－1．－．．．．．．－一－－－－－－・－－－・・－－－－一一．H一一．一一一－1111．－，llllll，　－－－　－－－－・．・．・・－－－－－－・．．．．－－－－1，　　，　・－lHllllllllr・ll－－　－．ll1－　－　－　－－．1－．．．．．－．－．．－．．－－’－．－－．．．’－．．－　－

－－－　　，　　－・－－．11－　－tlllllll・－－－－－－－－－．．．・－－－1－－－－．．．．－1111，－－，lr．・－－．・．・．・．－．－－－－－－．－－－－－－一一一．－－．．－．－．．－－－・－－－－・－－－－1－1－1－－－．．・．－1．－－．－．．．．－．．．．－－－1．－－－．．．．．．．．一一－－1．－－－．・・－－・－・－－・－－－・－－一・一一一．・－．－．・－．・－．．－・－．．・－－．・．・．．．t，．．l－－－－－－－－－－－．1．　－　－　qlllllrlllllllPP－．－4－－　．hlll1．．．－llllllll．．－111－　－1．－　－－4llll1－1．1．．°－．．－

442－20　　SBⅡI273

442－21　SBⅢ273

442－22　SBⅢ273

442－23　SBⅢ273
442－24　SBⅡI273

442－25　　SBⅡI273

442－26　SBⅢ274

442－27　SBⅢ274

442－28　SBⅢ274

442－29　SBⅢ274

442－30　SBⅢ275

442－31　SBⅢ275

442－32　　SBⅢ276

442－33　　SBⅢ277

442－34　SBⅢ281

442－35　SBⅢ281

442－36　SBⅢ281

442－37　　SBⅢ282

442－38　SBⅢ282

442－39　　SBⅢ285

442－40　SBⅢ285

442－41　SBⅢ286

443－01　SBⅢ287

443－02　SBⅢ287

443－03　SBⅢ289
443－04　SBⅢ289

443－05　SBⅡI289

443－06　SBⅢ290

443－07　SBⅢ290

443－08　SBⅢ290

443－09　SBⅢ291

443－10　SBⅢ291

443－11　SBⅢ291
443－12　SBⅢ291

443－13　SBⅢ291

443－14　SBⅢ292

443－15　SBⅢ292

443－16　SBⅢ292
443－17　SBⅢ293

443－18　SBⅢ293

443－19　SBⅢ293

443－20　SBⅢ293

443－21　SBⅢ293
443－22　SBⅢ293

443－23　SBⅢ293

皿
皿

皿
瓦器杯
瓦器鉢
須杯
杯
瓦器鉢
瓦器椀
須蛮
皿

瓦器椀
須杯身
蜜

土鍋
椀
瓦器椀
杯
瓦器椀
甑

須高杯
皿
土鍋
土鍋
土鍋
須杯身
須杯身
護
碧
護
棄
蜜
喪
皿
須蓋
蜜
須高杯
須はぞう
婆

高杯
高杯
須高杯
須蓋
須碧
須壷

‾1皿多砂。淡白褐

‾1血血多砂。暗褐‾‾黒褐
壁
コlコrO

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。雲。灰褐‾黒灰

‾2血砂。　黒

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　濁淡赤褐

‾2血砂。　黒灰

‾2mm砂。　黒

‾3血砂。　明灰

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　灰
‾2mm多砂。淡褐‾淡赤褐
壁
‘コ1‘○

‾5血砂。　淡褐‾暗褐

‾2血砂。　灰褐‾淡褐

‾3血砂。　白灰

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　黒

‾2m多砂。淡赤褐
雪
TlコrO

‾1血砂。　黒好恢

‾2皿多砂。淡赤福
‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　暗灰

‾2血砂。　淡赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐

‾1血m多砂。白褐

‾2血砂。　赤褐‾淡褐

‾2血砂。　淡褐‾赤褐

‾1血砂。　淡褐‾赤褐

‾2皿多砂。淡褐‾‾淡赤褐

‾2血砂。　明灰

‾2血n多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

‾3皿多砂。淡褐‾淡赤褐
句臣
云○

‾1血砂。　淡褐‾1炎赤福

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。　灰褐

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　明灰

7．0　　　1．4

6．8　　　1．2

7．2　　　1．1

10．1　　　2．5

14．7　　　3．5

10．1　　　2．1

23．1

8．0　　　1．4

13．0

11．2　　　3．0

22．5

41．4

14．1

20．8

14．1

28．0

11．1

12．2

20．4

32．8

33．0

18．8

g．8

15．9

16．0
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底部叫。
底箆切。焼良。

底箆切。
内外回ナデ。底箆切。焼普。
内外ナデ。内外いぶし。焼普。
底箆切。焼弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。内外煤。
内外回ナデ。内外いぶし。焼普。
内外ナデ。焼普。幾。
外格子叩。内板ナデ。底箆切。焼弱良。
底箆切。
内煤。口縁いぶし。焼普。ロクロ右。讃。
底部叫。焼弱良。ロタロ右。
外剥落。内刷毛後ナデ。

外租刷毛。内板ナデ。
外回ナデ。内刷毛。
口緑いぶし。焼普。ロクロ右。讃。
内外回ナデ。底箆切。
外指痕箸。内ナデ。焼普。幾。
外刷毛。内刷毛後板ナデ。

外カキ目。内ナデ。内外自然軸。焼良。
内外ナデ。小片のため傾き不明瞭。
内外刷毛。
外ナデ。内剥落。
内外ナデ。
焼晋。
焼弱良。
内外剥落、休部刷毛の痕跡。
内刷毛。
内外ナデ。
外刷毛。内剥落。
内外ナデ。
内外剥落。
内外剥落。
天井箆削。焼弱艮。ロクロ右。
外ナデ。内刷毛。
焼諷
焼弱悪。
内外ナデ。

内外ナデ。内脚下半刷毛の痕跡。
内外剥落。内箆磨もしくは刷毛の痕跡。
焼悪。ロタロ右。
外口緑に圧痕。焼弱艮。
焼弱良。ロクロ右。
内同心円文。焼弱良。ロクロ右。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ll‾‾‾‾‾‾‾‾ll‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－1－－－－－一一一一一二二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ

444－01　SAⅢ12　　蛸壷　　　　‾2mm多砂。淡赤褐

444－02　SAⅢ14

444－03　SAⅢ16

444－04　SAⅢ16

444－05　SAⅢ16

444－06　SAⅢ18

444－07　SAⅢ18

444－08　SAⅢ18

444－09　SAⅢ18

444－10　SAⅢ23

444－11　SAⅢ23

444－12　SAⅢ23

444－13　SAⅢ31

444－14　SAⅢ33

444－15　SAⅢ34

444－16　SAⅢ34

444－17　SAⅢ34

444－18　SAⅢ34

444－19　SAⅡI35

444－20　SAⅢ35

444－21　SAⅢ35

444－22　SAⅢ36

444－23　SAⅢ36

444－24　SAⅡI36

444－25　SAⅢ36

444－26　SAⅢ37

444－27　SAIⅡ38

444－28　SAⅢ38

444－29　SAⅢ41

444－30　SAⅢ42

444－31　SAⅢ46

444－32　SAⅢ50

445－01　SAⅢ50

445－02　SAⅢ50

445－03　SAⅢ50

445－04　SAⅢ51

雲。
須杯　　　　‾2血砂。　明灰
椀　　　　‾2血砂。雲。淡褐
椀　　　　　‾2m多砂。淡白褐

瓦誰椀　　　‾1血砂。　黒
椀　　　　‾2皿多砂。淡白掲

示己
者○

椀　　　　　‾1仙砂。　淡白褐
瓦器椀　　　‾1血砂。　黒
椀　　　　‾2血砂。　白灰
皿　　　　　‾2血多砂。淡褐

句昏
奇○

瓦器椀　　　‾1血砂。　明灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰
椀　　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
須杯蓋　　　‾3血砂。黒　灰

粒。

皿　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
皿　　　　　‾1血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
高杯　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
須高杯　　　‾2血砂。　外黒灰、内明

灰
杯　　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
黒椀　　　　‾1血砂。　黒
須杯　　　　‾1血砂。　明灰
杯　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐
杯　　　　‾1血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
黒椀　　　‾1血砂。雲。外濁淡褐、内

黒
須皿　　　　‾2血砂。　明灰

黒椀　　　‾1血砂。　外淡白褐、内

皿

皿

椀

黒椀

黒椀

蛮

蓬

皿

須杯蓋
皿

黒
‾2血砂。雲。淡白褐‾淡赤

褐
‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐
‾1血砂。　明灰
‾1血砂。雲。外淡白褐「灰、

内黒
‾1血砂。雲。外淡白褐、内

黒

‾3姐多砂。淡赤褐‾赤掲
示己
云○

‾2血血多砂。淡褐‾淡赤褐
句き
云○

‾2hn多砂。淡赤褐‾赤褐
雲。

‾2仙砂。　灰
‾1血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

13．5

17．7

14．2

15．2

7．5　　　1．1

14．0

14．2

15．6　　　1．4

18．1

17．1

11．9

13．1

14．0　　　2．0

6．8　　　1．0

6．7　　　1．0

15．4

27．7

27．0

27．4　　　4．0

11．1

19．0
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内外指痕著。

焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。
内外剥落。

内外ナデ。焼普。幾。
内外剥落。

内外回ナデ。
タけ旨痕箸。焼普。幾。
内外ナデ。
底箆切。

内外回ナデ。焼普。ロクロ右。口緑いぶし。
讃。
内外回ナデ。焼普。口禄いぶし。讃。
内外回ナデ。
天井部叫。焼弱艮。ロクロ右。

外箆磨。内剥落。
外箆磨。内ナデ後暗文。
外ナデ。内刷毛。
焼楓

内外回ナデ。非常に薄い件り。
外回ナデ。内箆磨。B類？。
内外火禅。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。非常に薄い作り。
内外回ナデ。底箆切。
外回ナデ。内剥落。A類。

内外回ナデ。外口緑いぶし。内火樺。底箆
切。焼普。
内箆磨。A類。

底箆切。

底箆切。

内外箆磨。いぶし無いが瓦器？。
内外箆磨。A類。

内箆磨。A類。

外刷毛。内箆削気味の板ナデ。把手付球胴
蜜。

外刷毛。内板ナデ。

内外剥落。

底箆切。焼普。ロクロ右。
外ナデ。内剥落。



第III期　ピット出土土器（1）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（C皿）器高（C皿）その他（cm）　　　　　備　考
p－．1－．．－－－－－－－－－．－・－－－－－－・－－．－．・．．－－．－．一・一－1－－一・一－－－－－－．．．－－－－一一－－－1－－・．．－－－－－一一－－－－－－－－－－－－．・．－・．－－－11－－－－・．・一一・・．－－－．．－．・－－－－－－－－－－－－．－－－．－1－－．－－－－－－－－－．．－－－－－－－－－－1－－－－－1－‾－－‘‾－．11－－
－－11－－－－－．－－－－－．－－llt．－－－－－．－．H一一．一一．－－．．1－－－－．－－－－－－1－－－・－－．－－－一一．－一一－－－－．－．．－－－．一一－一一．一一－－－－－－－－－－－．－－1－－－－－－－－－－－－－－－－－1－－－－－－．．．．－．．－．．．－－一一－－－－－－－－－－1－．－－－－－－－－－－－I．L－－－－llll．t．－．－．－t1－－hllltl．

445－05　SPⅢ01

445－06　SPⅢ02

445－07　SPⅢ03

445－08　SPⅢ04
445－09　SPⅢ04

445－10　SPⅢ05

445－11　SPⅢ05

445－12　SPⅢ05

445－13　SPⅢ06

445－14　SPⅢ07

445－15　SPⅢ08

須杯　　　　‾1血砂。　灰

須皿　　　　‾2血砂。　灰‾濁淡褐
鉢　　　　　‾2血n多砂。淡褐

445－16　SPⅢ09　　椀

岩巨
云○

‾2血砂。雲。淡赤褐‾淡褐
‾2mm多砂。淡材‾淡赤褐
雲。
‾2血砂。雲。赤褐
‾2血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　淡赤褐
‾加n多砂。淡褐
句き
云○

‾3血砂。　明灰
‾2血砂。雲。濁淡赤褐‾淡

褐
‾2m多砂。淡赤褐
壁
‾コロr0

446－01　SPⅢ10　　杯　　　　　‾2血砂。雲。淡褐
446－02　SPⅢ10　　杯　　　　　‾1血砂。雲。赤褐
446－03　SPⅢ10　　杯　　　　　‾1血砂。雲。赤褐
446－04　SPⅢ10　　椀　　　　　‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐
446－05　SPⅢ11　緑軸陶器　　‾1血砂。　暗緑

446－06　SPⅢ12　　須皿

446－07　SPIⅡ12

446－08　SPⅢ13

446－09　SPⅢ14

446－10　SPⅢ15

446－11　SPⅢ16

須皿
皿

須皿
杯
杯

446－12　SPⅢ16　　杯

446－13　SPⅢ16　　皿

446－14　SPⅢ16　　皿

446－15　SPⅢ16

446－16　SPⅢ16

446－17　SPⅢ17

446－18　SPⅢ18

446－19　SPⅢ18

446－20　SPⅡI18

446－21　SPⅢ18

446－22　SPⅢ19

446－23　SPⅢ20

446－24　SPⅢ20

446－25　SPⅢ20

446－26　SPⅢ20

446－27　SPⅢ20

446－28　SPⅢ21

446－29　SPⅢ21

446－30　SPⅢ21

446－31　SPⅢ21

446－32　SPⅢ21

446－33　SPⅢ21

446－34　SPⅢ21

446－35　SPⅢ21

446－36　SPⅢ21

447－01　SPⅢ21

447－02　SPⅢ22

447－03　SPⅢ23

44ト04　SPⅢ24

447－05　SPⅢ25

皿
皿

皿

杯
杯
皿
皿

黒椀
杯
杯
杯
皿
皿
杯
杯
杯
杯
杯
杯
杯
喪
羽釜
篭
椀
土錘
皿

杯

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰
‾1血砂。雲。赤褐
‾1血砂。　外灰、内明灰
‾2血砂。　淡白褐
‾2mm多砂。淡褐
雪
＝ロrO

‾2血m多砂。淡白褐
雪
コロrO

‾2皿多砂。淡赤褐
雪
‾；■■’○

‾2血n多砂。淡白褐

雲。

‾2血砂。雲。淡白褐

‾2血砂。雲。淡白褐‾淡赤

褐

‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡白褐

‾2血砂。雲。淡白褐

‾2血砂。雲。淡白褐

‾1血砂。雲。淡褐

‾2血砂。　タ囲1灰、内黒

‾1血砂。　淡掲‾赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾2血砂。雲。淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡褐‾赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡事訂淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾2血砂。　赤褐‾暗褐

‾2血砂。　赤褐‾噂褐

‾2血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤掲

‾1血砂。　淡白褐‾赤褐

‾2血砂。雲。淡白褐

‾1m多砂。淡褐
雪
コlコrO

15．6　　　2．0

41．5

27．8

27．9

14．0　　　2．9

18．0　　　2．3

16．6

24．4

13．2　　　3．6

15．1

12．2　　　3．2

10．5　　　2．7

12．8　　　4．5

13．6　　　2．3

12．8　　　1．7

20．4

15．9　　　2．2

13．9

13．7　　　2．9

9．0　　　1．2

8．5　　　1．7

1．5

1．3

9．9　　　1．4

10．0　　　2，3

10．1　　1．7

11．1　　　2．1

15．2　　　5．4

13．2　　　3．5

14．8　　　4．0

12．7　　　2．6

11．8　　　1．3

12．3　　　1．4

12．5　　　3．6

12．4　　　3．8

14．0　　　3．4

13．6　　　3．4

18．2

18．2

27．2

14．1

1．5

10．4

12．4
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5．1

4．6

1．8

焼弱艮。
底箆切。焼弱良。ロタロ右。
外刷毛。内板ナデ。

外箆磨。内剥落。
外箆磨。内ナデ後暗丸

外箆磨。内剥落。
外箆磨。内剥落。
外剥落。内ナデ後暗：虹

外刷毛内板ナデ。

内外回転ナデ。底箆切。焼普。ロクロ右。
底箆切。擬似高台。

外ナデ。内ナデ後暗文。

内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。

内外軸。外沈経文。輪花口縁。非常に薄作。
須質焼。焼良。
口緑外いぶし。内火樺。底箆切。焼諦駄ロ
タロ右。
口線外いぶし。底箆切。焼辞駄ロクロ右。
外箆磨。内ナデ後暗文。
底箆切。焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。
内外剥落。

内外回ナデ。底箆切。

底箆切。

底箆切。

底箆切。
底箆切。

内外指痕著。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底糸切。擬似高台気味。
底箆切。
底箆切。
内外箆磨。A類。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。

内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。
外刷毛。内板ナデ。薄い作り。
外刷毛。内板ナデ。
外刷毛。内牧ナデ。
内外回ナデ。
口径は短軌器高は長軸を示す。
底箆切。
内外回ナデ。底箆切。口緑端部赤変。



第III期　ピット出土土器（2）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－ll－－－t●－－－－・●－－－．－－－一一－－－一一－－－－一一－－－－－－－・．－－－－－－－－－－－・．．－－－－－－－・．－－－・・－－－－－一一．・・一一．－－．－－－－－－－－－－－－－一一－－－－．・－・－－－．・・－－－－－．・・一－－－・－－．・・－－－－－．－－，．－－－－－一・一日．一一．lq－－．－．－－●・，－．．
Jl－－－－．－－－－－t1－－．．－－－－－－－一一一．．．－－－－－－－－－．・－－－－－－－一一一一一．－－－．－－－－－－－－－－－－．日．11，－．．－．－－－－－－．．．－．．．一一一一・－－－・－．．．－－－－－－－－－－－－－－一一．－－－－－－－－．．－・－－．・－－－－一一．．一．．．－－－－一一一一－－一・一一・一．　．　，－

447－06　SPⅢ25

447－07　SPⅢ26

447－08　SPⅢ27

447－09　SPⅢ28

447－10　SPⅢ29

447－11　SPⅢ30

44ト12　SPⅢ30

447－13　SPⅢ30

447－14　S・PⅢ31

447－15　SPⅢ32

44ト16　SPⅢ32

447－17　SPⅢ34

447－18　SPⅢ34

447－19　SPⅢ34

447－20　SPⅢ34

447－21　SPⅢ34

447－22　SPⅢ34

447－23　SPⅢ35

447－24　SPⅢ36

44ト25　SPⅢ37

447－26　SPⅢ38

447－27　SPⅢ40

447－28　SPⅢ41

448－01　SPⅢ42

448－02　SPⅢ43

448－03　SPⅢ44
448－04　SPⅢ45

448－05　SPⅢ46

448－06　SPⅢ47

448－07　SPⅢ48

448－08　SPⅢ49

448－0g SPⅢ50

448－10　SPⅢ50

448－11　SPⅢ50

448－12　SPIⅡ51

448－13　SPⅢ52

448－14　SPⅢ53

’448－15　SPⅢ54

448－16　SPⅢ54

448－17　SPⅢ54

448－18　SPⅢ55

瓦器椀　　　‾1血砂。　明灰

杯　　　　　‾2血多砂。淡褐

杯　　　　　‾2血砂。　淡褐‾赤褐

須有蓋高杯　‾2血砂。　灰‾黒灰

須皿　　　　‾2血砂。　明灰

杯　　　　　‾2血砂。　赤掲

杯　　　　　‾2血砂。　淡褐

須杯　　　　‾2血砂。　明灰

有礼脚付皿　‾2血砂。　赤掲

杯　　　　　‾2m多砂。淡白褐
雪
コロrO

皿　　　　　‾2皿多砂。淡白褐
雪
i■コfO

皿　　　　　‾2血n多砂。淡褐‾淡赤褐
雲。

皿　　　　　‾2血■多砂。淡赤褐
雪
フコrO

皿　　　　　‾2血砂。雲。淡褐
皿　　　　　‾加■多砂。淡好‾淡赤褐

雲。

皿　　　　　‾2鶴■多砂。淡赤掲
示巨
者○

皿　　　　　‾2迫多砂。淡赤褐
句き
云○

杯　　　　　‾2血砂。雲。淡白褐
杯　　　　　‾2血砂。雲。淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾加■多砂。淡白褐

雲。
皿　　　　　‾2血砂。雲。淡白褐
青眩皿　　　　　　　　緑灰
瓦器鉢　　　‾2血砂。雲。灰‾漂
瓦器椀　　　‾3血砂。　白灰
皿　　　　　‾2血砂。　淡白褐
杯　　　　　‾3血砂。　淡褐
杯　　　　‾3■多砂。淡白褐

岩i
茸○

杯　　　　　‾2独多砂。淡褐
雲。

皿

杯
皿

杯
皿
皿

皿
杯
杯
杯

杯

皿

‾2姐多砂。淡白褐‾赤褐
雲。
‾3血砂。雲。淡赤褐
‾2血砂。雲。淡掲
‾2血砂。雲。淡褐
‾1血砂。雲。淡褐
‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐
‾2血砂。雲。自褐
‾2血砂。雲。淡白褐

‾3血砂。　淡白褐
‾2■砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤
褐

‾2血砂。　黒灰‾明灰

14．1

11．6　　　3．2

16．0　　　4．5

15．4

13．4　　　2．1

8．6　　　3．8

14．0　　　3．0

7．4　　　1．3

8．4　　　1．2

8．1　　1．4

8．7　　　1．1

9．5　　　1．6

8．7　　　1．4

7．4　　　1．3

10．9

11．4

12．1

6．8

10．9

33．6

13．5

6．4

11．2

14．3

12．2

7．1

10．8

7．2

12．1

7．8

6．4

2．8

3．2

2．9

10．1

3．9

0．8

3．3

3．3

3．1

1．1

2．1

1．1

3．0

1．2

0．8

6．2　　　0．9

11．5　　　3．0

11．7　　　2．g

9．9　　　2．5

10．2　　　3．0

13．0　　　3．6

‾2血砂。雲。淡褐‾赤褐　　　　6．4　　0．g
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内外回ナデ。口緑いぶし。焼普。讃。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。擬似高台気味。
底方形透の痕跡。焼弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。口綾いぶし。底箆切。焼弱悪。
ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外回ナデ火樺痕。口緑いぶし。底箆切。
焼普。ロタロ右。
内外ナデ。底中央射し。
内外回ナデ。底箆切。

底箆切。

底箆切。

底箆切。

底箆切。
底箆切。

底箆切。

底箆削。

内外回ナデ。底箆切後ナデ。
内外回ナデ。底箆削後ナデ。
内外回ナデ。底箆切。

底箆切。
内外に軸。貴人。
外ナデ。内刷毛。内、外口緑いぶし。焼普。
口緑いぶし。焼諷ロクロ右。
底箆切。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。

底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
底箆切。
底箆切。

底箆削。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。口緑部分的に赤紫変。底箆切

○

内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底外以外いぶし。底箆切。焼
弱悪。
底箆切。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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448－19　SEⅢ01

448－20　SEⅢ01

448－21　SEⅢ02

448－22　SEⅢ02

448－23　SEⅢ02

448－24　SEⅢ02

448－25　SEⅢ02

448－26　SEⅢ03

448－27　SEⅢ03

449－01　SEⅡIO3

449－02　SEⅢ03

449－03　　SEⅢ03

449－04　SEⅢ03

449－05　SEⅢ03

449－06　SEⅢ03

449－07　SEⅢ03

449－08　SEⅢ03

449－0g SEⅢ03

449－10　　SEⅢ03

449－11　SEⅢ03

449－12　SEⅢ03

449－13　　SEⅢ03

449－14　SEⅢ03

449－15　SEⅢ03

449－16　SI：Ⅲ03

449－17　SEⅢ03

449－18　SEⅢ03

449－19　SEⅢ03

449－20　SEⅢ04

449－21　SEⅢ04

449－22　SEⅢ04

449－23　　SEⅢ04

449－24　SEⅢ04

449－25　SEⅡID4

449－26　SEⅢ04

449－27　SEⅢ04

449－28　SEⅢ04

449－29　　SEⅢ04

449－30　SEⅢ04

449－31　SEⅢ04

449－32　SEⅢ04

449－33　SEⅢ04

449－34　SEⅢ04

449－35　SEⅢ04

449－36　SEⅢ04

449－37　SEⅢ04

449－38　SEⅢ04

450－01　SEⅢ04

450－02　SEⅢ04

450－03　SEⅢ04

450－04　SEⅢ04

450－05　SEⅢ04

450－06　SEⅢ04

450－07　SEⅢ04

450－08　SEⅢ04

450－09　SEⅢ04

450－10　SEⅢ04
450－11　SEⅢ04

蜜　　　　　‾2血砂。　暗褐

須皿　　　　‾1血砂。　灰
皿　　　　　‾2血砂。　赤褐

高杯　　　　‾2血砂。　淡褐

蜜　　　　　‾3血砂。　淡褐‾濁淡褐

羽釜　　　　‾3mm多砂。淡赤褐

須蓋　　　　‾2血砂。　暗灰

青磁椀

須壷　　　　‾3mm砂。

杯　　　　　‾1血砂。

杯　　　　　‾2血砂。

杯　　　　　‾2血砂。

椀　　　　　‾1血砂。

皿　　　　　‾3血砂。

皿　　　　　‾1血砂。

羽釜　　　　‾3血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾3血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

須皿　　　　‾3血砂。

黄緑
暗灰
赤褐
淡褐‾淡赤褐
赤褐
淡白褐‾淡褐
赤褐
淡褐‾赤福
濁淡赤褐
明灰
明灰
明灰
明灰

明灰
須皿　　　　‾2血砂。黒　明灰

粒。
須杯
須壷

須壷
須皿

須皿

須皿
杯
杯
杯

杯
杯

杯
杯
杯
杯
杯
杯
椀
椀
椀
椀
椀
椀
椀
椀
皿
皿
皿
蛮
護
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜

羽釜
碧

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　灰‾黒灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。黒　灰‾暗灰

粒。
‾2血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2mm砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

26．8

20．0　　　2．3

27．5

16．9

12．5　　　3．2

31．8　　　2．9

23．2

13．3

18．0　　　2．6

15．4　　　3．0

明灰　　　　　11．6　　1．9

明灰
灰褐‾赤褐
赤褐
赤褐

淡褐‾赤褐
淡褐‾赤褐

赤褐
赤褐
赤褐
赤褐
淡褐‾赤褐
淡褐‾淡赤褐
淡声㌻赤褐
赤褐‾暗褐
明灰‾淡褐
淡褐
淡褐
赤褐
淡白褐
淡好‾淡赤褐
赤褐
赤褐
赤褐
暗褐‾黒褐
淡褐
暗褐
赤褐
淡赤褐
暗褐

淡褐‾暗褐
淡褐‾暗褐

15．4　　　2．0

12．7　　　3．7

12．5

12．2　　　3．4

14．1　　　3．5

12．5　　　3．4

12．1　　　3．9

11．9

15．1

16．0　　　6．3

15．6

15．7

12．8

11．8

9．8

12．3

25．8

24．3

－664－

2．0

1．8

1．9

外刷毛。内ナデ。
焼普。
外箆磨。内剥落。底箆削。
外箆別による面取。内脚指痕箸。脚端部刷
毛。焼良。
外剥落、租刷毛の痕跡。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内ナデ。口綾上面文様状刻目。篭？
○

外自然紬。内黒色色素沈着。焼弱良。ロク
ロ右。
全面に粕。底箆切。蛇ノ目高台。最下位。
外自然軸。焼弱良。ロタロ左。最下位。
内外ナデ。外箆による文様。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。上位。
内外ナデ。上位。
内外剥落。上位。
外ナデ。内剥落。上位。
外刷毛。内ナデ。上位。
焼弱良。ロタロ左。上位。
内外火樺。底箆切。焼普。ロタロ左。上位。
底箆切。焼普。上位。
内外火樺。底箆切。焼辞匿。ロタロ左。上位

○

内外火樺。底箆切。焼弥乳上位。
焼楓ロクロ右。上位。

焼薄霞。上位。
外高台直上箆削。焼弱良。上位。

焼弱良。上位。
外自然軸。焼弱良。上位。

外口緑いぶし。底箆切。焼諦駄ロタロ右。
裏込。

底箆切。焼普。ロクロ右。裏込。
内外回ナデ。底箆切。ロタロ右。
外下半箆削。底箆切。
内外回ナデ、白褐色の火棒状の痕跡。底箆
切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ白褐色の火棒状の痕跡。底箆
切。
底箆切。
底箆切。擬似高台。

内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。
内外回ナデ。

底箆切。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。外下半指頭調整。
内外回ナデ。
底箆削。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外刷毛。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内板ナデ。
外刷毛内ナデ。
内外刷毛。
外刷毛後ナデ。内租刷毛。
内外ナデ。

外刷毛。内ナデ。
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450－12　SEⅢ04

450－13　SEⅢ04

450－14　SEⅢ04

450－15　SEⅢ04

450－16　SEⅢ04

450－17　SEⅢ04

450－18　SEⅢ04

451－01　SEⅢ04

45ト02　SEⅢ04

451－03　SEⅢ04

45ト04　SEⅢ04

45ト05　SEⅢ04

451－06　SEⅢ04

45ト07　SEⅢ04

45ト08　SEⅢ04

45ト0g SEⅢ04

45ト10　SEⅢ04

45ト11　SEⅢ05

45ト12　SEⅢ05

45ト13　SEⅢ05

45ト14　SEⅢ05

451－15　SEⅢ05

45ト16　SEⅡIO5

451－17　SEⅢ05

451－18　SEⅢ05

45ト19　SEⅢ05

45ト20　SEⅢ05

45ト21　SEⅡIO5
45ト22　SEⅢ05

45ト23　SEⅢ05

45ト24　SEⅢ05

45ト25　SEⅢ05

451－26　SEⅢ05

45ト27　SEⅢ05

45ト28　SEⅢ05

45ト29　SEⅢ05

45ト30　SEⅢ05

45ト31　SEⅢ05

452－01　SEⅢ05

452－02　SEⅢ05

452－03　SEⅢ05

452－04　SEⅢ05

452－05　SEⅢ05

452－06　SEⅢ05

452－07　SEⅢ05

452－08　SEⅢ05

452－09　SEⅢ05

452－10　SEⅢ05

452－11　SEⅢ05

SEⅢ05

SEⅢ05

SEⅢ05
SEⅡIO5

SEⅢ05

甑
竃
蛸壷

黒椀

黒椀

黒椀

黒椀

須杯

須杯
須杯

須杯
須杯
須杯
須杯
須杯

‾2血砂。　淡褐‾暗褐

‾2m多砂。淡褐
‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐
‾1血砂。　外灰材‾淡赤

褐、内黒褐
‾1血砂。　外淡白裾、内

黒
‾1血砂。　外赤褐‾暗褐、

内黒褐
‾1血砂。　外淡白褐、内

黒
‾1血砂。黒　灰
粒。
‾2皿砂。　明灰
‾1血砂。　灰

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

須杯　　　　‾2血砂。

須壷　　　　‾2血砂。

杯　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾2血砂。

底部　　　　‾2血砂。

ミニ　　　　‾2血砂。

瓦器椀　　　‾2血砂。

瓦器椀　　　‾2血砂。

瓦器こね鉢　‾3血砂。

須壷　　　　‾2血砂。

須蓬
杯
杯
椀
皿
皿
羽釜

明灰
暗灰‾蔑灰
淡褐
濁淡褐
淡褐
淡赤褐
淡褐
淡褐
淡赤褐
淡褐
淡白褐
淡褐
明灰
明灰
明灰
明灰‾黒灰

‾3血砂。　外黒、内明灰

‾3血砂。　灰褐1先赤福

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡赤褐
‾2血砂。　淡褐

‾2皿多砂。外淡褐、内黒

褐

瓦器椀　　　‾2血砂。　明灰

須窪　　　　‾2血砂。　黒灰

須こね鉢　　‾3血砂。　暗灰

白磁椀　　　　　　　　白

椀　　　　‾2血砂。　淡赤褐1炎褐

椀　　　　　‾2血砂。　淡褐

椀　　　　　‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

皿　　　　　‾2血砂。　淡褐

瓦器椀　　　‾2血砂。　明灰

須蓬

須蜜
杯
杯
杯
杯

杯

‾2血砂。黒　明灰

粒。

‾3血砂。　灰

‾2血砂。　淡褐

‾2題血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡掲

‾2血砂。　淡褐

24．5

15．3　　　5．2

18．4　　　6．4

16．9

17．0

13．0

14．8

14．0

14，0　　　3．9

11．6　　　3．4

7．4　　　1．2

7．9　　　1．1

7．7　　　1．2

7．3　　　0．g

7．5　　　1．5

7．9　　　1．7

7．3　　　1．7

5．8　　　4．g

28．2

12．1

11．4

7．5

7．5

23．0

13

28

26

15

15

15

7

2．8

3．2

1．0

1．7

4．3

9

8

3

2　　　4．5

0

－665－

外刷毛。内板ナデ。
内外刷毛。

内外指痕著。

外剥落。内箆磨。A類。

外剥落。内暗文もしくは箆磨。A類。

内外箆磨。A類。

外剥落。内暗文もしくは箆監A類。

内火樺。焼弱艮。ロクロ右。

内外火樺。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。外墨書、文字不明。底箆切。焼
普。
内外回ナデ。底箆切。焼弱悪。
内外回ナデ。内火樺。焼楓ロクロ右。
内タⅢこ樺。口綾いぶし。焼晋。ロタロ右。
内外回ナデ。外火樺。底箆切。焼弓隠
外火樺。底箆切。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。焼辞乱ロタロ右。
内外回ナデ。外自然軸。底箆切。焼艮。
内外回ナデ。底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
内外回ナデ。底箆切。下位。
タけ旨痕著。内ナデ。下位。
内外回ナデ。焼普。讃。下位。
内外回ナデ。焼普。讃。下位。
内外ナデ。口緑いぶし。焼普。下位。
外平行叩後ナデ。内剥落、接合痕顕著。焼
弔意。下位。

外格子叩。内ナデ。焼楓亀山。下位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外剥落。上位。
底箆切。上位。
底箆切。上位。

タけ旨痕著。内板ナデ後部分的刷毛。外支脚
欠損。上位。
外回ナデ。口緑いぶし。内回ナデ後条痕板
ナデ。内高台墨書の痕跡。焼普。讃。上位。
タ叩け後ナデ。内ナデ。焼諦乱上位。
焼弱長。ロタロ右。上位。
内外粕。上位。

内条痕板ナデ。内回ナデ。裏込。
内外回ナデ。裏込。

内外回ナデ。裏込。

底箆切。裏込。

内外回ナデ。いぶし認められない。焼弱悪
。讃。莫込。

内外回ナデ。内自然紬。焼良。裏込。

外格子叩。内ナデ。焼普。裏込。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。内赤色顔料入れた痕
跡。
内外回ナデ。底箆切。
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452－12　SKⅢ02

452－13　SKⅢ02

452－14　SKIⅡ02
452－15　SKⅡIO2

452－16　SKⅢ02

452－17　SKⅢ02
452－18　SKⅢ02

452－19　SKⅢ02

452－20　SKⅢ02

452－21　SKⅢ02

452－22　SKⅢ02

452－23　SKⅢ02

453－01　SKⅢ05

453－02　SKⅢ05

453－03　SKⅢ05

453－04　SKⅢ05

453－05　SKⅢ05

453－06　SKⅢ05

453－07　SKⅢ05

453－08　SKⅢ05

453－09　SKⅢ05

453－10　SKⅢ05

453－11　SKⅢ05
SKⅢ05

453－12　SKⅢ06

453－13　SKⅢ06

453－14　SKⅢ06

453－15　SKⅢ06

453－16　SKⅢ08

453－17　SKⅢ08

453－18　SKⅢ08

453－1g SKⅢ08

453－20　SKⅢ08

453－21　SKⅡIO8

453－22　SKⅢ08

453－23　SKⅢ08

453－24　SKⅢ08

454－01　SKⅢ08

454－02　SKⅢ08

454－03　SKⅢ08

454－04　SKⅢ08

454－05　SKⅢ08

454－06　SKⅢ08

454－07　SKⅡIO8

454－08　SKⅢ08

454－09　SKⅢ08

454－10　SKⅢ08

454－11　SKⅢ08

454－12　SKⅢ08

454－13　SKⅢ10

454－14　SKⅢ10

椀
椀
椀
土鍋
土錘
土錘
土錘
土錘
瓦器椀
須杯蓋
須壷
白磁皿
椀
椀

蜜

蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2mm多砂。淡褐

‾2血砂。　淡灰褐

‾2血砂。　赤褐

‾2血砂。　赤褐
‾2血砂。　淡灰褐

‾1血砂。　黒

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　明灰

白

‾3血砂。　淡褐「淡赤褐

‾3血砂。　淡白褐1炎赤

褐

‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　灰‾灰掲

須杯　　　　‾2血砂。　明灰

須口縁　　　‾2血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

須蓋　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾1血砂。黒

粒。

須杯　　　　‾2血砂。黒

粒。

須高杯　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾2血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷　　　　‾3血砂。

蛸壷
蛸壷
蛸壷

蛸壷

蛸壷
蛸壷

蛸壷

蛸壷

蛸壷

蛸壷
蛸壷

蛸壷
蛸壷

蛸壷
蛸壷

蛸壷

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

灰
灰

灰

灰

明灰

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐
淡褐‾淡赤褐

淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡材‾淡赤福

淡褐‾淡赤褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡白褐‾淡赤
褐

淡褐‾淡赤褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡白褐‾淡赤
褐

淡褐‾淡赤褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡褐‾暗褐

淡白褐‾淡赤

褐

淡褐‾淡赤褐

淡白褐‾淡赤

褐
淡白褐‾淡赤

褐

15．0　　5．6　　　　　内外回ナデ。外下半指痕著。
15．1　　　　　　　　　内外回ナデ。
16．9　　　　　　　　　　内外回ナデ。
42．0　　　　　　　　　外上半指痕著、下半ナデ。内坂ナデ。
1．2　　　　　　　　　端部に穿孔。口径は短軸を示す。
1．4　　　　　　　　　　端部に穿孔。口径は短軸を示す。
1．3　　　　　　　　　　端部に穿孔。口径は短軸を示す。
1．3　　　　　　　　　端部に穿孔。口径は短軸を示す。

外ナデ後箆磨。内箆磨。焼普。幾。
焼却臥ロクロ右。
外自然紬、箆削の痕跡。焼弱良。
内外軸。貴人。
内外剥落。

18．6

4．8　　　9．0

5．8　　　9．0

5．4　　　9．8

17．6

7．0　　　9．8

6．8　　　9．0

6．4　　　9．2

5．8　　　9．6

6．2　　　9．2

6．0

6．6　　10．3

6．2　　10．5

6

6

4　　11．2

4　　10．2

6．2　　11．0

6．2　　10．2

7．0　　10．2

6．2　　10．0

7．2

6．2

－666－

内外剥落。

内外剥落。

内外剥落。
内外指痕著。
内外指痕著。
内外指痕箸。
外自然軸。焼弱良。ロタロ右。
焼普。ロタロ右。
底箆切。焼晋。ロタロ右。
焼普。
内タは旨痕著。
焼弱良。ロタロ右。
焼普。ロクロ右。

焼晋。ロクロ右。

外自然軸。焼弱良。
底箆切後不定方向箆削。焼普。ロクロ左。
外指痕著。
外指痕著。
外指痕著。
外指痕薯。
外指痛苦。
内外ナデ。

外指痕著。
外桔痕著。
内外ナデ。

内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。

内外ナデ。

内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。

内外ナデ。
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454－15　SKⅢ10

454－16　SKⅢ13

454－17　SKⅢ14

454－18　SKⅢ14

454－19　SKⅢ14

454－20　SKⅢ14

454－21　SKⅢ14

455－01　SKⅢ14

455－02　SKⅢ14

455－03　SKⅢ14

455－04　SKⅢ14

455－05　SKⅢ14

455－06　SKⅢ14

455－07　SKⅢ19

455－08　SKⅢ21

455－09　SKⅢ21

455－10　SKⅢ21

455－11　SKⅢ21

455－12　SKⅢ21

455－13　SKⅢ21

455－14　SKⅢ21

456－01　SKⅢ21

456－02　SKⅢ21

456－03　SKⅢ22

456－04　SKⅢ22

456－05　SKⅢ22

456－06　SKⅢ22

456－07　SKⅢ22

456－08　SKⅢ22

456－09　SKⅢ22

456－10　SKⅢ22

456－11　SKⅢ22

456－12　SKⅢ22

456－13　SKⅢ22

456－14　SKⅢ23

456－15　SKⅢ22

456－16　SKⅢ25

456－17　SKⅢ25

456－18　SKⅢ25

456－1g SKⅢ26

456－20　SKⅢ26

456－21　SKⅢ26

456－22　SKⅢ26

457－01　SKⅢ27

457－02　SKⅢ27

457－03　SKⅢ27
457－04　SKⅢ27

457－05　SKⅢ27

457－06　SKⅢ27

457－07　SKⅢ28

457－08　SKⅢ29

457－09　SKⅢ29

45ト10　SKⅢ29

45ト11　SKⅢ29

457－12　SKⅢ29

457－13　SKⅢ31

457－14　SKⅢ31

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

杯　　　　　‾2血砂。　赤褐

皿　　　　　‾1血砂。　淡好扇橋

皿　　　　　‾1血砂。　赤褐

脚台付皿　　‾2血砂。　淡褐‾赤褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
蛸壷　　　　‾3血砂。　淡灰褐‾淡赤

褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

蛸壷　　　　‾3血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

須ほぞう　　‾3血砂。　噂灰

棄　　　　　‾3血砂。　淡褐

謹　　　　　‾3血砂。　淡褐

瑳　　　　　‾3血砂。　淡褐

窪　　　　　‾2址多砂。淡褐

瑳　　　　　‾3mm多砂。淡白褐‾淡褐
甑　　　　　‾3皿多砂。淡褐

甑　　　　　‾3血n多砂。淡褐

把手
把手
椀
椀
椀
椀

‾2仙多砂。淡褐

‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡褐‾赤褐

‾2皿多砂。淡赤褐‾‾赤褐

無頸壷　　　‾加■多砂。淡白褐‾赤福

蛮　　　　　‾2mm多砂。淡褐

竃　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

蛸壷　　　　‾2血砂。　淡褐‾赤褐

須杯身　　　‾2血砂。　灰
須杯身　　　‾2血砂。　明灰

須口緑　　　‾2血砂。　灰

鉢　　　　　‾3址多砂。淡褐‾淡赤褐

皿　　　　　‾1血砂。　淡白褐‾赤福
鉢　　　　　‾2仙多砂。淡柑‾淡赤褐

須杯身　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾2血砂。黒　灰

杯
蛮
須杯
須杯
皿
皿

高杯
竃
蜜

護
須杯
竃
蜜
土鍋
把手
須杯
甑
須蓋

粒。

‾1血砂。　淡褐‾赤褐

‾3皿多砂。赤褐

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡赤

褐

‾2血砂。　淡白褐‾淡褐

‾2姐多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡棺‾淡赤褐

‾3血多砂。淡酎捕
‾2血砂。　明灰

‾2地多砂。淡褐‾赤福

‾3地多砂。淡褐‾赤褐

‾3姐多砂。淡褐‾赤褐

‾3血n多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2地砂。　灰

‾3血砂。　淡褐‾暗褐

‾2血砂。黒　灰

粒。

6．0

19．2　　　3．2

25．0

6．6　　　9．0

5．8　　　9．4

5．6　　　9．4

6．0

6．2

30．2

26．6

21．6

23．0

19．7

25．2

11．3

13．0

15．4

15．8

9．3

16．0

4．8

14．6

15．7

10．2

21．8

10．6　　　4．6

12．1　　　3．8

11．8　　　3．8

14．3　　　3．0

14．7

14．0　　　5．1

17．0　　　6．8

28．0　　　4．4

22．6　　　5．2

17．0

23．8

15．0

12．0

23．4

37．5　　11．7

28．6

16．6
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内外ナデ。

内外剥落。
外箆磨。内剥落。
外箆磨。内ナデ後暗文。底箆削。
外箆磨。内箆密御批
外箆記号。内ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。外箆記号。

内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。

内外ナデ。外箆記号。

内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。

外自然軸。底箆削。焼弱艮。ロクロ右。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
内外刷毛。
外刷毛。内板ナデ。
内外刷毛。
外刷毛。内ナデ箆削の痕跡。
外刷毛。内指痕著。
外ナデ。内ナデ後箆削気味の板ナデ。
外箆密。内ナデ後昭文。
内外ナデ。
外箆磨。内ナデ後暗文。
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ。
内外ナデ。
内外刷毛。
内外ナデ。
内外ナデ。
焼普。ロクロ右。
焼普。ロタロ右。
焼普。ロクロ右。
外刷毛。内剥落。
外箆磨。内ナデ後暗文。
内外剥落。
底箆切。焼弱良。ロクロ右。
底箆切。焼弱良。ロクロ右。

内外剥落、外下半箆削の痕跡、底刷毛。
外刷毛。内ナデ。
底箆切。焼普。ロクロ右。
焼辞乱ロクロ右。

内外剥落、外箆麿の痕跡。
内外剥落、外箆麿の痕跡。

外箆磨。内ナデ後暗文。
内外刷毛。
内外刷毛。
外刷毛。内ナデ。
内外自然粕。焼良。ロクロ右。
外刷毛。内刷毛後板ナデ。
タ艦内指痕箸。
外刷毛。内板ナデ。
外ナデ。内刷毛の痕跡。
天井箆削。焼普。ロタロ右。
外刷毛。内板ナデ。
焼弱良。ロタロ右。
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457－15　SKⅢ40

458－01　SKⅢ41

458－02　SKⅢ41

458－03　SKⅢ42

458－04　SKⅢ42

458－05　SKⅢ42

458－06　SKⅢ42

458－07　SKⅢ42

458－08　SKⅢ42

458－09　SKⅢ42

458－10　SKⅢ42

458－11　SKⅢ42

458－12　SKIⅡ42

458－13　SKⅢ42

458－14　SKⅢ42

458－15　SKⅢ42

459－01　SKⅢ42

459－02　SKⅢ42

459－03　SKⅢ42

459－04　SKⅢ42

459－05　SKⅢ42

459－06　SKⅢ43

459－07　　SKⅢ43

459－08　SKⅢ43

459－0g SKⅢ44

459－10　SKⅢ44

459－11　SKⅢ44

459－12　SKⅢ44

459－13　SKⅢ44

460－01　SKⅢ45

460－02　SKⅢ45

460－03　SKⅢ45

460－04　SKⅢ45

460－05　SKⅢ45

460－06　SKⅢ45

460－07　SKⅢ45

460－08　SKⅢ45

460－09　SKⅢ46

460－10　SKⅢ46
460－11　SKⅢ46

460－12　SKⅢ46
460－13　SKⅢ46

460－14　SKⅢ46

460－15　SKⅢ46

460－16　SKⅢ46

460－17　SKⅢ46
460－18　SKⅡI46

460－19　SKⅢ46

460－20　SKⅢ46

46ト01　SKⅢ47

46ト02　SKⅢ47

46ト03　SKⅢ49

46ト04　SKⅢ49

46ト05　SKⅢ49

461－06　SKⅢ49

461－07　SKⅢ49

461－08　SKⅢ49

46ト09　SKⅢ51

46ト10　SKⅢ51

461－11　SKⅢ51

46ト12　SKⅢ51

46ト13　SKⅢ51

46ト14　SKⅢ51

杯
棄
須杯蓋
鉢

鉢
高杯
無頸壷
碧
蛮
護
護
碧
護
碧
婆
婆
土鍋
土鍋
土鍋
製塩
須窪

‾1血砂。　淡褐
‾2mm多砂。淡白褐‾淡褐
‾1血砂。　白灰
‾2血砂。　淡褐「淡赤褐
‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾1血砂。　淡掲
‾1血砂。　赤褐

‾2m多砂。淡褐
‾2血砂。　淡白褐‾暗褐
‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐
‾3血砂。　淡褐
‾2血砂。　淡白褐
‾3血n多砂。淡白褐
‾2m多砂。淡褐‾黒褐
‾2mm多砂。淡声訂淡赤褐
‾3mm多砂。淡褐
‾2mm多砂。淡褐‾淡赤褐
‾2mm多砂。淡褐
‾2皿多砂。淡褐
‾2血砂。　赤褐
‾2血砂。　暗灰

椀　　　　　‾1血砂。　淡褐‾暗褐

土鍋　　　　‾2血砂。　赤褐

須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

皿　　　　　‾2血砂。　淡赤褐

蓬　　　　　‾2仙多砂。淡褐

護　　　　　‾3m多砂。淡褐「赤福

須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰

須杯身　　　‾2血砂。　灰

鉢
鉢
鉢
鉢
土鍋
土鍋
把手
竃
椀
脚
脚
蜜
護
蛮
棄
窪

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐1炎赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾赤福

‾2血砂。　淡白褐‾赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2址多砂。淡褐

‾2皿多砂。淡褐

‾2血n多砂。淡褐‾赤褐

不明　　　　‾2血砂。　濁淡褐
土錘　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
須杯蓋　　　‾1血砂。黒　灰

粒。
須はぞう　　‾2血砂。　灰
杯　　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡褐1炎赤褐
杯　　　　　‾2血砂。　淡褐
無頸壷　　　‾2皿多砂。淡赤福‾濁淡

雲。　　　赤褐
喪　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
蓬　　　　　‾2m多砂。淡褐
青磁椀　　　　　　　　灰緑

椀
脚
碧
蛮
碧
空

‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　淡褐

‾3mm多砂。淡褐
‾3mm多砂。淡褐‾淡赤褐
‾2m多砂。淡褐‾暗褐

11．8　　　3．2

23．5　　　30．2

17．8　　　7．4

16．0

13．1

13．2

14．8

15．0　　16．1

14．2

13．6

28．1

19．8

38．8

38．0

33．0

17．8

15．8

38．3

22．5

30．2

20．8

13．g

15．0

18．8

12．4

19．4

39．3

34．6

16．6

14．8

3．1

10．8

19．9

15．4　　16．1

14．9　　15．6

13．4

1．4

12．2　　　3．0

12．2　　　3．5

12．8

13．8

16．5

10．2

14．8

14．3

20．5

21．3

16．5

15．0
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4．7

内外回ナデ。底箆切。
外刷毛。内箆削。
焼執ロクロ右。
外箆削。内ナデ後暗文。
外ナデ。内剥落、暗文の痕跡。
内外ナデ刷毛の痕跡。
外刷毛後箆磨。内ナデ。
外刷毛。内箆削後ナデ。
内外刷毛。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内指痕著。
外刷毛。内箆削。
内外ナデ。
外刷毛。内指痕著。
外刷毛。内上半刷毛、下半箆削後ナデ。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削後部分的な刷毛。
タ匝ロ。再焼赤変。
外カキ目、口緑直下櫛描文、自然軸。焼良。
ロクロ右。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内坂ナデ。
焼弱良。ロタロ右。
外箆磨。内ナデ後昭文。
外ナデ。内刷毛。
内外刷毛。
焼普。ロタロ右。
焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。
内外剥落。
外ナデ。内刷毛。
外箆磨。内刷毛後箆磨。片口状口緑。
内外刷毛。

外刷毛。内剥落、刷毛の痕跡。
外刷毛。内ナデ。
表面条痕板ナデ。裏面ナデ。
外箆磨。内箆麿の痕跡。
内外脚刷毛。接合面刷毛の痕跡。
内外ナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内箆削。
内外指痕著。
端部に穿孔。口径は短軸を示す。
焼晋。ロクロ右。

内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
外刷毛。内ナデ。甑？。

内外ナデ。
内外ナデ。
全面に粕。蛇ノ目高台？。越州。
外剥落。内刷毛。
内外ナデ。外刷毛の痕跡。
内外ナデ。
外租刷毛後細刷毛。内剥落、刷毛の痕跡。
内外刷毛。
外剥落、刷毛の痕跡。内刷毛。
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46ト15　SKⅢ51

46ト16　SKⅢ51

46ト17　SKⅢ51

46ト18　SKⅢ51

46ト19　SKⅢ51

461－20　SKⅢ51

46ト21　SKⅢ51

461－22　SKⅢ51

461－23　SKⅢ51

46ト24　SKⅢ51

46ト25　SKⅢ52

461－26　SKⅢ52

461－27　SKⅢ52

46ト28　SKⅢ52

46ト29　SKⅢ52

46ト30　SKⅢ52

46ト31　SKⅢ52

46ト32　SKⅢ52
46ト33　　SKⅢ52

46ト34　SKⅡI52
47－01　　SKⅢ53

47－02　　SKⅢ53

47－03　　SKⅢ53

47－04　　SKⅢ53

4ト05　　SKⅢ53

4ト06　　SKⅢ53

47－07　　SKⅢ53

47－08　　SKⅢ53

47－Og SKⅢ53

4ト10　　SKⅢ53

4ト11　　SKⅢ53

47－12　　SKⅢ55

47－13　　SKⅢ56

47－14　　SKⅡI56

4ト15　　SKⅢ57

4ト16　　SKⅢ57

4ト17　　SKⅢ57

47－18　　SKⅢ58

47－1g SKⅢ58

4ト20　　SKⅢ58

47－21　SKⅢ60

47－22　　SKⅢ61

47－23　　SKⅢ61

4■「24　　SKⅢ61

47－25　　SKⅢ61

4ト26　　SKⅢ61

47－27　　SKⅢ61

47－28　　SKⅢ61

4ト29　　SKⅢ61

47－30　　SKⅢ61

4ト31　SKⅢ61

47－32　　SKⅢ64

47－33　　SKⅢ64

463－01　SKⅢ66

463－02　SKⅢ66

463－03　SKⅢ66

463－04　SKⅢ66

463－05　SKⅢ66

463－06　SKⅢ66

463－07　SKⅢ66

463－08　SKⅢ66

蜜　　　　　‾2mm多砂。白褐
蛸壷　　　　‾3血砂。　淡褐
須杯身　　　‾2皿多砂。明灰
須杯身　　　‾2血砂。　灰
須杯身　　　‾2血砂。窯　灰

粒。
須高杯　　　‾2血砂。　明灰
須高杯　　　‾3血砂。　明灰
須コップ　　‾2血砂。　灰
須蜜
須珪
椀
椀
鉢
鉢

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3皿多砂。淡褐‾淡赤褐

無頸壷　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

須杯蓋　　　‾1血砂。　灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰‾暗灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾2血砂。　明灰
椀
椀
鉢

‾1血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
‾1血砂。　淡褐

高杯　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
高杯　　　　‾1血砂。　淡褐
無頸壷　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
窪　　　　　‾2血■多砂。淡褐‾淡赤褐
護　　　　　‾1血砂。　淡褐
羽釜　　　　‾1址多砂。赤掲
須杯身　　　‾1血砂。黒　明灰

粒。
須杯身　　　‾1血砂。黒　暗灰

粒。
杯　　　　　‾1血砂。　淡白褐
護　　　　　‾1皿多砂。淡褐
須壷　　　　‾2血砂。　暗灰
杯
椀
杯
蜜
甑
須杯身
杯
杯
杯
杯
杯
椀
皿
口緑
瑳
須杯

須杯

須杯蓋
須蓋
椀
鉢
鉢
喪
蜜
椀
椀
蛮

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤福

‾1■多砂。淡赤褐

‾1血砂。　暗灰

‾2■■多砂。淡褐

‾1血砂。　淡白褐「灰褐

‾1血砂。　淡褐‾黒褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤福‾‾灰褐

‾1血砂。　淡赤褐‾黒褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　灰白

‾1血砂。　白灰

‾2血砂。　明灰‾灰

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　濁褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡掲1炎赤褐
‾1血砂。　淡褐

‾2血多砂。淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2皿多砂。淡赤褐

12．5

15．5

14．3

13．8

13．1

9．9

18．2

17．8

12．2

10．0

14．1

16．0

15．3

13．3

15．°6

14．2

13．7

11．0

15．1

18．0

14．0

15．4

10．0

12．2

12．5

14．8

23．8

11．8

10．9

14．7

11．9

11．4　　　3．0

13．7　　　3．4

13．8

14．2

10．3

27．6

15．0

13．1

11．6

11．7

16．4

20．0

14．0

13．2

11．6

31．0

－669－

1．7

3．4

2．5

4．0

6．2

内外租刷毛。
内外ナデ。
焼弱良。ロクロ右。
焼普。
外自然軸。焼弱良。ロクロ右。

外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
焼楓ロクロ右。
底譜礼焼弱良。ロクロ右。
外叩後カキ目。内同心円文。焼弱良。
焼弱良。46－23と同一個体？。
内外ナデ。
外板ナデ後ナデ。内ナデ。
夕け旨痕著。内ナデ。
外箆削。内ナデ。
内外ナデ。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
焼抽諷ロクロ右。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
外自然粕。焼弱良。
外自然軸。焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。
外刷毛後ナデ。内ナデ。
外板ナデ。内ナデ。
外箆磨。内暗文。
外刷毛後箆磨。内縦箆磨。
内外箆磨。
外刷毛。内箆削。
内外刷毛。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外自然紬。焼弱良。

外自然紬。焼弱良。

内外ナデ。
内外刷毛。
外自然紬。焼弱良。ロクロ右。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。底箆切。
外ナデ。内刷毛。
内外刷毛後ナデ。
焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外回ナデ。底箆切。焼悪。ロタロ右。
内外ナデ。
内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。皿？。
内外刷毛。
口緑いぶし。外火樺。底箆切。焼晋。ロクロ
右。
内外回ナデ、火樺。口縁いぶし。底箆切。焼

・子・

内外回ナデ。焼弱悪。
外自然紬。外部叫。焼弱艮。ロタロ右。
外剥落。内ナデ後箆磨。
外板ナデ後ナデ。内ナデ。
外箆磨。内ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外刷毛後ナデ。内刷毛の痕跡。
内外ナデ。
外ナデ。内剥落。
外ナデ。内刷毛。



第III期　土坑出土土器（5）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二一一「＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
－，－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－一車－－一一－－－－－一一一－一一一一－－－一一－－－一一一－－－－－一一－－－－－一一一－－－－－－－－－T－－－－－，－一一一－－－－一一一一一一一一－－－一一－－－．．一．－－●一一．．．．．

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－1－－－－－－「－二二＝＝＝二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‥一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一．一一一【．－一一一一一一一一一一一

463－09　SKⅢ66　　製塩　　　‾2皿多砂。淡赤褐　　　　　　　　　　　　　　　外叩。内ナデ。
463－10　SKⅢ66　　須杯蓋　　‾2血砂。　灰　　　　　15．7　　　　　　　　焼普。
463－11SKⅢ66　　須杯身　　‾1血砂。　明灰‾灰　　　14．3　　　　　　　　外自然紬。焼普。

第III期　土壌墓出土土器
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝＝＝二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一細．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一．．一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考

463－12　STⅢ01

463－13　STⅡIO2

463－14　STIⅡ03

463－15　STⅢ04

463－16　STⅢ04

463－17　STⅢ04

463－18　STⅢ08

463－19　STⅢ08

463－20　STⅢ11

463－21　STⅢ11

464－01　STⅢ12

464－02　STⅢ12

464－03　STⅢ14

464－04　STⅡI14

464－05　STⅢ14
464－06　STⅢ14

464－07　STⅢ14
464－08　STⅢ14

464－09　STⅢ14

464－10　STⅢ20

464－11　STⅢ20
464－12　STⅢ20

464－13　STⅢ20

464－14　STIⅡ20

464－15　STⅢ20

464－16　STⅢ20

464－17　STⅢ20

464－18　STⅢ20

464－19　STⅢ20

464－20　STⅢ20

464－21　STⅢ20
464－22　STⅢ20

464－23　STⅢ20

瓦器椀　　　‾3血砂。　白灰‾灰

須蓋　　　　‾1血砂。　白灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　暗灰

高杯　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

護
喪
椀

‾2皿多砂。淡褐1先赤褐
‾2m多砂。淡褐
‾2m多砂。白灰

須口緑　　　‾1血砂。　灰‾暗灰
碧　　　　　‾3血n多砂。淡褐「赤褐
蛮　　　　　‾3mm多砂。淡褐‾淡赤福
護　　　　　‾3血砂。　淡褐‾濁褐
喪　　　　　‾2mm多砂。淡褐‾黒褐
杯　　　　　‾2mm多砂。白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾1血砂。　白褐‾淡褐
皿　　　　　‾2mm多砂。白褐
皿　　　　　‾1mm多砂。白褐
皿　　　　　‾1nm多砂。自掲
青磁皿　　　　　　　　青緑

皿　　　　　‾1mm多砂。白褐
皿　　　　　‾1血砂。　白褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
皿　　　　　‾1血砂。　自褐
皿　　　　　‾1血砂。　濁淡褐
皿　　　　　‾2mm多砂。白褐‾淡赤褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡褐
皿　　　　　‾2mm多砂。淡褐
皿　　　　　‾1血砂。　白灰‾淡灰
皿　　　　　‾1血砂。　淡灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　白褐
白磁椀　　　　　　　　灰白
青磁椀　　　　　　　　緑灰

15．2　　　4．6

33．5

39．6　　　30．6

40．8

38．7

12．9

7．8

8．1

8．2

8．3

8．1

9．7

8．0

8．9

8．5

7．5

9．1

g．0

10．0

15．0

17．4

15．3

－670－

17．0

1．5

1．4

1．6

1．3

1．4

1．1

1．3

1．2

1．4

1．4

1．3

1．4

外指痕著。内暗文。焼馳幾。
焼弱悪。ロクロ右。
内外回ナデ。外箆削。焼普。ロクロ右。
外ナデ。内剥落。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外回ナデ。
焼良。
外刷毛、指痕箸。内ナデ、刷毛の痕跡。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
タけ旨痕箸。内板ナデ後ナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外ナデ。底箆切。
外部以外粕。内猫描文。内外貫入。底箆削。
岡安。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。口緑いぶし。焼普。讃。
内外ナデ。口緑いぶし。焼弱悪。讃。
外底以外紬。
外底以外軸。内外猫措文。外箆による文様
。岡安。



第III期　不明遺構出土土器

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（C皿）その他（cm）　　　　　　備　考

464－24　SXⅢ02

464－25　SXⅢ03

464－26　SXⅢ03

464－27　SXⅢ03

464－28　SXⅢ03

464－2g SXⅢ03

465－01　SXⅢ04

465－02　SXⅢ04

465－03　SXⅢ04

465－04　SXⅢ04

465－05　SXⅢ04

465－06　SXⅢ04

465－07　SXⅢ04

465－08　SXⅢ04

465－09　SXⅢ04

465－10　SXⅢ04

465－11　SXⅢ04

465－12　SXⅢ04

465－13　SXⅢ09

465－14　SXⅢ09
465－15　　SXⅢ09

465－16　SXⅢ09

465－17　SXⅢ09
465－18　SXⅢ09

465－19　SXⅢ09

465－20　SXⅢOg

壷　　　　　‾3血砂。

蛮　　　　　‾3血n多砂。

皿　　　　　‾1血砂。

蛸壷　　　　‾2血砂。

須杯蓋　　　‾1血砂。

須杯蓋　　　‾2血砂。

皿　　　　　‾1血砂。

皿　　　　　‾1血砂。

蛸壷　　　　‾2血砂。

蛸壷　　　　‾5mm多砂。

蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷
蛸壷
杯

杯
杯
皿
皿
瓦器椀
須こね鉢
白磁椀

465－21　SXⅢOg内竃羽釜

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾1血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

465－22　SXⅢ09内竃土錘　　　　‾1血砂。

465－23　SXⅢ09内竃土錘　　　　‾1血砂。

赤褐

淡褐‾暗褐

淡褐頂き赤褐

淡褐

明灰

明灰

赤褐

淡褐‾赤褐

淡褐‾淡赤褐

濁褐‾濁淡赤

褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡事訂淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡掲‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐

淡褐‾淡赤褐
淡赤褐

淡褐

灰白‾濁褐

灰白‾暗灰

灰自

淡褐‾淡赤福

13．1

12．0

18．0

14．4　　　2．6

5．5　　　9．2

6．0　　　8．4

5．4　　　8．g

5．6　　　9．2

5．4　　　8．8

8．6

5．2　　　8．6

5．2　　　8．4

12．0　　　3．1

12．7　　　3．2

12．6　　　3．3

7．2　　　0．9

8．0　　　1．3

14．9　　　4．5

淡褐　　　　　　3．4

淡褐‾暗灰　　　　3．5

465－24　SXⅢ10　　護　　　　　‾3独多砂。淡褐‾淡赤褐　　14．6

－671－

5．0

5．7

外箆磨。内刷毛後ナデ。
内外ナデ。
内ナデ。
内外ナデ。
焼諷ロクロ右。
焼辞匿。ロクロ右。
外箆磨。内ナデ後略文。
外箆磨、底ナデ後箆磨。内ナデ後暗文。
外指痕著。内ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号。
内外ナデ。外箆記号の痕跡。
内外回ナデ。口緑部分的に煤。底箆削、板
目痕。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切、板目が残る。
内外回ナデ。底箆切。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底糸切。
外ナデ。内刷毛。口緑いぶし。焼普。讃。
内外ナデ。底箆切。焼諦匿。
内軸。
外上半刷毛後ナデ、下半格子叩後ナデ。内
刷毛。外煤。
器表ナデ。口径は短軸・器高は長軸を示す
○

器表ナデ。口径は短軸・器高は長軸を示す
○

外刷毛。内ナデ。



第III期　溝出土土器（1）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
ト－・．．●－－．t．・－．－－Jlql，・．－．－－1－－－－－・－．・・－．・－－－・．．・－－・l・・．－－－・．・・・－－・・・－－－－－・－・・－－－－－・－－－－－・－・－－－・－・－一・・・・・一1－11，．－－．・．・・－．－－．・－－－－－－－・一一・一一．・・・－－－　，　－．一一・一一一・．－，－－－－・－・－・－．・・．・－－1－－・．・－－－－－－11111－・－－－－－1111－－・．・，qlPr・－H．．t・・－－－－・－－－－・－・・－．・．－．．．－．・．－－111，1－－J1－1，－－－

．．111－－－．．t－－－－’．．－．－－．．t－41．－－－－－－．lllll．111，1－－－－－－－．l・．・．l．・・－－－－－－．－－11－1．－t－t．t．－1－．．・．・．．－－－．．－－－1－－－－－－・・一一－－・－．・－－－，－－　，　－J，ll．－－－－－．－・一一．・．・．．－－・－－－．・．－－・－・一一．－－・－－・－．－－－，－．．－－1－－－－．・－－・－－－．．．一一－－－－－－－．．．l・ll1，－－．．．－－．．－－tL－・－－－．－

466－01　SDⅢ01

466－02　SDⅢ01

466－03　SDⅡIO1

466－04　SDⅡIO1

466－05　SDⅢ02

466－06　SDⅢ02

466－07　SDIⅡ02

466－08　SDⅢ02

466－09　SDⅢ02

466－10　SDⅢ02

466－11　SDⅢ02

466－12　SDⅢ02

466－13　SDⅢ02

466－14　SDⅢ02

466－15　SDⅢ02

466－16　SDⅢ02

466－17　SDⅢ02

466－18　SDⅢ02

466－19　　SDⅢ02

466－20　SDⅢ02

466－21　SDⅢ02

466－22　SDⅢ02

466－23　SDⅢ02

466－24　SDⅢ02

466－25　SDⅢ02

466－26　SDⅢ02

466－27　SDⅢ02

466－28　SDⅢ02

467－01　SDⅢ03

467－02　SDⅢ03

46ト03　SDⅢ03

467－04　SDⅢ03
467－05　SDⅢ03

46ト06　SDⅢ03

467－07　SDⅢ03

467－08　SDⅢ03

467－09　SDⅢ03

467－10　SDⅢ03

467－11　SDⅢ03

467－12　SDⅢ03

467－13　SDⅢ03

467－14　SDⅢ03

467－15　SDⅢ03

467－16　SDⅡIO3

4庁7－17　SDⅢ03

467－18　SDⅢ03

467－19　SDⅢ03

467－20　SDⅢ03

467－21　SDⅢ03

467－22　SDⅢ03

46ト23　SDⅢ03

46ト24　SDⅢ03

467－25　SDⅢ03

46ト26　SDⅢ03

羽釜　　　　‾2m多砂。淡褐‾‾滞褐

黒椀　　　　‾1血砂。　外淡褐、内黒

灰

須蜜　　　　‾2血砂。　灰‾黒灰

須碧　　　　‾2血砂。　明灰

杯
杯

杯
須杯
杯
杯
杯
杯
皿
皿
椀
椀
蛮
羽釜
羽釜
黒椀

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　白褐‾淡掲

‾3mm多砂。淡褐

‾2血砂。　明貯恢

‾3mm多砂。淡褐

‾1血m多砂。白褐

‾1血砂。　灰白‾淡赤褐

‾1血砂。　濁褐‾黒灰

‾1血砂。　淡褐‾灰褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　白褐

‾2皿多砂。淡褐‾‾淡赤褐

‾2皿多砂。淡褐‾濁褐

‾5血n多砂。濁褐‾暗褐

‾2血n多砂。淡褐‾灰褐

‾2血砂。　外淡褐‾淡赤

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1mm砂。

窯椀　　　　‾2血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

褐、内黒
外白褐、内黒
灰
外白褐、内黒
灰
外淡福、内暗
灰
淡褐‾濁褐
外濁褐、内窯

須円面硯　　‾1血砂。黒　暗灰
粒。

緑軸陶器耳皿‾1血砂。　緑

緑紬陶器皿　‾2血砂。　緑

杯
杯
杯
杯
椀

黒椀
黒椀
黒椀
黒椀

‾2皿多砂。淡赤褐‾暗灰

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾灰褐

‾1血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　濁淡赤褐

‾2皿砂。　濁淡赤福‾噂

褐

皿　　　　　‾1血砂。　白褐‾淡褐

皿　　　　　‾2m多砂。白褐
皿　　　　　‾2血砂。　淡褐‾赤褐

皿　　　　　‾1mm多砂。淡灰褐‾灰褐

皿　　　　　‾2皿多砂。淡褐‾淡赤褐

皿　　　　　‾2血n多砂。白褐‾淡赤褐

皿　　　　　‾1mm砂。　灰自褐

皿　　　　　‾1血砂。　濁淡褐

高台付皿　　‾2血砂。　自褐

高台付杯　　‾2皿多砂。淡褐‾濁褐

杯
椀

椀
椀

‾2m多砂。淡褐
‾1血砂。　淡白赤褐‾暗

褐
‾2皿多砂。白褐
‾1血砂。　白褐、口緑淡

34．0

12．0　　　2．6

13．8　　　3．7

15．8

14．0

10．2

12．9

11．8

10．6

15．3

15．0

24．2

24．2

24．6

15．6

16．2

3．7

4．4

4．7

2．9

1．7

5．9

16．0

17．0

14．9

11．0

10．2　　　3．2

11．2　　　1．6

14．3

11．0　　　2．3

16．6

10．0

9．9

10．7

11．0

11．1

10．8

8．8

11．4

11．4

15．2

13．9

－672－

2．4

1．9

1．9

1．9

2．2

2．5

2．2

4．5

0

8

内外ナデ。
内外ナデ。A類。

内外自然軸。焼弱良。
タ叩け後租カキ目。内同心円文。外縁色自然
粕。外把手痕。焼普。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。口線外いぶし。底箆切。ロク
ロ右。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ火樺。口緑いぶし。焼親軋
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
外ナデ後箆唐の痕跡。内ナデ。
外回ナデ。内板ナデ後ナデ。高台欠損。
外縦刷毛後構刷毛。内刷毛後ナデ。
外ナデ、刷毛の痕跡。内板ナデ後ナデ。
休部夕捕享痕著。内ナデ。
内外箆磨。A類。

外ナデ。内箆磨。口緑いぶし。底箆削の痕
跡。A類。
内外箆磨。A類。

外箆磨。内ナデ。A類。

外ナデ。内剥落。A類。
外回ナデ後箆磨。内剥落、箆麿の痕跡。A類
○

内外柵箆密。喋。
内外細箆磨。B類。
内刷毛後箆磨。B類。

全面自然軸。「＋」・「I」状透が交互に繰返
される。焼艮。

7．4全面に軸。土師質の焼。他計測値は口径の
短軸を示す。
全面に粕。底箆切。土師質硯
内外回ナデ。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台気味。
内外ナデ。
内外箆磨。A類。
外ナデ。内箆麿の痕跡。高台剥落。Å頬。
内外箆麿の痕跡。A類。
内外剥落。A頬。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。底箆切。ロタロ左。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。歪な作り。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。
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467－27　SDⅢ03

467－28　SDⅢ03

467－29　SDⅢ03

467－30　SDⅢ03

467－31　SDⅢ03

46ト32　SDⅢ03

467－33　SDⅢ03

467－34　SDⅢ03

468－01　SDⅢ03

468－02　SDⅢ03

468－03　SDⅢ03

468－04　SDⅢ03

468－05　SDⅡIO3

468－06　SDⅢ03

468－07　SDⅢ03

468－08　SDⅢ03

468－0g SDⅢ03

468－10　SDⅢ03

468－11　SDⅢ03

469－01　SDⅢ03

469－02　SDⅢ03

469－03　SDⅢ03

469－04　SDⅢ03

469－05　SDⅢ03

469－06　SDⅢ03

469－07　SDⅢ03

469－08　SDⅢ03

469－09　SDⅢ03

469－10　SDⅢ03

469－11　SDⅢ03

469－12　SDⅢ03

469－13　SDⅢ03

469－14　SDⅢ03

469－15　SDⅢ03

469－16　SDⅢ03

469－17　SDⅢ04

469－18　SDⅢ04

469－19　SDⅢ04

469－20　SDⅢ04

469－21　SDⅢ04

469－22　SDⅢ04

469－23　SDⅡIO4

469－24　SDⅢ04

469－25　SDⅢ04

469－26　SDⅢ04

470－01　SDⅢ05

470－02　SDⅢ05

470－03　SDⅡIO5

470－04　SDⅢ05

470－05　SDⅢ05

470－06　SDⅢ05

椀
椀
椀
椀
壷

蜜
碧

蛮
碧
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜
蛸壷
甑
蛸壷
蛸壷
土錘

赤褐

‾1血砂。　濁灰

‾2血砂。　白褐‾灰褐

‾2血砂。　白褐‾淡褐

‾2血砂。　淡赤褐‾白褐

‾3血砂。　淡赤褐‾暗褐

‾2皿多砂。淡褐‾黒灰

‾3mm多砂。淡褐‾濁褐

‾3mm多砂。淡褐‾暗褐

‾5血n多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾暗褐

‾3皿多砂。淡褐

‾2m多砂。淡褐‾暗灰

‾2皿多砂。淡褐‾濁褐

‾2血砂。　白褐‾灰褐

‾5mm多砂。淡褐‾暗褐

‾1血砂。　淡褐‾暗褐

‾3血砂。　淡褐‾赤褐

‾3m血多砂。白褐「灰褐

‾3血n多砂。濁褐

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾2血砂。

黒椀　　　　‾3血砂。

黒椀　　　　‾2血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾3血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾1血砂。

須皿　　　　‾2血砂。

須杯　　　　‾1血砂。

椀　　　　　‾2血砂。

須皿　　　　‾1血砂。

須壷　　　　‾2血砂。

外白褐、内黒
灰
外白褐‾淡褐、
内黒灰
外淡褐‾黒灰、
内黒灰
外白褐、内黒
灰
外淡褐、内暗
灰
外灰褐‾噂灰、
内黒灰
黒灰
黒灰
黒灰
白灰
明灰‾黒灰
灰自
明灰
明灰‾暗灰

須窪　　　　‾2皿多砂。灰

緑紬陶器椀　‾1血砂。　緑

杯　　　　‾1血砂。　白褐‾淡褐

皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

土錘　　　　‾3血砂。　淡褐

須蓋　　　　‾1血砂。　灰‾濁灰

須蓋　　　　‾2血砂。　淡褐‾褐

須杯　　　　‾2仙砂。　淡灰

瓦誰椀　　　‾2血砂。　明貯恢

須こね鉢　　‾4血砂。　灰‾暗灰

須蜜　　　　‾3血砂。　明貯頂

備前碧　　　‾2血m砂。黒　茶褐
粒。

杯

杯
椀
椀
皿
皿

31．6

37．3

35．1

34．1

31．4

24．0

28．8

24．0

39．2

17．8

23．6

15．2

12．1

4．0

15．0

17．9

17．6

6．8

6．2

6．2

4．5

15．5　　　6．0

15．2　　　5．1

12．0　　　2．1

17．0

18．3

48．0

14．4

12．4　　　2．9

16．4

1．3

16．5

15．7

17．2

28．9

23．6

28．g

‾2血血多砂。淡褐　　　　　13．4　　4，4

‾2血砂。　淡褐‾濁褐

‾2血砂。　白褐

‾1血砂。　白褐‾暗灰

‾1血血多砂。白褐‾淡赤褐

‾1血砂。　白褐1炎褐

16．1

13．1

9．8

12．1　　　2．0

－673－

内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
内外丁寧なナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
外ナデ後刷毛。内口緑刷毛後ナデ休部ナ
デ。
外税剛毛後横刷毛。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内上半刷毛、下半剥落。
外ナデ。内ナデ、部分的に刷毛の痕跡。
内外剥落。
外刷毛後ナデ指痕著。内板ナデ後ナデ。
外ナデ後剛毛、煤。内板ナデ後ナデ。
外ナデ。内板ナデ。
外ナデ後粗刷毛。内ナデ。
外刷毛。内ナデ刷毛の痕跡。
外剥落、指痕著。内ナデ。
内タけ旨痕著。
器表ナデ。口径は短軸・器高は長軸を示す
○

内外箆磨。A類。

内外剥落、箆麿の痕跡。A類。

内外剥落。A類。

内外剥落。口緑いぶし。A類。

外ナデ。内箆麿の痕跡。A類。

外箆磨。内暗文。口緑いぶし。B類。

内外細箆磨。B類。
内外剥落、細箆麿の痕跡。B類。
内剥落。B類。
内外回ナデ。底箆切。焼悪。

内外火樺。底箆切。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。外自然軸。焼弱良。
内外同心円文。焼弱良。

全面に軸。土師質の焼。輪花が4箇所に認
められる。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。外底箆麿の痕跡。

器表剥落。口径は短軸を示す。
外口繚自然粕。天井箆削。焼弱良。ロクロ
右。

天井箆切。焼普。ロクロ右。
外回ナデ。内ナデ。焼普。

外回転利用箆磨。口緑いぶし痕。内回ナデ
。内外火樺。焼普。讃。

内外自然紬。焼弱良。
外休部叩、灘監己号、緑灰色自然紬。内休
部同心円文。焼弱良。
内外ナデ。外淡褐色自然粕。焼晋。

内外剥落。口緑いぶし痕。底箆切。擬似高
台。

内外剥落。底箆切。擬似高台。
内外ナデ。

内外丁寧なナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考

470－07　SDⅢ05　　土鍋　　　　‾3血砂。　濁褐‾暗灰掲
470－08　SDⅢ05　　羽釜　　　　‾2m多砂。淡褐「濁褐
470－09　SDⅢ05　　羽釜　　　　‾3血砂。　淡褐‾濁褐
470－10　SDⅢ05　　羽釜　　　　‾3血砂。　濁褐‾暗褐
470－11　SDⅢ05　　蜜　　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

470－12　SDⅢ05　　黒椀　　　　‾1血砂。　淡褐‾濁褐

470－13　SDⅢ05　　黒椀　　　　‾2血砂。　白褐‾淡褐
470－14　SDⅢ05　　黒椀　　　　‾1血n多砂。外白褐、内黒

灰
470－15　SDⅢ05　　黒椀　　　　‾2血砂。　タ博開㌻淡赤

褐、内黒灰
470－16　SDⅢ05　　須蓋　　　　‾2血砂。　灰
470－17　SDⅢ05　　須こね鉢、　‾3血砂。黒　灰白

粒。
470－18　SDⅢ05　　須こね鉢　　‾3血砂。黒　白灰

粒。
470－19　SDⅢ05　　須こね鉢　　‾3血砂。黒　明灰

粒。
470－20　SDⅢ05　　平瓦　　　　‾2血砂。　淡赤好‾淡褐
470－21　SDⅢ05　　杯　　　　　‾1血砂。　暗褐‾黒褐
470－22　SDⅢ05　　皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
470－23　SDⅢ05　　須蓋　　　　‾2血砂。　灰
470－24　SDⅢ05　　須杯　　　　‾1血砂。　明灰
470－25　SDⅢ05　　須窪　　　　‾2血砂。　明灰‾濁灰

470－26　SDⅢ05　　緑軸陶器椀　‾1血砂。　緑
470－27　SDⅢ06　　黒椀　　　　‾2血n多砂。外自褐、内黒

灰
471－01　SDⅢ07　　皿　　　　　‾1血砂。　淡褐‾潮さ赤褐
47ト02　SDⅢ07　　椀　　　　　‾1血砂。　白褐
471－03　SDⅢ07　　皿　　　　　‾3血n多砂。淡事訂淡赤褐
471－04　SDⅢ07　　婆　　　　　‾3血砂。　淡褐「淡赤褐
47ト05　SDⅢ07　　喪　　　　　‾5血砂。　淡赤褐
47ト06　SDⅢ07　　蜜　　　　　‾4皿多砂。淡赤村1炎褐
471－07　SDⅢ07　　蓬　　　　　‾1血砂。　暗灰褐
47ト08　SDⅢ07　　把手　　　　‾4皿多砂。赤福‾黒灰
47ト0g SDⅢ07　　蛸壷　　　　‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐
47ト10　SDⅢ07　　黒椀　　　　‾1血砂。　外淡白褐、内

黒
47ト11　SDⅢ07　　瓦器椀　　　‾1仙砂。　灰白
47ト12　SDⅢ07　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
47ト13　SDⅢ07　　須杯蓋　　　‾2血砂。　灰
47ト14　SDⅢ07　　須壷　　　　‾1血砂。　明灰‾灰
471－15　SDⅢ07　　須皿　　　　‾3血砂。　明灰

47ト16　SDⅢ07　　須皿　　　　‾2血砂。　灰
47ト17　SDⅢ07　　須杯

47ト18　SDⅢ07　　羽釜

47ト19　SDⅢ07　　須壷
471－20　SDⅢ07　　竃
471－21　SDⅢ07　　甑

471－22　SDⅢ07　　蛸壷
47ト23　SDⅢ07　　須蓋
471－24　SDⅢ07　　須蓋
471－25　SDⅢ07　　須蓋
471－26　SDⅢ07　　須杯
47ト27　SDⅢ07　　須杯
471－28　SDⅢ07　　須壷
471－29　SDⅢ07　　須壷

47ト30　SDⅢ07　　須棄

‾1血砂。　灰白

‾4血砂。　淡赤褐‾暗灰

褐

‾3血砂。　明灰

‾2血砂。　自褐‾淡褐

‾5址多砂。淡貯‘潮赤褐

‾3血砂。　淡柑‾淡赤褐

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　自灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰‾暗灰

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　灰白‾明灰

‾3nn多砂。灰

窯粒。

44．8

27．3

24．0

22．0

15．3　　　5．7

15．0

15．7　　　6．2

15．2　　　4．5

12．g

32．1

23．8

29．4

22．1

5．4　　　9．5

18．6

15．8

17．2
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内外刷毛後ナデ。
外租刷毛後ナデ。内ナデ。
内外ナデ。タ用毒痕著、煤。
外租刷毛。内口緑刷毛、休部ナデ。
外ナデ。内口緑刷毛の痕跡、休部板ナデ後
ナデ。
内外剥落、外箆麿の痕跡。内口緑黒灰色い
ぶし。A類。
内外箆磨。内口椋黒灰色いぶし。A類。
内外剥落、箆麿の痕跡。口緑いぶし。A類。

内外剥落、内刷毛の痕跡。口緑いぶし。A類
○

内外回ナデ。天井摘礼焼露良。ロクロ右。
内外条痕回ナデ。焼諦乳篠焼。

内外条痕回ナデ。焼弥軋篠焼。

内外条痕回ナデ。底糸切。御免焼普。

タ叩け後ナデ。内粗布目顕著に残る。焼悪。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。
天井箆削。焼普。ロタロ右。
底糸切。焼弱悪。
外休部叩の痕跡、内同心円文、毀箆記号。
内外自然紬。焼普。
全面に軸。須恵質の焼。
外ナデ。内小片のため不明、箆磨き？。A類。

内外ナデ。
内外ナデ。

内外剥落。
外ナデ。内刷毛。
外刷毛の痕跡。内ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
外租刷毛。内ナデ。
内外ナデ。
内外剥落。A類。

内外ナデ。口縁いぶし。焼普。讃？。
焼弱艮。ロタロ右。
焼弱長。
内外回ナデ。焼弱良。

内外回ナデ。底箆削後ナデ。焼諦臥ロク
ロ右。
内外回ナデ。底箆削後ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼悪。
表裏横ナデ。鍔の部分。

内外回ナデ。底箆削後ナデ。焼諦乱
内外剥落。
外剥落、刷毛後ナデの痕跡。内刷毛後ナデ
○

内外ナデ。
タ湧別後ナデ。内回ナデ。焼辞鼠
内外回ナデ。天井部中。焼弱悪。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。焼弱良。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼執
外横叩後左上がり叩。内同心円文。焼弱悪
。ロクロ右。
外休部叩。内同心円文後ナデ。内外自然紬
。焼弱良。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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471－31　SDⅢ08　　壷　　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐　　13．6

47ト32　SDⅢ08　　蜜
47ト33　SDⅢ08　　須壷
472－01　SDⅢ09　　椀
472－02　SDⅢ0g　　皿
472－03　SDⅢ09　　皿
472－04　SDⅢ09　　皿

472－05　SDⅢ09　　土鍋
472－06　SDⅢ0g　　護
472－07　SDⅢ09　　彗
472－08　SDⅢ09　　須杯
472－09　SDⅢ09　　須蓋
472－10　SDⅢ09　　須蓋

472－11　SDⅢ09　　須杯
472－12　SDⅢ09　　須壷
472－13　SDⅢ09　　須壷
472－14　SDⅢ09　　須壷
472－15　SDⅢ09　　須長頸壷

472－16　SDⅢ09

472－17　SDⅢ10

472－18　SDⅢ10

472車19　SDⅢ12

472－20　SDⅢ13

472－21　SDⅢ13

472－22　SDIⅢ13

472－23　SDⅢ13

472－24　SDⅢ13

472－25　SDⅢ13

472－26　SDIⅡ13

472－27　SDⅢ14

472－28　SDⅢ14

472－2g SDⅢ14

472－30　SDⅢ14

472－36　SDⅢ15

472－37　SDⅢ15

472－38　SDⅢ15

472－39　SDⅢ15

473－01　SDⅢ15

473－02　SDⅢ15

473－03　SDⅢ15

473－04　SDⅢ15

473－05　SDⅢ15

473－06　SDⅢ15

473－07　SDⅢ15

473－08　SDⅢ15

473－09　SDⅢ15

473－10　SDⅢ15

473－11　SDⅢ15

473－12　SDⅢ15

473－13　SDⅢ15

473－14　SDⅢ15

473－15　SDⅢ15

473－16　SDⅢ15

‾7皿多砂。赤褐

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　淡赤福

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　外淡褐‾淡赤

褐、内濁白褐

‾3血砂。　赤褐

‾加■多砂。淡褐

‾2血砂。　淡掲

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　灰白

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　灰白

‾2血砂。　明灰‾灰

‾2血砂。　灰白

‾3血砂。　明灰

‾3血砂。　灰白‾暗灰

須長頸壷　　‾2血砂。　灰自‾暗灰

皿　　　　　‾2血砂。　淡赤褐

須蓋　　　　‾2血砂。　灰‾暗灰

杯　　　　　‾1血砂。　赤白褐

椀　　　　　‾2血砂。　淡褐

護　　　　　‾2■■多砂。淡柑‾淡赤褐

聾　　　　　‾2仙多砂。淡赤褐

蜜　　　　　‾3■■多砂。濁褐‾暗灰褐

瑳　　　　「3血砂。　淡褐‾淡赤灰

須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰

須杯
椀
皿

蜜
須杯

黒椀

椀
須蕉
杯
杯

杯
杯
皿
皿

須杯
杯
杯
杯
杯
杯
椀
皿
蓮
瑳
羽釜

黒椀

須杯蓋
須杯蓋
須蓋
須蓋

‾3血砂。　淡灰

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　濁褐

‾2独多砂。淡赤褐

‾2血砂。　タ囲1灰、内黒

灰

‾2血砂。　タ悩赤椙、内

黒

‾2血砂。　濁淡褐‾黒褐

‾3血砂。　灰白

‾1血砂。　濁褐

‾1血砂。　濁淡赤福‾黒

褐

‾1血砂。　淡掲瑠さ赤褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡掲1炎赤褐

‾1血砂。　淡掲瀾灰褐

‾1血砂。　灰白

‾1血砂。　淡褐‾濁褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡赤褐‾濁褐

‾1血砂。　白灰

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　自灰褐

‾2■■多砂。淡赤褐

‾1一秒。　淡褐‾濁褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐「灰褐

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　淡灰

‾1血砂。　灰‾茶褐

‾1血砂。黒　淡灰‾暗灰

20．1

11．9　　　3．4

20．2

6．5

17．9

10．0

11．0

11．0

12．9

9．9

16．0

14．1

29．7

17．0

12．8

15．3

18．0
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2．3

2．6

内外剥落。外口緑直下に段。弥生前期の混
入晶。
内外剥落。
内回ナデ。焼弱良。
内外剥落。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。
内外剥落。

内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。外底指痕著。
内外回ナデ。底箆切。焼弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。焼悪。
焼普。
内外回ナデ。焼悪。
内ナデ。焼弱長。
内外回ナデ。底箆切。焼弱悪。
内外回ナデ。焼弱良。
外租カキ目後ナデ。内回ナデ。外・口緑内
に自然粕。焼普。
内外回ナデ。外自然紬。焼弱良。ロタロ右。
内外剥落。
外いぶしの痕跡。焼弱良。
内外剥落。
内外剥落。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
タ艦内刷毛後ナデ。
外ナデ。内租刷毛の痕跡。
内外ナデ。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。焼普。
内外ナデ。内箆磨？。
内外回ナデ。底箆切、板目が残る。
外ナデ。内刷毛。
内外剥落。焼悪。

内外剥落。A類。

内外ナデ。いぶし不完全、系譜不明。
外税叩。内同心円文。焼諦臥ロタロ右。
内外回ナデ。
外ナデ。内ナデ後噂文。

内外回ナデ。
内外ナデ。

内外剥落、外箆麿の痕跡。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。焼悪。
外剥落。内回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。擬似高台。
内外剥落。
内外剥落。
内外剥落。
内外条痕回ナデ。
外租刷毛。内口稼刷毛後ナデ、休部ナデ。
タ腸
外剥落、箆麿の痕跡。内箆監口禄黒灰色
いぶし。A類。
内外回ナデ。焼諦監
内外回ナデ。焼弱悪。
内外回ナデ。天井箆削。焼帝邑
内外回ナデ。外自然軸。焼弱良。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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473－17　　SDⅢ15

473－18　SDⅢ15

473－19　SDⅡI15

473－20　SDⅢ15

473－21　SDⅡI15
473－22　SDⅢ15

473－23　SDⅢ15

473－24　SDⅢ15

473－25　SDⅢ15

473－26　SDⅢ15

473－27　SDⅢ15

473－28　SDⅢ15

473－29　SDⅢ17

473－30　SDⅢ17

473－31　SDⅢ17

473－32　SDⅢ17

473－33　SDⅢ17

473－34　SDⅢ17

473－35　SDⅢ17

473－36　SDⅡI17

474－01　SDⅢ18

474－02　SDⅢ18

474－03　SDⅢ18

474－04　SDⅢ18

474－05　SDⅢ18

474－06　SDⅢ18

474－07　SDⅢ19

474－08　SDⅢ19

474－09　SDⅡI19

474－10　SDIⅡ19

474－11　SDⅢ19

474－12　SDⅢ19

474－13　SDⅢ19

474－14　SDⅢ19

474－15　SDⅢ19

474－16　SDⅢ19

474－17　SDⅢ19

474－18　SDⅢ19

474－19　SDⅢ19

474－20　SDⅢ19
474－21　SDⅢ19

474－22　SDⅢ19

475－01　SDⅢ25

475－02　SDⅢ25

475－03　SDⅢ25

475－04　SDⅢ25
475－05　SDⅢ25

475－06　SDⅢ25

475－07　SDⅢ25

475－08　SDⅢ25

475－09　SDⅢ25

475－10　SDⅢ25

475－11　SDⅢ25

475－12　SDⅢ25

粒。

須蓋　　　　‾1血砂。黒　淡灰‾暗灰

粒。

須蓋　　　　‾1血砂。　白灰‾暗灰

須蓋　　　　‾3血砂。黒　明灰‾暗灰

粒。

須杯　　　　‾1血砂。　淡灰

須杯　　　　‾1血砂。　灰‾暗灰

須杯　　　　‾1血砂。　灰白‾暗灰

須杯　　　　‾1血砂。　明灰‾灰

須杯　　　　‾3血砂。　明灰

須高杯　　　‾1血砂。　白灰

須高杯　　　‾1血砂。　灰

須蜜　　　　‾2血砂。　濁灰‾灰白

須鉢　　　　‾2血砂。　灰‾濁灰

杯　　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

羽釜　　　　‾3血砂。　淡褐‾濁褐

黒椀　　　　‾2血砂。　外淡白褐、内
黒

須皿　　　　‾3mm多砂。灰白

須壷　　　　‾1血砂。　灰‾暗灰

須杯　　　　‾1血砂。　灰

禄軸陶器椀　‾2血砂。　噂緑

丸瓦　　　　‾4血n多砂。赤褐

杯
杯
杯
蛮
窪
黒椀

杯
杯
杯
杯
杯
杯
椀
窪
羽釜

羽釜
羽釜
竃
黒椀

須杯
須窪

‾2皿多砂。白褐‾淡褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3mm多砂。淡赤褐

‾4血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　外淡白褐、内

黒

‾5血砂。　淡褐

‾2皿多砂。白褐‾淡赤褐

‾1mm多砂。白褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3皿多砂。白褐‾淡赤褐

‾2血砂。　灰白褐‾濁灰

褐

‾2血n多砂。淡褐‾濁灰褐

‾3血n多砂。淡褐‾暗褐

‾2m多砂。淡褐1炎赤褐

‾2血砂。　外淡褐、内黒

褐

‾3血砂。　灰

‾1血砂。　灰‾暗灰

須こね鉢　　‾5血砂。　灰白

椀
椀
皿
皿
皿

土鍋

羽釜
甑
竃

須蓋

須蓋
須蓋

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾4血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾濁灰

‾2血砂。　淡褐‾濁褐

‾5m血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。　灰白‾淡灰

‾2血砂。　灰白‾明灰

‾2血砂。　明灰‾濁淡灰

29，2

26．6

15．8

25．4

11．2　　　2．6

11．3　　　2．4

13．4

32．0

11．8　　　4．5

12．8　　　3．0

10．4　　　2．5

27．2

22．0

31．9

30．7

31．2

16．1

15．5

19．0

21．1

40．0

40．5

28．7

24．5

14．8

16．0

－676－

5．3

内外口揺自然軸。焼弱良。

内外剥落。焼悪。
内外回ナデ。外自然軸。焼弱良。ロクロ右。
歪な作り。
焼普。
内外回ナデ。焼弱良。
内外回ナデ。焼執
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。焼辞匿。
内外回ナデ。焼普。
口緑自然軸。焼弱良。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外ナデ。
外剥落。内箆磨。A頬。

内外剥落。焼悪。
内外回ナデ。外自然軸。焼良。
内外回ナデ。底箆切。焼普。
内外貴人。全面に軸。土師質の焼。
内外剥落。タ四日の痕跡。内租布目の痕跡。
内外回ナデ。底箆切。
内外剥落。
内外回ナデ。底箆切。
休部外刷毛。内剥落。
内外刷毛。
内外剥落。A類。

内外剥落。底箆切。
内外剥落。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
内外剥落。
外ナデ後阻刷毛。内剥落。
内外ナデ。

内外ナデ。外租刷毛の痕跡。
外口綾租刷毛後ナデ。内剥落。
内外ナデ刷毛の痕跡。
内外剥落、箆麿の痕跡。A類。小片のため傾
き不明瞭。
内外回ナデ。底箆切。焼楓ロクロ右。
外格子叩後ナデ。内ナデ。外頸自然軸。焼
弱良。
内外回ナデ。底外ナデ内箆削。焼弱悪。ロ
クロ右。
内外剥落。
内外剥落。
外剥落、箆麿の痕跡。内剥落、暗文の痕跡。
内外剥落、内僅に噂文の痕跡。
外剥落、休部刷毛の痕跡、口縁箆麿の痕跡
。内ナデ後暗文。
外税刷毛後下半横刷毛。内口縁刷毛、休部
刷毛後ナデ。
外細刷毛。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
外刷毛、把手・鍔部分ナデ。内指頭痕顕著。
内外回ナデ。天井部叫。外自然紬。焼弱良。
ロタロ右。
天井部叫。焼普。ロクロ左。
天井箆削。焼普。ロクロ右。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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475－13　SDⅢ25　　須杯
475－14　SDⅢ25　　須杯

475－15　SDⅢ25　　須杯
475－16　SDⅢ25　　円面硯

476－01

476－02

476－03

476－04

SDⅢ25・26　椀
SDⅢ25・26　鉢
SDⅢ25・26　皿
SDⅢ25・26　護

476－05　SDⅢ25・26　蜜
476－06　SDⅢ25・26　婆
476－07　SDⅢ25・26　把手
476－08　SDⅢ25・26　須杯蓋
476－09　SDⅢ25・26　須杯蓋
476－10　SDⅢ25・26　須杯身
476－11　SDⅢ25・26　須蓋

476－12　SDⅢ25・26　須蓋
476－13　SDⅢ25・26　須杯
476－14　SDⅢ25・26　須杯

476－15　SDⅢ25・26　須杯

476－16　SDⅢ25・26　須窪

476－17　SDⅢ25・26　須碧

476－18　SDⅢ25t26　須長頸壷

476－19　SDⅢ25・26　須蜜

476－20　SDⅢ27　　須蓋

476－21　SDⅢ27　　須杯身

476－22　SDⅢ27　　須杯
476－23　SDⅢ28　　護
476－24　SDⅢ28　　須杯蓋

476－25　SDⅢ28

476－26　SDⅢ28

477－01　SDⅢ29

477－02　SDⅢ29

477－03　SDⅢ29

477－04　SDⅢ29

477－05　SDⅢ29

477－06　SDⅢ29

477－07　SDⅢ29

477－08　SDⅢ29

477－09　SDⅢ29

477－10　SDⅢ29

477－11　SDⅢ29

477－12　SDⅢ29

477－13　SDⅢ29

477－14　SDⅢ29

47ト15　SDⅢ29

477－16　SDⅢ31

477－17　SDⅢ31

477－18　SDⅢ31

477－19　SDⅢ31

477－20　SDⅢ31

477－21　SDⅢ32

須蓋
須窪
椀
鉢
口禄
高杯
壷
壷
碧
蜜
製塩

‾2血砂。　明灰「青灰

‾1血砂。　灰白

‾1血砂。　明灰‾灰

‾1血砂。　暗青灰

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡赤褐‾淡褐

‾1血砂。　淡褐1炎赤褐

‾3血砂。　淡褐‾濁褐

‾2血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　濁淡灰
‾1血砂。　淡灰

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。黒　明灰‾‾灰
粒。

‾1血砂。　淡灰

‾1血砂。　灰白

‾2血砂。　灰自

11．5　　　5．1

16．0　　　4．3

16．7

15．4

16．1

24．0

16．0

27，g

13．1　　　3．6

10．4　　　2．6

15．0

‾3血砂。　明灰‾青灰

‾2皿砂。　灰白　　　　　13．8

‾2血砂。　青灰

‾2皿砂。黒　灰自‾暗灰
粒。

‾2血砂。　灰白　　　　　　22．6

‾2血砂。　淡灰

‾1血砂。　灰白‾‾濁淡灰　　12．4　　4．1

‾1血砂。　淡灰‾濁淡灰

‾2皿多砂。淡赤褐‾赤褐

‾3血砂。　灰白

‾1血砂。　暗灰

‾1血砂。　淡灰‾濁灰

‾2血砂。　淡褐‾黒灰

‾3mm多砂。淡褐

‾2血砂。雲。濁淡赤褐

‾3血砂。雲。濁淡赤褐

‾2m砂。　淡褐1炎赤褐

‾4血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐‾赤褐

‾1血血多砂。淡赤白褐‾暗

褐

須杯身　　　‾2血砂。　明灰‾灰

須杯身　　　‾1血砂。　淡灰

須杯身　　　‾2血砂。　淡灰‾濁淡灰

須杯身　　　‾2血砂。　明灰

須杯身　　　‾1血砂。　灰

須高杯　　　‾1血砂。　灰白

壷　　　　‾3血砂。　暗褐‾暗灰

蜜　　　　　‾3血砂。　淡褐

蜜　　　　‾5血砂。　淡赤福‾暗灰

碧　　　　‾7血■多砂。暗褐‾暗灰

須口繚　　　‾1血砂。　暗灰

鉢　　　　‾3血■多砂。淡褐‾暗灰

12．0

12．0

21．1

15．0

15．0

25．1

15．1

16．1

15．5　　　4．9

16．0　　　3．6

16．1

15．4　　　3．6

11．0　　　4．7
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内外回ナデ。底箆切。焼良。ロクロ右。
外自然粕。内外回ナデ。底箆削。焼普。ロク
ロ右。

内外回ナデ。底箆切。焼普。
焼良。小片、透の形態不明。口径の計測値
は底径。

外剥落。内ナデ後暗文。
外ナデ後眺内剥落。
外剥落。内ナデ後暗文。
外細刷毛。内口緑刷毛後ナデ、休部箆削後
ナデ。

外刷毛。内刷毛後ナデ。
外ナデ。内刷毛。

外刷毛。内板ナデの痕跡。
内外回ナデ。天井箆切。焼普。
内外回ナデ。焼普。

内外回ナデ。底箆切。焼普。ロクロ左。
内外回ナデ。天井箆削後ナデ。焼良。ロタ
ロ右。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロタロ右。
内外剥落。底箆切後ナデ。焼悪。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。焼弓施ロク
ロ左。

内外回ナデ。内見込箆記号。底箆切。焼弱
良。

内外回ナデ。内休部同心円文。焼弓施ロ
クロ右。

内外回ナデ。外灰色自然軸。内頸カキ目、
休部同心円文。焼弱良。
外自然紬が剥がれた痕跡。内回ナデ。焼弱
良。

外脚け後カキ目。内同心円文の痕跡。焼弱
悪。ロクロ左。
外自然軸。天井箆削後ナデ。焼普。ロクロ
右。
内外回ナデ。底箆切。焼弱悪。ロクロ左。蓋
？
°○

底箆切後ナデ。焼弱悪。ロクロ右。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
内外回ナデ。天井箆切後ナデ。焼弓施ロ
クロ右。
内外回ナデ。焼弱艮。
焼普。ロクロ左。
内外剥落。タけ旨痕著。
外剥落。内ナデ。
内外剥落。非常に薄い作り。雲器。混入晶。
内外剥落。雲器。混入晶。
外頸刷毛、休部叩後刷毛。内刷毛後ナデ。
タ岬P。内剥落。
外剥落。内刷毛後ナデ。
内外剥落。タ匝ロの痕跡。内ナデ。
内外ナデ。脚部叩の痕跡、指痕著。

底謝り。焼弱良。ロクロ右。
底箆削。焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。焼楓
内外回ナデ。底箆削。焼普。
焼弱良。
脚部3‾4方透。焼琳監

夕囲口後刷毛、底箆削の痕跡。内ナデ。
外剥落、叩後刷毛の痕跡。内口緑刷毛の痕
跡、休部ナデ。
内外剥落。
内外剥落。タ四日の痕跡。

内外回ナデ。内自然軸の痕跡。焼弱良。
タ匝口後ナデ細亀裂。内刷毛後ナデ。
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挿図番号報告遺構名　器種　　胎土　　色調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）、．　　　備　考
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477－22　SDⅢ32

477－23　SDⅢ32

477－24　SDⅢ32

477－25　SDⅢ32

477－26　SDⅢ32

477－27　SDⅢ32

477－28　SDⅢ32

477－29　SDⅡI32

477－30　SDⅢ32

477－31　SDⅢ32

478－01　SDⅢ32

478－02　SDⅡI32

478－03　SDⅢ32

478－04　SDIⅡ32

478－05　SDⅢ32

478－06　SDⅢ32

478－07　SDⅢ32

478－08　SDⅢ32

478－09　SDⅢ33

478－10　SDIⅢ33

478－11　SDⅢ36

478－12　SDⅢ40

478－13　SDⅢ40

478－14　SDⅢ40

478－15　SDⅢ42

478－16　SDⅢ42

478－17　SDⅢ42

478－18　SDⅢ42

478－19　SDⅢ42

478－20　SDⅢ42

478－21　SDⅢ42

479－01　SDⅢ44

479－02　SDⅢ47

479－03　SDⅡI47

479－04　SDⅢ54

479－05　SDⅢ54

480－01　SDⅢ55

480－02　SDIⅡ58

480－03　SDⅢ58

480－04　SDⅢ58

480－05　SDⅢ60

480－06　SDⅢ60

480－07　SDⅢ60

480－08　SDⅢ60

480－09　SDⅢ60

480－10　SDⅢ60

480－11　SDⅢ60

480－12　SDⅢ60

480－13　SDⅢ61

480細14　SDⅢ61

480－15　SDⅢ61

480－16　SDⅢ62

底部
底部
底部
高杯
高杯

碧
空
窪
碧
蛮
須杯蓋
須杯蓋
須杯身
須杯身

須杯身
須蓋

須蓋
須口緑
蛮
底部

須杯身

蜜
護
蛮
椀

‾1血砂。　淡好‾淡赤褐

‾2血砂。　淡褐‾灰褐

‾5血砂。　濁褐「灰褐

‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾3血砂。　淡事訂淡赤褐

‾5血砂。　淡褐‾濁褐

‾2血砂。　淡褐1炎赤褐

‾2血砂。　淡褐‾灰褐

‾1血砂。　淡褐

‾5mm多砂。淡好‾淡赤褐

‾2血砂。　明灰

‾1血砂。　淡灰

‾1血砂。　濁灰‾噂灰

‾1血砂。　灰

‾3血砂。　暗灰‾濁灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　淡灰‾濁灰

‾2血砂。　灰

‾5血砂。　淡赤褐‾茶褐

‾5皿多砂。淡褐‾‾淡赤褐

‾1血砂。　明灰‾灰

‾3血砂。　淡得‾淡赤褐

‾5血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾5皿多砂。淡褐

‾2血砂。　明淡赤褐‾白

褐

大型蛸壷　　‾4皿多砂。淡褐‾淡赤褐

須杯蓋　　　‾1血砂。　灰‾暗灰

須杯身　　　‾1血砂。　灰

須杯　　　　‾1血砂。　灰白

須高杯　　　‾1血砂。　灰白

須蜜　　　　‾2血砂。　明灰

青磁椀　　　　　　　　淡緑灰

碧　　　　‾2血砂。　淡褐「黒灰

須杯身　　　‾2血砂。　灰
皿　　　　　‾1血砂。　淡材‾淡赤褐

竃　　　　　‾3mm多砂。淡褐‾濁褐

須窪　　　　‾3血砂。　灰自

棄　　　　‾3血砂。　濁淡褐‾淡赤

褐

護　　　　‾7仙多砂。淡褐‾淡赤褐

手づくね　　‾5址多砂。淡得‾蘭赤褐

椀　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡明赤

白

皿　　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

蛮　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

羽釜　　　　‾3血砂。　淡褐‾淡赤褐

羽釜　　　　‾3血砂。　淡褐

黒椀　　　　‾1血砂。　外淡褐‾「淡白

褐、内黒
須すり鉢　　‾3血砂。　灰白‾灰
須こね鉢　　‾2血砂。　明灰
黒椀　　　　‾2血砂。　淡】町黒灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　黒灰
白磁椀　　　　　　　　灰白
杯　　　　‾1血砂。　白褐‾淡掲

8．3

11．0

25．1

21．3

20．8

16．0　　　4．7

12．6　　　20．4

14．2

16．7　　　25．4

32．0

24．3　　　2．9

13．9

15．7

6．8　　　4．6

14．6

22．5　　　2．0

16．2　　　6．9

31．0

16．0

11．1　　　2．6

－678－

タ岬口。内板ナデ後ナデ。
タ四日後ナデ。内ナデ。
内外刷毛。
タ艦内板ナデ、紋日。
内外剥落。外刷毛の痕跡。内脚部坂ナデの
痕跡。
外刷毛。内箆削後ナデ頸刷毛後ナデ。
タ岬ロ。内刷毛後ナデ。
外横ナデ後剛毛。内横刷毛。
外休部叩の痕跡。内ナデ。
内外剥落。
内外回ナデ。焼普。
焼普。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。底部叫。焼普。ロクロ右。

外箆削。焼弱良。ロクロ右。
外自然軸の痕跡。内外回ナデ。天井箆削。
焼晋。
外自然軸の痕跡。内外回ナデ。焼普。
焼普。
外剥落、刷毛の痕跡。内ナデ。
内外剥落。

内外回ナデ。底箆切後ナデ。焼普。ロクロ
右。
外刷毛。内頸刷毛後ナデ底即時後ナデ。
外細l刷毛。内刷毛後ナデ。
内外剥落。
外箆磨、底指頭痕。内ナデ後噂二虹

内外ナデ。口緑直下焼成前の穿孔による2
穴。
焼弱良。
内外回ナデ。底箆削。焼弱良。
内外回ナデ。焼窓。
内外回ナデ。焼悪。
タ四日後カキ目。内同心円文。焼楓ロク
ロ右。
外底以外軸。内外貴人。外猫描文。内箆文
様と猫描文。岡安。
外刷毛。内刷毛、休部ナデ把手付近網目

の布をあてた指押さえ。把手付球胴婆。
内外回ナデ。焼弱良。
外箆磨？。底ナデ、箆瞥7。内ナデ後暗文。
内外租刷毛後ナデ。
外格子叩後カキ目後ナデ。内同心円文後
ナデ。焼楓
内外剥落。外細亀裂。

外刷毛、下半箆削後刷毛後ナデ。内箆削後
ナデ。
外ナデ。内剥落。
内外回ナデ。

内外ナデ。外底箆切後ナデ。
内外剥落。混入？。
外ナデ、刷毛？。内ナデ。
内外剥落。外刷毛の痕跡。
内外剥落、箆麿の痕跡。A類。

口縁以外剥落。焼諦臥
内外回ナデ。焼普。篠焼。
内外剥落。A頬。
内外回ナデ。外下半指痕。焼悪。幾。
内に軸、貴人。
内外回ナデ。底箆切後板目残る。ロタロ右
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
一一－－．．1－1－－11－－－－－ll■－．．－－－－－－－一一一一．－一一．－・－－－－－－－－－・，．．．－－一一－－－－．・－－一一－－－－－－－．．H．．．一一日－一一－．－一一・－－－－－－－－．．－－－－－・－－－－．．－－－・－－－．・．．・－－－－．－－－－．．．一一．・．－－－－－－－－－－－－．－．．－．・－－・－－．・．－－－－．－・－－－－－●．－－．－
－一■－．l．－－－－．1－－－－－－－・－－－．．．－－－－－－－－．，－．・．一一．．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－－一一．．－－－．・．－－－－・－－－－－－－．－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－・－－－．・．・－－－－－・－－－．－－－●．－・・－－－－－－－

480－17　SDⅢ62　　皿
480－18　SDⅢ62　　皿

480－19　SDⅢ62　　瓦器椀

480－20　SDⅢ62　　瓦器椀

480－21　SDⅢ62

48ト01　SDⅢ71

48ト02　SDⅢ71

48ト03　SDⅢ71

481－04　SDⅢ71

48ト05　SDⅢ71

48ト06　SDⅡI71

48ト07　SDⅢ71

481－08　SDⅢ71

48ト09　　SDⅡI71

481－10　SDⅢ71

48ト11　SDⅢ71

481－12　SDⅢ71

‾1血砂。　白褐

‾1血砂。　淡灰褐

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　外黒灰、内明

灰‾黒灰

須こね鉢　　‾3血砂。　灰白‾灰

杯　　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰‾暗褐

須壷　　　　‾1血砂。　明灰

杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐

杯　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

杯　　　　　‾1血m多砂。淡褐

杯　　　　　‾1血砂。　淡褐

杯　　　　　‾1血砂。　淡褐

椀　　　　　‾2血砂。　濁灰褐

椀　　　　　‾1血砂。　淡褐

瓦器杯　　　‾1血n砂。　白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　灰白‾灰

48ト13　SDⅢ71　青磁椀　　　　　　　　淡青緑
48ト14　SDⅢ71　青磁椀　　　　　　　　暗緑褐
48ト15　SDⅢ71　白磁椀　　　　　　　　淡灰白

48ト16　SDⅢ71　白磁椀　　　　　　　　白褐
48ト17　SDⅢ71　白磁椀　　　　　　　　白
48ト18　SDⅢ71　羽釜　　　　‾2血砂。　淡褐‾暗褐
48ト19　SDⅢ71　杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
48ト20　SDⅢ71　杯　　　　　‾2血砂。　淡褐
48ト21　SDⅢ71　杯　　　　　‾1血砂。　淡白褐‾淡褐
48ト22　SDⅢ71　杯　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

48ト23　SDⅢ71　椀　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
481－24　SDⅢ71　土鍋　　　　‾1血n多砂。濁淡褐‾暗褐
48ト25　SDⅢ71　土鍋　　　　‾5血m多砂。淡褐
482－01　SDⅢ71　瓦器杯　　　‾2血m砂。　淡灰褐
482－02　SDⅢ71　皿　　　　　‾1血砂。　淡白褐
482－03　SDⅢ71　瓦器椀　　　‾1血砂。　灰
482－04　SDⅢ71　瓦措椀　　　‾1血砂。　暗灰
482－05　SDⅢ71　瓦器椀　　　‾2皿砂。　黒褐
482－06　SDⅢ71　瓦指椀　　　‾1血砂。　暗灰
482－07　SDⅢ71　須こね鉢　　‾1血砂。　明灰
482－08　SDⅢ71　須こね鉢　　‾1血多砂。明灰
482－0g SDⅢ71　須こね鉢　　‾3血砂。　灰
482－10　SDⅢ71　須壷　　　　‾2血砂。　明灰

482－11　SDⅢ71　土鍋　　　　‾1血多砂。淡褐‾暗褐
482－12　SDⅢ71　青磁椀　　　　　　　　淡青緑
482－13　SDⅢ71　瓦誰梶　　　‾1血砂。　黒灰

482－14　SDⅢ71　白磁椀　　　　　　　　白
482－15　SDⅢ71　杯　　　　　‾2血m多砂。赤褐
482－16　SDⅢ71　杯　　　　　‾1血血多砂。淡褐‾淡赤福
482－17　SDⅢ71　杯　　　　　‾1血砂。　淡褐
482－18　SDⅢ71　杯　　　　　‾2血砂。　淡褐
482－19　SDⅢ71　杯　　　　　‾2姐多砂。淡褐
482－20　SDⅢ71　皿　　　　　‾1hn多砂。淡褐
482－21　SDⅢ71　皿　　　　　‾1血砂。　淡褐
482－22　SDⅢ71　皿　　　　　‾2皿多砂。淡褐
482－23　SDⅢ71　皿　　　　　‾1凪多砂。濁淡褐
482－24　SDⅢ71　皿　　　　　‾1址多砂。淡褐
482－25　SDⅢ71　皿　　　　　‾1血砂。　濁淡褐
482－26　SDⅢ71　脚部　　　　‾1血多砂。淡褐
482－27　SDⅢ71　羽釜　　　　‾1血多砂。淡赤福‾暗褐
482－28　SDⅢ71　羽釜　　　　‾2皿多砂。淡褐‾暗褐

6．2　　　0．8

6．3　　　1．3

31．6

12．8　　　3．6

14．3　　　4．7

12．0　　　3．0

11．3　　　3．2

11．5　　　3．4

13．2　　　3．8

11．6　　　3．3

14．6　　　4．6

10．0　　　3．2

14．3　　　4．5

15．0

16．5

22．1

10．9

11．0

10．7

10．8

11．3

37．1

24．3

12．8

8．2

14．8

2．8

3．0

3．2

3．0

3．4

1．7

32．0

19．1

37．6

14．2

13．9　　　3．7

11．0　　　3．0

12．2　　　3．4

12．6　　　3．5

12．8　　　3．6

13．1　　　3．3

7．7　　　1．3

7．2　　　1．3

7．3　　　0．8

7．9　　　1．1

8．1　　1．6

8．8　　　1．7

27．0

22．2　　　27．1

－679－

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
外ナデ。内暗文状箆磨。口縁一部暗灰色。
焼普。いぶし不明瞭、系譜不明。
内外ナデ。焼普。幾。

内外回ナデ。タけ旨痕著。焼普。
内外回ナデ。底箆切。最下位。
外回ナデ。内条痕ナデ。焼普。外一部煤。最
下位。
夕匝ロ。内下半坂ナデ。焼弧最下位。
内外回ナデ。底箆切。最下位。
内外回ナデ。底箆切。最下位。
内外回ナデ。底箆切。最下位。
内外回ナデ。底箆切。最下位。
内外回ナデ。底糸切。最下位。
内外ナデ。最下位。
内外回ナデ。最下位。
内外回ナデ。口緑いぶし。焼普。讃。最下位
○

外指痕著。内暗文。焼普。幾。最下位。
内外粕。外蓮弁文。龍泉。最下位。
底以外粕。外蓮井文。龍泉。下位。
内外一部軸。外無紬部分刷毛の痕跡。下位
○

外底以外軸。内貫入。下位。
内に粕。貴人。下位。
タ腸内下半指痕著。脚欠損。中位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。ロクロ右。上
位。
内外ナデ。上位。
外ナデ。内刷毛の痕跡。上位。
外ナデ。内刷毛。上位。
内外回ナデ。口綾いぶし。焼普。讃。上位。
底箆切後ナデ。瓦器皿と同様な作。上位。
タけ旨痕著。内昭文。焼弱悪。幾。上位。
外指痕著。内昭文。焼普。
タけ旨痕著。。内暗文。焼普。上位。
内暗文。焼普。上位。
内外回ナデ。焼普。片口状口縁。上位。
内外回ナデ。焼楓上位。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。外カキ目、暗褐色自然軸。焼
弱良。上位。
タけ旨痕箸、煤。内ナデ。
内外に紬。口線輪花一部残る。
外下半指痕著。内暗文。焼弱良。幾。
外底以外軸。最下位。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。下位。
内外回ナデ。底箆切。下位。
内外回ナデ。底箆切。下位。
内外回ナデ。底箆切。下位。
内外ナデ。下位。
底箆切。
底箆切。下位。
底箆切。下位。
内外ナデ。底箆切。下位。
内外ナデ。底箆切。下位。
底箆切。下位。
箆切後脚部接合。下位。
外ナデ。内横刷毛後縦刷毛。下位。
外・脚接合部指痕著。外煤。内刷毛。3本脚
中1本残。下位。
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483－01　SDⅢ71

483－02　SDⅢ71

483－03　SDⅢ71

483－04　SDⅢ71

483－05　SDⅢ71

483－06　SDⅢ71

483－07　SDⅢ71

483－08　SDⅢ71

瓦器椀　　　‾3血砂。　黒灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　明灰

椀　　　　　‾1血砂。　濁白褐

瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰

瓦器椀　　　‾2血砂。　濁明灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　灰自

瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰

483－09　SDⅢ71　瓦器こね鉢　‾1血砂。　外噂灰、内濁

483－10　SDⅢ71

483－11　SDⅢ71

483－12　SDⅢ71

483－13　SDⅢ71

483－14　SDⅢ71

483－15　SDⅢ71

483－16　SDⅢ71

483－17　SDⅢ71

483－18　SDⅢ71

483－1g SDⅢ71

483－20　SDIⅡ71

483－21　SDⅢ71

483－22　SDⅢ71

483－23　SDⅢ71

484－01　SDⅢ71

484－02　SDⅢ71

484－03　SDⅡI71

484－04　SDⅢ71

484－05　SDⅢ71

484－06　SDⅢ71

484－07　SDⅢ71

484－08　SDⅢ71

484－09　SDⅢ71

484－10　SDⅢ71

484－11　SDⅢ71
484－12　SDⅢ71

484－13　SDⅢ71

484－14　SDⅢ71

484－15　SDⅢ71

484－16　SDⅢ71

484－17　SDⅡI71

484－18　SDⅢ71

484－19　SDⅢ71

484－20　SDⅢ71

484－21　SDⅢ71

484－22　SDⅢ71

484－23　SDⅢ71

484－24　SDⅢ71

484－25　SDⅢ71

484－26　SDⅢ71

484－27　SDⅢ71

484－28　SDⅢ71

484－29　SDⅢ71

明灰
瓦器こね鉢　‾1血砂。　灰
須壷　　　　‾2血砂。　外噂灰、内灰
青磁椀　　　　　　　　禄灰
杯　　　　　‾1血砂。　濁淡赤褐「暗

褐
皿　　　　　‾1mm多砂。淡褐‾淡赤褐
脚部　　　　‾2血砂。　淡褐
耳皿　　　　‾1血砂。　淡赤褐
瓦器皿　　　‾1血砂。　明灰‾灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　黒灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　濁灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰

禄紬陶器椀　‾1血砂。　淡黄緑灰
杯　　　　　‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡褐1炎赤褐
皿　　　　　‾1mm多砂。濁淡褐‾淡赤

褐
脚台付皿　　‾1m多砂。淡褐
椀　　　　　‾3血n多砂。淡褐1炎赤褐
椀　　　　　‾1血砂。　淡白褐
瓦器椀　　　‾2血砂。　自灰

白磁椀　　　　　　　　淡白褐
杯　　　　　‾1mm多砂。濁淡白褐‾暗

褐
杯　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾1血n多砂。淡貯‾淡赤褐
杯　　　　　‾1mm多砂。淡赤褐
杯　　　　　‾2血砂。　淡褐
杯　　　　　‾2血砂。　赤褐‾暗褐
杯　　　　　‾1血血多砂。赤褐
皿　　　　　‾1血n多砂。濁淡褐
瓦器皿　　　‾2血砂。　白灰

皿　　　　　‾1仙多砂。淡赤褐
皿　　　　　‾2血砂。　濁淡褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡白褐

皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
脚台付皿　　‾1皿多砂。淡褐
脚部　　　　‾2nn多砂。濁白褐
脚部　　　　‾1血砂。　淡褐
椀
椀

椀

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　濁白褐‾淡赤

褐

‾2血砂。　淡白褐

14．4　　　3．8

11．0　　　4．3

15．2　　　4．5

14．8　　　4．7

13．8　　　4．2

13．6　　　4．6

16．2　　　4．3

18．1　　　6．0

26．6

3．2

1．2

8．1　　　4．0

7．8　　　1．4

15．3

14．0　　　4．7

14．7　　　4．9

15．2　　　4．7

14．4　　　4．3

13．0　　　3．6

7．0　　　1．1

6．8　　　1．3

外下半指痕箸。内暗文。焼弱良。乱下位。
外ナデ。内ナデ後暗文。いぶし無。焼普。下
位。
内外ナデ。下位。
内外回ナデ。内板ナデの痕跡。口緑いぶし
。焼普。讃。下位。
内外回ナデ。口禄いぶし。焼普。讃。下位。
内外回ナデ。口禄いぶし。焼普。讃。下位。
内外回ナデ。内税刷毛。口縁・休部いぶし。
焼普。讃。下位。
内外回ナデ。内刷毛。口縁いぶし。讃。下位
○

内外回ナデ。焼普。下位。

内外ナデ。焼普。下位。
外箆密。内板ナデ、下半ナデ。焼普。下位。
内外に軸。内に文様。龍泉。中位。
内外回ナデ。底箆切。上位。

底箆切。上位。
内外回ナデ。上位。

6．0内外ナデ。他計測値は口径の短軌上位。
タけ旨痕著。内ナデ。焼普。幾。上位。
外箆磨、指痕著。内暗文。焼晋。幾。上位。
内外回ナデ。口禄いぶし。焼普。讃。上位。
内外回ナデ。内条痕板ナデ痕。口禄いぶし
。焼普。讃。上位。
内外回ナデ。内板ナデの痕跡。口綾いぶし
。焼普。讃。上位。
外回ナデ。内板ナデ。口緑いぶし。焼普。讃
。上位。

内外に粕。土師質の焼。上位。
内外回ナデ。底箆切。
底箆切。
底箆切。

7．8　　　3．4　　　　　箆切後脚部接合。
12．2　　4．5　　　　　内外回ナデ。
15．2　　　　　　　　　　内外剥落。
13．7　　　　　　　　　　内外ナデ。口縁僅にいぶしの痕跡。焼晋。

讃。
外底以外に軸。内猫措文。

11．4　　3．0　　　　　内外回ナデ。底箆切。内煤付着。

11．3　　　3．3　　　　　内外回ナデ。底箆切。
11．7　　　3．1　　　　　内外回ナデ。底箆切。
11．4　　3．5　　　　　内外回ナデ。底箆切。
12．5　　　3．3　　　　　内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
10．8　　2．7　　　　　内外回ナデ。底糸切。
11．4　　2．4　　　　　内外回ナデ。底糸切。
7．7　　1．4　　　　　内外回ナデ。底箆切。
8．0　　1．6　　　　　内外回ナデ。底箆切。口緑いぶし。焼普。讃

0

7．6　　1．0　　　　　底箆切。
7．4　　1．0　　　　　底箆切。
8．6　　1．2　　　　　底箆切。
8．9　　1．4　　　　　内外回ナデ。底箆切。
8．6　　1．8　　　　　底箆切。
7．8　　3．1　　　　　内外ナデ。底糸切。
7．4　　　2．7

内外ナデ。
内外回ナデ。

12．2　　　4．1　　　　　内外ナデ煤こ
12．8　　　4．5　　　　　　内外ナデ。

13．2　　　4．1　　　　　内外ナデ。
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第III期　溝出土土器（10）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
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484－30　SDⅢ71

484－31　SDⅢ71

484－32　SDⅢ71

484－33　SDⅢ71

485－01　SDⅢ71

485－02　SDⅢ71

485－03　SDⅢ71

485－04　SDⅢ71

485－05　SDⅢ71

485－06　SDⅢ71

485－07　SDⅢ71

486－01　SDⅢ71

486－02　SDⅢ71

486－03　SDⅢ71

486－04　SDⅢ71

486－05　SDⅢ71

486－06　SDⅢ71

486－07　SDⅢ71

486－08　SDⅢ71

486－09　SDⅢ71

486－10　SDⅢ71

486－11　SDⅢ71

486－12　SDⅢ71

486－13　SDⅢ71

486－14　SDⅢ71

486－15　SDⅢ71

486－16　SDⅢ71

486－17　SDⅢ71

487－01　SDⅡI71

487－02　SDⅢ71

48ト03　SDⅡI71

48ト04　SDⅢ71

487－05　SDⅢ71

487－06　SDⅢ71

487－07　SDⅢ72

487－08　SDⅢ72

48■「0g SDⅢ72

椀　　　　　‾1血砂。　濁淡白褐
椀　　　　　‾1mm多砂。濁淡褐
土鍋　　　　‾3血砂。　濁淡褐‾暗褐
土鍋　　　　‾1mm多砂。噂褐

土鍋　　　　‾1皿多砂。淡褐‾暗褐
土鍋　　　　‾2拉多砂。淡褐‾淡赤褐
土鍋　　　　‾2血n多砂。淡褐‾暗褐

土鍋　　　　‾1血n多砂。淡褐‾暗褐
羽釜　　　　‾1地多砂。濁淡褐‾暗褐
羽釜　　　　‾1m多砂。淡褐‾噂褐
羽釜　　　　‾1mm多砂。噂褐
瓦器椀　　　‾1血砂。　灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　灰
瓦器椀　　　‾2血砂。　外白灰、内濁

淡白褐
瓦器椀　　　‾2血砂。

瓦器椀　　　‾1血砂。

瓦措椀　　　‾1血砂。

瓦器椀　　　‾1血砂。

瓦器椀　　　‾1血砂。

瓦器椀　　　‾1血砂。

瓦器椀　　　‾1血砂。

瓦器こね鉢　‾1血砂。

瓦詣こね鉢　‾2血砂。

瓦器こね鉢　‾1血砂。

瓦器皿　　　‾1血砂。
須質こね鉢　‾2血砂。

須彗　　　　‾3血砂。

須窪
青磁椀
青磁椀
青磁椀
白磁椀
白磁椀
白磁皿
蜜
須杯

須杯
487－10　SDⅢ73　　青磁椀
487－11　SDⅢ71‾74　蛮

周辺
487－12　SDⅢ7174

周辺
487－13　SDⅢ71‾74

周辺
487－14　SDⅢ71‾74

周辺
487－15　SDⅡI75

487－16　SDⅢ75

487－17　SDⅢ75

487－18　SDⅢ75

487－19　SDⅢ75

487－20　SDⅢ75

羽釜

須杯

青磁椀

杯
杯
脚台付皿
杯
黒椀

瓦綜椀

‾5血砂。

‾2血砂。

‾2血砂。

‾1血砂。

‾2血砂。

14．4　　　4．7

44．6

41．9

42．1

34．8

35．4

37．6

23．6

23．0

35．9

14．4

白灰　　　　　13．8

4．4

4．4

白灰　　　　　14．3　　　4．9

滞日灰　　　　13．6　　　4．0

濁灰　　　　　14．4　　　4．5

外灰、内白灰　　14．2　　4．8

灰　　　　　　13．6

滞日灰　　　　14．4　　　4．1
灰　　　　　　19．3　　　5．9
外噂灰、内白　　　23．7　　　8．2
灰褐
明灰‾灰　　　　25．1
灰　　　　　　　9．1
白灰

明灰　　　　　　29．7

明灰
淡緑褐
淡青
淡緑褐
淡白褐
白
淡緑白
暗褐
濁灰

灰
緑灰

淡褐‾暗褐

42．7

17．1

13．0

16．6　　　7．1

16．0

12．7　　　3．9

13．5　　　3．g

28．5

‾2■■多砂。暗褐　　　　　　22．1

‾1血砂。　明灰　　　　　13．9　　7．1

淡灰白

‾1血砂。　淡褐‾淡灰褐　　　9．5　　3．7
‾1血n多砂。淡白褐　　　　10．4　　2．1
‾2血砂。　淡赤褐　　　　11．1　　2．8
‾1m■多砂。淡褐‾淡赤褐　　16．0
‾1血砂。　外淡灰褐、内

黒掲
‾1血砂。　黒灰 14．9　　　4．5
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内外ナデ。内煤。
内外回ナデ。
外ナデ、煤。内刷毛。
外ナデ刷毛の痕跡、煤。内刷毛の痕跡、下
半指痕著。
内外ナデ。
外ナデ。内ナデ、口線条痕板ナデの痕跡。
外刷毛、下半格子叩の痕跡、煤。内下半刷
毛。
内外下半刷毛。
外ナデ。内刷毛。脚部の剥がれた痕跡。
内外ナデ。外煤。支脚付羽釜。
内外ナデ。

外ナデ。内暗文。焼普。幾。
内外剥落。焼普。畿。

内外回ナデ。内板ナデ。口緑いぶし。焼普。
ロタロ右。讃。

内外回ナデ内板ナデ。口縁いぶし。焼普。
讃。

内外回ナデ内板ナデ。口緑いぶし。焼普。
讃。
内外回ナデ。内刷毛。口緑いぶし。焼普。讃
○

内外回ナデ。内刷毛、煤。口緑いぶし。焼普
。讃。
内外回ナデ。内細刷毛、口禄いぶし。焼弱
良。讃。
内外回ナデ。内条痕のつく刷毛。焼弱良。
讃。

内外回ナデ。内板ナデの痕跡。焼普。讃。
外ナデ。内条痕板ナデ。焼普。
内外ナデ。外底成形後台に乗せた痕跡。片
口状口緑。焼普。

内外剥落、箆麿の痕跡。片口状口緑。焼普。
内箆麿の痕跡。焼普。幾。
外回ナデ後箆磨。内回ナデ。底箆切。焼普。
瓦器？。
外平行叩。内ナデ。内外自然粕。焼弱良。ロ
クロ右。
外格子叩。内ナデ。焼辞霞。亀山。
内外貴人。外連弁文。龍泉。
内外軸。外連弁文。龍泉。
内文様。龍泉。
外下半租刷毛の痕跡。内外貴人。
内外粕。外買入。
内、外上半に粕。
外租刷毛。内休部細刷毛。
内外回ナデ、火樺。底箆切。焼普。ロクロ右
○

内外回ナデ火樺。底箆切。焼普。
内外に粕。内薫道具の痕跡。越州。
内外刷毛。

外休部刷毛、煤。内刷毛後ナデ。

内外回ナデ火禅。外口緑いぶし。焼普。ロ
クロ右。
底以外に軸。酬。

内外回ナデ。底箆切。下位。
内外回ナデ。底箆切。下位。
内外ナデ。下位。
内外ナデ。下位。
外ナデ、内箆磨。外口緑いぶし。A類。下位。

外井桁状、内上半箆磨。見込暗文。口緑1条
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
L－－－　，　－－－－－．r－－・－－－－－－－．．－－－－－－－－－－・一一－－一．・．－－－－－．一一－－－－－－－1－－－－－－－　，　－－－－・－－－　，　－．．，，－－－－－－－－－－－－－・－－一一・－－．．－．．，　－－－．・．－－－－－－－．－・－－－1－－－－－－－・－－－－．．－．H，－－・－－－－－111－ll．－lll－－－ll車－t．－－．．．

－．－－－－－－・－－－－．・－－－－－－－－－－．．－－．・－．．・－一一．．一一－－－－－．・－－－－－－－－－－－－－－－．．・．－－．－－－－－－－．・－一一－－－・－－－－－－－－－・－－－－－－－－－．．．・－－－－－－－．・，－．．1－．．，－．．．．－－－・－－－－－．・・－一一－－－－－－－－．．・．．．－－－，－－・－－－－－－－－－－●ll・－－

487－21　SDⅢ75

487－22　SDIⅡ75
487－23　SDⅢ75

487－24　SDⅢ75

487－25　SDⅢ75

487－26　SDⅢ75

487－27　SDⅢ75

48ト28　SDⅢ75

488－01　SDⅡI75

488－02　SDⅢ75

488－03　SDⅢ75

488－04　SDⅢ75

488－05　SDⅢ75

488－06　SDⅢ75

488－07　SDⅢ75

488－08　SDⅢ75

488－09　SDⅢ75

488－10　SDⅢ75
488－11　SDⅢ75

488－12　SDⅢ75

488－13　SDⅢ75

488－14　SDⅢ75
488－15　SDⅢ75

488－16　SDⅢ75

488－17　SDⅢ75

488－18　SDⅢ75

488－19　SDⅢ75

488－20　SDⅢ75

488－21　SDⅢ75

488－22　SDIⅡ75

488－23　SDⅢ75

488－24　SDⅢ75

488－25　SDⅢ75

488－26　SDⅢ75

488－27　SDⅢ75

488－28　SDⅢ75

488－2g SDⅢ75

488－30　SDⅢ75

488－31　SDⅢ75

488－32　SDⅢ75

488－33　SDⅢ75

488－34　SDⅢ75

488－35　SDⅢ75

488－36　SDⅢ75

488－37　SDⅢ75

489－01　SDⅢ75

489－02　SDⅡI75

489－03　SDⅢ75

489－04　SDⅢ75

489－05　SDⅢ75

489－06　SDⅢ75

489－07　SDⅢ75

489－08　SDⅢ75

489－09　SDⅡI75

須杯
杯
杯
椀

椀
黒椀

黒椀

黒椀

杯
皿

椀
椀

‾1血砂。　白灰
‾1mm多砂。淡褐
‾1血m多砂。淡白褐
‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡白褐
‾1血砂。　外淡灰褐、内

暗灰
‾2血砂。　外淡白褐、内

黒
‾2血砂。　外淡白褐、内

黒

‾3血砂。　淡褐1炎赤褐
‾1mm多砂。淡褐
‾1血砂。　淡褐
‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐

瓦器こね鉢　‾2血砂。　黒

白磁椀

白磁椀

椀　　　　　‾1血砂。

黒椀　　　　‾2血砂。

備前すり鉢　‾2血砂。
備前すり鉢　‾1血砂。
青磁椀
白磁椀
白磁椀
白磁皿
白磁皿
皿
杯
椀
羽釜
黒椀

杯
杯
杯
杯
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

皿

椀
椀
椀
椀
羽釜
黒椀

黒椀

黒椀

須杯
須珪

杯
皿
皿

白灰
淡青白
淡白褐
外淡赤褐、内
黒
赤灰掲
赤茶褐
淡緑灰
淡緑白
淡青灰
淡青白
白

‾1mm多砂。淡褐
‾1血砂。　赤福
‾1血砂。　赤褐1炎赤褐
‾5m多砂。淡褐‾暗褐
‾3血砂。　外淡灰褐、内

黒灰
‾2血n多砂。淡白褐
‾1血n多砂。赤褐
‾1血血砂。　淡赤褐
‾1血砂。　淡褐
‾2血■多砂。淡赤褐
‾1皿多砂。淡赤褐
‾1mm多砂。淡白褐
‾1nn多砂。淡褐
‾1mm多砂。淡赤褐
‾1血多砂。淡赤褐
‾1m多砂。淡白褐‾淡赤

褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾1血砂。　白褐

‾1血n多砂。暗褐

‾1皿多砂。外淡赤褐、内
黒褐
‾1血砂。外淡灰褐、内
黒褐
‾2血砂。外淡赤褐、内
窯掲
‾2血砂。灰
‾3血砂。黒外黒、内明灰
粒。
‾2m多砂。淡赤褐
‾1hn多砂。淡褐‾淡赤褐
‾1血砂。淡赤褐

11．7　　　3．3

15．1

16．1

10．8　　　3．2

9．5　　　1．5

15．3　　　5．4

19．6

20．5

34．7

14．4

13．0

13．4

14．4

14．9

9．3

9．0

8．7

8．8

g．1

10．0

9．6

8．2

15．0

15．0

15．8

15．5

25．4

14．6

5．3

3．4

4．0

3．2

3．4

2．1

1．2

1．7

1．6

1．8

1．7

2．0

2．5

5．9

5．4

6．3

5．6

5，8

5．3

6．1

15．6　　　4．3

14．6　　　3．7

g．8　　　1．6

10．4　　　1．7

－682－

沈線。焼普。畿（楠葉）。下位。
内外回ナデ。底箆切。焼弧下位。
内外回ナデ。底箆切。中位。
内外回ナデ。中位。
外ナデ。内剥落。高台‾1m多砂の異る胎土
。中位。
内外剥落。中位。
外ナデ。内剥落。A類。中位。

内外剥落。内箆麿の痕跡。A類。中位。

内外剥落、内箆麿の痕跡。A類。中位。

内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外ナデ。上位。
内外ナデ。上位。
内外ナデ。焼普。上位。
内外に軸。上位。
内外軸。外底板状工具によるナデ。上位。
外ナデ。内剥落。最上位。
内外剥落。A類。最上位。

内外回ナデ。焼普。最上位。
内外回ナデ。焼晋。最上位。
内外軸、貴人。最上位。
内外に軸。重焼痕が残る。最上位。
内外軸。重焼痕が残る。最上位。
内外軸。最上位。
内外粕。最上位。
内外回ナデ。底箆切。中位。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。中位。
内外回ナデ。底箆切。中位。
内外ナデ。中位。
内外剥落。外口縁いぶし。A類。中位。

内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。

内外回ナデ。底箆切。上位。
内外回ナデ。外箆磨。上位。
内外回ナデ。内箆磨。上位。
外ナデ。内剥落、箆麿の痕跡。上位。
内外箆磨。上位。
外休部刷毛。内ナデ。
内外回ナデ。A類。

内外回ナデ。内板ナデ後箆磨。A類。

内外回ナデ。外口緑いぶし。A類。上位。

端部摩滅。焼普。ロタロ右。混入晶。上位。
タ押印ロ。内同心円文後ナデ。焼良。上位。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考
．－－－l・－．llll－－－－－1－－－－．．．－1－－－－－・－－－－－．－．．・．－．．－11－－－－H．一一－．・．－．一一・－．－．－－－－－－－－－・－－．一一．－．．一一－・－－111－－．H1－－－．．・－一一－－・－－－－一一－－．・．－．・．11－・－・・－．－－－－－．－．．－－・－＝－．－－・－－－・－．・．－－－－－－－－－－－－．・．－　，　－J，－1．－．・・－－－－・．．・－－－－－－．．・－一一－－llll．1－．－lH－－．－．
－－－－－－－－‘－－－－－－．．－－－．－・－．・．・．・・．．－一．－．A－－－－－1－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－一一－－－－．－1－－．－－－－・－－・．．－－・－一一．・－－－－．111111－－．－－－・一一日．・lH．－－一一一一一－－．－・－－－．・．－．・．1－－－・－・－－－－．・．・一一．．・・．－－I，llll，，－－－－－－－・－．．・．・－－・－．一一・－－－－・－．．・－－．・．－－．t．・－－・－．・－ll－ll－－l・

489－10　SDⅢ75

489－11　SDⅢ75

489－12　SDⅢ75

489－13　SDⅢ75

489－14　SDⅢ75

489－15　SDⅢ75

489－16　SDⅢ75

489－17　SDⅢ75

489－18　SDⅢ75

489－19　SDⅢ75

489－20　SDⅢ75

489－21　SDⅢ75

489－22　SDⅢ75

490－01　SDⅢ75

490－02　SDⅢ75

490－03　SDⅢ75

490－04　SDⅢ75

490－05　SDⅢ75

490－06　SDⅢ75

490－07　SDⅢ75

490－08　SDⅢ75

490－09　SDⅢ75

490－10　SDⅢ76

490－11　SDⅢ76

490－12　SDⅡI76

490－13　SDⅢ83

490－14　SDⅢ83

490－15　SDⅢ83

490－16　SDⅢ83

490－17　SDⅢ83

490－18　SDⅢ83

490－19　SDⅢ83

490－20　SDⅢ83

491－01　SDⅢ83

49ト02　SDⅢ83

491－03　SDⅢ83

4gト04　SDⅢ83

49ト05　SDⅢ83

491－06　SDⅢ83

49ト07　SDⅢ83

49ト08　SDⅢ83

4gト0g SDⅢ83

4gト10　SDⅢ83

491－11　SDⅢ83

491－12　SDⅢ83

4gト13　SDⅢ83

491－14　SDⅢ83

491－15　SDⅢ83

491－16　SDⅢ83

4gト17　SDⅢ84

杯　　　　　‾2mm多砂。暗褐
椀　　　　　‾1血砂。　淡白褐1炎赤

褐
黒椀　　　　‾1血砂。　黒灰
須杯　　　　‾1血砂。　白灰
杯　　　　　‾2m多砂。淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡褐
羽釜　　　　‾1血砂。　濁淡褐
羽釜　　　　‾2血砂。　淡灰褐‾暗褐
甑　　　　　‾2血砂。　淡褐‾暗褐
瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰
須杯　　　　‾3血砂。　自灰

須壷　　　　‾1血砂。黒　崎灰
粒。

須壷　　　　‾1血砂。　明灰
杯　　　　　‾2血砂。　赤褐

皿　　　　　‾3mm多砂。淡褐
須杯　　　　‾1血砂。　自灰

緑紬陶器杯　‾1m多砂。白緑灰

杯　　　　　‾2血砂。　淡赤褐
椀　　　　　‾1独多砂。淡褐
黒椀　　　　‾2血砂。　黒褐
瓦器こね鉢　‾1血砂。　灰
青磁椀　　　　　　　　淡緑灰
杯　　　　　‾1血砂。　赤褐

護　　　　　‾3血砂。　濁淡褐1炎褐
須椀　　　　‾3血砂。　明灰
皿

蛮
蛮
窪
蜜
碧
把手

‾1血砂。　外淡赤褐、内
噂褐

‾2m血多砂。濁淡褐
‾2m多砂。淡赤褐
‾1仙多砂。淡赤褐
‾2mm多砂。淡赤褐
‾1血多砂。淡褐

‾加n多砂。淡掲‾淡赤褐

把手　　　　‾2mn多砂。淡褐
須杯蓋　　　‾3血砂。　灰白
須杯蓋　　　‾2血砂。黒　青灰

粒。
須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

須杯蓋　　　‾1血砂。黒　灰‾明灰
粒。

須杯蓋　　　‾2血砂。黒　淡青灰
粒。

須杯蓋　　　‾1血砂。黒　明灰
粒。

須蓋　　　　‾1血砂。　明灰
須杯身　　　‾1血砂。　白灰
須杯身　　　‾1血砂。　青灰
須杯身　　　‾1血砂。黒　灰

粒。

須高杯　　　‾1血砂。黒　明灰
粒。

須長頚壷　　‾1血砂。窯　明灰
粒。

12．6　　　4．4

14．6　　　5．5

12．8　　　3．7

28．4

30．8

23．6

15．8　　　4．6

12．3　　　4．3

7．4　　　1．3

10．4　　　3．5

14．0　　　4．2

15．8　　　5．8

17．0

27．1

11．0　　　2．5

30．7

16．9

26．7

26．2　　　27．3

14．8　　　4．2

14．0　　　3．8

13．7　　　3．9

13．0　　　3．7

15．8

16．0

16．0

17．3

15．3

15．1

6．3

須窪　　　　‾5血砂。　灰‾暗灰　　　13．7　15．0

須蜜
須蓬
須碧
甑

‾1血砂。

‾1血砂。

‾3血砂。

‾3皿多砂

灰
濁灰
明灰
淡褐

19．4

20．5

26．8　　　28．9

－683－

内外回ナデ。底箆切。やや租雑。
内外回ナデ。高台‾1m血多砂の異る胎土。

内外箆磨。B類。
内外回ナデ淡い火樺。底箆切。焼普。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外剥落。底箆切。擬似高台。下位。
外ナデ。内刷毛。下位。
内外ナデ。下位。
外刷毛。内条痕板ナデ。下位。
内外回ナデロ緑いぶし。焼普。讃。下位。
内外回ナデ、火樺。底箆切。焼弓施ロクロ
右。下位。
内外回ナデ自然紬。焼良。下位。

内外回ナデ後ナデ。焼普。ロクロ右。下位。
内外回ナデ。擬似高台。底箆切。ロクロ右。
中位。
内外回ナデ。底箆切。中位。
内外回ナデ。擬似高台。底箆切。焼弛諷中
位。
内外に粕。内外回ナデ。底箆切。土師質の
焼。上位。
内外回ナデ。底箆切。上位。
内外剥落。上位。
外箆磨。内剥落。B類。上位。
内外回ナデいぶし。焼普。上位。
内外猫描文、貴人。同安。上位。
内外回ナデ。底箆切。擬似高台。
外休部刷も内口縁刷毛、休部板ナデ。
内外回ナデ。焼普。
内外ナデ。

外刷毛。内ナデ。
内外刷毛。
内外ナデ。
外休部刷毛。内ナデ。

タ匝け後刷毛。内上半柵箆ナデ下半箆削。
外刷毛指痕箸。内野軋指痕著。把手内部
中空。
内夕捕音痕著。把手内部中空。

内外回ナデ。底箆削。焼晋。ロクロ右。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。天井箆削。外自然粕。焼良。ロ
タロ右。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。
内外回ナデ。焼楓
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼普。ロタロ左。

内外回ナデ。僅に自然粕。焼弱良。ロタロ
右。

内外回ナデ自然紬。内頸絞目。焼良。

タ匝け後カキ目、下半回箆削。内回ナデ下
半ナデ。内外自然軸。焼弱良。ロクロ右。
タ匝ロ。内同心円文。焼普。
タ匝口後カキ目。内同心円文。焼普。
内外ナデ。外2条の沈線。焼普。
外刷毛、把手指痕著。内刷毛後下半箆削。
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49ト18　SDⅢ84　　製塩
492－01　SDⅢ84　　須杯身

492－02　SDⅢ84　　須碧
492－03　SDⅢ83・84　皿
492－04　SDⅢ83・84　皿

492－05　SDⅢ83・84　鉢
492－06　SDⅢ83・84　蛮
492－07　SDⅢ83・84　彗
492－08　SDⅢ83・84　護
492－09　SDⅢ83・84　喪
492－10　SDⅢ83・84　須杯蓋

492－11　SDⅢ83・84　須杯蓋

492－12　SDⅢ83・84　須杯身

492－13　SDⅢ83・84　須杯身

492－14　SDⅢ83・84　須杯身
492－15　SDⅢ83・84　須杯身

‾5mm多砂。赤褐
‾1血砂。黒　明灰
粒。
‾3血砂。　明灰
‾2mm多砂。赤褐

‾1血砂。　赤褐
‾2皿多砂。淡材‾淡赤褐
‾1血血多砂。淡褐
‾1mm多砂。淡赤材‾淡褐
‾2mm多砂。淡赤褐
‾1皿多砂。淡赤褐
‾3血砂。黒　白灰
粒。
‾1血砂。黒　灰
粒。
‾1血砂。黒　灰
粒。
‾1血砂。黒　明灰
粒。
‾3血砂。　明灰
‾1血砂。黒　明灰
粒。

492－16　SDⅢ83・84　須無蓋高杯　‾2血砂。　灰

492－17　SDⅢ83・84　須碧
492－18　SDⅢ87　　窪
492－1g SDⅢ87　　須杯蓋
492－20　SDⅢ87　　須杯
492－21　SDⅢ87　　須窪
492－22　SDⅢ87　　須窪

493－01　SDⅢ8g　　婆
493－02　SDⅢ89　　護
493－03　SDⅢ8g　　休部
493－04　SDⅢ89　　須杯蓋

493－05　SDⅢ89　　須杯蓋
493－06　SDⅢ8g　　須杯身
493－07　SDⅢ89　　須杯身

493－08　SDⅢ89　　須杯身
493－09　SDⅢ89　　須杯身
493－10　SDⅢ89　　須大形杯
493－11　SDⅢ93　　椀

493－12　SDⅢ93　　鉢
493－13　SDⅢ93　　高杯

493－14　SDⅢ93　　高杯

493－15　SDⅢ93　　壷

493－16　SDⅢ93　　蛮
493－17　SDⅢ93　　瑳
493－18　SDⅢ93　　製塩

494－01　SDⅢ93　　須杯蓋

494－02　SDⅢ93　　須杯身

494－03　SDⅢ93　　須杯蓋

494－04　SDⅢ93　　須杯蓋

494－05　SDⅢ93　　須杯蓋

‾2血砂。　灰

‾1皿多砂。赤褐

‾1血砂。　白灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　明灰‾灰

‾1血砂。　明灰‾灰

‾3血砂。　淡赤褐

‾2mm多砂。赤褐

‾2址多砂。赤褐

‾1血砂。黒　明灰

粒。

‾1血砂。　濁灰

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。黒　青灰‾明灰

粒。

‾2血砂。　明灰‾灰

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　明灰

‾2血n多砂。外赤褐、内暗

灰

‾2血n多砂。淡赤褐「赤褐

‾2皿多砂。赤褐

‾2血砂。　黒灰

‾1姐多砂。淡赤褐‾白灰

褐

‾2皿多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血■多砂。淡掲1炎赤褐

‾3岨多砂。赤褐

‾3血砂。　青灰

‾5血砂。　明灰‾自灰

‾3血砂。黒　明灰

粒。

‾3血砂。　青灰

‾3血砂。　灰

15．0

15．4　　　4．0

2g．0

33．6

26．1

16．8　　　7．7

13．2

15．0

14．4　　　5．5

15．4　　　3．9

16．6

19．1

16．4

18．4

16．5

11．0　　　4．0

13．0

26．8

25．1

14．9

16．1

15．1　　　4．3

15．0

15．0

14．3

13．1

17．1

15．0　　　9．9

8．7

10．2

18．4　　18．7

13．3

14．4　　　3．8

14．4　　　3．7

13．0　　　3．2

14．0　　　3．8

14．0　　　3．8

－684－

外口禄叩、下半指痕著。内ナデ。
内外回ナデ。底地札内同心円痕。焼普。ロ
クロ右。
タ匝口後カキ目。内同心円文後ナデ。焼普。
外剥落、箆唐の可能性。内縦の暗文。
外箆密。内剥落、縦の暗文の痕跡。
外刷毛後下半箆削。内刷毛。
外刷毛。内口縁刷毛、休部ナデ。
外ナデ。内刷毛。
内外ナデ。

内外ナデ。
内外回ナデ。外自然紬。焼弱良。ロクロ右。

内外回ナデ。天井箆削。外自然紬。焼良。

内外回ナデ。底箆切。焼晋。ロクロ左。粗雑
○

内外回ナデ。底部吋。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。焼普。有蓋高杯？。

内外回ナデ。下半箆削。焼晋。ロクロ右。脚
部欠損。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外ナデ。

内外回ナデ。天井箆切。焼強敵
内外回ナデ。焼普。ロタロ右。蓋？。
内外回ナデ、自然紬。焼弱良。
外頸箆文様状の痕。内同心円文後ナデ。内
外自然軸。焼弱良。
内外刷毛後ナデ。鉢？。
外刷毛。内剥落。把手付球胴碧
外刷毛。内ナデ。
内外回ナデ。天井空詳軋外口緑自然紬。焼
弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。焼普。

内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆削。焼楓ロクロ右。
内外回ナデ。底ガリ。焼普。ロクロ右。
内外刷毛。内剥落。下位。

外下半刷毛。内板ナデ。下位。
外杯横箆磨、脚ナデ。内杯縦箆磨、脚箆削・
絞目、下半刷毛。下位。
外ナデ。内甜叫。上面接合用刺突痕。粗雑。
下位。
内外剥落、箆麿の痕跡。下位。

外刷毛。内ナデ。下位。
外刷も内ナテロ線刷毛。下位。
外口緑叩原体の刻目が直立する平行叩。
内ナデ。下位。
内外回ナデ。天井甜叫。焼普。ロクロ右。下
位。
内外回ナデ。天井箆削。外自然軸。焼弱良。
ロタロ成形時右、箆削時左。下位。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。下
位。
内外回ナデ。天井丁寧な箆削。僅に自然軸
。焼弱良。ロクロ右。下位。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。下
位。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（C皿）その他（cm）　　　　　　備　考

494－06　SDⅢ93

494－07　SDⅢ93

494－08　SDⅢ93

494－09　SDⅢ93

494－10　SDⅢ93

494－11　SDⅢ93

494－12　SDⅢ93

494－13　SDⅢ93

494－14　SDⅢ93

494－15　SDⅢ93

494－16　SDⅢ93

494－17　　SDⅢ93

494－18　SDⅢ93

494－19　SDⅢ93

494－20　SDⅢ93

494－21　SDⅢ93

494－22　SDⅢ93

494－23　SDⅢ93

494－24　SDⅢ93

495－01　SDⅢ93

495－02　SDⅢ93

495－03　SDⅢ93

495－04　SDⅢ93

495－05　SDⅢ93

495－06　SDⅢ93

495－07　SDⅢ93

495－08　SDⅢ93

495－09　SDⅢ93

495－10　SDⅢ93

495－11　SDⅢ93

495－12　SDⅢ93

496－01　SDⅢ93

496－02　SDⅢ93

496－03　SDⅢ93

496－04　SDIⅡ93

496－05　SDⅢ93

496－06　SDⅢ93

496－07　SDⅢ93

496－08　SDⅢ93

496－09　SDⅢ93

496－10　SDⅢ93

496－11　SDⅢ93

須杯蓋　　　‾2血砂。黒　明灰
粒。

須杯蓋　　　‾3血砂。　灰

須杯蓋　　　‾3血砂。　白灰
須杯身　　　‾1血砂。黒　明灰

粒。
須杯身　　　‾3血砂。黒　灰

粒。
須杯身　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾3血砂。　明灰

13．6　　　4．5

15．0　　　4．4

13．0　　　4．2

15．5　　　4．1

15．7　　　3．9

15．1　　　3．6

15．2　　　4．2

須杯身　　　‾3血砂。　淡灰褐‾「灰　　　14．7

須杯身　　　‾3血砂。黒　灰
粒。

須杯身　　　‾2血砂。黒　灰‾明灰
粒。

須杯身　　　‾2血砂。黒　明灰
粒。

須杯身　　　‾1血砂。黒　明灰
粒。

須杯身　　　‾5血砂。黒　明灰
粒。

須杯身　　　‾2血砂。　白灰‾明灰
須長頸壷　　‾2血砂。　明灰

蜜　　　　　‾3血n多砂。赤褐1炎褐

喪　　　　　‾2血砂。　淡褐
護　　　　　‾3血砂。　淡褐
喪　　　　　‾1血砂。　淡褐
蜜　　　　　‾3仙多砂。淡褐‾淡赤褐
羽釜　　　　‾2皿多砂。淡赤褐‾淡褐
甑　　　　　‾2血砂。　淡褐‾淡赤褐
須杯蓋　　　‾2血砂。黒　灰‾明灰

粒。
須杯蓋　　　‾2m砂。　灰白

須杯蓋　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾3血砂。　灰

須杯身　　　‾2血砂。　灰

須杯身　　　‾2血砂。　白灰

須高杯　　　‾3血砂。　明灰
須高杯　　　‾1血砂。　明灰
篭
篭

‾3皿多砂。淡褐‾淡白褐
‾1止血多砂。淡赤褐

須杯身　　　‾1血砂。　濁自灰

須杯身　　　‾2血砂。　暗灰

須高杯　　　‾1血砂。　白灰
須ほぞう　　‾2血砂。　灰

壷　　　　　‾2血n多砂。淡赤褐
護　　　　　‾2祉多砂。淡褐
蛮　　　　　‾3皿多砂。淡赤褐
須杯蓋　　　‾1血砂。黒　灰

粒。
須杯蓋　　　‾2血砂。　明灰
須杯身　　　‾1血砂。　明灰

15．2　　　3．7

14．6　　　4．1

14．5　　　3．8

14．0　　　3．0

13．7　　　3．6

14．9　　　3．6

25．8　　　26．6

15

22

21

28

26

13

6

4

4

2

6

4．0

4．1

4．1

14．8　　　3．6

12．5　　　3．8

35．1

18．0

14．3　　　3．3

14．3

22．1

14．2　　　4．0

12．8　　　4．1

15．7

－685－

内外回ナデ。天井箆削。外火樺。焼普。ロク
ロ右。下位。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。下
位。
内外回ナデ。天井箆切。焼普。下位。
内外回ナデ。底箆削。外自然紬。焼弱良。ロ
クロ右。下位。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。下位

○

内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。下位
○

内外回ナデ。底箆削。焼普。ロタロ右。下位
○

内外回ナデ。底部叫。焼楓ロクロ右。部
分的に生焼。下位。
内外回ナデ。底野叫。焼普。ロタロ右。下位

○

内外回ナデ。底不定方向箆削。外自然軸。
焼弱艮。ロクロ右。下位。
内外回ナデ。外自然紬。焼良。下位。

内外回ナデ。底箆削。外自然軸。焼弱良。下
位。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。下位

○

内外回ナデ。底箆切、箆記号。下位。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。下位
○

外刷毛把手指痕著。内口緑刷毛、休部箆
削。把手付球胴乱上位。

外刷毛。内ナデ、口縁刷毛の痕跡。上位。
内外刷毛。上位。
内外刷毛。上位。

外刷毛。内箆削、指痕箸。上位。
内外刷毛。内指痕箸。上位。
内外刷毛。把手部ナデ。上位。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。上
位。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロタロ成形
時右、箆削時左。上位。
内外回ナデ。天井箆削。焼晋。ロクロ右。上
位。
内外回ナデ。外下半回箆削後誰乳融軋焼
普。ロタロ右。上位。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。上位
○

内外回ナデ。底箆切。焼楓ロクロ右。粗
雑。上位。
内外回ナデ。長脚2方向2段透。焼普。上位。
内外回ナデ。外僅に自然紬。焼弱艮。上位。
内外刷毛後板ナデ。内指痕著。上位。

外刷毛後ナデ。内指痕著。集石一括。
内外回ナデ。底箆削。焼楓ロタロ右。集
石一括。

内外回ナデ。底箆切。焼普。ロタロ左。集石
一括。

内外回ナデ。焼帝匿。集石一括。
内外回ナデ。鹿野叫。外自然紬。焼弱良。集
石一括。

外箆磨、肩に刺突痕。内ナデ。
内外剥落。内箆削の痕跡。
外ナデ、口緑刷毛の痕跡。内刷毛。
内外回ナデ。天井箆切。焼普。

内外回ナデ。天井箆削。焼弱良。ロタロ左。
内外回ナデ。底箆切。焼普。ロクロ右。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

496－12　SDⅢ93　　須杯身　　　‾3血砂。　明灰
496－13　SDIⅡ93

496－14　SDⅢ93

496－15　SDⅢ94
496－16　SDⅢ96

496－17　SDⅢ98

496－18　SDⅢ99

497－01　SDⅢ100

497－02　SDIⅡ100

49ト03　SDⅢ102

497－04　SDⅢ103

497－05　SDⅢ104

497－06　SDⅢ104

49ト07　SDⅢ104

497－08　SDⅢ104

497－09　SDⅢ110

49ト10　SDⅢ110

49ト11　SDⅢ110

497－12　　SDⅢ110

497－13　SDⅢ110

497－14　SDⅢ110
497－15　　SDⅢ110

497－16　SDⅢ110

497－17　SDⅢ110
497－18　SDⅢ110

497－19　SDⅢ110

497－20　SDⅢ110

49㌢21　SDⅢ110

497－22　SDⅢ110

497－23　SDⅢ110

497－24　SDⅢ110

497－25　SDⅢ110

49ト26　SDⅢ110

497－27　SDⅢ112

498－01　SDⅢ113

498－02　SDⅡI113

498－03　SDⅢ113

498－04　SDⅢ113

498－05　SDⅢ113

498－06　SDⅢ113

498－07　SDⅢ113

498－08　SDⅢ117

498－09　SDⅢ118

498－10　SDⅢ118

498－11　SDⅢ118

498－12　　SDⅢ121

498－13　SDⅡI121

498－14　SDⅢ121

498－15　SDⅢ123

498－16　SDⅢ123

498－17　SDⅢ128

498－18　SDⅢ128

498－19　SDⅢ128

498－20　SDⅢ128

499－01　SDⅢ129

499－02　SDⅢ130

須杯　　　　‾2血砂。　灰

須壷　　　　‾3血砂。　明灰

婆　　　　　‾1血n多砂。淡褐
把手　　　　‾1mm多砂。外赤褐、内暗

褐
須大形杯　　‾1血砂。　灰
須はぞう　　‾1血砂。　灰
須蓋　　　　‾1血砂。黒　灰

粒。
須皿　　　　‾2血砂。　灰
須杯
皿
皿
杯
蛮
須杯
椀
皿
皿
壷
蜜
蜜
蜜
蛮
喪
須杯蓋
須蓋
須蓋

須杯

須皿
須ほぞう
須婆
須窪
須窪

須杯身
聾
護
蜜

把手
須杯蓋
須杯蓋

須杯身

須杯蓋
須杯蓋
須蓋
須杯身
蜜
須杯
須杯
須窪
須杯蓋

瑳
蛸壷
須杯蓋
須杯
杯

青磁椀

‾1血砂。　白灰

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2血砂。　淡赤褐

‾1血血多砂。淡褐「淡赤褐

‾1血n多砂。明灰

‾2仙多砂。赤褐‾淡赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾2皿多砂。淡赤褐
‾2皿多砂。淡赤褐

‾加n多砂。淡赤褐

‾1mm多砂。淡褐

‾3血n多砂。淡褐

‾1血砂。　灰

‾3mn多砂。白灰

‾1血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　自灰
‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　明灰‾赤灰

‾2血砂。　灰

‾2血多砂。淡赤褐

‾5皿多砂。赤褐

‾2血多砂。外淡赤褐、内

淡褐

‾加血多砂。淡褐

‾1血砂。　灰

‾1仙砂。黒　白灰

粒。

‾1血砂。黒　灰

粒。

‾1血砂。　白灰

‾1血砂。　青灰

‾1血砂。　灰

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　淡褐‾淡赤褐

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　自灰

‾2血砂。　白灰

‾1血砂。黒　明灰

粒。

‾加n多砂。淡褐

‾加血多砂。淡赤褐‾赤褐

‾2血砂。　灰

‾1血砂。　自灰

13．8　　　4．1

14．5

12．1　　15．5

13．9

17．7

14．0

13．0　　　3．5

16．4　　　2．4

20．8

16．7

11．6

10．2　　　3．8

14．1

22．0

19．2

18．4

16．4

19．8

31．9

14．2

13．3

13．0

13．8

14．1

20．2

15．0

14．2　　　5．0

18．4

14．8

29．8

‾2血砂。　淡赤褐　　　　15．8

線灰　　　　　17．2

－686－

内外回ナデ。底箆削。焼普。ロタロ左。
内外回ナデ。焼普。ロタロ左。須杯蓋？。
外回ナデ下半邸軋頸箆記号。内底ナデ、
口緑自然紬。焼弱良。ロタロ右。
内外刷毛。
タは旨痕著。内条痕板ナデ。

内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。天井射り。自然軸。焼弱良。

外底板の庄痕。焼弱良。ロクロ右。
内外回ナデ。端部摩滅。焼帝醇。
内外剥落。端部摩滅。
外剥落。内暗文。
内外ナデ。比較的丁寧な作り。
内外ナデ。
内外回ナデ。焼馳
内外剥落。
内外回ナデ。
内外回ナデ。
外ナデ。内指痕著。
外ナデ。内剥落、板ナデの痕跡。
内外刷毛。
内外刷毛の痕跡。
内外刷毛。
内外ナデ。外口綾直下2条の沈線。
内外回ナデ。焼普。
外回ナデ。天井箆削。焼諦監ロクロ右。
内外回ナデ。天井謝り。外自然軸。焼弱良。
ロクロ右。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼諦乱
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ、自然紬。焼弱良。
内外回ナデ。焼普。
タ抑職カキ目。把手ナデ。内同心円文。焼
普。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
外刷毛の痕跡。内ナデ。
内外ナデ。
外、内口緑刷毛。把手、内休部指痕著。把手
付窪。
内外指痕著。外刷毛。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。焼普。

内外回ナデ。底箆削。焼普。

内外回ナデ。天井箆削。焼諦臥
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。外自然紬。焼弱良。
内外回ナデ。焼普。
外ナデ。内刷毛。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。
タ匝ロ。内ナデ。焼普。
内外回ナデ。天井箆削。外自然紬。焼弱良。

内外刷毛。
内外指痕著。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ、剥落。内刷毛。薄く丁寧な件
り。
内外に粕。外猫描文。内1条の沈線。岡安。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

499－03　SDⅢ135　　杯

499－04　SDⅢ135

499－05　SDⅢ140

499－06　SDⅢ140

499－07　SDⅢ140

499－08　SDⅢ140

499－09　SDⅢ140

499－10　SDⅢ140

499－11　SDⅢ140

499－12　　SDⅢ140

499－13　SDⅢ140

499－14　SDⅢ142

499－15　SDⅢ142

499－16　SDⅢ142

499－17　SDⅢ142

499－18　SDⅢ142

499－19　SDⅢ143

499－20　　SDⅢ143

499－21　SDⅢ143

499－22　SDⅢ143

499－23　SDⅢ143

499－24　SDⅢ143

499－25　SDⅢ143

499－26　SDⅢ143

499－27　SDⅢ143

499－28　SDⅢ143
499－29　SDⅢ143

須杯
杯
椀
椀

椀
皿
皿
喪
具椀

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　白灰
‾1mn多砂。淡褐‾灰褐
‾1血砂。　淡白褐
‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡赤褐
‾1m多砂。淡白褐
‾1血m多砂。淡褐
‾1血n多砂。暗掲
‾1血砂。　外淡白、内黒

褐
黒椀　　　　‾2血砂。　外暗渇、内黒

褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡褐
杯　　　　　‾3血砂。　淡白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
杯　　　　　‾加■多砂。淡灰白褐
杯　　　　　‾1hn多砂。淡白褐
脚台付皿　　‾1血砂。　淡白褐
土鍋　　　　‾2仙多砂。外暗赤褐、内

淡褐‾淡赤褐
土鍋　　　　‾3血多砂。暗褐
羽釜　　　　‾2hn多砂。外噂椙、内淡

褐
瓦詣椀　　　‾1血砂。　明灰
瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　濁白灰

瓦器椀　　　‾1血砂。　白灰
瓦器椀　　　‾11■砂。　明灰

499－30　SDⅢ143　　瓦器椀

499－31　SDⅢ143　　瓦器皿

499－32　SDⅢ143

500－01　SDⅡI143

500－02　SDⅢ143

500－03　SDⅢ143

500－04　SDⅢ144

500－05　SDⅢ144

500－06　SDⅢ144

500－07　SDⅢ144

500－08　SDⅢ144

500－09　SDⅢ144

500－10　SDⅢ144

500－11　SDⅢ144

500－12　SDIⅢ144

500－13　SDⅢ144
500－14　SDⅢ144

瓦器皿
須壷
白磁椀
白磁椀
杯
杯
皿

皿
土鍋

土鍋

土鍋
黒椀

瓦器椀
瓦器椀
瓦器椀

500－15　SDⅢ144　瓦器椀

‾1血砂。　外黒灰、内白

灰
‾1血砂。　灰

‾2血砂。　淡赤褐‾灰褐

‾1血砂。　灰

自

白
‾1血血多砂。淡白褐‾淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　外淡赤褐、内

淡白褐

‾1血n多砂。淡褐

‾1■■多砂。外暗褐、内淡

褐

‾2血砂。　暗褐‾淡褐

‾2血多砂。噂褐‾淡褐

‾1血砂。　外淡椙、内灰

褐

‾1血砂。　灰‾明灰

‾1血砂。　濁白

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　明灰

500車16　SDⅢ144　瓦器こね鉢　‾2血■砂。　明灰

500－17　SDⅢ143・14杯
4

500－18　SDⅢ143・14杯
4

‾1血砂。　淡赤褐

‾1仙多砂。淡赤褐

12．4　　　3．5

15．0

14．5　　　3．3

8．4

9．0

37．4

15．7

14．6

10．5

10．8

10．3

10．8

7．2

14．3

14．6

8．0

38．8

36．7

1．3

3．0

2．2

2．2

0．8

4．0

3．2

3．8

15．6

16．1　　　4．6

15．9　　　5．6

15．2　　　5．1

14．3　　　5．4

14．1　　　5．2

10．5　　　1．4

8．6　　　1．4

16．8

14．3　　　3．5

10．1　　　2．4

7．1　　1．3

7．2　　　0．9

35．9

43．0

28．9

14．8

14．6

15．2

14．4　　　4．4

27．9　　11．8

10．2　　　2．4

10．0　　　2．8
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内外回ナデ。底箆切。薄く丁寧な作り。擬
似高台。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
内外剥落。高台淡白褐色‾1mm多砂の異る
胎土。
内外剥落。
内外回ナデ。底箆削。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
内外剥落。A類。

外回ナデ後下半箆削。内箆磨。A類。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。口縁赤褐色。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。焼成前の穿孔。
タ腫i痕著、煤。内板ナデ。

外指痕著。内ナデ。
内外ナデ。口縁赤褐色。

内外回ナデ。口緑いぶし。焼普。讃。
内外回ナデ後内板ナデ。口禄いぶし。焼普
。讃。
内外回ナデ。内条痕板ナデ。口緑いぶし。
焼普。讃。
内外回ナデ。口綾いぶし。焼普。讃。
内外回ナデ。内刷毛。口緑いぶし。焼普。讃
○

外ナデ。内坂ナデ。焼普。讃。

内外回ナデ。底箆切後ナデ。内外いぶし。
焼普。幾。
内外ナデ。外底指痕著。生焼。焼諏軋幾。
内外回ナデ僅に自然触。焼弱艮。
内外に軸。
内外に軸。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。丁寧な作り。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。ロタロ右。
外指痕著、刷毛の痕跡、煤。内ナデ。

外指痕著。内板ナデ。
外ナデ。内板ナデ。脚部欠損。
内外剥落。A類。

外指痕著。内噂文。焼普。畿。
内刷毛。口綾いぶし。焼普。讃。
内外回ナデ。口緑いぶし。内縦刷毛。焼普。
讃。
外回ナデ。内刷毛。焼普。讃。高台径？。いぶ
し無。
内外回ナデ。内、外口禄いぶし。焼普。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
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挿図番号報告遺構名　　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

500－19　SDⅢ143・14杯
4

500－20　SDⅢ143・14杯
4

500－21　SDⅢ143・14杯
4

500－22　SDⅢ143・14杯
4

500－23　SDⅢ143・14杯
4

500－24　SDⅢ143・14脚部
4

500－25　SDⅢ143・14皿
4

500－26　SDⅢ143・14皿
4

501－01　SDⅢ143・14土鍋
4

50ト02　SDⅢ143・14羽釜
4

50ト03　SDⅢ143・14羽釜
4

50ト04　SDⅢ143・14羽釜
4

50ト05　SDⅢ143・14羽釜
4

50ト06　SDⅢ143・14羽釜
4

50ト07　SDⅢ143・14土錘
4

50ト08　SDⅢ143・14須杯
4

501－09　SDⅢ143

4

50ト10　SDⅢ143

14須杯

14須杯
4

50ト11　SDⅢ143・14瓦器椀
4

50ト12　SDⅢ143・14瓦器椀
4

50ト13　SDⅢ143・14須壷

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血砂。　淡赤褐

‾2mm多砂。暗褐‾淡褐

‾2mm多砂。淡褐‾暗褐

‾1mm多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血m多砂。暗褐‾‾淡褐

‾1mm多砂。黒褐‾淡褐

‾1mm多砂。淡褐‾暗褐

‾2血m多砂。淡白褐

‾2血砂。　明灰

‾3血砂。　自灰

‾5血砂。　明灰

‾1血砂。　灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　黒褐

10．5　　　2．8

10．1　　　2．7

11．4　　　2．9

10．9　　　2．7

10．7　　　2．5

6．8　　　1．0

6．3　　　1．1

43．8

23．0　　　27．0

19．7

21．5

21．1

13．9

5．4　　　6．1

13．0　　　3．0

13．0　　　3．2

13．2

14．4　　　5．2

15．6　　　5．2

4

50ト14　SDⅢ143・14瓦器こね鉢　‾2血砂。　濁暗灰　　　　17．9
4

50ト15　SDⅢ143・14須蛮　　　　‾1血砂。　白灰　　　　　　38．0
4

502－01　SDⅢ143・14須質こね鉢　‾1血砂。　明灰　　　　　　25．4
4

502－02　SDⅢ143・14須質こね鉢　‾3血砂。　明灰
4

502－03　SDⅢ143・14須碧
4

502－04　SDⅢ147　　杯
502－05　SDⅢ147　　皿
502－06　SDⅢ159　　杯
502－07　SDⅢ159　　青磁皿
502－08　SDⅢ161　須珪

502－09　SDⅢ162　　婆
502－10　SDⅢ162　　護

502－11　SDⅢ162　　須壷

502－12　SDⅢ166　　椀
502－13　SDⅢ166　　護
502－14　SDⅢ166　　須杯蓋

‾5血砂。　外黒灰、内白
灰‾黒灰

‾2血砂。　淡赤褐1炎褐
‾1血砂。　淡赤褐
‾1血砂。　淡灰白褐

暗緑
‾2血砂。黒　明灰‾灰
粒。
‾1mm多砂。淡赤褐
‾2血m多砂。外赤褐、内暗

褐
‾2血砂。　灰

‾3mm多砂。淡赤褐
‾2m多砂。淡赤褐
‾2血砂。　濁白灰

11．0　　　2．2

6．6　　　1．1

12．0

24．4

26．8

16．0

－688－

内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。

内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。

内外ナデ。

内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。

外刷毛、指痕著、下半格子叩。内刷毛。外煤
○

外刷毛後下半格子叩。内刷毛、脚接合部指
痕著。支脚付。
外ナデ下半格子叩、口綾箆刺突。内刷毛。
タ脱脚欠損。
外格子叩、煤。内板ナデ。脚部欠損。

外租刷毛、煤。内横粗刷毛後下半縦組刷毛
。脚欠損。

夕は旨痕著、煤付着。内ナデ。

器表指痕著。口径は短軸・器高は長軸を示
す。
底箆切。口縁いぶし。焼楓ロクロ右。

底箆切。口縁いぶし。焼諦乱ロクロ右。内
煤、灯明皿？。
底箆切。口縁いぶし。焼楓ロクロ右。内
煤、灯明皿？。
内外剥落。口禄いぶし？。焼普。讃。

内外回ナデ。口緑いぶし。焼普。讃。

内外回ナデ。内条痕板ナデ。底箆切。焼憩。
内外煤。
内外剥落。焼普。片口状口縁。

タ匝口の痕跡。内ナデ。亀山。

内外ナデ。口縁暗灰色いぶし。焼石粗

内外ナデ。焼普。

外格子叩。内板ナデ。焼弱悪。亀山。

内外回ナデ。底箆切。薄く丁寧な作り。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外軸。内猫描文。岡安。
内外回ナデ、口緑自然粕。焼弱良。

内外剥落。
内外剥落。外縦刷毛の痕跡。内横刷毛の痕
跡。
外回ナデ、底箆削。内底同心円文後ナデ。
焼普。ロクロ右。
外板ナデ。内ナデ。
外刷毛。内板ナデ。
内外回ナデ。焼晋。



第III期　溝出土土器（18）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　者
4－1111－．－－－－．．．・－ll－q　，　－．．．－－－－－－－－．－－－－・－・－－・一一．・－－－．H．・．．－－・－・－－－－－－一一一．．一一一．．．・．一一．・．・一一．・．．一一－－－－－－－．．・・－．・－－－－一－－－．－．一一日1－－・・－．・　，　　，　－．－－－－－・－－－－－－－・－．．．・－－－－・－－－・一一・－・－－・．．t・－－－．．，I，ll，－－－－－　，　－－－－－．－ll．．－－－－．．l．H．．．．－．－．・．．H．・．－．．‘－－－
ll－L－－－lllt－．llllllllll－．－－－－－－－－1－－－．．．．・t．－l・．．．q－　　，　．－l．－－一．・－．－一一一・一一一・－一一一・－－一一一1－，　　，　　－11．1－1－．．－－－－－－．一一－－．－．．一一－・・－－－・．－一一一．　，　・－－・－－－．l－．・－－l・．l．・・－・・－－・．．・・－－－－－－－．1．．－－－－・－l・－ltl・・－・．．－ll・－　－．・－ll．・－・－　　，　　－－－－－－－－－．－．－－．－－‘－‘－－．．．・．－．・・．－　－－　－　－．・．・．－　－　－　－　－　－．－　－

502－15　SDⅢ168　須杯身
502－16　SDⅢ170　　喪

502－17　SDⅢ170　　蛮
503－01　SDⅢ177　　高杯
503－02　SDⅢ177　　高杯

503－03　SDⅢ177　　高杯
503－04　SDⅢ177　　鉢

503－05　SDⅢ177　　鉢

503－06　SDⅢ177　　壷
503－07　SDⅢ177　　壷

503－08　SDⅢ177　　窪
503－09　SDⅢ177　　蜜
503－10　SDⅢ177　　護
503－11　SDⅢ177　　蜜
503－12　SDⅢ177　　蜜
503－13　SDⅢ177　　護
503－14　SDⅢ177　　蛸壷
504－01　SDⅢ177　　篭
504－02　SDⅢ177　　須杯蓋
504－03　SDⅢ177　　須杯蓋

504－04　SDⅢ177　　須杯蓋
504－05　SDⅢ177　　須杯蓋
504－06　SDⅢ177　　須杯身
504－07　SDⅢ177　須杯身

504－08　SDⅢ177　　須杯身
504－09　SDⅢ177　　須杯身
504－10　SDⅢ177　　須杯身
504－11　SDⅢ177　　須杯身
504－12　SDⅢ177　　須杯身
504－13　SDⅢ177　須杯身

504－14　SDⅢ177　　須杯身

‾2血砂。　灰
‾1mm多砂。淡褐‾淡赤褐
‾2血砂。　暗褐
‾2血砂。　赤褐
‾2mm多砂。淡赤福
‾1mm多砂。淡褐
‾5mm多砂。赤褐‾淡褐

‾3mm多砂。赤褐‾淡褐

‾3皿n多砂。淡赤褐

‾3血n多砂。淡掲
‾3mm多砂。淡褐
‾3mm多砂。赤褐
‾1血n砂。　茶褐

‾3mm多砂。赤褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血m多砂。赤褐‾淡褐

‾3mm多砂。淡褐

‾2血血多砂。淡褐‾淡赤褐

‾2血砂。　濁自灰

‾3血砂。　明灰

‾3血砂。　灰

‾5血砂。　暗灰

‾3血砂。　濁白灰

‾3血砂。黒　灰‾明灰

粒。

‾3血砂。　灰

‾3血砂。　明灰

‾2血砂。　濁白褐

‾2血砂。　明灰

‾2血砂。　白灰

‾2血砂。　白灰

‾2血砂。　明灰

504－15　SDⅢ177　　須無蓋高杯　‾3血砂。　白灰

504－16　SDⅢ177　　須高杯　　　‾2血砂。
504－17　SDⅢ177　　須高杯　　　‾3血砂。

504－18　SDⅢ177　須高杯　　　‾2血砂。
504－19　SDⅢ177　　須高杯
504－20　SDⅢ177　　須はぞう
504－21　SDⅢ177　　須はぞう

504－22　SDⅢ177　　須壷

505－01　SDⅢ177　　須平瓶

505－02　SDⅢ177　　須平瓶

505－03　SDⅢ179

505－04　SDⅢ179

505－05　SDⅢ179

505－06　SDⅢ179

鉢
鉢
蜜
土錘

505－07　SDⅢ179　　須杯蓋

505－08　SDⅢ17g　　須杯身

505－09　SDⅢ186　須杯身
505－10　SDⅢ186　　須ほぞう

492－02　SDⅢ186　　須婆

‾2血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

白灰
自灰‾暗灰

明灰
明灰
明灰
灰

‾3m砂。　灰

‾1血砂。　明灰

‾2血砂。　灰

‾1恥多砂。淡褐

‾1血n多砂。噂褐‾淡褐

‾2血n多砂。淡赤褐

‾1血砂。　赤褐

‾1血砂。黒　灰

粒。

‾1血砂。　明灰

‾3血砂。　灰

‾2血砂。　青灰

‾3血血砂。　明灰

17．9 8．8

13．1

16．1

15．0

14．2

10．4　　10．5

33．8

25．9

4．4　　10．6

24．5

14．2　　　4．3

13．8　　　4．1

12．7　　　3．7

11．9　　　2．8

14．7　　　4．4

14．2　　　4．3

14．1

13．8

14．3

12．8

13．3

13．8

11．3

13．0
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4．1

4．2

3．9

3．4

3．8

3．8

2．6

6．7

内外回ナデ。焼普。
外刷毛。内刷毛後ナデ。
外刷毛。内箆削。
外剥落。内ナデ。
外ナデ箆麿の痕跡。内絞目。
内外剥落。脚内絞目。
外刷毛後ナデ。内ナデ底箆削。片口状口
縁。
内外剥落。外指痕箸。内底箆削痕。88－4と
同一個体？。
外箆磨。内緒痕著。
外刷毛の痕跡。内ナデ。
内外刷毛。
外刷毛。内箆削。
外刷毛。内ナデ。
外刷毛。内口縁刷毛、休部箆削。
外刷毛。内ナデ、口緑刷毛の痕跡。
外刷毛。内ナデ。把手付球月概。
内外ナデ。
内タは旨痕箸。外刷毛。
内外回ナデ。天井箆削。焼弱患。ロクロ右。
内外回ナデ。外自然軸。粗雑。天井箆削。焼
弱良。ロクロ右。

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆削。焼晋。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底野リ。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆削。ロクロ右。焼弛諷
内外回ナデ。底箆削。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。焼普。ロクロ右。
内外回ナデ。外深緑色自然紬。底箆切。焼
弱良。ロタロ右。
内外回ナデ。外自然粕。底箆削。焼弱良。ロ
クロ右。

3．9内外回ナデ。焼普。他計測値は杯部の器高
e

内外回ナデ。焼普。
内外自然軸。内外回ナデ。脚内絞目。長脚。
焼弱良。
内外回ナデ。長脚2方向2段透。焼普。
内外回ナデ。長脚2方向2段透。焼普。
内外回ナデ。下箆削。焼普。ロタロ右。
内外回ナデ。肩箆描文。内ナデ頸絞目。焼
晋。
内外回ナデ。外自然紬。下半箆削。焼弱良。
ロクロ右。
内外回ナデ。上半箆削。円盤状突起貼。焼
普。ロタロ右。
内外回ナデ。外カキ目、自然紬。底貼付。堤
瓶と類似。焼弱良。
内外ナデ。
外ナデ。内板ナデ。
外ナデ。内刷毛。
器表ナデ。端部に穿孔。口径は短軸を示す
0

内外回ナデ。天井箆削。焼普。ロクロ右。

内外回ナデ。焼普。

内外回ナデ。底箆切。焼晋。ロクロ右。
内外回ナデ。下半箆削。焼普。
外叩後カキ目。内同心円文後ナデ。焼普。



第IV期　掘立柱建物出土土器
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

528－01　SBⅣ04　　脚
528－02　SBⅣ07　　杯
528－03　SBⅣ08　　杯

第IV期　井戸出土土器

‾3血砂。　淡褐‾暗褐　　　　　　　　　　　　　　　外ナデ。
‾3血砂。　淡赤褐　　　　11．0　　　　　　　　　内外回ナデ。底箆切。
‾1血砂。　赤褐　　　　　11．0　　　　　　　　　　内外ナデ。

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（C皿）　　　　　　備　考

528－04　SEⅣ02　　杯

528－05　SEⅣ02

528－06　SEⅣ02

528－07　SEⅣ02

528－08　SEⅣ02

528－09　SEⅣ02

528－10　SEIVO2

528－11　SEⅣ02

528－12　SEⅣ02

528－13　SEⅣ02

528－14　SEⅣ02

528－15　SEⅣ02
528－16　SEⅣ02

528－17　　SEⅣ02

528－18　SEⅣ02

528－19　SEⅣ02

528－20　SEⅣ02

528－21　SEⅣ02

528－22　SEⅣ02

528－23　SEⅣ02

528－24　SEⅣ02

528－25　SEⅣ02

528－26　SEⅣ02

528－27　SEIVO2

528車28　SI：Ⅳ02

528－29　SEⅣ02

528－30　SEⅣ02

528－31　SEⅣ02

529－01　SEⅣ02

529－02　　SEⅣ02

杯
杯
杯

杯

杯
杯
杯
杯
皿

皿
皿
皿
皿

‾1mm多砂。淡褐

‾1血m多砂。淡褐
‾1皿n多砂。淡赤白褐
‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　外淡白褐、内
暗褐

‾1血砂。　淡赤褐
‾1mm多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。淡白褐
‾1皿多砂。淡赤褐
‾1血血多砂。外淡赤褐、内

淡灰自褐

‾1mm多砂。噂褐
‾1血砂。　淡褐
‾1mm多砂。淡赤褐
‾1血m多砂。淡白褐‾淡赤

褐
皿　　　　　‾1血m多砂。時褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡茶褐
皿　　　　　‾1仙多砂。淡白褐
皿　　　　　‾1血n多砂。淡赤褐

皿　　　　′‾1m多砂。淡褐
皿　　　　　‾1仙多砂。淡灰白
皿　　　　　‾1道血多砂。淡褐
羽釜　　　　‾2血砂。　淡白褐‾淡褐
羽釜　　　　‾1血砂。　赤掲
羽釜　　　　‾1血砂。　淡白褐
すり鉢　　　‾5血n多砂。淡白褐
脚　　　　　‾1血砂。　噂褐
十能　　　　‾2血砂。　灰褐
須壷　　　　‾3血砂。　灰
備前壷　　　‾3血砂。　赤茶褐
備前小壷　　‾1血砂。黒　赤紫褐

粒。
529－03　SEⅣ02　　青磁椀　　　　　　　　暗緑
529－04　SEⅣ02　　青磁椀　　　　　　　　緑
529－05　SEⅣ02　　青磁椀　　　　　　　　淡緑

12．7　　　2．8

12．0　　　2．2

11．0　　　2．4

11．6　　　2．7

9．8　　　2．1

13．8　　　2．2

12．2　　　2．0

12．2　　　1．9

11．1　　　2．0

8．6　　　1．1

8．6　　　1．4

8．5　　　1．4

8．4　　　1．2

8．4　　　1．2

8．2　　　1．4

8．1　　1．4

7．9　　　1．2

7．7　　　1．2

7．9　　　1．3

6．1　　　0．8

8．0　　　1．4

字6・4

21．1

23．6

32．g

内外回ナデ。口綾暗褐色。底箆切。丁寧な
件り。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。口緑淡紫褐色。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。口緑淡紫白色。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。口稼淡紫灰色。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。底3箇所の窮も
内外ナデ。外煤。
外指痕著、租刷毛。内ナデ下半坂ナデ。
外指痕箸、刷毛の痕跡。内ナデ。
外指痕著。内刷毛。
外指痕著、煤。内刷毛。
ナデ。目釘穴有り。
外回ナデ、下半箆削。内ナデ。焼普。
内外回ナデ。焼普。
内外回ナデ。外下半箆削、淡緑灰色紬。底
糸切。焼普。
内外に粕。見込部箆描による文様。龍泉。
内外に粕。見込部箆描による文様。音汎
内外に軸。外底から高台にかけて生焼気
味。

第IV期　土坑出土土器（1）
－－－－－－－．・－－．．．．．11－・．．．．・－．・．．一一一．－一．1．．－－．・．－－－－－－－－・－一一一・－－．－－1111－－－－．．．．．．一一．H－－－－－－－－－－．－．．．一一一．．．－－－－－－－－－－－11－1，1－－．11－11，．1－．．ldh－dP．・．－．・．Hll．－・－－－－－－－－－・－・－－－－－－－－－－－－1－1－－－－－・－．－．．tL．．．1－－．ll一－－．－－－－－－－－－－－1－－－．’－－－－
t．．．．．lll．－1－llr－－－－－－－－－－－－H．．．．．．．－llll－－．－1．－．．－tt．t－－．．．．．－11－－11．－－－－－－－－－－－．・．．－．・．．－－－－－－－－－－－－．・．．－．一．・．－．．．・・．一－－－－－－－－－－－－－．・－．－．－．－．－－　　，　　一一一．．．－．・．・．－－－d－．．．lt．．－．．・．・．－－lA－－－－．．．　－－－1－－－－－－－－－－－－－－．－．・．．－l・，・1．．1．．－－ll，ll．t－ll．．t．．t．－h．llltllt－t．F．．．－－－－ll－1111－

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（C皿）　　　　　　備　考
－－－－－－－．・．1．－－－－－ll－－－－－・－－－－－－－－－－－－－1－－－1－．11．－，　，　．．．－．．－－－．．－－－－－－－－－－－．－－．．一一．－．．・－－－・－．・－－－－－－－－－－－1，，，－・－－車－－－．1－－．l・．・．．－．－－111．．・．－・－－－－－・－－－－－－－1－1－．．．1－－－－－－－　　，　　－－－lr－4－．．ll．－－－－－‘－－－－－－－－－
－　－－－－－4ll－1－－．－t．　，　．．－．－－．ttt．．．．．－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－11，－1－1，－－－－一一．．－．－．－－－－－－－－－－．－－．．－－．．．．．．．一一－11－－－－－－・－．－－－－－－－－・－．．・一一一－・－d－．－－．，ll－－－－－－－－1－・－－・．－－－－・－－－－－－－－－1－1－1－4llt．lq－q．lr．－，　t．－ll．llrlll．，　一－l－11－lqL－1．1．　－－－－－．－－－－－‘

529－06　SKⅣ01　蛸壷　　　　‾2mm多砂。淡赤白褐
529－07　SKⅣ04

529－08　SKⅣ04

529－09　SKIVO5

529－10　SKⅣ05

529－11．SKⅣ05

529－12　SKⅣ05

529－13　SKIVO5

529－14　SKⅣ06

羽釜　　　　‾2血砂。　淡白褐
青磁皿　　　　　　　　淡緑灰

杯　　　　　‾1血砂。　淡赤白褐
皿　　　　　‾1血n多砂。淡白褐

蛮　　　　　‾1血砂。

土鍋　　　　‾1血砂。

羽釜　　　　‾2血砂。

すり鉢　　　‾1血砂。

淡褐
淡赤褐
淡赤白褐
淡赤褐

23．3

－690－

内外ナデ。
外ナデ。内刷毛。
内軸、貴人。外箆削。
内外ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
内外ナデ。
外指痕著。内ナデ。
外ナデ。



第IV期　土坑出土土器（2）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
－－－－－q－－－－－－．．．－．－－－－－－．．，－．．11－－－－－－－－－－，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－．－．－．．．－－－－－－－－．．．．－－－．－－－・－－－－－．．，－．一一．．．．－－－－－－－－．．－．．－－．－－－－－－－－－－－－－4－．1．－－．．－．－■－t．－－－．－－－－－－－．－．．－－．－
．．．－－－－t4－－－－－－．．－－－．－－－－一一．．－－一一－－－－－－　，　－・－－－－．一一－－－－－－－－－．．－．－－－－一．．－．－．．．－－－－－車－－－・－－－－－－．．・－　，　－－－一一－・－．－－，　－　，　，　－－－・－－－－－－－一一－．－．－－－－－－－－－－－－－－ll－－．－．一一lllll－－llll－－－－－．－－－

529－15　SKⅣ06　　軒平瓦

530－01　SKⅣ07　　羽釜
530－02　SKⅣ07　　羽釜
530－03　SKⅣ07　　すり鉢
530－04　SKⅣ07　　平瓦
530－05　SKⅣ10　　皿
530－06　SKⅣ10　　皿
530－07　SKⅣ10　　皿
530－08　SKⅣ10　　すり鉢
530－09　SKⅣ10　　こね鉢
530－10　SKⅣ11　すり鉢
530－11　SKⅣ11　すり鉢
530－12　SKⅣ11　すり鉢
53ト01　SKⅣ11　把手付鉢
53ト02　SKⅣ11　壷
53ト03　SKⅣ12　　杯

53ト04　SKⅣ12

53ト05　SKⅣ12

53ト06　SKⅣ12

53ト07　SKⅣ14

531－08　SKⅣ16

53ト0g SKⅣ16

531－10　SKⅣ16

531－11　SKIV16

‾2血砂。

‾2血砂。

‾2血多砂

灰‾白灰

淡褐
淡褐
濁淡白褐
濁灰

‾1血砂。　淡褐

‾1祉多砂。淡赤白褐

‾1血血多砂。淡赤白褐

‾3血砂。　淡白褐

‾5血砂。　淡白赤褐

‾2血砂。　淡赤白褐

‾1放■多砂。淡白褐

‾3■■多砂。淡褐

‾5血砂。　淡褐‾暗褐

‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　淡赤白褐

皿　　　　　‾1血砂。　淡白褐
陶器税　　　　　　　　目灰
青磁椀　　　　　　　　暗線灰
羽釜　　　　‾2m多砂。淡白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡白褐「淡赤

褐
皿　　　　　‾1皿多砂。淡赤褐‾暗褐
羽釜　　　　‾5姐多砂。赤福
青磁椀　　　　　　　　淡緑灰

14．3　　　2．7

12．0　　　1．5

9．1　　1．4

28．2

21．9　　10．0

25．2

17．4

9．1　　　4．7

8．1　　1．7

24．3

10．8

8．0　　　1．2

24．4

上面板ナデ。下面布の庄痕？の痕跡、固定
用突起及び箆記号。瓦当面退化した唐草
状文様。内外いぶし。
内外ナデ。
内外ナデ。
外指痕著、底剛毛。内刷毛。
上面布目痕。下面板ナデ。内外いぶし。
内外剥落。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
タ用舌癌著。内ナデ。
外指痕著。内ナデ。片口状口緑。
内外ナデ。片口状口緑。
タは旨痕著。
外指痕著。
外ナデ。内刷毛の痕跡。
内外ナデ。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。丁寧な作り。
コップ状。
内外回ナデ。底箆切。
内外透明紬、貴人。
内外軸、貴人。龍泉。
内外ナデ。脚部欠損。
内外回ナデ。

内外回ナデ。底箆切。
外ナデ。内剥落。
内外に軸。外蓮弁文。龍泉。

第IV期　不明遺構出土土器（1）
－－－－－－－－－．■－．－－－－・－－．－・．・－－－．－．－－－－－－－－－－－．－－－－－－－．．．－－－一一－－－－．－－－．－－－－－－－・・－．一一－－－－－－－－－．－－．・．・．．－－－－－－－－－－－lll，・－．－－・．・．・．－・－1－－－－－－－－－－・．－一一－．－－－－－－－－－－．－・－．●．－－，t一一．．1－－－－－－－－－
－－－－－－－．■．．．・．－－－－－－－－－－．，－．1－－－－－．－－－－－一－・－．．．・－11－－－－－－－－－－－－－－－．－．．一一－．－－－－－－．－－1－11－－－－－－－－－．－－　，．－．－11－．－．－－．－－－－－－－－－一一11－111－－11－・一一－－－－－－－－－－－－．．－．・．－．．．－●．－－－・－－－－－－－ll・－－Jr－L－－A－－－－－．－．

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
．．．lt－－－－．－－－－．tt■－－．．．－－－－－－－．．－－．．－－一一－－－－－－－－・－－－－－－．－－－－－－　，．－一一－－－－－－．．．一一－－－－－－．－－－一一．．－－．．一．．－－－－－－－－－－－．・．－－－I，I，，I，－－－，・1．－－－－－－－－－－－－－－－．．1－－．－1－．－－．－－－－－1－－－－4lllllll－ll－－．－－．．．－．－－－－－
－－－．－－－－－－．．．－－．－－－－．－－－－－－．．．－．．．－．．－1－－－－．．－－－－．－．－－．－1－－－－－－－一一・－－－1－．．一一一一－－－－－－，－1，－－－－－・－－－－－－．・－．－．－－－．・．－－－－－．－－－．－－一一－．．．－H一一．－．－．．－－1－－－－－－－－－－－－一一－llq－1．．－・．．．H．－－－－－－－－－－－－－．．日．一．．lll．1－．，－

53ト12　SXⅣ01　杯　　　　　‾1血砂。

531－13　SXⅣ01　杯　　　　　‾1血砂。

53ト14　SXⅣ01　杯　　　　　‾1m多砂。
53ト15　SXⅣ01　杯　　　　　‾1m多砂。

53ト16　SXⅣ01　杯　　　　　‾1mm多砂。
531－17　SXⅣ01　皿　　　　　‾1mm多砂。

53ト18　SXⅣ01　皿　　　　　‾1血砂。

53ト19　SXⅣ01　皿　　　　　‾1mm多砂。

531－20　SXⅣ01　聾
532－01　SXⅣ01　　壷
532－02　SXⅣ01　土鍋

532－03　SXⅣ01　土鍋

532－04　SXⅣ01　土鍋

532－05　SXⅣ01　土鍋

533－01　SXⅣ01　瓦質土鍋
533－02　SXⅣ01　羽釜

533－03　SXⅣ01　羽釜
533－04　SXⅣ01　羽釜

533－05　SXⅣ01　脚

533－06　SXⅣ01　脚
533－07　SXⅣ01　こね鉢
533－08　SXⅣ01　鉢

‾5血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾5血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾2血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

‾3血砂。

淡赤白褐
淡白褐
淡赤白褐
赤褐
淡赤白褐
淡赤褐
淡白褐
淡白褐‾淡赤
褐
暗灰掲
淡白褐
外暗箱1炎赤
褐、内淡褐
外噂棺、内淡
白褐
外暗褐、内赤
茶掲
外暗褐、内淡
白褐
暗灰‾淡灰褐
外暗褐、内淡
赤枯
淡褐‾淡赤褐
外暗褐1結、内
淡褐
淡褐‾淡赤白
褐
淡白褐
淡赤白褐‾灰
淡白褐

10．1

9．6　　　3．2

8．6　　　3．2

12．1　　1．7

11．1　　1．8

8．5　　　1．5

8．1　　1．4

7．9　　　1．2

29．8

25．8

50．0

46．8

47．4

46．0

42．2

33．3

25．1

24．1

19．7　　　9．2

36．3

－691－

内外回ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

外ナデ。内剥落。
外ナデ。内板ナデ。
外指痕箸、煤。内刷毛。

外指痕著、煤。内刷毛後ナデ。

タは旨痕著。内刷毛後ナデ。

外指痕著、外煤。内刷毛。

外指痕著。内ナデ。焼弱悪。
外指痕著。内板ナデ。

内外ナデ。
タけ旨痕著、煤付着。内板ナデ。

外ナデ。指痕著。内板ナデ。

ナデ。
外ナデ。内条痕坂ナデ。
外ナデ。内条痕板ナデ。片口状口縁。すり
鉢？



第IV期　不明遺構出土土器（2）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（C軋）　　　　　　備　考

533－09　SXⅣ01　すり鉢　　　‾5血砂。　赤褐‾褐
534－01　SXⅣ01　すり鉢　　　‾5mm砂。　茶褐
534－02　SXⅣ01　すり鉢　　　‾3血砂。　淡褐
534－03　SXⅣ01　すり鉢　　　‾3血砂。　淡赤白褐‾茶

褐
534－04　SXⅣ01　すり鉢　　　‾3血砂。　淡褐
534－05　SXⅣ01　すり鉢　　　‾5血砂。　淡赤褐
534－06　SXⅣ01　壷　　　　　‾5血砂。　濁淡白褐

534－07　SXⅣ01　壷　　　　　‾5血砂。　淡赤白褐
534－08　SXⅣ01　瓦質壷　　　‾5血砂。　灰
534－09　SXⅣ01　瓦質短脚　　‾3血砂。　黒灰
534－10　SXⅣ01　瓦質土鍋　　‾1血砂。　黒

535－01　SXⅣ01　須壷　　　　‾2血砂。　暗灰

535－02　SXⅣ01　備前杯　　　‾3血砂。　暗赤褐

535－03　SXⅣ01　備前壷　　　‾5血砂。　暗赤褐
535－04　SXⅣ01　青磁鉢　　　　　　　　明青緑
535－05　SXⅣ01　青磁壷　　　　　　　　緑灰
535－06　SXⅣ01　青磁椀　　　　　　　　灰緑

535－07　SXⅣ01　青磁椀　　　　　　　　暗線褐
535－08　SXⅣ01　青磁椀　　　　　　　　緑灰
535－0g SXⅣ01　青磁椀　　　　　　　　緑灰

第IV期　溝出土土器（1）

40．2

37．2　　18．8

36．6

29．2

11．6

11．2　　　2．4

外刷毛、指痕著。内刷毛。片口状口縁。
外指痕著。内板ナデ。
外ナデ。
内外ナデ。

外指痕著。内ナデ。
外剥落。内ナデ。
外剥落。内刷毛後ナデ。肩に穿孔、把手状
の拡張部。
内外剥落。肩に穿孔。把手状の拡張部。
外刷毛の痕跡。内板ナデ。焼普。
脚蘭画軒札内刷毛。焼藩医。
外指痕著、租刷毛痕。内刷毛。口線内穿孔
のある紐掛用突起。焼普。
タ匝ロ、自然粕。内ナデ。焼弱良。ロクロ右。
混入晶。
内外回ナデ。底糸切。見込部箆記号。焼普。
ロタロ右。
内外板ナデ。外自然紬。焼普。
内外に軸。内凹線様の文様。
内外に軸。外箆描による文枝。
内及び体部外・高台外に軸。内重焼の痕跡
。見込部・底部内還元が進まず淡赤褐色。
内及び体部外・高台部外に粕。内外星人。
内及び体部外・高台部外に粕。内外貴人。
内及び体部外・高台部外に粕。内外貴人。

挿図番号報告遺構名　　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

535－10　SDIVO1

535－11　SDⅣ01

535－12　SDIVO1

535－13　SDIVO1

535－14　SDⅣ01

535－15　SDIVO1

535－16　　SDⅣ01

535－17　SDIVO1

535－18　SDⅣ01

535－1g SDIVO1

535－20　　SDⅣ01

535－21　SDⅣ01

535－22　SDⅣ01

535－23　SDⅣ01

535－24　SDⅣ01

535－25　　SDIVO1

535－26　SDⅣ01

535－27　SDⅣ01

535－28　　SDIVO1

535－29　SDⅣ01

535－30　SDⅣ01

535－31　SDIVO1

536－01　SDIVO1

536－02　　SDIVO1

536－03　SDIVO1

536－04　SDIVO1

536－05　SDⅣ01

536－06　SDⅣ01

536－07　SDIVO1

536－08　SDⅣ01

536－0g SDⅣ01

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

皿

杯

杯

碧

窪
壷

蜜

蜜

蛮

蜜

蛮

蜜
壷

短脚底

‾1血砂。　淡白褐
‾1血m多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。濁淡赤白褐
‾1血砂。　淡赤白褐
‾1mm多砂。淡赤褐
‾2m多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。淡白褐
‾1皿多砂。淡白褐
‾1皿多砂。淡赤白褐
‾2皿多砂。淡白褐
‾2mm多砂。淡赤褐
‾1血n多砂。淡白褐
‾1mm多砂。淡赤白褐
‾1血m多砂。淡白褐
‾1mm多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。淡赤白褐
‾1mm多砂。淡赤褐
‾1血砂。　淡赤白褐

‾1血砂。　淡赤白褐
‾3mm多砂。淡赤褐
‾3血砂。　赤茶褐
‾5血m多砂。淡赤白褐
‾5血砂。　淡白褐‾淡赤

白褐
‾2mm多砂。淡褐
‾5mm多砂。淡赤褐
‾2血m多砂。淡褐
‾5血砂。　濁淡白褐
‾2血砂。　淡褐
‾3m多砂。淡赤褐
‾5血砂。　淡白褐

10．6　　　1．8

9．3　　　1．8

9．0　　　1．4

8．6　　　1．4

9．0　　　1．7

8．9　　　1．4

8．2　　　1．5

8．3　　　1．0

8．2　　　1．2

8．2　　　1．2

7．7　　　1．2

7．8　　　1．2

7．8　　　1．2

8．0　　　1．2

7．6　　　1，2

7．5　　　1．4

6．3　　　1．0

6．1　　1．0

内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外回ナデ。底部煤。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

ロクロ右。
ロクロ右。

ロクロ右。

ロクロ右。
ロクロ右。
ロクロ右。

35．8

33．8

38．8

36．8

31．8

27．8

24．8

26．0

25．1

15．1

－692－

内外回ナデ。底箆切。ロクロ左。
内外剥落。外刷毛の痕跡。底板目残る。コ
ップ状。
内外回ナデ。底箆切後ナデ。コッフ0状。
内外ナデ。
内外ナデ。
外剥落。内刷毛後ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
内外剥落。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外剥落。内箆削。
内外条痕板ナデ。



第IV期　溝出土土器（2）
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（cl）器高（cm）その他（cm）　　　　　備　考
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536－10　SDⅣ01　短脚底
536－11　SDⅣ01　短脚底
537－01　SDⅣ01　短脚
53ト02　SDⅣ01　短脚
537－03　SDⅣ01　短脚

537－04　SDⅣ01

537－05　SDⅣ01

538－01　SDⅣ01

538－02　SDⅣ01

538－03　SDⅣ01

538－04　SDⅣ01

538－05　SDⅣ01

蜜
護
土鍋
土鍋
土鍋

土鍋
土鍋

538－06　SDⅣ01　土鍋
538－07　SDⅣ01　土鍋

538－08　SDⅣ01　土鍋

539－01　SDⅣ01　土鍋
539－02　SDⅣ01　土鍋

539－03　SDⅣ01　土鍋

539－04　SDⅣ01　土鍋

539－05　SDⅣ01　土鍋

539－06　SDⅣ01　土鍋
539－07　SDⅣ01　土鍋

539－08　SDⅣ01　瓦質土鍋
540－01　SDⅣ01　羽釜
540－02　SDⅣ01　羽釜

540－03　SDⅣ01　羽釜
540－04　SDⅣ01　羽釜

540－05　SDⅣ01

540－06　SDⅣ01

540－07　SDⅣ01

540－08　SDⅣ01
540－0g SDⅣ01

540－10　SDⅣ01

541－01　SDⅣ01

54ト02　SDⅣ01

54ト03　SDⅣ01

54ト04　SDⅣ01

54ト05　SDⅣ01

54ト06　SDⅣ01

541－07　SDⅣ01

54ト08　SDⅣ01

54ト09　SDⅣ01

54ト10　SDⅣ01

542－01　SDⅣ01

542－02　SDⅣ01

542－03　SDⅣ01

542－04　SDⅣ01

542－05　SDⅣ01
542－06　SDⅣ01

542－07　SDⅣ01

羽釜
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜

羽釜
羽釜
羽釜
羽釜
脚
脚

‾3血砂。　淡白褐
‾3皿多砂。淡赤褐
‾5血砂。　淡赤褐
‾3mm多砂。赤茶褐
‾2血砂。　外赤褐、内淡

褐

‾5血砂。　赤茶褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　暗褐

‾2血砂。　淡褐

‾2血砂。　外灰茶褐、

34．5

39．6

54．2

48．7

内　　47．4
褐

‾3血砂。　淡褐
‾1血砂。　外濁暗褐、内

茶褐
‾7血砂。　灰暗褐
‾3血砂。　濁淡白褐
‾2皿多砂。外暗褐、内淡

褐
‾3血砂。　淡白褐
‾2血砂。　外淡赤茶褐、

内淡褐
‾3血砂。　外噂椙、内淡

赤白掲
‾2血砂。　外福、内濁淡

白褐
‾2血砂。　外灰茶福、内

淡赤白褐
‾5血砂。　淡白褐
‾3血砂。　外黒褐、内暗

褐
‾2血血砂。　黒灰
‾3血n多砂。淡赤白褐

‾3血砂。　淡赤褐

‾1m多砂。濁淡白褐

‾1血砂。　外濁淡褐、内

淡褐

‾5血砂。　淡白褐頂妄褐

‾2血砂。　濁淡白褐

‾3血m多砂。淡赤褐

‾1血砂。　淡白褐

‾1血砂。　外濁淡白褐、

内淡褐

‾2皿砂。　赤褐

‾2血砂。　淡白褐

‾2血砂。　淡赤白褐

‾3血砂。　淡褐

‾3血砂。　淡白褐

‾3血砂。　淡白褐

こね鉢　　　‾1血砂。　淡白褐
すり鉢　　　‾3nn多砂。暗茶褐
すり鉢　　　‾2血砂。　淡褐
すり鉢　　　‾3血血砂。　淡赤褐
すり鉢　　　‾2血砂。　淡褐
すり鉢　　　‾3血砂。　淡白褐
すり鉢　　　‾2皿多砂。濁淡褐
すり鉢　　　‾5血砂。　淡白褐
壷　　　　‾5皿多砂。暗赤茶褐

542－08　SDⅣ01　　壷

542－09　SDⅣ01　火鉢

‾3血砂。　淡赤褐

‾3血砂。　淡褐

‾2血砂。　淡赤白褐

‾3血砂。　淡赤白褐

‾2旭多砂。外灰福、内淡

褐

45．6

44．6

44．6

42．6

40．6

46．4

42．4

51．4

46．1

44．0

38．6

43．8

41．5

25．8

26．4

24．5

23．8

25．0

27．4

27．2

24．9

20．4

21．2

36．6

25．9

33．7

22．0　　　6．8

38．4

32．3　　15．0

38．4

35．0

32．0

16．6

17．4

17．0

15．8

37．6

－693－

外板ナデ後ナデ。内条痕板ナデ。
内外ナデ。

内外ナデ。
外板ナデ後ナデ。内板ナデ。
タけ旨痕著。内ナデ。

外格子叩。内板ナデ。
外休部格子叩、頸平行叩。内刷毛。
夕は旨痕著。内刷毛。
外ナデ刷毛の痕跡、煤。内刷毛。
外刷毛の痕跡。内ナデ。

内外剥落。
タけ旨痕著。内刷毛。

内外ナデ。
内外ナデ。
タけ旨痕著、煤。内刷毛。

外ナデ。内刷毛。
内外ナデ。外煤。

内外ナデ。

内外ナデ。

外ナデ。内条痕板ナデ。

内外ナデ。

タは旨痕著。内刷毛後ナデ。瓦質の生焼？。

タは旨痕著。内刷毛後ナデ。焼悪。
内外ナデ。タ腸

内外ナデ。

内外ナデ。
内外ナデ。外煤。

内外ナデ。外一部煤。
外ナデ。内刷毛。
内外ナデ。
外ナデ一部煤。内刷毛。
外ナデ煤。内条痕板ナデ。

内外ナデ。タ腸
内外ナデ。
内外ナデ。
内外ナデ。
外ナデ指痕著。内板ナデ。

外ナデ指痕著。内刷毛後ナデ。
内外回ナデ。

内外剥落。片口状口縁。
外指痕著。内刷毛。片口状口緑。
タは旨痕著。内刷毛。片口状口縁。
タけ旨痕著。内刷毛。
内外剥落。
外ナデ。内剥落。
外指痕若、刷毛の痕跡。内刷毛。
外ナデ。内刷毛後ナデ。肩に穿孔、把手状
の拡張部。肩外箆削の痕跡。
内外ナデ。
外刷毛、煤。内剥落。
外板ナデ。内刷毛。肩に穿孔、把手状の拡
張部。

外剥落。内ナデ。肩に穿孔のある把手の一
部残る。

内外ナデ。外刺実による文様。
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挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　口径（C皿）器高（C皿）その他（cm）　　　　　備　考
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542－10　SDⅣ01　口禄　　　　‾1血砂。　外噂灰、内淡
赤褐

542－11　SDⅣ01　土錘　　　　‾3血血多砂。濁淡白褐
542－12　SDⅣ01　土錘　　　　‾3血多砂。淡赤白褐

543－01　SDⅣ01　須質土鍋　　‾3血砂。　明灰

543－02　SDⅣ01　須質こね鉢　‾2血砂。　白灰
543－03　SDⅣ01　須質こね鉢　‾3血砂。　灰
543－04　SDⅣ01　須質すり鉢　‾2血砂。　灰
543－05　SDⅣ01　須質すり鉢　‾2血砂。　明灰
543－06　SDⅣ01　須質すり鉢　‾2血砂。　灰
543－07　SDⅣ01　須質すり鉢　‾1血砂。　灰
543－08　SDⅣ01　須質すり鉢　‾2血砂。　白灰
543－09　SDⅣ01　備前婆　　　‾3血砂。黒　暗赤茶褐

粒。
544－01　SDⅣ01　備前窪　　　‾5血n多砂。外噌赤灰、内

暗赤茶褐
544－02　SDⅣ01　備前壷　　　‾7血砂。　暗赤貯‾明赤

褐
544－03　SDⅣ01　備前すり鉢　‾3血砂。　淡灰茶褐
544－04　SDⅣ01　備前すり鉢　‾2血砂。黒　灰

粒。
544－05　SDIVO1

544－06　SDⅣ01

544－07　SDⅣ01

544－08　SDⅣ01

544－09　SDⅣ01

544－10　SDⅣ01

544－11　SDⅣ01

544－12　SDⅣ01

544－13　SDIVO1

544－14　SDⅣ01

544－15　SDⅣ01

544－16　SDⅣ01

544－17　SDⅣ01

544－18　SDIVO1

545－01　SDⅣ01

545－02　SDⅣ01

545－03　SDⅣ01

545－04　SDⅣ01

545－05　SDⅣ01

545－06　SDIVO3

545－07　SDⅣ03

545－08　SDIVO3

545－09　SDⅣ03

545－10　SDⅣ03

545－11　SDⅣ03

545－12　SDIVO3

545－13　SDⅣ03

546－01　SDⅣ03

546－02　SDIVO3

546－03　SDⅣ03

546－04　SDIVO3

546－05　SDⅣ03

546－06　SDⅣ03

546－07　SDIVO3

546－08　SDⅣ03

546－0g SDⅣ03

547－01　SDⅣ03

547－02　SDⅣ03

547－03　SDⅣ03

備前すり鉢　‾7血砂。　暗赤褐
須質杯　　　‾1血砂。　緑灰
緑軸陶器椀　‾1血砂。　緑灰
白磁皿
青磁椀
青磁椀
青磁椀
白磁椀
青磁椀

青磁椀
白磁椀
青磁鉢
染付椀
染付
軒丸瓦
軒平瓦

丸瓦
平瓦
棟瓦
皿

皿
皿
皿

白

線灰

緑

緑

白

線

緑灰

白
青緑

自

白

灰‾白灰

淡掲瀾灰白

褐

‾1血砂。　灰

明灰

自灰‾明灰

‾1皿多砂。淡赤白褐

‾1mm多砂。淡赤褐

‾1血砂。　淡褐

‾1血n多砂。淡赤白褐

瓦質短脚底　‾1血砂。　黒褐
土鍋
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜

脚
羽釜
羽釜
羽釜
羽釜

すり鉢
すり鉢
すり鉢
すり鉢
吹子羽口

‾3血砂。　赤褐
‾1皿多砂。淡茶褐
‾3血砂。　淡白褐
‾3血砂。　淡灰褐
‾2血砂。　外濁淡褐‾暗

褐、内淡灰褐
‾3血砂。　濁淡褐
‾3皿多砂。淡赤褐
‾3血砂。　濁淡白褐
‾2血砂。　淡赤白褐
‾1血砂。　外淡灰椙、内

淡茶褐
‾2血砂。

‾3血砂。

‾5血砂。

‾3血血多砂

‾5血砂。

淡赤褐
茶褐
淡褐
淡赤褐
外灰茶褐
茶褐

内

6．6

1．4

42．6

28．8

31．2

30．3

10．8　　　1．9

8．4　　　1．4

7．8　　　1．5

7．6　　　1．3

36．7

23．2

25．9

30．6

26．3

25．4

25．0

23．1

38．6

32．5

35．9

28．3

10．8

－694－

外ナデ。内刷毛。

器表指痕著。口径は直径を示す。
端部の穿孔貫通しない。口径は短軸を示
す。
外指痕箸。内刷毛後ナデ。焼帝匿。いぶし
は認められない。
内外回ナデ。焼帝乱
内外ナデ。焼諦鼠
外刷毛後ナデ。内ナデ。焼普。
内外ナデ。口細胞焼普。片口状口縁。
内外ナデ。焼普。
内外ナデ。焼普。片口状口縁。
外ナデ。内刷毛。焼弥鼠
外ナデ、下板ナデ。内板ナデ下箆削。口縁
自然軸。肩「二国」の箆描文字。焼普。
内外ナデ。外自然軸。焼普。

内夕順状工具を用いたナデ。焼普。

内外ナデ。焼普。
内外ナデ。外口稼赤褐色。焼普。

内外ナデ。焼普。
内外回ナデ。内に粕。底糸切。焼良。
内外軸。須質の焼。
内・外上半軸。
内外に軸。外洗練による蓮井。龍泉。
内外に軸。外レリーフ状の蓮弁。龍泉。
内外に軸、貴人。
内外軸。
内外に軸。見込部に文様。
内外に軸。見込部に文様。
内に軸。見込部水引き痕。
内外軸。
全面に軸。内外暗青色の文様。
内外に軸。外緑色の梅の花？の文様。
内外ナデ。
内外ナデ。瓦当面に退化した唐草文様。生
焼。
外布目庄痕。内坂ナデ。内外いぶし。

上面租布目痕。下面粗叩。
上面細布目。下面ナデ。
内外回ナデ。底箆切。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ、煤。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。

外刷毛後ナデ。内刷毛。焼弱悪。
内外剥落。

外ナデ。内条痕板ナデ。
内外ナデ。外煤。脚部欠損。
外ナデ。内剥落。支脚付。
外ナデ、煤。内刷毛。

タけ旨痕著。内刷毛。
内外剥落、刷毛の痕跡。
外ナデ。内刷毛。
内外ナデ。

外ナデ。内刷毛後ナデ。

外指痕著。内条痕板ナデ。片口状口緑。
外ナデ。内条痕板ナデ。片口状口縁。
外指痕著。内刷毛。
外指痕著。内刷毛。
内外ナデ。先端落変物付着。口径は直径を

示す。
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547－04　SDⅣ03

547－05　SDⅣ03

547－06　SDⅣ03
54ト07　SDⅣ03

547－08　SDⅣ04

547－0g SDⅣ04

547－10　SDⅣ04

54ト11　SDⅣ04

547－12　SDIVO4

547－13　SDⅣ04

548－01　SDⅣ04

548－02　SDⅣ04

548－03　SDⅣ04

548－04　SDⅣ04

548－05　SDⅣ04

548－06　SDⅣ04

548－07　SDⅣ04

548－08　SDⅣ04

548－09　SDⅣ05

548－10　SDⅣ05

548－11　SDⅣ05

548－12　SDⅣ05

548－13　SDⅣ05

548－14　SDⅣ05

548－15　SDⅣ05

548－16　SDⅣ05

548－17　SDⅣ05

549－01　SDⅣ05

549－02　SDⅣ05

549－03　SDⅣ05

549－04　SDⅣ05

549－05　SDⅣ05

549－06　SDⅣ05

549－07　SDIVO5

549－08　SDⅣ05

549－09　SDIVO5

549－10　SDⅣ05

550－01　SDⅣ06

550－02　SDIVO6

550－03　SDⅣ06

550－04　SDⅣ06

550－05　SDⅣ06

550－06　SDIVO6

550－07　SDIVO6

550－08　SDⅣ06

550－09　SDⅣ06

550－10　　SDⅣ06

550－11　SDⅣ06

550－12　SDⅣ06

550－13　SDⅣ06

550－14　SDⅣ06

550－15　SDⅣ08

550－16　SDⅣ08

550－17　SDⅣ08

550－18　SDⅣ08

550－19　SDⅣ08

550－20　SDⅣ08

須把手付婆　‾2血砂。　灰
須質すり鉢　‾1血砂。　明灰
須質すり鉢　‾2血砂。　灰
備前すり鉢　‾1血砂。　暗赤褐
杯　　　　　‾1皿多砂。淡白褐
土鍋　　　　‾3血砂。　外濁淡褐、内

すり鉢
脚付鉢
皿

土鍋

羽釜

脚
杯
皿
壷
土鍋

淡褐
‾2血n多砂。淡白褐
‾2血砂。　淡褐
‾1皿多砂。淡赤福
‾1血砂。　外噂褐、内淡

褐
‾1血砂。　外黒福、内淡

白褐
‾2皿砂。　淡褐‾暗褐
‾1仙多砂。淡赤白褐
‾1血多砂。淡白褐
‾3血砂。　白褐
‾5血砂。　淡褐‾暗褐

羽釜　　　　‾2血砂。　淡白褐‾噂褐
須質壷　　　‾5血砂。黒　灰‾暗灰

粒。
皿　　　　　‾加n多砂。淡赤褐
皿　　　　　‾1血■多砂。淡赤褐
皿　　　　　‾1仙多砂。淡褐‾淡赤褐
皿　　　　　‾1姐多砂。淡赤白褐
皿　　　　　‾1皿n多砂。外法赤褐、内

淡褐
皿　　　　　‾1皿多砂。淡赤白褐

皿　　　　　‾1皿多砂。淡赤褐
蜜　　　　　‾2血砂。　黒褐
短脚底　　　‾3血砂。　淡赤白褐
土鍋　　　　‾2血砂。　赤褐
羽釜　　　　‾5血砂。　淡褐
すり鉢　　　‾3血砂。　茶褐
備前皿　　　‾1血砂。　暗赤褐‾灰褐
備前底部　　‾3mm砂。　暗灰褐
備前護　　　‾2血砂。　暗赤褐
備前碧　　　‾3血砂。　暗赤茶褐
陶器皿　　　　　　　　白
陶器椀　　　　　　　　淡褐
陶誰椀　　　　　　　　青等

杯　　　　　‾1皿多砂。淡白褐
杯　　　　　‾1血n多砂。淡赤白褐
杯　　　　　‾1血多砂。淡赤白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
皿　　　　　‾1■n多砂。淡赤白褐
皿　　　　　‾1址多砂。淡赤褐
皿　　　　　‾1m■多砂。淡赤白褐
土鍋　　　　‾2血砂。　外濁淡褐、内

淡赤褐‾濁淡
灰褐

羽釜　　　　‾2血砂。　濁淡白褐
脚　　　　　‾3血砂。　濁淡白褐
脚　　　　　‾1皿多砂。淡赤白褐
すり鉢　　　‾5血砂。　淡白褐
瓦質窪　　　‾2血砂。　窯灰
備前碧　　　‾3血砂。　暗赤褐
杯　　　　　‾1址多砂。淡褐‾淡赤褐
杯　　　　　‾1址多砂。淡赤白褐
皿　　　　　‾1血砂。　淡赤褐
皿　　　　　‾1血n多砂。淡赤白褐
土鍋　　　　‾2血砂。　暗褐‾茶褐
羽釜　　　　‾5血砂。　外淡赤褐‾暗

褐、内淡白褐

30．7

9．8　　　3．3

36．5

37．8

12．6

8．0　　　1．2

35．2

13．4

11．5　　　2．2

7．4　　　1．4

17．1

42．1

8．7

8．5

8．0

8．2

8．0

8．2

8．5

32．8

34．8

23．6

39．0

11．2

10．2

9．0

13．0

12．6

10．9

8．6

8．6

7．0

43．5

1．1

1．2

1．5

1．4

1．4

3．0

3．2

2．4

1．6

1．6

1．2

24．0

33．4

31．0

36．0

9．9　　　2．2

9．7　　　2．8

8．6　　　1．4

7．7　　　1．2

47．8

22．0
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タ叩け後カキ目。内同心円文。焼普。
内外剥落。焼晋。
内外ナデ。焼普。片口状口縁。
内外ナデ。内自然軸。焼普。
内外回ナデ。底箆切。
外ナデ。内条痕板ナデ。

外ナデ。内板ナデ。

内外ナデ。底箆切。小片のため脚数不明。
内外回ナデ。底箆切。

タけ旨痕著。内ナデ。

内外ナデ。外煤。

外指痛苦。内刷毛後ナデ。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外指痕著、下半坂ナデ後刷毛、煤。内板ナ
デ。
外ナデ。内板ナデ。
内外ナデ。焼普。器表焼成時亀裂多。

内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロタロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。

内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。片口状口緑。
外頸平行叩、休部格子叩。内租刷毛。
外ナデ。内刷毛後ナデ。
外ナデ煤。内刷毛後ナデ。
肘旨痕著、煤。内ナデ。
外指痕著。内板ナデ。
内外回ナデ。焼普。ロクロ右。
底糸切。焼普。
外ナデ自然紬。内板ナデ。焼普。
内外板ナデ。焼普。
内外に粕。細貴人。
全面に軸。貴人。
外透明紬。内見込部輪状に無紬の部分。そ
の上部青色紬、内部禄灰色軸。
内外回ナデ。外口緑淡赤褐色。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
内外回ナデ。底箆切。ロクロ右。
外指痕著。内条痕板ナデ。

内外ナデ。
外ナデ。内刷毛。
外ナデ。
タ用音痕著。内剥落。
内外刷毛後ナデ。焼辞匿。
内外ナデ。外自然紬。焼普。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。
内外ナデ。
外指痕著、煤。内刷毛後ナデ。



第IV期　溝出土土器（5）

挿図番号報告遺構名　器　種　　胎　土　　色　調　　口径（cm）器高（cm）その他（cm）　　　　　　備　考

55ト01　SDⅣ08

55ト02　SDⅣ08

55ト03　SDⅣ08

55ト04　SDⅣ08

551－05　SDⅣ08

55ト06　SDⅣ08

55ト07　SDⅣ08

杯　　　　　‾1皿多砂。淡白赤褐
杯　　　　　‾1血n多砂。外淡赤椙、内

淡白褐
杯　　　　　‾1血砂。　淡白灰褐
脚　　　　　‾3血砂。　淡白褐
すり鉢　　　‾3血砂。　淡褐
壷　　　　　‾2血n多砂。淡褐‾暗褐

青磁椀　　　　　　　　緑

15．4　　　2．6

11．4　　　2．0

11．5

16．6

－696－

内外回ナデ。底箆切。
内外回ナデ。底箆切。

内外回ナデ。
内外ナデ。

外ナデ、底部刷毛。内剥落。
外刷毛、口緑叩、煤。内刷毛。肩に穿孔、把
手状の拡張部。
内外に粕。見込部に草花の箆描文。



付表2　低地帯出土土器観察表

出土遺構　第1低地帯流路1弥生後期（1）

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　薯
‾．・一一一．－．●．．－．－．．－－．－．－一一－－－I．L－一一●－，，－－．．・－一一－一一一一一一．－－－－．，－－－．－．－－－－－1－－－－－．．－－－－－－－－－．・－－－－－．．．－－－．－．－－－－－－－一・一・一．・－．・一一．－－－－－一一．－一一一日．－．－－一一一－－一一．－－－．－－－－一一一t．●．．一・一一－－－●ll．－．．－

一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

4701広口壷　　　径－11

4702　広口壷　　　径－12．8

4703　広口壷　　　径－13．4

4704　広口壷　　　径－17

4705　広口壷　　　径－17

4706　広口壷　　　径－17

4707　短頸壷　　　径－16．5

4708　広口壷　　　径－21

4709　広口壷　　　径－17

4710　広口壷　　　径－17．8

4711広口壷　　　径－16

4712　広口壷　　　径－17．2

4713　広口壷　　　径－19．6

4714　広口壷　　　径－22

4715　広口壷　　　径－21

4716　広口壷　　　径－14．6

4717　広口壷　　　径－14

4718　広口壷　　　径－19．2

471g　広口壷　　　径－18．8

4720　広口壷　　　径－16．4

4721広口壷　　　径－19．6

4722　広口壷　　　径－20．2

4723・広口壷　　　径－23

4724　広口壷　　　径－27

4725　広口壷　　　径－33．2

内外一灰褐色　直立する頸部の上端を短く折って口綾部とする。内外
両横ナデ、内面下半指押さえ。

内外一暗褐色　直立する頚部から強く折れて水平に開く口綾部。端面
は内傾して僅かに摘み上げる。口綾部横ナデ、頸部外
両横ナデ、内面下半指押さえ。

内外一暗褐色　直立する短い口綾部から緩く折れて直線的に短く開く
口綾部。口綾部外面横はけ、内面横ナデ、頸部外面縦
はけ、内面ナデ調整。

内外一暗褐色　直立する頚部から緩やかに折れて直線的に開く。口綾
部。口綾部・頚部外面横ナデ、頸部内両横はけ。

内外一淡褐色　短く外傾気味の頸部から緩やかに折れて大きく開く口
綾部。端面は内傾する。内外面ナデ調整。

内外一淡灰褐　外傾する頸部から緩やかに開く口綾部。端部は弱く上
色　　下に摘みだす。口綾部外面横ナデ、内面横はけ。頚部

外面縦はけ、内面ナデ調整。
内外一淡褐色　短い警部から緩やかに折れて大きく開く口綾部。端面

凹線二条。内外両横ナデ。
内外一暗褐色　短く直立する頚部から強く折れて水平に大きく開く口

緑部。端部は摘み上げる。口綾部横ナデ、頸部外面縦
はけ、内面横はけ。休部外面縦はけ、内面指押さえ。

内外一淡灰褐　外傾する頚部から強く折れて大きく水平に開く口綾部
色　　端部は小さく拡張し、端面に短刻線文。横ナデ。

内外一暗褐色　外傾する頸部から緩やかに短く開く口綾部に続く。口
頸部横ナデ、休部外面縦はけ、内面ナデ調整。

内外一時黄褐　外傾気味の頚部から緩く折れて短く開く口綾部。口頸
色　　部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面上端指押さえ、以

下へらけずり。
内外一淡褐色　短く直立する頚部から口綾部は緩やかに折れて開く。

口禄端部は僅かに内傾して四角く終わる。口綾部横ナ
デ、頚部外面縦はけ、内面横はけ。

内外一淡褐色　外傾気味の短い頸部から強く折れて大きく開く口綾部
端面は内傾し弱く摘み上げる。口綾部横ナデ、頸部外
面縦はけ、内面ナデ調整。

内外一暗褐色　直立する頸部から強く折れて大きく開く口綾部。端面
は内傾し小さく摘み上げる。口綾部横ナデ、頸部外面
縦はけ後横ナデ、内面横ナデ。

内外一暗褐色　外傾する頚部から緩く折れて大きく水平に開く口綾部
端面は内傾して櫛描沈線。口綾部横ナデ。

内外一灰褐色　直立する頸部から緩く折れて短く開く口綾部。端面は
断面三角形に拡張し、櫛描波状文。横ナデ。

内外一時黄燈　短く直立する頸部から強く折れて水平に開く口綾部。
色　　端部を上へ折りまげて二重口緑とする。端面には櫛描

波状文、頚部下端に薄く突帯を配し刻み目を施す。横
ナデ。

内外一淡黄燈　強く開く口綾部。端部に粘土帯を貼り付けて大きく上
色　　下に拡張。端面に列点文、口綾部内面に列点文と鋸歯

文。
内外一黄灰色　直立する頚部から強く折れて開く口綾部。端部に粘土

帯を貼り付けて上方に拡張する。端面には鋸歯文と列
点文。横ナデ。

内外一淡黄灰　口緑端部に粘土帯を貼り付けて内傾する高い立上り部
色　　を作る。端面には鋸歯文。立上り部外両横はけ、他は

横ナデ。
内外一淡灰褐　やや内傾する頸部から強く折れて短く開く口綾部。端

色　　盲酎こ粘土帯を貼り付けて内傾する立上り部を作る。端
面には鋸歯文。口綾部横ナデ、頸部外面縦はけ、内面
ナデ調整。

内外一黄白色　外傾する頸部から強く折れて短く開き、外傾する立上
り部を付す。口綾部横ナデ、頚部外面縦はけ、内面横
ナデ。

内外一時褐色　強く開く口綾部。端部に粘土帯を貼り付けて上方に拡
張する。端面に凹線二条　横ナデ。

内外一褐色　口綾部は大きく開き、端部は上方に拡張し、端面に凹
線二条、円形浮文。横ナデ。

内外一淡褐色　外傾する頸部の上端を弱くまげて口綾部とする。端部
下方に粘土帯を貼り付けて断面三角形の拡張部を作る

－697－

1mm以下の石英・角閃
石・雲母多い。
1mm以下の角閃石多い
いわゆる雲母土器。

1′、2mm大の石英・雲
母・角閃石

1mm大の石英・角閃石

1′、2mm大の石英多い

1へノ3mm大の石英・雲
母多い。

1一、3mm大の石英多い

1mm大の石英・雲母多
い。

1へ′3mm大の石英・雲
母多い。
1mm大の石英・雲母多
い。
2へノ4mm大の石英多い

1へノ4mm大の石英・雲
母多い。

2・、3mm大の石英。

2mm大の石英・雲母多
い。

1∴へ－3mm大の石英・雲
母
1へノ3mm大の石英。

1′、3mm大の石英・雲
母多い。

1血m以下の石英少量。

「－2mm大の石英

1一、2mm大の石英

巨－2mm大の石英・雲
母・赤色粒・角閃石
内面に赤色顔料塗布

1mm以下の石英。

1′－2mm大の石英・雲
母多い。
上し2mm大の石英。

2mm大の石英・赤色粒



出土遺構　第1低地帯流路1弥生後期（2）
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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端面には円形浮文。

4726広口壷　径‾23　内外‾暗褐色冒讐悪霊浩志悪霊笠豊富品玉望讐悪書㌢り部を作
4727　広口壷　　径一34．2　内外一灰褐色　口綾部は強く開き、端部は断面三角形状に拡張し端面

に鋸歯文・列点文。外面横ナデ、内面縦はけ。

4728短軸　径‾18　内外‾暗褐色雪空雫謂孟禁㌣詣慧芸隻享テ彿品罪悪禁書
内面指押さえ。

4729短粒　径‾17・8　内外‾灰褐色竿に慧霊雷？霊孟琵畠忘至芸チ曹孟詣空事警琵完走
面ナデ調整、内面指押さえ。

4730短軸　径‾14・4　内外‾琶灰褐曹孟宗胃這竿芸雷鳥監禁謂呈警意志是謡品琵悪
口綾部横ナデ、頸部外両税はけ、内面横ナデ、休部外
面縦はけ、内面上半指押さえ、下半へらけずり。l叫軋▼GhI　′　ヽ　　r　二題l・口J＿　」　l J11J▼l　ヽ－　ヘー　ヽ　　l l　　　、’ノ　▼′　7　　ノ　○

内外一時灰褐　口綾部で小さく外反し、端部内面を小さく面取りする
色　　外面か単に列点文；外面へラ磨き、内面上部指押さえ

以下はヘラ磨き

内外一明褐色　口綾部休部の境は不明瞭。休部下端の最大径部で強い
稜線を持ち、湾曲して立ち上がり、口縁端部に至る。
休部外面を3～5条一組の並行沈線で三段に区画し各
段に鋸歯文を配す。脚部は短く中位で屈曲する。屈曲
部に並行洗練。

4801細頸壷　　　径－6

4802　台付直口壷　径－6．5

4803　小形丸底壷　径－11．4
高一8．7

4804　小形丸底壷　径－7．8
高一7．4

4805　台付小形丸
底壷

4806　台付小形丸
底壷

4807

4808　碧　　　　　径－15

480g　窪

4810　碧

4811蛮

4812　窪

4813　蛮

4814　婆

4815　婆

4816　蛮

4817　碧

径－15．2

径－17

径－19

内外一灰黄色

内外一暗褐色

内外一時黄褐
色

内外一淡灰褐
色

外一褐色
内一黒灰色

内外一濁燈色

張りの弱い休部に短く立ち上がる口綾部を付す。口綾
部横ナデ、休部外面縦はけ、内面ナデ調整。底部外面
丁寧な指押さえを加え丸くする。
球形の休部に直線的に大きく開く口綾部を持つ。口綾
部内外面へラ磨き、休部外面縦はけ後へラ磨き。
最大径で稜を持つ算盤玉形の休部に僅かに内湾気味に
立ち上がる口綾部を持ち、脚台を付す。底部は円盤充
填。外面調整不明、休部内面上半指押さえ、下半へら
けずり。
鉢形の休部に脚台を付す。休部下端に並行叩きを残す
ほかはナデ調整。
扁平球状の休部で最大径に二段の突出度の高い突帯を
付す。突帯間に鋸歯文、肩部に列点文と鋸歯文を配す
外面横ナデ、内面指押さえとへらけずり。
最大径のやや下がる撫で肩の休部から強く折れて短
水平に開く口綾部。端部を弱く摘み上げる。口緑部
こなて、休部外面縦はけ、内面上部横はけのち指押

く

よ

さ

え、以下はへらけずり。
内外一褐色　撫で肩で張りの弱い休部。口綾部は短く開く。口綾部

横ナデ、休部外面縦はけ、内面指押さえ。
内外一淡褐色　張りの強い休部から口綾部は緩やかに折れて短く開く

口綾部横ナデ、休部内面指押さえ。
内外一淡黄燈　張りの弱い休部から緩やかに折れて口綾部はやや肥厚

色　　し短く開く。端面に柿描平行線。口禄部横ナデ、休部
外面並行叩き後縦はけ、内面なで調整。

径－18．6　内外一暗褐色　撫で肩で張りの弱い休部から強く折れて短く開く口綾
部。肩部でやや肥厚する。口綾部横ナデ、休部外面な
で調整、内面横ナデ。

径－16．8　内外一淡褐色　撫で肩で張りの弱い休部。口綾部は強く折れて短く水
平に開く。口緑部横ナデ、休部外面縦はけ、内面上半
指押さえ、下半へらけずり。

径－18　　内外一時灰褐　張りの強い休部から強く折れて口綾部は直線的に開く
色　　　内外面ナデ調整。

径－16．8　内外一淡灰褐　張りの強い休部から強く折れて口綾部は外反気味に開
色　　き、端部はかすかに肥厚する。口綾部横ナデ、休部外

面縦はけ、内面上半指押さえ、以下はへらけずり。
径－20．7　内外一淡灰褐　撫で肩で張りの弱い休部。日録部は短く開き、端部は

色　　やや摘み上げる。口綾部横ナデ、休部外面なで調整、
内面上半指押さえ、下半へらけずり。

径－21　　内外一淡明褐　張りの強い休部から強く折れて口綾部は直線的に開く

－698－

1へノ2mm大の雲母多い

1′、3mm大の石英・雲
母多い。

1～2mm大の石英・雲
母・角閃石多い。

巨－2mm大の石英・雲
母

1mm以下の雲母・角閃
石多い。
外面・内面上半赤色顔
料塗布
吉備系細頸壷？
1血n以下の石英・雲母

1へ′2mm大の石英

1mm以下の角閃石多い

1mm以下の角閃石多い
いわゆる雲母土器。

巨－2mm大の石英

1mm以下の石英・雲母

2一一3mm大の石英

2mm大の石英多い。

巨－2mm大の石英・長
石多い。
1一一2mm大の石英・雲
母

2・、4mm大の石英多い

1mm以下の石英・雲母
角閃石。

1′、2mm大の石英・雲
母多い。
2mm大の石英多い。

1′、3mm大の石英・雲
母

1′、2mm大の石英・雲
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4818　婆

4901婆

4902　蜜

4903　碧

4904　碧

4905　碧

4906　彗

4907　護

4908　婆

4909　蜜

4910　碧

4911蜜

4912　碧

4913　碧

4914　蜜

4915　蜜

4916　婆

4917　碧

5001

5002

5003

5004

5005

5006

5007　甑
5008　甑

色　　　端部は僅かに肥厚する。内外面ナデ調整。
径－22．8　　内外一淡灰褐　張りの強い休部から口綾部は強く折れて短く水平に開

色　　　く。口繚端部には櫛描平行線。口綾部横ナデ、休部外
面並行叩き後縦はけ、内面指押さえ。

径－16　　　内外一淡橙色　やや扁平な球形の休部から短く立ち上がる口綾部を持
つ。口綾部横はけと横ナデ。休部外面上半横ナデ、下
半へらけずり、内面横ナデ。

径－16　　　内外一時赤褐　口緑部は強く折れて短く開く。口緑部横ナデ、体部外
色　　　面上半横はけ、下半なで調整。内面上半指押さえ、下

半へらけずり。
径－14．8　　内外一淡明褐　口綾部は強く折れて短く開く。口綾部横ナデ、体部外

色　　　面上半横はけ、下半縦はけ。内面上半指押さえ、下半
へらけずり。

径－17．4　　内外一時灰褐　比較的張りの強い休部から短く直線的に伸びる口綾部
色　　　を持つ。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面上半指

押さえ、下半へらけずり。
径一13．2　　内外一淡褐色　撫で肩から鋭く折れて短く直線的に開く口綾部。端部

は摘み上げる。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面
顕著な指押さえ。

径－13．8　　内外一明褐色　撫で肩から鋭く折れて短く強く開く口綾部を持つ。端
部は弱く摘み上げる。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ
内面顕著な措押さえ。

径－17．4　　内外一褐色　　直線的な撫で肩から鋭く折れて水平に短く開く口綾部
を持つ。端部は摘み上げる。口綾部横ナデ、休部外面
縦はけ、内面顕著な指押さえ。

径－14．6　　内外一暗褐色　直線的な撫で肩から鋭く折れて水平に短く開く口綾部
を持つ。端部は摘み上げる。底部は薄手のシャープな
平底。口綾部横ナデ、休部外面上半縦はけ、下半へラ
磨き。内面上半顕著な指押さえ、下半へらけずり。

径－11．8　　内外一時灰褐
色

径－13．2　　内外一明褐色

径－18　　　内外一淡灰色

径－17．4　　内外一暗褐色
高一16

径－17　　　内外一時燈色

径－16．6　　内外一淡燈色

径－24　　　内外一灰黄色

径－20．8　　内外一時燈色

径－27．5　　内外一淡橙色

内外一淡灰褐
色

内外一灰褐色
内外一暗褐色

内外一淡燈色
内外一褐色

内外一明褐色
内外一褐色
内外一淡灰黄

色

口綾部は低い二重口縁を成す。内外両横ナデ。

直線的な撫で肩から短く開き、高い立上り部を持つ。
口綾部強い横ナデ、休部外面上半縦はけ、下半へラ磨
き、内面上端指押さえ、以下はへらけずり。
口綾部は内湾気味に開き、端部は断面三角形に折り返
す。外面横ナデ、内面横はけ。
口肩境のくびれは弱く、弱く折れて口綾部は短く伸び
る。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面なで調整。
低い脚部を持ち横ナデ。
張りの弱い休部から強く折れて外反して開く薄い口綾
部を持つ。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面指押
さえとへらけずり。
張りの弱い休部から外反気味に弱く開く口綾部を持つ
口緑部横ナデ、休部外面並行叩き、内面上半指押さえ
下半へらけずり。
張りの強い休部から強く折れて直線的に開く口綾部を
持つ。口綾部外面横ナデ、内面横はけ。休部外面並行
叩き後縦はけ。内面縦はけ。
張りの強い休部から鋭く折れて外反して開く口綾部を
持つ。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面へらけず
り。
張りの強い休部から強く折れて外反して開く口綾部を
持つ。内外両横ナデ。
丸底。外面横はけと指押さえ、内面なで調整。

やや厚手の底部。外面縦はけ、内面へらけずり。
やや突出きみの鋭い底部。薄い。外面へラ磨き、内面
指押さえとへらけずり。

底部は小形で上げ底状。外面縦はけ、内面へラ磨き。
底部は張り出し気味で上げ底。外面縦はけ、下端は指
押さえ。内面なで調整。
底部は円盤状に突出しやや張り出す。外面なで調整。
底部に焼成前穿孔二。外面縦はけ、内面なで調整。
底部中央に焼成前穿孔一。外面縦はけとなで調整。内
面へらけずり。

－699－

母・角閃石。
1mm大の石英・雲母多
い。

上し2mm大の石英・雲
母

1′、2mm大の石英・角
閃石多い。

1・、3mm大の石英多い

1mm大の石英・雲母

1mm以下の角閃石多い
石英・雲母少量
いわゆる雲母土器。
1mm以下の角閃石多い
石英少量
いわゆる雲母土器。
1mm大の角閃石多い。
いわゆる雲母土器。

1mm以下の角閃石多い
いわゆる雲母土器。

1′－2mm大の石英・赤
色粒、角閃石・雲母多
い。
1′、2mm大の石英。布
留式碧
1へ′2．皿m大の石英・角
閃石

1mm大の角閃石と雲母
多い。

1′－3mm大の石英。

1mm大の石英・雲母

1mm大の石英・雲母・
角閃石。

1mm大の石英・赤色粒
多い。
1mm大の石英・雲母

1へ・4mm大の石英。
1mm大の角閃石・石英
雲母多い。
いわゆる雲母土器。
1′、2mm大の石英多い
1mm大の石英。

1へ′2皿m大の石英
1mm大の石英・雲母
1mm大の石英・雲母
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5009

5010

5011

5012

5013　鉢

5014　鉢

5015　鉢

5016　鉢

5017　鉢

5018　鉢

5019　鉢

5020　鉢

5021鉢

内外一黄灰色　休部の張りは強い。底部は平坦面が比較的大きいが薄
い。外面縦はけのちへらみがき、内面縦はけで下端の
み指押さえ。

内外一淡褐色　張りの比較的弱い休部。外面縦はけのちへらみがき。
内面なで調整。

内外一淡燈色　張りの強い休部で上げ底状の底部。外面縦はけ、下端
は指押さえ、内面なで調整。

内外一淡灰褐　底部はやや突出気味だが薄い。休部外面並行叩き内面
色　　横はけ、内外面とも底部のみ指押さえ顕著。

径－9．8　　内外一淡灰黄　底部は平坦面をかすかに残し、弱く突出気味。外面並
高一7．6　　　　　色　　行叩きとなで調整。内面なで調整。
径一10．6　内外一淡灰褐　底部は突出気味で上げ底。休部は内湾して立ち上がる
高一6．5　　　　色　　外面縦はけ、下端は指押さえ、内面なで調整。
径－10．4　内外一明褐色　底部は僅かに突出気味で休部は内汚して立ち上がる。
高一6．2　　　　　　　　　内外面ナデ調整。
径－13　　内外一黄褐色　浅い皿状。底部は僅かに突出気味。外面なで調整。内
高一4．7　　　　　　　　　面上半なで調整、下半横はけ。
径－13．6　内外一燈色　比較的浅く、底部は突出する。休部は内湾気味に開く
高一6．7　　　　　　　　　内外面ナデ調整。
径－21．1　内外一灰黄色　比較的浅く、底部は小さく上げ底。外面上半なで調整
高一10．4　　　　　　　　下半に並行叩き残す。内面なで調整。
径－22．6　内外一褐色　比較的浅く、底部は小さな平坦面を残す。外面はけ調
高一10．8　　　　　　　　整。内面上端横はけ、以下はなで調整。
径－21．2　内外一褐色　かなり浅く、底部は突出気味。休部は比較的直線的に
高一7．2　　　　　　　　　開く。内外面ナデ調整。
径－19．6　内外一褐色　休部の張りは弱く口綾部短く伸びる。外面並行叩き、

内面なで調整。
5022　鉢　　　　径－28　　内外一褐色　休部はほぼ直立し、口綾部は短く開き、端部は断面三

角形に肥厚し、端面に凹線一条。内外両横ナデ。
5023　鉢　　　　径－43．8　内外一淡褐色　休部は弱く丸みを帯び口綾部は短いが強く開く。休部

内面へラ磨き。
5101高杯

5102　高杯

5103　高杯

5104　高杯

5105　高杯

5106　高杯

5107　高杯

5108　高杯

5109　高杯

5110　高杯

5111高杯

5112　高杯
5113　高杯

径－21．8　内外一暗褐色　杯部は中位で鋭く折れて上半は外反して開く。円盤充
体高一7．1　　　　　　填。外面上半横ナデで一部横へらみがさ。下半へらけ

ずり後粗い横へらみがさ。口綾部内面強い横ナデ、以
下は横へらみがさ、下半は分割横へらみがさ。

径－24　　内外一時燈色　杯部は中位で鋭く折れて、上半は外反して強く開く。
体高一4．1　　　　　　外面上半横ナデ、下半へらけずり後分割横へラ磨き。

内面上半四条の強い凹線、下半分別棟へラ磨き。円盤
充填

径－23　　内外一暗褐色　杯部は中位で屈曲して上半部は外反気味に立ち上がる
口緑部はやや肥厚する。内外面横ナデ。

径‾15・2　内外‾淡艶誓警鑑箸謂孟霊里童謡芸提禁票短曹誓掌
へラ磨き、内面へラ磨き。

径－13．8　内外一灰褐色　浅い椀形の杯部。上半部で弱く折れて口綾部は直立す
体高一4．9　　　　　　　る。口綾部横ナデ、外面縦はけ、内面なで調整。
径－25．6　内外一淡褐色　杯部は中位で鋭く屈曲して上半は強く外反して開く。

外面上半立てへラ磨き、内面上半粗い縦へラ磨き、下
半縦へラ磨き。

径－25　　内外一淡灰褐　杯部は中位で屈曲して上半は直線的に短く伸びる。外
色　　面上半横ナデ、下半縦はけ、内面縦はけ。

径－24．4　内外一淡燈色　下半部がかなり深めの杯部。中位で強く屈曲して外反
気味に開く。内面上半粗い縦へラ磨き、下半はけ調整
後縦へラ磨き。

径－28．4　内外一淡黄灰　ほぼ水平に強く開き、口緑端部は粘土帯を貼り拡張す
色　　る。端面・端部上端は櫛描平行線。内面へラ磨き後棒

捕波状文。

内外一褐色　僅かに中膨らみ気味の軸部。2～4条一組の並行沈線
三段。内面へらけずり。軸部中心に針穴大の穿孔。

内外一淡黄燈　脚部は中位で屈曲する。屈曲部に沈線三条。裾部に小
色　　円孔四箇所。軸部外面縦磨き、裾部縦へラ磨き。

内外一暗褐色　脚部はほぼ直線的にラッパ状に開く。内外面ナデ調整
内外一淡燈色　脚部は外反気味に開き、脚端はやや肥厚する。二孔一

組の小円孔四箇所。内外面はけ調整。

－700－

2′－4mm大の石英・小
円礫。

1・、3mm大の石英多い

1′、2mm大の雲母・石
英多い。
1mm大の石英・角閃石

1′－3mm大の石英多い

1mm大の石英・雲母多
い。
1へ′2mm大の石英・雲
母多い。
1一、2mm大の石英・雲
母・角閃石。
2′、3mm大の石英。

1′、3mm大の石英多い

1mm以下の角閃石多い
雲母土器と同じ胎土。
1へ・3mm大の石英・雲
母多い。
1′、2mm大の石英・雲
母多い。
1mm大の石英・角閃石

2mm大の石英。

1′－2mm大の角閃石多
い。石英少量
いわゆる雲母土器。

1mm大の角閃石多い。
いわゆる雲母土器。

1mm以下の角閃石多い
石英少量
いわゆる雲母土器
1へ一2mm大の石英多い

1mm大の石英・雲母

1mm以下の石英・角閃
石多い。

1′－2mm大の石英。

1mm以下の石英少量。

1血m以下の角閃石・石
英。
内面赤色顔料塗布
装飾高杯か？
1mm以下の石英・雲母

1mm大の石英・雲母

1′、3mm大の石英
1′、2mm大の石英・雲
母多い。



出土遺構　第1低地帯流路1弥生後期（5）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
一一－．．－　．－r－－－，　，－．・一・一．．一・一・一1－－－－－－－．－－－一一．－．・－一一．一一日一．．－－－－－一一－．一一．．．－．－－一一．－－－一一一．．一一一一．．－－－－－．1－－－－－－－－－－．－一．－．－．・．1，－－一・一－－．－－．・－．－・－－－一一．－一一・一－－－－－－一一－－．－－－－－●．－．．・－・T．　，－．
一一●．－．　－一．一一一一一一一一．．－－－－一一・一．車．・．一一一－一・一一．．－－－－一・一一一一．．－－－．．一一－－－一一一一一一一．．一一一．－－－－一一一一日一一一－－－－－．．一一．・－－－－－一一－一一・．・－－．．・－－－－－－．－－－－－－．一一．－－－一・一－－－・－－－－－．●．－一一．－l．，一一－

5114　高杯　　　　　　　　　内外一淡燈色　脚部は中位で強く屈曲して裾部は大きく開く。裾部に1皿大の石英・雲母・
小円孔四箇所。軸部はなで調整、裾部外面縦はけ、内　角閃石
面なで調整。

5115？　　　　径－15．8　内外一時黄灰　短い中実の円柱部と強く開く裾部からなる。円柱部は1皿以下の石英。
体高一5．6　　　　色　　指押さえ、裾部は外面縦はけ、内面なで調整。　　　一種の支脚か

5116　土製支脚　径－10・8　内外一暗褐色　器台状の支脚。ほぼ直立する軸部の上下は外反気味に　2～5mm大の石英多い
高一13．2　　　　　　　　短く開く。外面縦はけ、内面なで調整と指押さえ。

出土遺構　弥生土器溜り1
●1－°●1－　．　．　，　．　lH．一一一．－．－．－．－－．－－－．－・－・－．一一．－－一一一一一．－－一一－．．－－－．．一一一．一一．－．－．－．－．－．．－．一－－－－－－－‥．－．－．－．－．一・．細－－－一一．－－．一－－．－．－．．－－．一一．－．－．－－－．．－．．－．一－－．一一－－－－－－．．－－．－－　．　－－－＝．t■1－－t－　．　●●●q■4－－－1－　．．°

－．‘－4－－－．．．一一一日－l t－t一一－．．一一一一‥一一．－－－－．－－．－・．－－．－．－－．一一－．－．－．－．－－－－－－‥－．－－．－－一一．一一．－．一一－・－－．－－．－．－．－－－－－－－－－‥－．一．－．－－－．－－．一一一．－．－－．－－－．－－－．一一一一一一－．－－－－－．－－4－－■．－t■．　l t■－－．

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝亡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5117　広口壷　　径－20　　内外一淡黄褐　比較的肩が張り、頸部は短く内傾する。口綾部は頸部1mm以下の石英・雲母
高一27．2　　　　色　　から鋭く折れて端部は内傾する面を持つ。口綾部横ナ　赤色粒

デ、頸部外画縦はけ、内面横はけと指押さえ、休部外
面上半縦はけ、下半縦へラ磨き。内面上半指押さえ、
下半へらけずり。

5118　短頸壷　　　径－12．8
高一21．5

5201広口壷　　　径－21．8

5202　広口壷

5203　広口壷 径－15．6
高一25

5204　壷

5205　護

5206　碧　　　　　径－15

5207　護

5208　護

5209　蜜

5210　護

5211蜜

5212　鉢

5213　鉢

径－14
高一17．6

径－14．2
高一19．g

径－15．4
高一24．2

径－15．4
高一23．4

径－17．5
高一10

径－31．2
高一19．3

内外一淡黄褐
色

内外一淡灰褐
色

内外一時黄色

内外一淡黄色

よく張った球形に近い休部。短い頸部から口綾部は緩
やかに開き端部は四角く終わる。口綾部横ナデ、頸部
外面縦はけ、内面横はけ。休部外面縦はけ後下半へラ
磨き、内面下半指押さえ後へラ磨き。
口綾部は強く開き、端部はかすかに摘み上げる。口綾
部横ナデ、頸部外面縦はけとナデ調整、内面横はけ。
頚部はほぼ直立し緩やかに口綾部に至る。口綾部横ナ
デ、頚部外面縦はけ、内面横はけ。肩部外面縦はけ、
内面へらけずり。
休部はよく張り、頚部は僅かに外傾して緩やかに口緑
部に至る。端部はかすかに上下に摘みだす。口綾部横
ナデ、頸部外面縦はけ、内面ナデ調整。休部外面並行
叩き後はけ調整。内面上半横はケ、中位へらけずり、
下半は指押さえ。

内外一褐色　　中位で強く張る休部。外面縦はけ後上半横磨き、下半
縦磨き。

内外一淡灰褐　張りの弱い休部で下半部に一箇所焼成後穿孔有り。外
色　　　面縦はけ、内面へらけずり後横はけ。

内外一灰褐色　張りの弱い肩部から口綾部は緩やかに折れる。端部は
丸く納める。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面上
半指押さえ、下半へらけずり。

内外一淡燈色　口綾部は僅かに外反気味に短く伸びる。端部は横へ摘
みだす。口綾部外面縦はけ、内面横はけ、休部外面並
行叩き後縦はけ、内面縦はけ。

内外一明褐色　口綾部は短く、底部はやや突出気味。肩部はやや肥厚
する。口緑端部は弱く摘み上げる。口綾部横ナデ、休
部外面並行叩き後縦はけ、下端にヘラ磨き。内面肩部
横はけ、以下へらけずり、下端は指押さえ。

内外一灰褐色

内外一褐色

内外一淡灰褐
色

内外一褐色

内外一淡褐色

張りの弱い休部。外面縦はけ、内面へらけずり。

肩部で僅かに肥厚して口綾部は短く伸びる。端部は弱
く摘み上げる。口綾部外面横ナデ、内面横はけ、休部
外面並行叩き後縦はけ、内面へらけずり。
やや長めの休部から、口綾部は強く折れて短く開く。
口綾部外面横ナデ、端部・内面横はけ。休部外面並行
叩き後継はけ。内面樅はけとへらけずり。
休部はかすかに丸みを帯び、口綾部は短く開く。端部
は僅かに肥厚する。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、
内面ナデ調整。
休部は比較的丸みを帯び、口綾部は外反気味に短く開
く。端部は丸く納める。口綾部の一端に注ぎ口を持つ
口綾部外面横ナデ、内面横はけ。休部外面はけ調整。
内面ナデ調整。

－701－

1mm以下の石英多い。

1mm以下の雲母多い、
石英少量
1・～2mm大の石英・雲
母

1mm以下の石英多い。

1血m以下の角閃石多い
石英・赤色粒少量
いわゆる雲母土器
1mm以下の石英・雲母
多い。
1mm以下の雲母多い。

1′－3mm大の石英・雲
母・赤色粒多い。

1m以下の石英多い。

1血m以下の石英・雲母
多い。
1mm以下の雲母・石英
多い。

2一一3mm大の石英・雲
母

1mm大の雲母・石英多
い。

1血m以下の雲母・石英
多い。



出土遺構　第1低地帯流路2（1）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5301杯

5302　杯

5303　杯

5304　杯

5305　杯

5306　杯

5307　杯

5308　杯

5309　杯

5310　杯

5311杯

5312　杯

5313　杯

5314　杯

5315　杯

5316　杯

5317　杯蓋

5318　杯

5319　杯

5320　杯

5401杯

径－14　　　内外一淡燈色　体底部境は明瞭で箱形。休部上半で弱く外反し、口緑
高一3．5

径－18
－　　　－

■：コ

同

径－19
高一5．5

径－17．1
高一6．1

径－17
高一5．2

径－17．4
高一5．1

径－15．6
高一5．3

径－16．8
高一5．1

径－18
高一5．5

径－18
高一5．5

径－17．2
高一4．2

径－18．2
高一3．9

径－17．9
高一4．4

径－20
高一3．6

径－21．8
高一4．0

径－21．2
高一3．8

径－15．8
高一3

径－13．4
体高一3．9

径－13．8
体高一3．6

径－14．6
体高一3．1

径一8．6

高一4．1

内外一淡燈色

内外一燈色

内外一灰褐色

内外一燈色

内外一淡黄灰
色

内外一黄灰色

内外一淡燈色

内外一時黄灰
色

内外一時燈色

内外一淡黄灰

色

内外一淡灰褐
色

内外一淡褐色

内外一黄橙色

内外一淡燈色

内外一淡燈色

内外一黄灰色

内外一淡濁燈
色

内外一淡灰褐
色

内外一黄灰色

内外一淡燈色

端部は巻き込み。内外面ナデ調整。
休部はやや内湾気味に立ち上がり、端部は尖状。外面
へラ磨き、内面ナデ調整のち螺旋十放射暗文
体底部境は比較的明瞭で箱形。休部中位でやや肥厚し
端部は尖状。外面へラ磨き、内面ナデ調整後螺旋十放
射暗文
体底部境は比較的明瞭で箱形。深めで口緑端部内面を
斜めに面取りする。底部外面指押さえのち外面へラ磨

き。内面はナデ調整。
体底部境は明瞭で、休部は強く外傾する。休部上位で
僅かに外反し端部は小さく巻き込み。底部外面指押さ
え後外面下半へラ磨き、上半は横ナデ。内面ナデ調整
体底部境は明瞭で箱形。口緑端部は僅かに斜めに面取
りする。外面へラ磨き、内面ナデ調整のち二段放射暗
文
体底部境は比較的明瞭で箱形。口禄端部は僅かに外方
につまみだす。外面下半へらけずり、上半は横ナデ。
内面ナデ調整後螺旋十二段放射暗文
体底部境は明瞭で箱形。休部上位で弱く外傾し、口緑
端部は僅かに外方につまみだす。底部外面指押さえ、
休部は横ナデ。内面ナデ調整後螺旋十二段放射暗文
体底部境は比較的明瞭で箱形。休部は弱く外傾する。
口綾部はかすかに外傾し、端部は巻き込み。底部外面
へらけずりのち外面へラ磨き。内面ナデ調整後二段放
射十上半二重螺旋暗文
体底部境は明瞭で箱形。休部上位から弱く外反し、口
緑端部はかすかに巻き込み。口綾部内外および内面ナ
デ調整、外面へラ磨き。内面ナデ調整と部分的に横パ
ケのち二重螺旋十放射暗文
体底部境は明瞭で箱形。休部上位で弱く外反し、端部
は巻き込み。底部外面へらけずり、休部外面はヘラ磨
き。内面ナデ調整後放射暗文
体底部境は明瞭で箱形。休部上位で外反し、口禄端部
は痕跡的な巻き込み。底部外面へらけずり、休部外面
は横ナデ。内面ナデ調整後放射暗文。
体底部境は明瞭で箱形。休部上半で外反し口緑端部は
巻き込み。器壁は薄い。底部外面へらけずり、休部外
面横ナデ、内面はナデ調整のち放射暗文
体底部境は比較的明瞭で浅い箱形。口緑端部は丸く納
める。底部外面指押さえ後外面へラ磨き、内面ナデ調
整後二重螺旋十放射暗文
体底部境はやや不明瞭だが浅い箱形。口縁端部内面を
小さく面取りする。底部外面指押さえ後外面へラ磨き
内面ナデ調整後三重螺旋十放射暗文
体底部境はやや不明瞭だが浅い箱形。口緑端部は尖状
外面へラ磨き、内面ナデ調整のち残存部に二段放射暗
文
やや腰高で口禄端部は僅かに下に突出する。ボタン状
つまみを付し外面はヘラ磨き、内面はナデ調整後粗い
螺旋暗文。
体底部境はやや不明瞭で休部上半は僅かに外反する。
口緑端部は尖状。底部外縁のやや内側に強く張った脚
台を付す。休部外面へラ磨き、内面ナデ調整後放射暗
文。
体底部境は明瞭で箱形。休部はやや外傾し、口緑部は
弱く外反した後に端部は巻き込み。底部外縁の僅かに
内側に低い高台を付す。内外面ナデ調整のち内面放射
噂文。
休部は外傾し、上半で強く外反する。口縁端部は巻き
込み。底部にやや高めの高台を付す。内外面ナデ調整

ポール状を呈し、口縁端部は外へつまみだす。外面へ
ラ磨き、内面ナデ調整。

－702－

1mm以下の石英・雲母
少量　赤色顔料塗布か
1mm以下の石英・雲母

1mm大の石英・赤色粒
多い。

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量

1mm以下の石英・雲母
極少量

1mm以下の石英・雲母
極少量

1mm以下の石英・雲母
極少量

1血m以下の石英・雲母
極少量

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量。
胎土1

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
多い。胎土1

1mm以下の石英・雲母
少量　胎土1

1mm以下の石英多い。
雲母・赤色粒少量
胎土1
1皿m以下の石英・雲母
極少量

1mm以下の石英・雲母

1′、2mm大の石英・赤
色粒

1mm以下の石英・雲母
少量の赤色粒

上し2mm大の石英・雲
母

1血n以下の石英・雲母
少量の赤色粒
胎土1

1mm以下の石英・雲母
少量の赤色粒
胎土1
1mm以下の石英多い。



出土遺構　第1低地帯流路2（2）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

5402　杯

5403　杯

5404　杯

径－10　　　内外一淡灰褐　底部平坦面はやや大きいが、浅いポール状を呈する。
高一3．3　　　　　色　　　口綾部で僅かに外反し、端部内面を面取りする。外面

下半へラ磨き、上半横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗
文

径一g　　　内外一燈色　　浅いポール状を呈す。休部中位で緩く屈曲し、口繚端
高一2．g　　　　　　　　　部内面は面取りする。外面下半指押さえ後へラ磨き。

口綾部横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
径－10．8　　内外一淡黄灰　浅いポール状を呈し、口禄端部内面を小さく面取りす
高一3．1　　　　　色　　　る。外面下半指押さえ後へラ磨き。口綾部横ナデ、内

面ナデ調整後重列螺旋十放射暗文
5405　杯　　　　　径－10．8　　内外一淡黄燈　浅いポール状を呈し、口緑端部内面は小さく面取りす

5406　杯

5407　杯

5408　杯

5409　杯

5410　杯

5411杯

5412　杯

5413　杯

5414　杯

5415　杯

高一3　　　　　　　色　　　る。外面下半指押さえ後へラ磨き、上半部横ナデ。内
面ナデ調整後螺旋十放射噂文

径－10．6　　内外一淡褐色　浅いポール状を呈し、口緑端部内面を小さく面取りす
高一2．8　　　　　　　　　　る。外面指押さえ後粗いヘラ磨き。内面ナデ調整後螺

旋十放射暗文
径－9．8　　内外一淡灰褐　底部平坦面は比較的大きく箱形にちかい。口緑端部は
高一2．9　　　　　色　　　尖状。外面下半へラ磨き、上半横ナデ、内面ナデ調整

後重列螺旋十放射噂文
径－9．9　　内外一淡燈色　ポール状を呈し、口緑端部は丸く納める。外面下半指
高一3．5　　　　　　　　　　押さえ、上半粗いヘラ磨き。内面ナデ調整後放射暗文
径－13　　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部は小さく外へつまみだ

す。外面下半へら削り、上半へラ磨き、内面ナデ調整
後放射暗文

径－11．6　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部を外へつまみだす。外
高一4．6　　　　　　　　　　両下半へら削り、中位にヘラ磨き、口綾部は横ナデ、

内面ナデ調整のち放射暗文
径－13　　　内外一黄灰色　浅いポール状を呈し、口緑端部内面は斜めに面取りす
高一4．4　　　　　　　　　る。外面下半指押さえ、上半部横ナデ、内面ナデ調整

後放射暗文
径－12．5　　内外一淡黄灰　浅いポール状を呈し、口緑端部は外へつまみだす。外
高一4．4　　　　　色　　　面へラ磨き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち二重螺

旋十放射暗文
径－11．4　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部は小さく外へつまみ出
高一3．9　　　　　　　　　す。外面へラ磨き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち

やや崩れた螺旋十放射暗文
径－12．6　　内外一淡褐色　やや底部平坦面が大きいが、浅いポール状を呈し、外
高一4．5　　　　　　　　　両下半へラ磨き、口緑部横ナデ、内面ナデ調整のち二

重螺旋十放射暗文
径－12．5　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口綾端部内面に小さい凹面を持
高一3．7　　　　　　　　　つ。外面へラ磨き、内面ナデ調整のち螺旋十二段放射

暗文
5416　杯　　　　　径－12．2　　内外一淡灰褐　浅いポール状を呈し、口緑端部内面を面取りする。外

色　　　面下半へら削り、上半へラ磨き、内面ナデ調整のち放
射暗文

5417　杯

5418　杯

541g　杯

5420　杯

5421杯

5422　杯

5423　杯

径－11．8　内外一淡黄灰　底部平坦面は小さいが休部上半で直立し、箱形にちか
高一3．2　　　　　色　　　い。全体に厚手で口綾部は丸く納める。外面下半へら

削り、上半横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
径－12　　　内外一燈色　　浅いポール状を呈し、休部上半でやや肥厚し、口緑端
高一4．2　　　　　　　　　部は尖状。外面パケ調整、口綾部は横ナデ、内面粗い

ヘラ磨きのち放射暗文
径－14．8　　内外一淡燈色　底部平坦面は比較的大きいが体底部境は不明瞭。休部
高一4．7　　　　　　　　　は内湾して口緑部を外へつまみだす。体部下半へら削

り、上半横ナデ、内面ナデ調整のち螺旋十放射暗文
径－15．4　　内外一黄灰色　浅いポール状を呈する。口緑端部は外へつまみだす。
高一5．3　　　　　　　　　外面下半へら削り、休部へラ磨き　口綾部内外両横ナ

デ、内面はナデ調整のち放射暗文
径－17．1　内外一淡黄灰　浅いポール状を呈する。口綾部は外へつまみだす。体
高一5．4　　　　　色　　　部下半へら削り、上半は指押さえとナデで、粘土帯接

合痕をとどめる。内面ナデ調整のちややくずれた放射
暗文

径－18．　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈する。口繚端部は外へつまみだす。
高一6　　　　　　　　　　外面下半指押さえ、口綾部内外両横ナデ、内面はナデ

調整のち放射暗文
径－18．2　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈する。口緑端部は外へつまみだす。
高一5．6　　　　　　　　　外面下半へらけずり、口綾部内外横ナデ、内面ナデ調

整のち放射暗文

－703－

1mm以下の石英。

1mm以下の石英・雲母
少量

1血m以下の石英少量

1mm以下の石英少量

1mm以下の石英・赤色
粒

1mm以下の石英・雲母
赤色粒

1皿以下の石英・雲母
赤色粒

1mm以下の石英・赤色
粒極少量

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英極少量

1∴へ－2mm大の石英・赤
色粒多い。

1一一2mm大の石英

1mm大の石英・赤色粒

1血m大の石英・赤色粒

1血n以下の石英・赤色
粒多い。

1mm以下の石英・赤色
粒多い。外底面にへら
記号
1nn大の石英・赤色粒



出土遺構　第1低地帯流路2（3）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　　備　考

5424　杯

5425　杯

5426　杯

5427　杯

5428　杯

5501杯

5502　杯

径－15．6　　内外一淡褐色　浅いポール状を呈する。口禄端部内面を斜めに面取り
高一4．g　　　　　　　　　する。外面ナデ調整後休部中位に部分的にヘラ磨き。

内面ナデ調整後螺旋十放射暗文
径－14．9　　内外一淡黄灰　浅いポール状を呈する。口緑端部内面を斜めに面取り
高一5．2　　　　　色　　する。体部下半へら削り、上半横ナデ、内面ナデ調整

後放射暗文
径－15．4　　内外一淡燈色　休部中位で弱く折れて口綾部は直立し、口縁端部内面
高一5　　　　　　　　　　両を斜めに面取りする。体部下半へら削り、上半へラ

磨き、内面ナデ調整後放射暗文。
径－16．2　　内外一淡黄燈　浅いポール状を呈する。口緑端部内面を僅かに面取り
高一6．1　　　　色　　　する。体部下半へらけずりのち上半部へらみがき。口

綾部横ナデ、内面ナデ調整後放射昭文
径－16　　　内外一黒褐色　浅いポール状を呈する。口緑端部内面は斜めに面取り
高一4．9　　　　　　　　　する。休部外面下半は指押さえ、上半横ナデ、内面ナ

デ調整後螺旋十放射暗文
径－17．2　　内外一明褐色　浅いポール状を呈し、休部上半は肥厚。口綾部は尖状
高一5．6　　　　　　　　　外面へラ磨き、口綾部は横ナデ、内面ナデ調整のち放

射暗文
径－18．2　　内外一燈色　　底部はほぼ平坦だが体底部境は不明瞭。休部上半で僅
高一5　　　　　　　　　　　かに肥厚し、口綾部は尖状。外面下半縦パケのちヘラ

磨き。口綾部横ナデ、内面ナデ調整後螺旋？十放射暗
文

5503　杯　　　　　径－16．8　　内外一淡灰褐　浅いポール状を呈し、休部上端でかすかに外反し口緑
色　　　端部は丸く納める。外面へラ磨き、口綾部横ナデ、内

面ナデ調整のちやや崩れた斜格子暗文
5504　杯　　　　　径－17．7　　内外一淡黄燈　休部上半で僅かに外反し口繚端部は尖状。体部下半へ

5505　杯

5506　杯

5507　杯

5508　杯

5509　杯

5510　杯

5511杯

5512　杯

5513　杯

5514　杯

色　　　らけずりのち外面へラ磨き。内面ナデ調整後放射昭文
径－15．8　　内外一淡黄燈　浅いポール状を呈し、口緑部は丸く納める。底部外面
高一5．3　　　　　色　　　指押さえ後外面へラ磨き。口綾部横ナデ、内面ナデ調

整後螺旋十放射暗文
径－18．5　　内外一燈色　　底部はほぼ平坦だが体底部境は不明瞭。休部上半で僅
高一6　　　　　　　　　　かに肥厚し、口綾部は尖状。外面へラ磨き、内面ナデ

調整後螺旋十放射暗文
径－16　　　内外一燈色　　浅いポール状を呈し、口綾部は尖状。体部下半へラ磨
高一5　　　　　　　　　　き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち二重螺旋十放射

暗文
径－16．6　　内外一淡灰褐　浅いボール状を呈し、口綾端部は尖状。外面へラ磨き
高一5．3　　　　　色　　　口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち重列山形十放射暗文
径－18．3　　内外一橙色　　底部はほぼ平坦で休部は内湾気味に弱く開き、上半部
高一6．4　　　　　　　　　で肥厚。口綾部は尖状。底部外面指押さえ後外面へラ

磨き。口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち粗い放射暗文
径－17　　　内外一淡黄燈　底部はほぼ平坦らしく、休部上半で弱く外反して口緑
高一5．2　　　　　色　　　端部は尖状。外面へラ磨き、内面ナデ調整後螺旋十斜

格子暗文
径－16．8　　内外一淡灰褐　浅いボール状を呈し、口緑端部内面を僅かに斜めに面
高一5．3　　　　　色　　　取りする。底部外面指押さえ後外面へラ磨き、内面ナ

デ調整のち重列山形十二段放射暗文
径－17　　　内外一燈色　　浅いポール状を呈し、口繚端部内面に僅かに凹面を持
高一4．8　　　　　　　　　つ。外面下半指押さえ後へラ磨き、口綾部横ナデ、内

面ナデ調整後二重螺旋十放射暗文
径－18．1　内外一淡黄灰　浅いポール状を呈し、口緑端部は弱く外へひねる。外
高一4．2　　　　　色　　　面下半へらけずりのちヘラ磨き。口綾部横ナデ。内面

ナデ調整後放射暗文
径－17．1　内外一黄～赤　浅いポール状を呈し、口緑端部内面を面取りする。外
高一4．9　　　　　褐色　　面部分的にヘラ磨き、口緑部横ナデ、内面ナデ調整後

放射暗文
5515　杯　　　　　径－16．1　内外一淡灰褐　口禄端部は僅かに外方につまみだす。休部内外面へら

色　　　みがさ、口綾部横ナデ。
5516　杯

5601杯

5602　杯

径－20．1
高一5．2

径－15
高一3．4

径－17
高一3．6

内外一　　　　浅いポール状を呈し、口緑端部内面を斜めに面取りす
る。体部下半へら削り、上半横ナデ、内面ナデ調整の
ち放射暗文

内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部は丸く納める。底部外
面指押さえ後休部パケ調整。口綾部口綾部横ナデ、内
面ナデ調整後螺旋十放射暗文

内外一時赤褐　浅いポール状を呈し、口禄端部は尖状。外面へラ磨き
色　　　口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち重列螺旋十放射暗文

－704－

1mm以下の石英・赤色
粒多い。

1mm大の石英・赤色粒
少量。

1mm以下の石英少量

1mm大の石英多い。

1mm以下の石英

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
少量
1血m以下の石英極少量

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
・赤色粒多い。胎土1
1mm大の石英・赤色粒
多い。

1血m以下の石英少量

1mm以下の石英・雲母
多い。

1mm以下の石英少量

1mm以下の石英極少量

2一一3mm大の石英・赤
色粒多い。胎土4

1mm大の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1mm大の石英・赤色粒
多い。



出土遺構　第1低地帯流路2（4）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　　備　者

5627　杯

5603　杯

5604　杯

5605　杯

5606　杯

5607　杯

5608　杯

5609　杯

5610　杯

5611杯

5612　杯

5613　杯

5614　杯

5615　杯

5616　杯

5617　杯

5618　杯

5619　皿

5620　皿

5621皿

5622　皿

5623　皿

5624　皿

5625　皿

5626　皿

径－23．2　　内外一淡黄燈　寧ろ皿に近いが器高指数から杯にした。口縁端部は丸
高一4．8　　　　　色　　　く納め、外面下半へらけずりのち粗いヘラ磨き。上半

部横ナデ。内面ナデ調整後二重螺旋十放射昭文
径－10．4　　内外一淡燈色　ポール状を呈し、口緑端部は尖状。外面下半指押さえ
高一4．1　　　　　　　　　上半部は横ナデ。内面ナデ調整。
径－12．7　　内外一淡黄灰　底部平坦面は大きくほぼ箱形。休部は外傾し、口緑端
高一3．4　　　　　色　　　部内両に小さく面取りする。外面下半指押さえ、上半

部横ナデ、内面ナデ調整。
径－12．2　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部内面を面取りする。外
高一4．2　　　　　　　　　　南下半指押さえ、口綾部横ナデ、内面ナデ調整。
径－11．8　　内外一灰褐色　ポール状を呈し、口緑端部は丸く納める。外面下半へ
高一4．5　　　　　　　　　　ら削り、上半部は横ナデ、内面ナデ調整。
径－13．7　　内外一淡燈色　ボール状を呈し、口緑端部は尖状。外面パケ調整、内
高一5　　　　　　　　　　　両ナデ調整。
径－13．9　　内外一淡褐色　ポール滋養を呈し、口緑端部は外へつまみだす。外面
高一5　　　　　　　　　　　パケ調整。口綾部横ナデ、内面ナデ調整。
径－15　　　内外一時黄色　底部平坦面は比較的大きく箱形にちかい。口緑端部内
高一5．4　　　　　　　　　両を斜めに面取りする。外面下半指押さえ口綾部横ナ

デ、内面ナデ調整。
径－15．6　　内外一時黄灰　底部平坦面は比較的大きく箱形にちかい。口緑端部は
高一5．2　　　　　色　　　尖状。外面パケ調整で粘土帯接合痕とどめる。口綾部

横ナデ、内面ナデ調整。
径－17．2　　内外一淡燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部は尖状。外面措押さえ
高一6．4　　　　　　　　　　後パケ調整。内面ナデ調整。
径－14．1　内外一燈色　　浅いボール状を呈し、口綾部で屈曲して強く開く。内
高一2．8　　　　　　　　　　外面ナデ調整。

径－13．4　　内外一淡黄灰　体底部境は比較的明瞭で箱形を呈する。口緑端部は丸
高一3．9　　　　　色　　　く納める。内外面ナデ調整。
径－14　　　内外一時灰褐　体底部境は明瞭で箱形を呈する。口緑端部は尖状。外
高一3．9　　　　　色　　　底面に部分的なパケ調整を見るほかはナデ調整。
径－14．4　　内外一時黄色　体底部境は比較的明瞭で箱形を呈する。休部はやや外
高一3．9　　　　　　　　　傾し、口綾部は巻き込み。底部外面指押さえ、他はナ

デ調整。
径－11．8　　内外一時燈色　底部平坦面はやや突出気味で休部は内湾して立ち上が
高一3．6　　　　　　　　　る。口緑端部は丸く納める。須恵器杯模倣形態
径－10．8　　内外一淡黄灰　体底部境は比較的明瞭で口綾部は僅かに外反して立ち
高一3．7　　　　　色　　　上がる。口緑端部は丸く納める。底部外面へら削り、

休部はヘラ磨き。内面ナデ調整。須恵器杯模倣形態
径－16．2　　内外一時灰褐　底部平坦面は大きく、休部は外傾が強い。口緑端部は
高一3．7　　　　　色　　　丸く納める。内外面横ナデ。須恵器杯模倣形態
径－17．4　　内外一灰褐色　底部はほぼ平坦で体底面部境は比較的明瞭。強く外傾
高一2．3　　　　　　　　　して立ち上がり、口緑端部は巻き込み。外面横ナデ、

内面ナデ調整後螺旋十放射暗文
径－17　　　内外一淡黄灰　底部はほぼ平坦でやや外傾して立ち上がる。口緑端部
高一2．6　　　　　色　　　は僅かに肥厚。底面部外面へら削り後外面下半へラ磨

き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整後粗い螺旋暗文
径－20．8　　内外一燈色　　底部は僅かに丸みを帯び、外傾して短く立ち上がる。
高一4　　　　　　　　　　口緑端部は斜めに面取りする。外面指押さえ後へラ磨

き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整後斜格子暗文
径－24　　　内外一時黄灰　底部はほぼ平坦で強く外傾して立ち上がる。口緑端部
高一2．6　　　　　色　　　はほぼ水平に面取りする。底部外面へらけずりのちヘ

ラ磨き、口綾部横ナデ。内面ナデ調整後放射暗文
径一23．2　　内外一淡燈色　底部は緩やかに丸みを帯び体底部境に屈曲部を持たず
高一4．1　　　　　　　　　に口綾部に至る。口綾端部は斜めに面取りする。内外

面ナデ調整。
径－25　　　内外一淡橙色　体底部境は不明瞭で、湾曲気味に短く立ち上がる。口
高一3．7　　　　　　　　　緑端部は斜めに面取りする。外面指押さえ後部分的に

ヘラ磨き。内面ナデ調整後放射暗文
径－24．2　　内外一淡橙色　体底部境に屈曲部を持たずに口綾部に至る。口縁端部

は斜めに面取りする。外面指押さえ後へラ磨き、内面
ナデ調整後放射暗文。

径－23．8　　内外一淡燈色　底部はほぼ平坦で短く湾曲気味に立ち上がる。口縁端
高一3．8　　　　　　　　　部は四角く納める。外面指押さえ後に部分的にパケ調

整。更にへラ磨きを加える。内面ナデ調整後崩れた螺
旋十放射暗文

－705－

1mm大の石英

1mm以下の石英・雲母
少量
1mm以下の石英

巨－3mm大の石英多い
胎土4
1′、2mm大の石英・赤
色粒多い。　胎土4

1・、2mm大の石英リト
円礫多い。胎土5

1mm大の石英多い。

1′、2mm大の石英・赤
色粒多い。
1′、3mm大の石英・赤
色粒極めて多い。
胎土4
上し2mm大の石英少量

巨－3mm大の石英多い

1mm以下の石英・雲母

・1へノ2mm大の石英・小
円礫多い。胎土5
1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量
1mm以下の石英・雲母
赤色粒　胎土1

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1mm大の石英極めて多
い。

1′、2mm大の石英・赤
色粒少量

1mm大の石英かなり多
い。胎土4

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英多い。
赤色粒少量



出土遺構　第1低地帯流路2（5）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　　備　考

5701皿　　　　　径－26．4

5702　皿　　　　　径－21
高一3．4

5703　皿　　　　　径－24．6
高一3．7

5704　皿　　　　　径－22
高一3．6

5705　皿

5706　皿

5707　皿

5708　皿

570g　皿

5710　皿

5711皿

5712　皿

5801皿B

5802　皿B

5803　皿B

5804　皿B

5805　皿B

5806　皿B

径－20．2
高一3

径－21．2
高一2．9

径－22．4
高一2．1

内外一淡黄灰　体底部境は不明瞭で、口緑端部は内面に弱く突出する
色　　　外面へらけずりのちヘラ磨き。内面ナデ調整後二段放

射暗文
内外一明褐色　底部はほぼ平坦で体底部境は比較的明瞭。浅い箱形を

呈する。底部外面へラ磨き、休部は横ナデ、内面ナデ
調整後螺旋十放射暗文

内外一淡燈色　底部は平坦で体底部境は比較的明瞭。浅い箱形を呈す
る。外面へらけずりのちヘラ磨き。内面ナデ調整後三
重螺旋＋放射噂文

内外一淡灰褐　底部はほぼ平坦。体底部境は明瞭で休部は外傾する。
色　　　口綾部でかすかに外反して端部は巻き込み。底部外面

へら削り、休部は横ナデ。内面ナデ調整後螺旋十放射
暗文

内外一淡黄灰　体底部境は明瞭で休部は外反気味に立ち上がる。口緑
色　　　端部は巻き込み。底部外面へらけずりのちヘラ磨き。

休部外面横ナデ。内面ナデ調整のちやや乱れた螺旋十
放射暗文

内外一淡灰褐　体底部境は明瞭で休部は外反して立ち上がり、口緑端
色　　　部は巻き込み。底部外面へら削り、休部はヘラ磨き。

内面ナデ調整のち放射暗文
内外一淡灰褐　底部は平坦で体底部境は明瞭。外傾して立ち上がり、

色　　　口綾部で強く外反する。端部は巻き込み。底部外面へ
ラ磨き。休部は横ナデ。内面ナデ調整後四重螺旋十放
射暗文

径－27．2　　内外一白燈色　底部は緩やかに丸みを帯び、外傾して短く立ち上がる
高一3．8　　　　　　　　　口緑端部は斜めに面取りする。外面へら削り、口縁部

横ナデ、内面ナデ調整のち重列螺旋十放射暗文
径－26．2　　内外一淡燈色　体底部境は不明瞭で湾曲気味に立ち上がり、口緑端部
高一4．4　　　　　　　　　は斜めに面取りする。外面指押さえ後へラ磨き、口綾

部横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
径－27．8　　内外一淡燈色　底部は緩やかに丸みを帯び屈曲部なしに口綾部に至る
高一4．2　　　　　　　　　口緑端部は僅かにつまみ上げる。外面指押さえ後へラ

磨き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗文
径－27　　　内外一淡橙色　底部はほぼ平坦で湾曲気味に短く立ち上がる。口禄端
高一4．1　　　　　　　　部は丸く納める。外面指押さえ後へラ磨き、内面ナデ

調整のち二重螺旋十放射暗文
径一30　　　内外一黄白色　底部はほぼ平坦で体底部境も比較的明瞭。短く立ち上
高一3　　　　　　　　　　がり、口縁端部は丸く納める。底部外面へらけずりの

ち部分的にヘラ磨き。口綾部横ナデ、内面パケ調整の
ち放射暗文

径－26．4　　内外一灰褐色　体底部境は不明瞭で、緩やかに口綾部に至る。口緑端
体高一4．7　　　　　　　　部内面を斜めに面取りする。脚部は比較的高く、横や

径－27．8
体高一4．2

径－23．2
体高一3．4

径－21．8
体高一3．1

径－23．2
体高一4．9

かに外反する。脚端は尖状。体部下半外面へラ磨き、
口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち四重螺旋十放射暗文
脚部横ナデ。

内外一淡燈色　体底部境は不明瞭で緩やかに口綾部に至る。口緑端部
はほぼ丸く納める。脚部は比較的高く、中位で屈曲し
て外反する。脚端は尖状。休部外面下半へラ磨き、口
綾部横ナデ、内面ナデ調整のち二重螺旋十放射暗文

内外一燈色　　底部はほぼ平坦で、脚部は比較的高く、中位で屈曲し
て外反する。脚端は面取りし、下につまみだす。重列
螺旋十放射暗文

内外一燈色　　体底部境は比較的明瞭で口綾端部内面に僅かに面取り
する。脚部は比較的高く、中位で屈曲して弱く外反す
る。休部外面へラ磨き、内面ナデ調整後重列螺旋十放
射暗文　脚部横ナデ。

内外一時燈色　底部はほぼ平坦だが体底部境は不明瞭。口綾端部は丸
く納める。脚部は比較的高く、直線的に開く。脚端は
四角く終わる。休部外面へラ磨き、口綾部横ナデ、内
面ナデ調整のち四重螺旋十斜格子暗文　脚部横ナデ。

内外一淡燈色　体底部境は比較的明瞭で、やや深め。口縁端部は丸く
納める。脚部は高いが、あまり張らない。脚端は僅か
に肥厚する。休部外面へラ磨き、内面ナデ調整のち重
列山形十放射暗文　脚部横ナデ。

－706－

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1皿以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1血m以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1mm大の石英多い。

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量

1皿血以下の石英多い。
赤色粒少量。

1血m以下の石英・赤色
粒少量

1mm以下の石英・雲母
多い。赤色粒少量
胎土1

1mm以下の石英・赤色
粒

1皿大の石英・赤色粒
多い。

1・～2mm大の石英・赤
色粒多い。雲母少量

1′、2mm大の石英。

1mm大の石英・赤色粒
少量



出土遺構　第1低地帯流路2（6）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考

5901皿B

5902　皿B

5903　皿B

5904　皿B

5905　皿B

5906　皿B

5907　高杯

5908　高杯

5909　高杯

5910　高杯

5911高杯

5912　高杯

5913　高杯

径－21　　内外一黄灰色　体底部境は比較的明瞭で外傾して短く立ち上がる。口
体高一3．1

径－13
体高一2．5

径－21
体高一4．1

径－15．8
体高一2．6

径－13．6
体高一2．4

径－19．8
体高一2．7

径－16．2
体高一4．2

径－16．2
体高一4．1

径－17．6
体高一4．5

径－17．8
体高一4．5

径－17．6
体高一3．6

径－15．4
体高一3．6

5914　高杯　　　　径－34．4

5915　高杯

5916　土馬
6001椀

6002　椀

6003　椀

径－11
高一5．6

径－11．6
高一5．7

径－14

6004　椀　　　　　径－14．6

6005　椀

6006　椀

径－15．5
高一7．5

径－1g
高一7．6

緑端部内面は僅かに面取りする。脚部は中位で屈曲し
て弱く外反する。脚端は四角く終わる。休部外面下半
へら削り、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗文
脚部横ナデ。

内外一黄灰色　体底部境は不明瞭で、緩やかに口綾部に至る。口緑端
部は尖状。脚部は中位で屈曲して弱く外反する。脚端
は丸く納める。休部外面へラ磨き、内面ナデ調整のち
放射時文　脚部横ナデ

内外一淡黄灰　体底部境はやや不明瞭で緩やかに口綾部に至る。口緑
色　　　端部は斜めに面取りする。やや深め。脚部は低いが中

位で屈曲して外反する。脚端は面取りし、上方に弱く
つまみ上げる。休部外面下半へラ磨き、口綾部横ナデ
内面ナデ調整のち二重螺旋＋放射暗文　脚部横ナデ

内外一淡黄灰　体底部境は比較的明瞭で、口縁端部は斜めに面取りす
色　　　る。脚部は低いが良く外反する。脚端は尖状。休部外

面下半へら削り、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち三
重螺旋十放射暗文　脚部横ナデ

内外一淡黄灰　体底部境は比較的明瞭で外傾して短く立ち上がる。口
色　　　緑端部は僅かに外へつまみだす。脚部は低いが強く張

り、脚端は上方に弱く拡張する。内外面ナデ調整
内外一黄灰色　体底部境は明瞭で強く外傾して立ち上がり、口綾部で

更に外反する。口緑端部は巻き込み。高台状の低いが
強く張る脚部を持つ。休部外面下半へラ磨き、口綾部
横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗文

内外一淡灰褐
色

内外一淡黄灰
色

内外一淡褐色

内外一淡黄灰
色

内外一淡燈色

内外一淡褐色

内外一淡黄灰
色

内外一淡黄灰
色

内外一燈色

燈色

浅い皿状の杯部。口緑端部は丸く納める。外面下半へ
ラ磨き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち三重螺旋十
放射暗文
浅い皿状の杯部に、細い軸部と強く開く裾部とからな
る脚部を持つ。口緑端部内面は僅かに斜めに面取りし
脚端は弱く肥厚する。杯部外面下半指押さえ、口綾部
横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗文。
浅い皿状の杯部。口緑端部は外へつまみだす。外面下
半へラ磨き、口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち二重螺
旋十放射暗文
浅い皿状の杯部に、細い軸部と強く開く裾部とからな
る脚部を持つ。口緑端部は丸く納める。杯部外面粗い
へラ磨き、内面ナデ調整のち放射暗文　軸部外面面取
り状にへら削り後にへラ磨き。据部はヘラ磨き。
浅い皿状の杯部。口縁端部は丸く納める。外面下半パ
ケ調整のちヘラ磨き、内面ナデ調整のち螺旋十放射暗
文
浅い皿状の杯部。口縁端部は尖状。外面下半パケ調整
のちヘラ磨き、口緑部横ナデ、内面ナデ調整のち放射
暗文
大形の脚部。裾に向かって弱く開く軸部と強く開く裾
部。脚端は斜めに面取りし下につまみだす。外面指押
さえとナデ、裾部内面パケ調整。
円盤状の杯部。口緑部付近で波打ち、端部は巻き込み
外面へラ磨き、内面ナデ調整後波状十二段放射暗文

低いが太目の脚部。緩やかに外反し、据部は短く開く
軸部外面は面取り状にへら削り、裾部は横ナデ。
土馬脚部片　指押さえ整形。

内外一淡褐色　半球形を呈し、口緑端部は尖状。外面パケ調整、内面
ナデ調整。

内外一黄灰色　半球形を呈し、口緑端部は尖状。外面下半指押さえ後
パケ調整。口綾部横ナデ。内面ナデ調整。

内外一　　　　半球形を呈し、口禄端部内面を面取りする。外面パケ
調整。口緑部横ナデ、内面ナデ調整。

内外一明褐色　やや深めの椀で口稼端部は尖状。外面パケ調整、口綾
部横ナデ、内面ナデ調整。

内外一黒灰色　半球形呈し、口綾部は内湾し、端部は尖状。内外面ナ
デ調整。

内外一濁淡燈　内湾気味に立ち上がり、口緑端部内面を面取りする。
色　　　外面下半へら削り、中位指押さえ、口綾部横ナデ。内

面ナデ調整後二重螺旋＋放射暗文

－707－

1血m以下の雲母多い
石英少量

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1

1mm以下の石英・雲母
少量。

1mm以下の石英・雲母
多い。赤色粒少量　胎
土1

1mm大の石英・雲母少
量

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・赤色
粒少量

1mm大の石英

1∵へ－2mm大の石英・赤
色粒多い。

1mm以下の石英・雲母
多い。赤色粒少量　胎
土1
1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量　胎土1
1mm以下の石英。

1mm以下の石英少量

1′、2mm大の石英

1へ・3mm大の石英多い

1一一2mm大の石英



出土遺構　第1低地帯流路2（7）
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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6007椀　　慧＝告5　内外‾淡褐色苛等警謂畠講票琴完宝苧上豊謡票警告忘悪霊

6008　椀　　　　　径－15
高一8

6009　椀　　　　　径－17．4

6010　椀　　　　　径－18．6

6011椀　　　　　径一16．8
高一3．7

6012　片口鉢　　　径一22．6
高一12．4

6013　片口鉢　　　径－17．4
高一8．4

6014　真蛸壷　　　口径一12
高一21．7

6015　真蛸壷　　　口径－12

6016　真蛸壷

6017　飯蛸壷　　　口径－4．5
高一9．6

6018　飯蛸壷　　　口径－4．9
高一8．1

6019　飯蛸壷　　　口径－5．3
高一9．1

6020　製塩土器　　口径－14
高一14．7

内外一黒褐色

内外一淡黄灰
色

内外一燈色

内外一燈色

内外一燈色

内外一時灰褐
色

内外一淡褐色

内外一淡燈色

内外一淡褐色

内外一灰褐色

内外一決褐色

内外一時黄灰
色

内外一灰白色

ナデ。内面ナデ調整
やや深めの椀で口禄端部を僅かに内面におり曲げる。
外面指押さえ顕著、内面ナデ調整。
深めの椀。口緑端部内面を大きく斜めに面取りする。
体部下半パケ調整、口綾部横ナデ、内面ナデ調整と部
分的に布目庄痕。
休部中位で屈曲し、口緑端部は巻き込み。外面へラ磨
き、内面ナデ調整。
大形で深めの椀。内湾気味に立ち上がり、口綾部は丸
く納める。外面へラ磨き、内面ナデ調整後二段放射暗
文
半球形を呈し、口綾部で強く内湾する。口緑端部は面
取りし、一方に注ぎ口を付す。外面下半ハケ調整、口
綾部横ナデ、内面中位へら削り、他はパケ調整。
半球形を呈し、口綾部で強く内湾する。口緑端部は面
取りし、一方に注ぎ口を付す。外面下半パケ調整、口
綾部横ナデ、内面パケ調整。
円筒形の休部で口綾部ですぼまる。口緑直下に円孔二
個を穿ち、肩部にへら記号有り。内外面指押さえ顕著
粘土帯接合痕良く残す。
やや下ぶくれの砲弾形の休部に短く外反する口緑部を
持つ。口綾端部は丸く納める。口緑部横ナデ、休部指
押さえ。体部下半にへら記号有り。
砲弾形の休部に短く開く口綾部を持つ。口綾部横ナデ
休部桔押さえ。体部下半にへら記号有り。
釣鐘形を呈する。休部に秘して釣り手部が大きい。口
縁端部は弱く内湾して丸く納める。ナデ調整で部分的
に指押さえ。
釣鐘形を呈する。かなり丸みを帯びた休部に短く釣り
手部が付く。口縁端部は内湾して丸く納める。ナデ調
整。
釣鐘形を呈する。方柱状の釣り手部を持ち、口緑端部
は四角く終わる。指押さえ顕著
ほぼ球形の休部にやや肥厚し直立する口綾部を持つ。

～燈色　口稼部外面は斜格子叩き目、他はナデ調整。
6021製塩土器　　口径－10．8　内外一淡黄灰

高一12　　　　　　色
6101碧　　　　　口径－9．6　外一濁燈色

内一淡燈色

6102　碧　　　　　口径－10．8

6103　窪　　　　　径－10．9　　内外一燈色

6104　護

6105　婆

6107　碧

6109　碧

6110　蓬

6111蜜

口径－11．8　外一灰褐色
高一11．1　内一暗褐色

径－13　　　内外一時黄灰
色

径－14．4　　外一時黄橙色
高一20．8　　内一黒褐色

径－14　　　外一時黄灰色
高一14．1　内一暗褐色

径－14　　　外一灰褐色
内一暗灰褐色

径－13　　　外一暗灰褐色
内一黒褐色

口綾部でやや内湾し、底部は尖底。全体に薄手で、底
部も肥厚しない。内外面ナデ調整。部分的に指押さえ
張りの弱い休部に短い口綾部を持つ。口緑端部は丸く
納める。口綾部外面横ナデ、内面横パケ。休部外面縦
パケ、内面指押さえ。
扁平球状の休部に短い口綾部を持つ。口緑端部は尖状
口綾部内外両横ナデ、休部横パケ、内面ナデ調整。
球形の休部から緩やかに直立する口綾部に至る。口縁
端部は僅かに内汚し丸く納める。口綾部外面横ナデ、
内面横パケ、休部外面縦パケ、内面上位横パケ、以下
は指押さえ。
球形の休部に短く弱く開く口頸部を持つ。口緑端部は
僅かに内側に突出する。口頸部外両横ナデ、内面横パ
ケ、休部外面縦パケ、内面指押さえ。
張りが弱く、最大径の低い休部と弱く開く口綾部を持
つ。口縁端部は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内面
横パケ、休部外面縦パケ、内面へら削り。
球形の休部に短く開く口綾部を持つ。口緑端部はつま
みだす。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面縦
パケ、内面指押さえ。
最大径の下がる球形の休部と短いが良く開く口綾部を
持つ。口緑端部は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内
面横パケ、休部外面樅パケ、内面へら削り。
球形の休部から緩やかに直立する口綾部に至る。口緑
端部は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、
休部外面縦パケ、内面指押さえ。
球形の休部から緩やかに直立する口綾部に至る。口繚
端部で僅かに外反し、丸く納める。口綾部外面横ナデ
内面横パケ、休部外面縦パケ、内面指押さえ。

－708－

1′、2mm大の石英多い

1mm大の石英

1mm以下の雲母多い。

1mm大の石英多い。赤
色粒少量

1・、3mm大の石英・赤
色粒多い。胎土4

1′、2mm大の石英・赤
色粒多い。胎土4

1′、3mm大の石英・雲
母極めて多い。胎土5

1′、5mm大の石英・小
円礫極めて多い。
胎土5
1へノ4mm大の石英など
多い。胎土5
1mm以下の石英・雲母
多い。

1mm以下の石英・雲母
多い。

1mm以下の石英・雲母
極少量
1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
多い。赤色粒少量。

1′、3mm大の石英多い

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母

1mm大の石英多い。

1へノ2mm大の石英多い



出土遺構　第1低地帯流路2（8）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
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6112　蜜

6113　碧

6114　棄

6115　窪

6117　窪

6201碧

6202　蜜

6203　碧

6204　碧

6205　護

6301碧

6302　護

6303　窪

6401窪

6402　護

6403　鍋

6404　鍋

6405　鍋

6501甑

径－14．3　　内外一時黄灰
高一17．4　　　　　色

径－15．8　　内外一時灰褐

色

径－17．8　　外一黄褐色
高一19．2　　内一燈色

径－17．6　　内外一淡灰褐

色

径－17．4　　内外一淡黄灰
高一8．4　　　　　　色

径－19　　　内外一燈色

径－22．2　　外一黄灰色
高一29．8　　内一暗褐色

口径－27．2　内外一淡黄灰
高一38．1　　　　色

口径－22．8　外一淡灰褐色
内一黒褐色

口径－22　　外一淡黄灰色
高一32　　　内一淡燈色

口径－34．2　内外一時黄灰
色

口径－32．8　内外一淡褐色

口径－29．8　内外一黄灰色
高一30．3

口径－27．6　内外一淡褐色

口径－24．4
高一27．6

口径－38
高一15．8

口径－40．6

口径－23．2
高一10．8

口径－28．2
高一28．7

内外一淡黄燈
色

内外一淡燈色

内外一淡黄灰
色

内外一黒褐色

内外一淡褐色

やや張りの弱い球形の休部と僅かに外頸する口綾部を
持つ。口辣端部は丸く納める。口綾部内外両横ナデ、
休部外面縦パケ、内面指押さえ。
張りのやや弱い休部から緩やかに直立する口綾部に至
る。口緑端部は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内面
横パケ、休部外面縦パケ、内面横パケのち指押さえ。
やや下ぶくれの休部に短いが良く開く口綾部を持つ。
口緑端部はつまみ上げる。口綾部外面横ナデ、内面横
パケ、休部外面縦パケ、内面へら削り。
張りの弱い休部と短く開く口綾部を持つ。比較的厚手
口緑端部は四角く終わる。口綾部外面横ナデ、内面横
パケ、休部外面縦パケ、内面指押さえ。
球形の休部に短く外反する口頸部を持つ。口縁端部は
上下に弱く摘む。口綾部、頸部外両横ナデ、内面横パ
ケ、休部外面縦パケ、内面ナデ調整と粘土帯接合部に
指押さえ。
やや肩の張る休部に短く外反する口頸部を持つ。口緑
端部は四角く終わる。口頸部内外面横ナデ、休部外面
縦パケ、内面ナデ調整。
やや長めで最大径の位置がやや高い休部に外反する口
頚部を持つ。口緑端部は四角く終わる。内外面ナデ調
整。
長胴の休部に強く開く口綾部を持つ。口緑端部はつま
み上げる。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面
縦パケ、内面上位パケ調整のち指押さえ。中位はへら
削り、下位はパケ調整後指押さえ。
長胴の休部に強く開く口綾部を持つ。口緑端部は面取
り。口綾部内外両横ナデ、休部外面縦パケ、内面上位
はパケ調整と指押さえ、以下はへら削り。
長胴の休部に強く開く口綾部を持つ。口緑端部は面取
り。口綾部内外両横ナデ、休部外面縦パケ、内面上位
はパケ調整と指押さえ、以下はへら削りで下面に措押
さえ。
やや扁平球状の休部に短い口綾部を持つ。休部最大径
の二方に把手を付す。口緑端部は面取り。口綾部内外
面は横ナデ、休部外面は縦パケ、内面上位は横パケ、
下位はへら削り。
やや扁平球状の休部に短い口綾部を持つ。休部最大径
の二方に把手を付す。口緑端部はつまみ上げる。口綾
部内外両横ナデ、休部外面パケ調整、内面上位横パケ
のち指押さえ、下位はへら削り。
球形の休部に短い口綾部を持つ。休部最大径の二方に
把手を付す。口緑端部は面取り。口綾部内外両横ナデ
休部縦パケ、内面上位横パケのち指押さえ、下位指押
さえ。
やや張りの弱い球形の休部に短い口綾部を持つ。休部
最大径の二方に把手を付す。口緑端部は凹面を持つ。
口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内
面上位パケ調整後指押さえ、下位へら削り。
球形の休部に短い口綾部を持つ。休部最大径の二方に
把手を付す。口緑端部はつまみ上げる。口緑部外両横
ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内面ナデ調整。
半球形の休部に強く外反する口綾部を持つ。口緑端部
はつまみ上げる。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休
部外面縦はけ、内面ナデ調整、下底部は指押さえ。
半球形の休部に強く外反する口綾部を持つ。口緑端部
は尖状。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面縦
パケ、内面ナデ調整、下底部はへら削り。
やや深めのボール状の休部に水平に開く短い口綾部を
持つ。口緑端部は四角く終わる。口綾部休部上半ナデ
調整。体部下半外面パケ調整、内面指押さえ。
口縁にむかってやや開く円筒形の休部。中位の二方に
把手を付す。上下端とも丁寧な面取り。下端に小円孔
有り。口綾部横ナデ、休部外面指押さえと縦パケ、内
面上部横パケ、以下指押さえとナデ調整。下端へら削
り。

－709－

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英多い。
1へ′3mm大の石英・赤
色粒多い。

2～4mm大の石英極め
て多い。胎土4

1mm大の石英・雲母多
い。

1mm大の石英多い。

1mm大の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1mm大の石英多い。

1へノ3mm大の石英多い

1～3mm大の石英多い

1′、2mm大の石英多い

1へノ3mm大の石英多い

1mm大の石英多い。

1一、3mm大の石英少量

1mm大の石英・雲母

1′、2mm大の石英極め
て多い。胎土5

1′、3mm大の石英・雲
母



出土遺構　第1低地帯流路2（9）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
．・－1．．11－lVllll．ll　－llllll1－－－－．．t・－．．．－・－・－　－　－　－．－－．．－－－．．一一－－　，　－．・．－－・－－－－一一．－－．・，，－．11－．－．－－－．－　－　－－．H－－111－．－・－－－－　－－－－，－－－－．．－　－－－－－－－－－－－　－－－－－1－．°．日．．－－．－　－－－－－－－－　－－－・．－　－．－1－．．t．－lll．－．●－　．ll．－．・－．－ll．－．11－　－1－11r　－．・－　－－－・－　－・－

－．llll1－　－－－－　－．．．t一一11－．－．．－－　－　－．－－．．－．．一一　－．1－．－．－　－　－　－．．－－－－－－－　－．－　一一・－　－－－－－－．一一．一一　－　－－－－－－1－．．．－．．．．．－　一一－－1－－－－－　－．・－－－－．－－－－1．．1－－．1－．1－．．．．．－－．．．．．－－－－　－－－－．llll－－－－．－lt．1．．1．．t．hl－1．－　－－°－－．．　－－－－－－　－－　－llll．ll－．．．－．llll－Jlll－　．．

6502　甑

6504　？

6601杯蓋

6602　杯蓋

6603　杯蓋

6604　杯蓋

6605　杯蓋

6606　杯蓋

6607　杯蓋

6608　杯蓋

6609　杯蓋

6610　杯蓋

6611杯蓋

6612　杯蓋

6613　杯蓋

6614　杯蓋

6615　杯蓋

6616　杯身

6617　杯身

6618　杯身

6619　杯身

6620　杯身

6621杯身

6622　杯身

6623　杯身

6624　杯身

口径－23．8　内外一淡黄褐　上端が弱く広がる簡形の休部。下底部は弱く内湾する
色　　　体下位の二方に把手を付す。外面縦パケで粘土帯接合

痕を艮く残す。内面上端は横パケ、以下はナデ調整と
指押さえ。

口径－10．8外一黄灰色

讐竺‾　内‾‾雷黒灰宗芸孟宗E兵竺品琵琶票雷撃謂音義票忘雪雲
さぎ、下面に粘土帯を十字に配す。口緑端部はつまみ
上げ、脚端は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内面横
パケ、休部外面縦パケ、内面ナデ調整。脚部外面樅パ
ケ、内面ナデ調整。円盤充填部下面は煤付着。用途不
明

内外一昔灰色　頂部外面へラ切りのち軽くナデ、他は回転ナデ調整。
口緑部屈曲して軽く外反。

内外一灰白色　頂部外面へラ切りのちナデ
端部僅かに外反して尖状

内外一青灰色　頂部外画へラ切りのちナデ
部僅かに内傾し端部丸い

内外一時青灰　頂部外面へラ切りのちナデ
色　　　部は直立して端部丸い。

内外一時青灰　頂部外面へラ切りのち軽く
色　　　口綾部屈曲して軽く外反。

外一灰色　　　外底面、ヘラ切りのち軽く
内一淡黒色　　口綾部屈曲して軽く外反。
内外一時青灰　頂部外面へラ切りのちナデ

色　　　端部尖状
内外一暗青灰　頂部外面へラ切りのちナデ

端部尖状
、他は回転ナデ調整。口緑

、他は回転ナデ調整。口禄

、他は回転ナデ調整。口緑

ナデ、他は回転ナデ調整。
端部尖状
ナデ、他は回転ナデ調整。
端部尖状
、他は回転ナデ調整。口縁

、他は回転ナデ調整。口綾
色　　　部僅かに屈曲して端部丸い。

内外一淡青灰　頂部外面へラ切りのちナデ
色　　　部僅かに屈曲して端部丸い

内外一昔灰色　外底面へラ切りのちナデ、
部弱く肥厚して僅かに外反

内外一灰色　　外底面、ヘラ切りのちナデ
ロ綾部弱く屈曲、端部尖状

内外一時青灰　頂部外面へラ切りのちナデ
色　　　部僅かに屈曲して端部丸い

、他は回転ナデ調整。口緑
○

他は回転ナデ調整。口繚端

。他は回転ナデ調整

、他は回転ナデ調整。口緑

内外一淡灰色　外底面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。口禄立
上り部は低く、受部からの折返し整形。

内外一淡灰色　外底面へラ切りのちナデ、他はナデ調整。口縁立上り
部、受部共に頬小化。立上り部は受部と接合。

内外一淡灰色　外底面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。口綾立
上り部は比較的高く、受部と接合。

内外一青黒色　外底面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。口緑立
上り部は比較的高く、受部からの折返し整形。

内外一淡灰色　外底面へラ切りのちナデ、他はナデ調整。口緑立上り
部は比較的高く、受部と接合か。

内外一時灰色　外底面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。口繚立
上り部、受部共に短い。折返し整形。

内外一時青灰　外底面へラ切りのちナデ、他はナデ調整。口緑立上り
色　　　部は低く屈曲し、受部からの折返し整形。

内外一時青灰　外底面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。口緑立
色　　　上り部は低く屈曲し、受部から折返し整形。

内外一青灰色　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ
デ調整。返り部は受部から折返し整形。宝珠つまみは
やや扁平。

内外一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ
色　　　デ調整。返り部は短く薄い。受部から折返し整形。宝

珠つまみは高い。
内外一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ

色　　　デ調整。返り部は短い。宝珠つまみは高い。
内外一時灰色　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ

デ調整。返り部は短く屈曲し、受部から折返し整形。

－710－

1mm以下の石英少量

1mm大の石英多い。

1′－3mm大の白色粒・
黒色溶融粒多い。
2mm以下の白色粒多い

2′、3　大の白色粒・
黒色溶融粒多い。
1mm以下の白色粒少量

1′－4mm大の白色粒・
黒色溶融粒多い。
1血m以下の白色粒少量
黒色溶融粒少量
1mm以下の白色粒・黒
色溶融粒少量　自然紬
1∵－3mm大の白色粒少
量
1へノ3mm大の白色粒含
む。黒色溶融粒少量
1一一2mm大の白色粒少
量
1mm以下の白色粒少量
黒色溶融粒多い。
1′－3mm大の白色粒多
い。黒色溶融粒少量
外面自然軸
2′－3mm大の白色粒含
む。
1皿以下の白色粒・黒
色溶融粒少量。外面自
然軸付着。
2mm大の白色粒含む。

2mm大の白色粒を含む

2皿n大の白色粒少量。
黒色溶融粒　多い。外
面自然軸付着。
1mm以下の白色粒多い
内外面自然軸付着。
1mm以下の白色粒少量
黒色溶融粒多い。外面
自然軸付着
1mm以下の白色粒少量

2一㌧4mm大の白色粒・
黒色溶融粒少量。

1′、2mm大の白色粒少
量。自然軸付着

3′－4mm大の白色粒少
量。
1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒多い。



出土遺構　第1低地帯流路2（10）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
一一．－．　．　．－－－．．－1－－lllllllll4一一ll・－－－・－－－　．　．－－－－－．－一一1－．，．．－．t一一．．－－－－－－－－－－一一．．・一一．－．．．．一一一．－－一一－－－．－．－－－－－一一．．－－－－－－－－－11－．－－－－－．．・一一－－－－－．一一－－．・一・一－一一．－－・－－．一一－－－－－　，－－．－ll．一．　一
一一一一一．t一一一一一一一一一一一一一一■●－●．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‥－．一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

6625　杯蓋

6626　杯蓋

6627　杯蓋

6628　杯蓋

6629　杯蓋

6630　杯蓋

6631杯蓋

6632　杯蓋

6633　杯蓋

6634　杯蓋

6635　杯蓋

6636　杯蓋

6637　杯蓋

6638　杯蓋

6639　杯蓋

6640　杯蓋

6641杯蓋

6642　杯蓋

6643　杯蓋

6644　杯蓋

6645　杯蓋

6701杯

6702　杯

6703　杯

6704　杯
6705　杯

内外一時青灰　頂部外面へラケズリのちつまみ付着時に回転ナデ調整
色　　他は回転ナデ調整。返り部は短く屈曲し、受部から折

返し整形。宝珠つまみは高い。
内外一時灰色　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ

デ調整。返り部は短く屈曲する。宝珠つまみはややだ
れる。

内外一時青灰　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
色　　を付着し回転ナデ調整。返り部は短い。宝珠つまみは

やや扁平。
内外一青灰色　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ

デ調整。返り部は短く屈曲し受部から折返し整形。つ
まみはボタン状

内外一時灰色　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
を付着し回転ナデ調整。返り部は短い。宝珠つまみは
扁平。

内外一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ
色　　　デ調整。返り部は短い。扁平な宝珠つまみ

内外一一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ
色　　　デ調整。返り部は短く屈曲する。やや扁平な宝珠つま

み

内外一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、
色　　　デ調整。返り部は短く屈曲する

内外一灰色　　頂部外面回転へらけずりのち、
デ調整。返り部は短く屈曲する

内外一青灰色　頂部外面回転へらけずりのち、
デ調整。返り部は短く屈曲する

内外一青灰色　頂部外面回転へらけずりのち、
デ調整。返り部は短く屈曲する

内外一時青灰　頂部外面回転へらけずりのち、

つまみを付着し回転ナ
。扁平な宝珠つまみ
つまみを付着し回転ナ
。つまみはボタン状。
つまみを付着し回転ナ
。扁平な宝珠つまみ
つまみを付着し回転ナ
。つまみはボタン状。
つまみを付着し回転ナ

色　　　デ調整。返り部は短い。つまみはボタン状。

内外一淡灰色　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
を付着し回転ナデ調整。口縁端部は僅かに下につまみ
だす。退化した宝珠つまみ

内外一昔灰色　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
を付着し回転ナデ調整。口縁端部は短く折れる。つま
みはボタン状

内外一昔灰色　全体的に極めて扁平。頂部外画回転へらけずりのち、
つまみを付着し回転ナデ調整。口緑端部は僅かに下に
つまみだす。ボタン状つまみ

内外一時青灰　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
色　　　を付着し回転ナデ調整。口緑端部は短く折れる。つま

みはボタン状
外一黒青色　頂部外面回転へらけずりのち、つまみを付着し回転ナ
内一時灰色　　デ調整。口緑端部は短く折れる。ボタン状つまみ
内外一青灰色　全体的に極めて扁平。頂部外面回転へらけずりのち、

つまみを付着し回転ナデ調整。口緑端部は短く折れる
ボタン状つまみ

内外一青灰色　全体的に極めて扁平。頂部外面回転へらけずりのち、
つまみを付着し回転ナデ調整。口緑端部は僅かに下に
つまみだす。ボタン状つまみ

内外一時青灰　全体的に扁平。頂部外面回転へらけずりのち、つまみ
色　　　を付着し回転ナデ調整。口緑端部は短く折れる。退化

した宝珠つまみ。上面に「大」字墨書有り。
内外一青灰色　全体的に極めて扁平。頂部外面回転へらけずりのち、

全体を回転ナデ調整。口緑端部は僅かに下につまみだ
す。　上面に「十」字墨書有り。

内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は
色　　　比較的平坦で休部境は明瞭

内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は
色　　　比較的平坦で休部境は明瞭

内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は
色　　　比較的平坦。

内外一淡灰色　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。
内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。口綾部

色　　　は弱く外反。

－711－

1～4mm大の白色粒、
黒色溶融粒含む。自然
紬付着
1～2mm大の白色粒、
黒色溶融粒少量。

1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒

巨－2mm大の白色粒多
い。黒色溶融粒

1mm大の白色粒少量。

1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒少量
1mm大の白色粒極少量
黒色溶融粒多い。自然
粕付着
1mm以下の白色粒少量

1mm以下の白色粒極少
量。自然軸付着
1へノ3mm大の白色粒、
黒色溶融粒少量。
1mm大の白色粒多い。

1・～2mm大の白色粒少
量。黒色溶融粒多い。
自然軸付着
1mm以下の白色粒

1mm以下の白色粒少量
黒色溶融粒多い。

1皿n以下の白色粒多い

1′、2mm大の白色粒多
い。

1一、3mm大の白色粒多
い。
2・、4mm大の白色粒、
黒色溶融粒多い。

1・、3mm大の白色粒多
い。

殆ど砂粒を交えない。

1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒多い。

巨－4mm大の白色粒多
い。
1′、3mm大の白色粒多
い。
1mm大の白色粒

1mm以下の白色粒多い
1′、4mm大の白色粒多
い。



出土遺構　第1低地帯流路2（11）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－－－－．．．－1－▼－1－●llll・L－－－・－－．．　，　－．・．・．－－－－－　一一．1－，－－－－－1－－－．－，．－．．－lll．・－．・・－－－－－－　一一・・一一．・－．一－－．．－－－－－　一一－．－－－－・－－　－－．．－－－1－J．．－－．－－．一一－－1－－．－111．11－－－．－－．．－－．－－　－－－－．－－－．・．h t．．t－．．t．．・－－－－－－－－lllq－L－llllQ．－．－－－－－－　－．－．－－．．－－－．－．
11111－－l．－－－．．tH11－lr－．－Hltlll1－－－・．－・－－　－－－・一一．・－－－－　－11，－．．．．－－－－．．・－・－1－．－．．－．．．．．．11－－　－．－．・．－－－－－－　－－－－－－－．－1－－－－－－．－－－－－－－・一一　－－．－．－－－．一一1－－．－．．．．．．．．・－－－・一一．・一一．・・－－－－－－－．・．11－．－－－－－－－・－－L，．．－．．．t－．．．1．－－－－－1－－．－．－JLllr－－－－4－－－－　－－－－．－－－．－

6706　杯

6707

6708

6709

杯
杯

杯

6710　杯

6711杯

6712　杯

6713　杯

6714　杯

6715　杯

6716　杯

6717　杯

6718　杯

6719　杯

6721杯

6722　杯

6723　杯

6724　台付椀

6725　杯身

6726　杯身

6727　杯身

6728　杯身

6729　杯身

6730　杯身

6731杯身
6732　杯身

6733　杯身

6734　杯身

6735　杯身

6736　杯身

杯身

内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。
色

内外一黒青色　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。
内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。口綾部

色　　　は僅かに外反。
内外一時青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は

色　　　比較的平坦で休部境は明瞭
内外一淡青灰　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は

色　　　比較的平坦で休部境は明瞭。口綾部は僅かに外反。
外一淡灰色　　外底面へら切りのちナデ。他は回転ナデ調整。底面は
内一灰白色　　比較的平坦で休部境は明瞭　外底面に「一」へら記号
内外一淡灰色　外底面へら切りのち中心部を残してへらけずり。他は

回転ナデ調整。
内外一淡灰色　外底面へら切りのち中心部を残してへらけずり。他は

回転ナデ調整。
内外一淡灰色　外底面へらけずり。その外は回転ナデ調整。体底部境

界に洗練一条を施す。口緑端部は弱く外に捻る。
内外一時灰色　外底面へらけずり、他は回転ナデ調整。休部中位に一

条の沈線
内外一時灰色　外底面へらきりのちナデ、他は回転ナデ調整。体底部

境に沈線一条
内外一灰色　　外底面へラ切りのち中心部を残してへらけずり。他は

回転ナデ調整。体底部境に沈線一条
内外一時灰色　外底面へラ切りのちナデ調整。他は回転ナデ調整。底

面部は平坦で休部は比較的開いて立ち上がる。内面の
凹凸少ない。

内外一淡灰色　外底面へラ切りのちナデ調整。他は回転ナデ調整。底
面部は平坦で休部は比較的開いて立ち上がる。内面の
凹凸少ない。

外一淡黒色　　外底面へらけずり、他は回転ナデ調整。口綾部は僅か
内一時灰色　　に外反。内面の凹凸少ない。
外一昔灰色　　外底面へらけずり、他は回転ナデ調整。内面の凹凸少
内一時青灰色　ない。
外一淡灰色　　外底面へラ切りのち中心部を残してへらけずり。他は
内一淡黒色　　回転ナデ調整。　休部中位に低い段を持つ。内面の凹

凸少ない。
内外一時青灰　外底面へらけずりのち脚台を付ける。休部はほぼ直立

色　　　し中位に洗練二条。脚台は二段。
内外一昔灰色　杯身4a類の休部に下半が外反する脚台を付す。体底

部境に浅い沈線一条
内外一淡灰色　低いが強く張る脚台を持つ。体部外底面へらけずり、

他は回転ナデ調整。
内外一灰色　　杯身4a類の休部に強く張り中位で僅かに屈曲する高

台を付す。体底部境に低い段。
内外一青灰色　杯身4a類の休部に低い脚台を付す。体底部境に低い

段
内外一時灰色　杯身4b類の休部に強く張る高台を付す。

内外一灰色　　杯身4a類の休部に強く張り、比較的高い高台を付す
体底部境に低い段。

内外一灰色　　外底面へらけずりのちに低い高台をやや内寄りに付す
内外一青灰色　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら

けずりのちやや内寄りに強く張る高台を付し、回転ナ
デ調整。

内外一淡青灰　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら
色　　　　　けずりのちにやや内寄りに僅かに張った低い低い高台

を付す。
内外一灰色　　底面部は比較的平坦だが、体底部境は援丸い。外底面

へらけずりのち、やや内寄りに強く張る高台を付し、
回転ナデ調整。

外一昔灰色　　底面部は比較的平坦だが、体底部境は緩丸い。外底面
内一灰色　　　へらけずりのち、やや内寄りに強く張る高台を付し、

回転ナデ調整。
内外一青灰色　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら

切りののちにやや内寄りに低い低い高台を付す。休部
の開きは弱い。

－712－

1′－3皿m大の白色粒多
い。
1mm大の白色粒多い。
2血n大の白色粒

1mm以下の白色粒多い
自然軸付着
巨－3m血大の白色粒多
い。
1mm以下の白色粒多い

1mm以下の白色粒

1mm大の白色粒少量。

2mm大の白色粒

1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒
1mm以下の白色粒少量

1mm以下の白色粒多い

1mm大の白色粒

1mm以下の白色粒少量

1＝2mm大の白色粒、
黒色溶融粒
1mm大の白色粒、黒色
溶融粒多い。
1mm以下の白色粒少量

1mm台の白色粒、自然
軸付着
1～3mm大の白色粒少
量
1mm大の白色粒少量

1′、2mm大の白色粒少
量
1mm以下の白色粒少量

巨－4mm大の白色粒多
い。
1mm以下の白色粒少量

1血m以下の白色粒
2mm大の白色粒多い。
自然軸付着

1mm以下の白色粒

1～2mm大の白色粒多
い。

1＝2mm大の白色粒多
い。

1′、2mm大の白色粒



出土遺構　第1低地帯流路2（12）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－－－－　－1－．－－．－－－　，．t．lh－ll－－－－－－・－．一一．．－．日11－－・一一．一一．－－－－－－－　－－一一．．－1－－－－・－－　－－1－－－－－－　，　　，　－－－－－－－－．一一一1－1．－－－－－－．－－．・－－－－－－．・－－．・．－－1，．－　－－－・－・－－．．－．・．日llllllll，－－－11－－－－－－－－－－・－．．・・．－－－－・－．・－－－　－－・lt－－－llll－llll－．ll．1，
－－－－－．1．－．．t．．．－．－lllll1－－　，　－－　－－－－－－－．．．ll－－－－－．・－－－－－－　一一－－．－－－－－－　－・－－1－．．－．－－－－．．－－－　－－－－－－一．－．．一一－－1－－－－－－－．．・－－　－－－－－．．．一一－－1－－　－－・－．1－－－－．．．日11111－日．－　－－－・一一・・一一－・－－－．11－－－　，　－－－－－－－　一．ltllll・－－－－－－

6737　杯身

6738　杯身

6739　杯身

6801皿

6802　皿

6803　皿

6804　皿

6805　皿

6806　皿

6807　皿

6808　皿

6809　皿

6810　皿蓋

6811脚台

6812　大盤脚

6813　高坪

6814　高坪

6815　高塔

6816　高塔

6817　高坪

6818　高坪

6819　高塔

6820　高塔

内外一青灰色　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら
切りののちにやや内寄りに低い低い高台を付す。休部
の開きは弱い。

内外一時青灰　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら
色　　　切りののちにやや内寄りに低い低い高台を付す。休部

は僅かに外反。
外一淡黄灰色　底面が平坦で休部境が明瞭な箱形の休部。外底面へら
内一淡褐色　　切りののちにやや内寄りに低い低い高台を付す。
内外一青灰色　かなり浅い。体底部境は明瞭に屈曲する。口緑端部は

内側につまみだす。外底面へらけずり、他は回転ナデ
調整。

内外一時青灰　かなり浅い。体底部境は明瞭に屈曲する。口緑端部は
色　　　　　　内側につまみだす。休部は強く外傾外底面へらけずり

他は回転ナデ調整。
内外一黄灰色　体底部境は明瞭に屈曲。休部は強く外傾し、端部は内

面におり込み直下は沈線状。外底面へらけずりのちナ
デ、他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　体底部境は不明瞭で外面に浅く太い沈線一条を入れる
口緑端部は内側に小さく肥厚。がいてい面から体部下
半はへらけずり、他は回転ナデ調整。

外一灰色　　　体底部境は丸みを帯び強く屈曲しない。体部下半に浅
内一淡黒色　　い沈線一条。口緑端部は面をなし、僅かに弱くつまみ

出す。外底面へラ切りのち、中央部はナデ、外周はへ
らけずり。他は回転ナデ調整。

外一灰色　　　体底部境は丸みを帯び強く屈曲しない。口緑端部は面
内一淡黒色　　をなし、僅かに弱くつまみ出す。外底面へラ切りのち

丁寧なナデ、他は回転ナデ調整。
内外一灰色　　体底部境は丸みを帯び強く屈曲しない。口緑端部は面

をなし、僅かに弱くつまみ出す。外底面不定方向ナデ
他は回転ナデ調整。

内外一灰色　　体底部境は丸みを帯び強く屈曲しない。休部中位に浅
く太い沈線一条。口縁端部内面に面を持ち僅かに外方
につまむ。外底面は指押さえ顕著、他は回転ナデ調整

内外一淡灰色　体底部境は明瞭に屈曲。休部は外傾し端部は僅かに内
側に肥厚。外底面へらけずりのちナデ、他は回転ナデ
調整。

内外一淡青灰　全体的に極めて扁平。口繚端部は下方につまみだす。
色　　　　　　回転ナデ調整。
内外一淡灰色　比較的高く中位で折れて下半は外反。端部は下方につ

まみだす。内外面ナデ調整。
内外一淡灰色　大形の脚台だが比較的低く、強く外反する。端部は下

方につまみだす。回転ナデ調整。
内外一黒青色　杯体底部境は不明瞭。脚部は長く緩やかに外反する。

脚裾は短く水平に延び端部は僅かに下に突出。杯底部
へらけずりのち接合しナデ、他は回転ナデ調整のみ

内外一時灰色　杯体底部境は不明瞭。脚部は中位に沈線一条を配し、
援やかに外反して短く水平に開く。脚端は下方拡張が
目立つ。回転ナデ調整。

内外一暗青灰　杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚裾は緩
色　　　　　やかに外反し短く水平に開く。脚端は折返し下に伸ば

す。杯底部へラ切りのち接合しナデ。他は回転ナデ調
整のみ

内外一時青灰　杯体底部境は不明瞭。脚裾は緩やかに外反する。脚端
色　　　　　は弱く下につまみ出す。杯底部へラ切りのち撲合しナ

デ。他は回転ナデ調整。
内外一黒青色　杯体底部境は不明瞭。脚裾は緩やかに外反する。脚端

は弱く下につまみ出す。回転ナデ調整
内外一青灰色　杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚裾は緩

やかに外反し短く水平に開く。脚端は折返し下に伸ば
す。回転ナデ調整

内外一時青灰　杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚裾は績
色　　　　　やかに外反し短く水平に開く。脚端は折返し下に伸ば

す。回転ナデ調整。
内外一灰色　杯体底部境は不明瞭。口禄部は僅かに外反。脚部は弱

く外反しながら開き、脚端は跳ね上げる。回転ナデ調
整。

－713－

1mm以下の白色粒

1mm以下の白色粒少量

1mm以下の白色粒少量

1mm大の白色粒少量

1mm以下の白色粒多い

1′－3mm大の白色粒多
い。

1′、2mm大の白色粒多
い。

1mm以下の白色粒多い

1mm以下の白色粒

1mm以下の白色粒少量

1へ′3mm大の白色粒多
い。

1mm以下の白色粒

2・、3mm大の白色粒

1mm以下の白色粒多い
脚台内面スス顕著
「－2皿大の白色粒
自然軸付着

1へノ3mm大の白色粒多
い。

1′、2mm大の白色粒。
自然軸付着

2′、4m血大の白色粒

1mm大の白色粒多い。
自然軸付着

1′－3血m大の白色粒・
黒色溶融粒多い。自然
軸付着
巨－2mm大の白色粒多
い。

1mm大の白色粒多い。



出土遺構　第1低地帯流路2（13）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
－．－．－．－　－．－l．．lllq．1．．111，　－　，　－　－H．．・－1．・・－－・．．．－・－l．・－　－．・．－　－　－－1．－　－・一一・・－・－－－－－I，ll，－車．．．・－－－－－　－－－－－一一．・一一－．，．．・．－　－－－－－－－－　－－－．－－－・．－．1－．－－－－－－．・・－・－－－－－－－1－－1－　－－．－．．．－－－一一－　－－一一・－－－－－．・・．一－－－　－－一一－－－－－－L　－●llAI－1－－－－－．，　－
－llll－．－llll．－．．．・－－－．－ll．・．t　，　－－llll－　－llll　－・－．・・．．・－－・．．●・－　－．・．－－．・．－－．・．－－．－1．－．－－－－　－－－－－－－－　－－－－－．－．－－－1－，1－－．－．．－－－－－－－　－－－－－－－一一．－－－　－－－1．－－－1－－－－－－　－－－．－1－－－．・－11111－．．，－．－．－．．．一－－－－一一・．．一一．．．－－－　－－．．一一．．・．－11．－－－－1－1－1一．－llll4lt－t　－一一．‾・．

6821高坪

6822　高杯

6823　高坪

6824　高坪

6825　高坪

6826　高坪

6827　高坪

6828　高塔

6829　高坪

6830　高峰

6831高塔

6901短頸壷蓋

6902　短頸壷蓋

6903　短頸壷蓋

6904　短頸壷蓋

6905　短頸壷

6906　短頸壷

6907　短頸壷

6908

6909

6910

6911平瓶

6912　円面硯

杯体底部境は不明瞭。口禄部は僅かに外反。脚裾は緩
やかに外反し短く水平に開く。脚端は折返し下に伸ば
す。杯底部へラ切りのち接合、回転ナデ調整。他は回
転ナデ調整のみ。

内外一時青灰　杯体底部境は不明瞭。口縁部は僅かに外反。脚裾は綬
色　　　　　やかに外反し、脚端は上下につまむ。杯底部へラ切り

のち接合、回転ナデ調整。他は回転ナデ調整のみ。
杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚裾は緩
やかに外反し、脚端折返し、下に伸ばす。杯底部へラ
切りのち接合、回転ナデ調整。他は回転ナデ調整のみ

内外一灰白色　杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚部は比
較的直線的に開き、端部は跳ね上げる。回転ナデ調整
杯体底部境は不明瞭。脚裾は緩やかに外反する。脚端
は弱く下につまみ出す。杯底部へラ切りのち接合しナ
デ。他は回転ナデ調整。

内外一灰色　　杯体底部境は不明瞭。脚部は短く開き、脚裾は水平に
延びる。脚端は僅かに下につまむのみ。回転ナデ調整
らけずりのち接合しナデ、他は回転ナデ調整。

内外一時青灰　杯体底部境は不明瞭。口綾部は僅かに外反。脚部は低
色　　　　　　いが強く外反し、脚裾は水平に延び端部は下方につま

みだす。杯底部へらけずりのち撲合しナデ、他は回転
ナデ調整のみ

内外一時青灰　杯体底部境は不明瞭。脚部は短く開き、脚裾は水平に
色　　　　　　延びる。脚端は僅かに下につまみ出す。回転ナデ調整
内外一時灰色　杯体底部境は明瞭で休部は直線的に開く。境界部に低

段を持つ。脚部は緩やかに外反し、脚裾は短く水平に
のびる。端部は下方に僅かに突出。杯底部へらけず
のち接合しナデ、他は回転ナデ調整のみ

内外一濃緑色　杯体底部境は明瞭で休部は直線的に開く。境界部・
中位に低い段を持つ。脚部は比較的直線的に開き、

り

体
裾

は短く水平に延び端部は僅かに下に突出。
内外一黒灰色　杯体底部境は明瞭で休部は直線的に開く。境界部・体

中位に低い段を持つ。脚部は長く緩やかに外反する。
脚裾は軽く屈曲して端部を下につまみだす。杯底部へ

内外一灰色　　頂部外面へらけずり、他は回転ナデ調整。口綾部は短
く内側に屈曲する。

内外一時灰色　頂部外面へらけずり、他は回転ナデ調整。口綾部は短
く内側に屈曲する。

内外一灰色　　頂部外面へラ切りのち、外周部をへらけずり、他は回
転ナデ調整。口緑端部は短く内側に屈曲する。

内外一時青灰　頂部外面へらけずりのちナデ。他は回転ナデ調整。頂
色　　　　　部と休部の境界は比較的明瞭。口綾部は一旦弱く外反

したのち、返り状に下方に突出
内外一昔灰色　最大径は休部中位で洗練一条。頚部は薄く弱く内湾。

休部上半外面はカキ目調整。下半はへらけずり、他は
回転ナデ調整。

内外一淡灰色　最大径は休部中位。頸肩部境と共に明瞭な稜を持たな
い。底部外面は手持ちへらけずり。他は回転ナデ調整

外一淡黒色　　休部上半の最大径に洗練一条。肩部は直線的に延び頸
内一灰白色　　部は弱く外傾する。　口綾部は僅かに肥厚する。底部

外面指押さえ、下半はへらけずり、他は回転ナデ調整
内外一時青灰　口綾部は一旦外反したのちに屈曲して直立。回転ナデ
色　　　　　　調整。

内外一時青灰　無花果形の休部で肩部下端に二条の沈線。外面回転ナ
色　　　　　　デ調整。
内外一時青灰　やや扁平球状の休部に強く張った高台を付す。肩部は
色　　　　　比較的直線的で下端に沈線一条。底部はヘラ切りのま

ま、他は回転ナデ調整。
内外一時青灰　休部上面と以下との境界は未だ明瞭ではない。底部外
色　　　　　　面へらけずり、他は回転ナデ調整。
内外一時青灰　城面に円盤状平坦面（墨道）と周囲に溝（墨池）を持

色　　　ち、周溝外肩部は突帯状に拡張する。脚部は僅かに外
反気味に延び、側面上下に低い突帯を付す。脚側面透
かし穴はやや異形で長楕円形の透かし穴を「ハ」字状
に配し、その間に円形透かしを置く。使用痕が全く無
い点要注意

－714－

1′、2mm大の白色粒多
い。自然軸付着

1一一2mm大の白色粒多
い。

殆ど砂粒を含まず

2mm大の白色粒多い。

1mm大の白色粒。自然
軸付着
2mm大の白色粒・黒色
溶融粒多い。

1mm以下の白色粒・黒
色溶融粒　自然軸付着

2′、3mm大の白色粒多
い。自然軸付着

1mm大の白色粒・黒色
溶融粒。自然軸付着
1mm以下の白色粒・黒
色溶融粒多い。
1mm以下の白色粒少量
黒色溶融粒多い。自然
軸付着
1皿以下の白色粒。自
然軸付着

1mm大の白色粒多い。

1mm以下の白色粒・黒
色粒

1mm以下の白色粒多い
自然軸付着

1～2mm大の白色粒。
自然軸付着
1mm以下の白色粒少量

1mm以下の白色粒・黒
色溶融粒少量。
1mm以下の石英など
自然軸付着　焼歪み著
しい。



出土遺構　第1低地帯流路2（14）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
－1－－．．t．l l－－－－．．ll・t－－．l・－－－－　－・－－・．l・．・．－．・．・．．－－・－　－－．・．ll．．・，－．．・－－．－－－－．・－－－－－－－－・一一　－．・．－－．．－－－－－－　－－－－－－－－　－－．．．－－－－－－－－－－．日．．．－．1－　－－－－・－－・一一．・－．lll，1－－－・－－－－．．・．－－－－　，　　－llll．r　－・－．・－－・－．－　－　－　－　－llll－　－llll－．－　．．・－．．t．－．－．．一　一Illlhll．－．－llll　－　－
－‘－－－．．．　－－－－－－－－－一．　－　t．．一tlllllll．－－lll，lllr－lll．－11－－－　－－1－　－－－－－　－・－－．．．1．．lL－1．－ll－・－．・，　－－－－－－．．一一－・一一・－－－－．・．－1－1111，－－．一一　－．・－－－－－一．一一，ll，－．－－　－－－－－－．．．－　－1111－，一一・－　－・－　－　－・－．・．－．111111，－　－－－－・一一・・一．・－　－－－－．・．－　－11－lr・－．・・－．－－－－・－・－　－llll－　－lllll－　－．t－

6913　小形碧

6914　鉢

6915　長頸壷

6916　長頸壷

6917　長頸壷

6918　甑

7001大形碧

7002　大形碧

7003　大形蜜

7004　大形窪

7005　大形護

外一灰色
内一淡灰色

内外一灰色

内外一時青灰
色

内外一淡青灰
色

内外一時青灰
色
内外一時青灰
色
内外一青灰色

内外一時青灰
色

内外一淡灰色

肩部は強く張り、外面並行叩きのちカキ目。内面青海
波残す。頚部は短く開き、端部内面突出。
半球形を呈し口綾部は内湾。端部に面を持つ。口緑外
面はカキ目、底部外面は手持ちへらけずり、他は回転
ナデ調整。片口
弱く外反して立ち上がり、口縁端部は尖状。回転ナデ
調整。
頚部片　次第に外反を強めながら長く延びる。横ナデ

肩部最大径で弱い稜線を持ち、上肩部は僅かに丸みを
帯びる。底部外縁に良く張った高台を付す。頚部は外
反しながら長く延びる。体部下半外面へら削り後ナデ
調整、上半部・頸部は横ナデ。
上方に向かって僅かに開く円筒形の休部。中位の二方
に把手を付し、底部は「一」字状に粘土帯でふさぐ他
は開放。下半外面は指押さえ顕著、他はナデ調整。
肩部は強く張り、外面並行叩きのちカキ目。内面青海
波残す。頚部は外反し、口禄端部は短く外に屈曲する
頚部は長くラッパ状に開き、口綾部は肥厚する。頸部
外面に三段の波状文と三条の沈線を配す。
肩部は強く張り、外面並行叩きのちカキ目。内面青海
波残す。頸部は外反し、口綾部は僅かに屈曲する。
肩部は強く張り、外面並行叩きのちカキ目。内面青海
波残す。肩部上端の三箇所に耳を持つ。頸部はほぼ直
立する。
休部の張りは弱く、外面並行叩きのちカキ目。内面青
海波残す。最大径部の二方に把手を付す。口綾部は短
く外反して丸く納める。

1・、3mm大の白色粒多
い。

1mm以下の白色粒、黒
色溶融粒。自然軸付着
2mm以下の石英多い。
黒色溶融粒少量　自然
軸付着
1′、3mm大の石英

1・、3mm大の白色粒多
い。

1一、3mm大の白色粒多
い。

1へ一3mm大の白色粒多
い。

1′、2mm大の白色粒多
い。

1′－3mm大の白色粒多
い。自然軸付着

1一、2mm大の白色粒多
い。

出土遺構　第1低地帯流路2（国道以南）（1）
＝＝＝＝＝三＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
‾‾‾‾‾「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一車一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一⊥一二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7101土師器杯　　径－16．2
高一6．4

7102　土師器杯　　径－17．4
高一6．4

7103　土師器皿蓋　径－21

7104　土師器杯　　径－15．4
高一3．9

7105　土師器台杯
皿

7106　土師器杯　　径－18．4

7107　土師器杯　　径－16．4
高一6．5

7108　土師器皿？　径－15
高一3

7109　土師器皿　　径－20．3
高一2．4

7110　土師器皿　　径－20．8

7111土師器高杯

7112　球形碧 径－19
高一20．5

内外一燈色　休部上半で僅かに屈曲して外反し、口緑端部は内側に
突出する。口綾部・内面横ナデ、体部下半・底部へら
けずりのち休部外面粗いヘラ磨き。放射昭文。

内外一淡黄灰　体底部境は明瞭で平底。休部は直線的に立ち上がる。
色　　横ナデのち、口綾部を除いて粗いヘラ磨き。粗い放射

暗文
内外一黄灰色　口緑端部は僅かに下に膨らむ。外面上半へラ磨き、他

は横ナデ。内面放射暗文。
内外一淡燈色　体底部境は丸みを帯び、休部は弱く外傾する。底部外

縁より内側に比較的高く良く張った高台を付す。休部
外面へラ磨き、他は横ナデ。放射暗文。

内外一黄灰色　底部内面回転へらけずりのち比較的張った高台を付し
ナデ。

内外一淡燈色　内湾しながら立ち上がり、口緑端部は外方につまみだ
す。口綾部横ナデ、底部指押さえのち休部へラ磨き。
内面横ナデのち放射暗文。

内外一燈色　浅い半球形の休部を持ち、口緑端部は尖状。口綾部横
ナデ、他はヘラ磨き。

内外一時黄褐　体底部境は丸みを帯び休部は外傾する。ナデ調整。
色

内外一燈色　体底部境は比較的明瞭で休部は外傾し、口緑端部は内
面に突出する。底部へらけずりのち外面へラ磨き。内
面横ナデ。二重螺旋十放射暗文

内外一淡燈色　体底部境は不明瞭で、口緑端部は僅かに内面に突出す
る。底部外面へらけずり、休部へラ磨き。内面横ナデ
二段対抗放射暗文

内外一淡黄灰　脚部は余り高くなく、軸部は多角柱状に面取り。裾部
色　　は強く開き横ナデ。軸部上端はパケ調整。

内外一時黄褐　口綾部は良く開き、端部はつまみ上げる。休部中位に
色　　最大径。口綾部外面横ナデ、内面横パケ。休部外面縦

パケ。内面へらけずり。

－715－

1′、2mm大の石英・赤
色粒等

1～3mm大の石英・赤
色粒等多い。

1へノ3mm大の石英・赤
色粒等多い。
1mm以下の石英等多い

1′－4mm大の石英・赤
色粒等多い。
2mm大の石英等

1mm以下の石英・長石
等多い。
1へノ3mm大の石英・赤
色粒等多い。
1mm大の石英・赤色粒
等多い。

砂粒を殆ど混じえず
1mm以下の石英等少量

1m血以下の石英等



出土遺構　第1低地帯流路2（国道以南）（2）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－－lq，－llllll一　一．l・・．－・－－－－－－．－－　－・－．・－・－．・，．111－－・一一．・－　－－－111－，1－－－．．．11－－－－－－－－－日．－11－－．．－－　－1－－．－1．．．．．－－－－－－．－－一一－－－－11111，，－－－－・－－ll，ll，－－．－1．－－．．一・－－・－・－－－－．1－－－－－－－1－－－．●－ll・．．．－1－1．Jlq，－－．－H－．－．－－．－一．－－．．－．．－t．－．－．．－－－－　一一ll－－4－．－－－．・・．．・－．・・

4－－．－l．－　llll．－llll－lll1－－－－．－・－l・．．・．－－－－・・．－．－－．・，　－1111－　－・一一・－一一．－．・－　，　－－I．一・一一・－－－－－－．．．－・－－　－－－一一－－－－－－．11－－－・－－－－－l－　－－－－－－－．．．－－－111－－－．．・一一・・・一．・－－－－．－－－－1－　－－－－－－Jl－l－．．t●lll－1－11．1－－－－－－－　－－－－－－．－－1－－llll．－l・－－－・－．・．－

7113　長胴護　　　径－24．4
高一31

7114　真蛸壷　　　径－14．2
高一205．2

7115　真蛸壷　　　径一10．5
高一20，6

7116　杯身　　　　径－9．8
高一3．4

7117　杯身　　　　径－9．8
高一3．4

7118　杯身　　　　径一g．8
高一3．4

7119　杯身　　　　径－9．8
高一3．4

7120　杯蓋　　　　径－16．2
高一2．8

7121杯身　　　　径－15．8
高一4．2

7122　杯身　　　　径－15．4
高一4．7

7123　杯身　　　　径－12．8
高一4．1

7124　杯身　　　　径－14．7
高一4．2

7125　杯身　　　　径－14．2
高一3．9

7126　杯身　　　　径－12．5
高一4

7127　杯身　　　　径－15．8
高一4．2

7128　台杯皿　　　径－9．8
高一3．4

7129　短頸壷　　　体径－10．4
高一8．5

7130　長頸壷　　　体径－17．4

内外一黄灰色

内外一時黄灰
色

内外一暗褐色

内外一時灰色

内外一時灰色

内外一時青灰
色

内外一黒青色

内外一淡灰色

内外一時灰色

内外一時青灰
色

内外一灰色

内外一時灰色

内外一時灰色

内外一時灰色

内外一時青灰
色

内外一時青灰
色

内外一青灰色

内外一淡青灰
色

7131平瓶　　　　体径－22．8　内外一時青灰
高17．5　　　　　色

出土遺構　第1低地帯流路3（1）

口綾部は強く開き、休部は中位に最大径。口縁端部は
面取りし上下につまむ。口縁外面横ナデ、内面横パケ
休部外面縦パケ、内面上半ナデ、下半指押さえ。
砲弾形の休部で口綾部は僅かに外反。端部は面取り。
口綾部横ナデ、休部上半縦パケ、他はナデ調整で内面
粘土帯接合痕顕著
砲弾形の休部で口綾部は直口。肩部に二個の円形孔を
穿つ。外面指押さえ、内面板ナデずり。
体底部境は僅かに丸みを帯び、口綾部は直線的に立ち
上がる。底部外面へラ切り。他は回転ナデ調整。
体底部境は不明瞭で口綾部は僅かに外反する。底部外
面へらきり。他は回転ナデ調整。
体底部境は僅かに丸みを帯び、口綾部は弱く外反する
底部外面へラ切りのちナデ。他は回転十手弱電。
体底部境は僅かに丸みを帯び、口綾部は弱く外反する
底部外面へラ切りのちナデ。他は回転ナデ調整。
頂部外面へらけずりのち接合して回転ナデ。他は回転
ナデのみ。口緑端部は短く下につまみだす。ボタン状
つまみ
体底部境は比較的明瞭で、休部は強く外傾する。底部
外面へラ切りのち外縁のやや内側に高台を付しナデ。
他は回転ナデ調整。
体底部境は比較的明瞭だが底部は丸みを持ち、口綾部
は僅かに外反する。底部外面へらけずりのち外縁のや
や内側に良く張った高台を付しナデ。他は回転ナデ調
整。
体底部境は比較的明瞭だが、底部は僅かに丸みを残す
底部外面へらけずりのち外縁のやや内側に良く張った
高台を付しナデ。他は回転ナデ調整。
体底部境は比較的不明瞭で底部は丸みを持つ。底部外
面へらけずりのち、外縁のやや内側に断面三角形だが
比較的高く良く張った高台を付しナデ。他は回転ナデ
調整。
体底部境は比較的不明瞭で底部は丸みを持つ。底部外
面へらけずりのち、外縁のやや内側に強く張った高台
を付しナデ。他は回転ナデ調整。
体底部境は明瞭に屈曲し、休部はほぼ直線的に立ち上
がる。底部外面へラ切りのち外縁の僅かに内側に低い
高台を付しナデ。他は回転ナデ調整。
体底部境は明瞭で休部は直線的に延びる。底部外面へ
らけずりのち外縁にほぼ接して低い高台を付しナデ。
他は回転ナデ調整。
脚部は剥落しているが痕跡を底面にとどめる。体底部
境は僅かに丸みを帯び休部はやや外傾し口綾端部は尖
状。
休部最大径に沈線一条。肩部は直線的で警部は弱く屈
曲する。回転ナデ調整。
頚部欠損。体肩部境に稜線を持ち、底部外縁のやや内
側に高台を付す。回転ナデ調整。底部焼成御穿孔
体肩部境に稜線を持ち、やや外反する頚部を一方に偏
して付す。底部外面へらけずり、他は回転ナデ調整。

1′、3mm大の石英等

5mm以下の石英等多い

5mm以下の石英等多い

1へノ2mm大の石英等

1血m以下の石英等少量

1mm以下の石英等

砂粒殆ど混じえず

1′－2mm大の石英等

1へノ2mm大の石英等少
量

1′、2mm大の石英・黒
色粒等

1mm以下の石英等少量

1′、3mm大の石英・黒
色粒等多い。

1へ′3mm大の石英等

1mm以下の石英等少量

1′－3mm大の石英等
量

1′－2mm大の石英等多
い。

2へノ3mm大の石英等

1mm大の石英等。自然
軸付着
1′、2mm大の石英等少
量。自然軸付着

番号　器種　　　　法量　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

7201土師器杯　　径－18．5
高一3．3

7202　土師器杯蓋　径－14．3
高一2．6

7203　土師器高杯　口径－21
体高一1．6
器高一8．1

内外一明燈色　体底部境は明瞭で休部は外傾して延びる。口緑端部は
僅かに内面に突出する。底面部外面へらけずりのち粗
いみがき、休部外面へらみがき、内面横ナデ。放射暗
文

内外一黄灰色　口禄端部は僅かに屈曲をもつ。ボタン状つまみ。外面
へラ磨き、内面ナデ調整。

内外一淡黄褐　杯部はほぼ水平に強く開き、口緑端部をつまみ上げる
色　　　杯部外面へらみがき、内面ナデ調整。螺旋＋放射暗文

脚は低いが、軸部を多角柱状に面取りし、裾部は強く
開き端部は屈曲する。

－716－

1mm以下の石英・黒色
粒等少量　外面赤色顔
料塗布か

1mm以下の石英・雲母
等
砂粒を殆ど混じえず



出土遺構　第1低地帯流路3（2）
．．．－1－－－．．．－－1－－－－t－－－　－－－－－－－－．・●．t．．，，－t－一一－1．－－－．・－－－－－　－－－－一一－．－－・．一・・一一・－－－－－－－－　－－－－－－－－－　－－－－－－－．．．－－．－1－－　－－－・－－．，－－1，，1－－－－－－　－－．．．．一一．．・．．・－一一．・－－－1．－　－－－・－－一一H－－－－・－．．・－－1－．－－・－－－．・．lr．，－－－－－llll－11，－

－－－－－　－　－－．－－－．．．．．　－－　－．－．－－－t－　－－．－lll－・－l・．－l・．ll・－－　－1．－－－－・．．．－－．．．．－L，－・－1－　－－－－－－－．．．．．h d．．－．－．－．．，－－－　－－－・－　－－－一一・－－1－－．－－　－－－　－－－－．1－－　－．．－－－－－・－－－．－一一．・－－－・－・．一一－－111111－　－．－－・－・－－．・．111，　－－－　－・・－．．・．．．一一．．・．・－－－11－1－　－111F，　－　－

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
－－－－－　－－－－－－－－－－　－．－．．・．t▼ll t一．一一．lllllPA　－　－－－－－・－－－－－－．・．・lll1．．．．．－．－－．－－　－．－－－－－－－－－　－－．－・－－－－．－．．－．．．－－－－－－－－．一．．．一一1－．－－－－－－－・－llll，ll，．，－．－1－－－．．・－－－一．－．．．－11－，－－－－・・－－．．．－．－1．－　－－　－－－－　．．－－－・－lll．，　－llll．－　－．－　－－
・－ll・－t．－1．，q－．－－－．－．．t－1－．．－－　－－－－．1－－－・－　－．・．l．・－l－・．．－－－－1－11－－－－－　－・－－－　－－－．一－．1．－1111111．1，－，．．－－－－－－．－－．－　－－．－－－－－－．．－－．．，，，，　－．．－・－－－－一一．－．－－．H－－－－－・－．‥一一　－．－1－－・－－－．－－　－－・－．・．・1－－1，－－－・－－－－．．・一一．－－－．一一．・．－．・－－　－－－－．．l．1－－．－－

7204　土師器高杯　口径－25．2　内外一燈色
体高一2．6

7205　土師器球形
窪

7306　土師器球形
婆

7206　飯蛸壷

7207　真蛸壷

7208　土師器把手
付喪

7209　土師器鍋

7211土馬

7212　土馬

径－20
高一28．8

径－11．8

径－6．9
高一10．4

径－11．2
高一21．6

径－28．4
高一24．5

径－41．8

皿B類に高杯B頬の脚部をわせた特異な形態。杯底部
外縁のやや内側に低い高台を付し、休部は上半で緩く
外反して口綾部は巻き込む。表面剥落のため調整不明
脚は低いが、軸部を多角柱状に面取りし、裾部は強く
開き端部は屈曲する。

内外一淡灰褐　球形で最大径のやや下がる休部に強く開く口緑を付す
色　　　口緑端部は面取り。口綾部横ナデ、休部外面縦パケ、

内面上半指押さえ、以下はへらけずり。
内外一淡燈色　肩の張らない休部に弱く外傾する口綾部を付す。口緑

端部は丸く納める。口綾部外面横ナデ、内面は横パケ
休部外面縦パケ、内面は横パケ。

内外一淡黄褐　釣鐘形　方柱状の釣り手部に横から紐通し穴を穿つ。
色　　　　　　口綾部は僅かに内湾して肥厚。内外面指押さえ。休部

に「十」字へら記号
内外一赤褐色　砲弾形の休部に短く外反する口綾部を付す。外面縦は

け後指押さえ。内面指押さえ。
内外一淡灰褐　頸肩境は不明瞭。頚部は短くほぼ直立する。肩の張ら

色　　　ない休部中位の相対する二方に上向きの把手を付す。
口緑部外両横ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内
面粘土帯接合痕顕著、指押さえ。

内外一時橙色　半球形の休部から強く折れて短く開く口綾部を持つ。
口緑端部はつまみ上げる。口綾部外面横ナデ、内面は
横パケ、休部はパケ調整。

淡赤褐色　　土馬頭部　手づくね整形で粗いはけ調整。目・鼻・口
縦髪を表現する。

淡赤褐色　　土馬体部　手づくね整形で粗いはけ調整。四肢欠損
背後部に剥落痕がある。鞍の表現があったのか

7301　　　　　径－14．2　　内外一青灰色　頂部外面へらけずり、他は回転ナデ調整

7302　　　　　　　径－13．8
高一4．2

7303　須恵器杯身　径－13．8
高一3．8

7304　須恵器杯身　径－11
高一4．2

7305　須恵器杯身　径－12．4
高一3．9

7306　須恵器杯身　径－13．0
高一3．9

7307　須恵器杯蓋

7308　須恵器杯蓋

7309　須恵器杯蓋

7310　須恵器杯身

7311須恵器高杯

7312　平瓶

7313　提瓶

径－14．0
高一3．6

径－15．0
高一2．9

径－15．9

径－14．8
高一4．5

脚径－6．8

口径－7．3

内外一時青灰　断面形箱形に近く、頂部外面へらけずり、他は回転ナ
色

内外一淡青灰
色

内外一淡灰色

内外一青灰色

内外一淡灰色

内外一昔灰色

内外一青灰色

デ調整。口綾部は僅かに肥厚し端部尖状。
立上り部は口綾部と貼り付け、内傾して比較的高く延
びる。
体底部境は明瞭で休部は僅かに内湾気味に延びる。口
綾部尖状。底部外面へらきりのちナデ、他は回転ナデ
調整。
体底部境は比較的明瞭で、休部は外傾して延びる。底
部外面へらきりのちナデ、他は回転ナデ調整。
体底部境は不明瞭で休部は強く外傾して延びる。底部
外面へらきりのちナデ、他は回転ナデ調整。
頂部外面へらけずりのちつまみを付しナデ、他は回転
ナデ調整。口綾部は強く屈曲して下に延びたのち端部
は弱く外反する。ボタン状つまみ
頂部外画へらけずりのちつまみを付しナデ、他は回転
ナデ調整。口稼部は緩やかに下に折れる。ボタン状つ
まみ

内外一時灰色　頂部外面へらけずりのちつまみ付着しナデ。他は回転

外一淡黒色
内一淡灰色

内外一時青灰
色

外一時青灰色
内一淡青灰色
内外一黒青色

7314　小形碧　　径－13．4　　内外一淡黒色

7315　平瓶　　　口径－11．8　内外一淡灰色

ナデ調整。口綾部は強く屈曲して短く下に延びる。つ
まみ欠損
体底部境は明瞭で休部は外傾して直線的に延びる。底
部へらきり後外縁のやや内側に低い高台を付し、ナデ
調整。他は回転ナデ調整。
脚部は緩やかに外反しながら広がり、裾部で短く水平
に延びた後、端部は下に屈曲する。回転ナデ調整。

頚部は僅かに内湾気味に短く延びる。体頂部は丸みを
残すようである。口緑内面に「一」字へら記号
口頸部境に浅い洗練一条、口綾部は僅かに屈曲して直
立。肩部把手は頬小化しているが、未だ機能を果たし
うる。休部外面カキ目、内面ナデ調整。
頚部は弱く外傾しながら短く延び口綾部は僅かに肥厚
する。肩部内面は当て具圧痕を残し、ナデ調整。口綾
部回転ナデ調整。
頚部は僅かに外傾して直線的に延びる。体頂部は丸み
を残すようである。

－717－

1mm以下の石英等極少
量

1mm以下の石英・長石
等多い。

1′、3mm大の石英・角
閃石等

1一一2　大の石英・雲
母等多い。

1一、5mm大の石英・赤
色粒等多い。
3′、4mm大の石英等多
い。

1′－4mm大の石英等多
い。

3mm以下の石英等多い

3mm以下の石英等多い
31と同一個体か
1へ′3mm大の石英等・
黒色溶融粒多い
1へノ2mm大の石英等少
量　自然軸付着
1mm以下の石英・雲母
黒色溶融粒等
黒色溶融粒少量。
自然粕付着

1′、2mm大の石英・雲
母・黒色粒等
1mm以下の石英等多い

1mm以下の石英等・黒
色溶融粒少量。

1mm大の石英等極少量
自然軸付着

1mm大の石英等多い。

］十一2mm大の石英・赤
色粒等多い。

2へノ3mm大の石英等・
黒色溶融粒多い。
自然軸付着
1mm以下の石英等少量
自然軸付着
1mm以下の石英等・黒
色溶融粒少量。自然軸
付着
1mm以下の石英等少量

1mm以下の石英等少量
黒色溶融粒多い。
自然軸付着



出土遺構　第1低地帯流路3（3）
＿二二∵∴＿二．∴＿＿二＿∴∴＿＿「＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝こここここ…lll‾‾l‾‾‾＿「●l‾．‾‾‾‾l…l‾

番号　器種　　法皇　　　色調　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　備考
∴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿二二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここここここ⊥lll－1－11－11－11－－－1－1‾l‾‾‾‾l‾1

7316摘　　内外‾琶青灰芸萎藁葺響芸蓋蓋蓋薫華芸蓋竿堅警喜昌簑岩詔石英等少量
ずり。

出土遺構　第2低地帯流路2
●．．．－－－．－－．－一一一‥一一一－－－－－一一－－‥－－－－－一一一一一‥一一一一一一－－－U－一一－－一一一一一－－－－一一‥－－－－一一一一－－一一－－一一日一一－－－－－一一日－．一一一一一一一－一一－－－－一一●．－．．．．－．－‥－
－－．．．．．一一－－－－－－－－一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一一一－－一一一一－一一一一－－－－－一一－－－一一－－一一一－－－一一－－－－一一－－一一－－－一一一－－．一一一一－－－一一－－－－．－●．

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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7401土師器小皿　径一10．1　内外一黄白色　体底部境不明瞭。内外面ナデ調整。底部焼成後穿孔　1～3m大の石英・赤
色粒等多い。
1mm以下の石英等少量

1皿以下の石英・雲母
黒色粒等

1～3mm大の石英等多
い。
1m以下の石英・雲母
黒色粒等

1mm以下の石英等
火だすき顕著
1皿以下の石英・雲母
等少量

1皿以下の石英・雲母
等少量

1mm以下の石英・雲母
等

1′－5mm大の石英等多
い。

1mm大の石英等

1′－2血n大の石英等
外面煤付着顕著

1mm大の石英等多い。

2mm以下の石英等

1mm大の石英等少量

2皿以下の石英等。

7402土師器皿曇≡；I：8酔琶灰褐禁監禁言等甑票禁駕鑑溜曹
内面ナデ調整。

7403須恵器杯　慧二王：這3　内外‾琶灰褐讐霊霊讐蒜悪票笠悪霊認諾謡宮詣
整。

7404　黒色土器椀　　　　　内外一黒褐色　底部へらきりのち高台を付す。外面ナデ調整。内底面
みがき。

7405黒色土器椀慧＝；5・5　琵＝芸監　禁呂孟E警孟豊禁テ妄語宝芸‰こ豊皆警還
す。内面横ナデのち部分的にへらみがき

7406　須恵器杯

7408　土師器杯

740g　土師器杯

7410　須恵器杯

7411須恵器杯

7412　須恵器杯

径－13．3　内外一淡灰色　体底部境は明瞭で休部は外傾して直線的に延びる。底
高一3．8　　　　　　　　部外面へらきり、他は回転ナデ調整。
径一14．4　内外一淡灰褐　底部はかなり薄い。体底部境は明瞭で休部は外傾して
高一4．4　　　　色　　直線的に延び、口綾部で僅かに外反する。底部外面へ

らきりのちナデ、他は回転ナデ調整。

慧盈5　内外‾琶灰褐霊霊鑑芸濃、巌笠罪悪禦習腎芸讐緊ト霊長高
転ナデ調整。

富＝告4　宝㌫禁色笠罪悪禦習腎芸讐㌢瀧謡弊誌霊㌣孟諸
面中央に二字墨書有り。読解不可

富＝；：も8内外‾灰白色葉菜誓藁笠堅塁芸蓋呈聾等畢筆写芸孟
慧豊5　内外‾灰白色悪霊罪慧票盲禁雪豊子誌豊畠譜学芸墓警芸孟

外面に二字以上墨書有り。読解不可

7413羽釜　径‾28・6　内外‾黄灰色呂慧霊諾謀計料票欝謡詣豊ら冒
み上げる。鍔・口綾部外面横ナデ、口綾部内面横パケ
休部外面縦はけ、内面横パケで部分的にみがき。

7414　須恵器壷

7415　須恵器壷

7416

7417

内外一黒青色　肩部は丸みを帯び頚部は弱く外傾して延びる。内外面
回転ナデ調整。肩部内面は粘土帯接合痕顕著

内外一淡青灰　平底で休部は張らない。底部付近内外面ナデ調整
色　　　部は格子目叩き庄痕を残す。

内外一時赤紫　明瞭な平底で休部は僅かに外傾気味に立ち上がる
色　　部外面へらけずり後外縁部に低い高台を付しナデ

は回転ナデ調整。

体

底
他

内外一時青灰　壷底部？体底部境は明瞭で、底部外面へらけずり後外
色　　縁部に低い高台を付しナデ。他は回転ナデ調整。休部

外面に格子目叩き圧痕を残す。

出土遺構　弥生土器溜り2（1）
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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7501弥生後期
壷

7502　弥生後期
壷

口径－20．1外一淡黄色
内一淡黄色

口径－20．8　外一淡橙色
内一淡橙色

口・頚部　短く直立する頚部から屈曲して直線的に開く口緑　3～4m大の石
部。口緑端部は単純に四角く終わる。内外面ナデ調整。　　英多い。
口・頸部　外反気味の頚部から明瞭に屈曲せずに水平に開く　3～4m大の石
口綾部にいたる。端部は僅かに上下に拡張。外面は内傾し4　英を含む。
条の弱い凹線文を施す。頚部外面縦パケ、他は横ナデ。
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出土遺構　弥生土器溜り2（2）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

7503　弥生後期
壷

7504　弥生後期
壷

7505　弥生後期
壷

7506　弥生後期
二重口綾壷

7507　弥生後期
二重口緑壷

7508　弥生後期
二重口緑壷

7509　弥生後期
碧

7510　弥生後期
窪

7511弥生後期
蜜

7512　弥生後期
護

7513　弥生後期
婆

7514　弥生後期
窪

7515　弥生後期
蜜

7516　弥生後期
聾

7517　弥生後期
蜜

7518　弥生後期
蜜

7519　弥生後期
窪

7520　弥生後期
護

7521弥生後期
窪

7522　弥生後期
彗

7523　弥生後期
護

口径－23．1

口径－16．5

口径－17．2

口径－31

口径－31．8

口径－21．2

口径－22．4

口径－19．8

口径－18．g

口径－17．2

口径－19．4

口径一15．6

外一淡燈色

内一淡燈色

外一淡黄色
内一淡黄色

外一淡燈色
内一淡燈色

外一灰白色
内一灰白色
外一淡赤色
内一淡赤色

外一淡燈色
内一灰白色

外一灰白色
内一灰白色

外一淡燈白色
内一淡燈白色

外一
内一

外一淡燈色
内一灰黄色

外一淡燈色
内一淡燈色

外一明茶色
内一明茶色

口径－14．6　外一

内一

口径－14．g　外一黒灰色
内一時褐色

口径－16．6　外一明黄色
内一明黄色

口径－16　　外一
内一

口径－17．2　外一淡黄燈色
内一淡黄燈色

口径－17．1外一淡燈色
内一淡燈色

口径－17．2　外一淡燈色
内一淡灰色

口径－17　　外一淡燈色
内一黄褐色

口径－20　　外一
内－

口・頸部　外反気味に開き端部は上下に拡張するが、下方拡
張が優位。端面は強く内傾し、外面には二条の櫛描波状文を
施す。内外両横ナデ。
口・頸部　短く直立する頚部と短く開く口綾部を持つ。口緑
端部は弱く上方に摘み上げる。端面には二条の狭い凹線を施
す。内外面ナデ調整。
口・頸部　直線的に外傾する短い口・頸部を持つ。端部は僅
かに肥厚し、端面は一条の凹線を施す。内外面ナデ調整。
口緑部　強く開いた口緑端部を上方に拡張して二重口縁とす
る。外面は強くナデて、僅かに凹面となり無文。
口綾部　水平に強く開く口綾部を上方に拡張して二重口緑と
する。立ち上がりは僅かに内傾する。内外面ナデ調整。

口緑立ち上がり部　高さの割に薄い直立する立ち上がり部。
外面下半は鋸歯文、上端には円形刺突文を連続的に施す。

護上半部　強く張る肩部から緩やかに屈曲して短く立ち上が
る口綾部。端部は下方に摘み出し、広めの端面を形成する。
肩部内面に指押さえを残す他は調整不明。
葉上半部　強く張る休部から屈曲して短く伸びる口綾部。端
部は僅かに外方に捻り丸く終わる。口綾部内外面は横ナデ、
休部外面は横位の並行叩きの後に斜パケ。内面は調整不明。
謹上半部　強く張る休部から屈曲して短く開く口綾部。端部
は尖り気味に終わる。口綾部内外両横ナデ、休部外面横位の
並行叩き、内面は指押さえ。
瑳上半部　張りの弱い休部から緩やかに屈曲して短く開く口
綾部。端部は単純に丸く終わる。口綾部内外面は横ナデ、休
部外面は横位の並行叩き、内面は上端に指押さえを残す。
謹上半部　強く屈曲して外反気味に短く開く口綾部。口禄端
部は単純に四角く終わる。外面パケ。内面はナデ調整、肩部
内面は部分的に指押さえを残す。
蛮上半部　撫で肩気味の休部上半から緩やかに屈曲して短く
開く口綾部。端部は僅かに上方に摘み内面に一条の強い横ナ
デで凹線状。外面は口綾部横ナデ休部は縦パケ。口綾部内面

3へノ4mm大の石

英・長石多い。

2mm大の長石・
石英を含む。

2へノ4mm大の石

英・長石多い。
1血皿以下の長石
石英含む。
3・、4mm大の石
英と雲母細片含
む。
2mm大の石英、
1mm前後の長石
雲母を含む。
3・、4mm大の石
英多い。

1mm以下の石英
雲母少量含む。

1一一3mm大の石

英・長石・赤色
粒

1′－2mm大の石
英・長石含む。

角閃石細粒多い
胎土的には雲母
土器

から肩部上半横パケ、以下は横削り。
碧上半部　強く張る休部から強く屈曲して短く外反気味に開
く比較的薄手の口綾部。端部は単純に丸く終わる。口綾部内
外両横ナデ、休部外面横位の並行叩き、内面は指押さえ。
聾上半部　撫で肩気味の体上半部から鋭く屈曲して外反気味　1mm大の石英・
に開く口綾部。端部は下方に拡張気味に丸く終わる。口綾部　長石
外面は横ナデ、休部は横位の並行叩きの後に斜パケ。口綾部
内面は横ナデ、休部は上端に指押さえを残し以下はナデ調整
蛮上半部　強く屈曲して水平近くに開く口綾部。端部は下方　2′、3mm大の石
に強く摘み出す。口緑部内外面は横ナデ、肩部外面は横位の　英と1mm以下の
並行叩き、内面は指押さえを残す。　　　　　　　　　　　　雲母多い。
蜜上半部　張りの弱い休部から緩く屈曲して水平に開く口綾
部。端部は上下に弱く摘み出す。口綾部内外両横ナデ、休部
外面は横位の並行叩き。内面は部分的に指押さえを残す。
瑳上半部　張りの弱い休部から緩やかに屈曲して直線的に伸
びる口綾部。端部は単純に四角く終わる。口綾部内外面は横
ナデ、休部外面は横位の並行叩き、内面上端は指押さえ。
蛮上半部　張りの弱い休部から緩く屈曲して外反気味に伸び
る口緑部。端部は僅かに上方に摘む。外面は横位の並行叩き
で屈曲部に指押さえ。口綾部内面は指押さえと斜パケ。休部
内面は斜位の削りで接合痕を残す。
護上半部　張りの弱い休部から緩やかに屈曲して僅かに外反
気味に開く口綾部。端部は単純に四角く終わる。外面は横位
の並行叩き、休部はその後縦パケ。内面は横パケ、肩部には
部分的に指押さえ。
蛮上半部　張りの弱い休部から鋭く屈曲して強く開く比較的

2mm大の石英・
長石多い。

3一一4mm大の石
英を含む。

1mm大の石英・
長石

2′、3mm大の石
薄手の口綾部。端部は上方に摘む。口綾部内外両横ナデ、体　英多い。
部外面は調整不明。内面は指押さえをとどめる。
謹上半部　張りの弱い休部から緩く屈曲して強く開く口綾部
端部は僅かに摘み上げる。外面横位の並行叩き。内面横位の
削りを施す。
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出土遺構　弥生土器溜り2（3）
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番号　器種　　　法量　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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7601弥生後期　　口径一　　　外一
鉢　　　　　　　　　　　内－

7602　弥生後期　　口径－14．2　外一
鉢　　　　　　　　　　　　内－

7603　弥生後期　　口径－12．4　外一
鉢　　　　　　　　　　　内－

7604　弥生後期　　口径－11．4　外一褐色
鉢　　　　　　　　　　　　内一褐色

7605　弥生後期　　口径－17．2　外一黄白色
鉢　　　　　　　　　　　内一黄白色

7606　弥生後期　　口径一g　　外一黄白色
鉢　　　　　　　　　　　　内一黄白色

7607　弥生後期　　口径－26．2　外一暗褐色
鉢　　　　　　　　　　　内一暗燈色

7608　弥生後期　　口径－19．2　外一
鉢　　　　　　　　　　　　内－

7609　弥生後期　　口径－25．4　外一黒灰色
彗　　　　　　　　　　　内一明黄色

7610　弥生後期　　口径－27．2　外一燈色
鉢　　　　　　　　　　　　内一黄白色

7612　弥生後期　　口径－34　　外一燈色
鉢　　　　　　　　　　　　内一淡燈色

7613　弥生後期　　口径－34．4　外一燈色
鉢　　　　　　　　　　　内一灰褐色

7614　弥生後期　　口径－36．2　外一淡燈色
鉢　　　　　　　　　　　　内一淡燈色

7615　弥生後期　　口径－40．2　外一明褐色
鉢　　　　　　　　　　　内一淡燈色

7616　弥生後期　　口径一　　　外一明燈色
高杯　　　　　　　　　　内一明燈色

7617　弥生後期　　口径一　　　外一淡燈色
高杯　　　　　　　　　　内一淡燈色

7618　弥生後期　　脚径－17．3　外一明茶色
高杯　　　　　　　　　　内一明茶色

7619　弥生後期　　底径－2．8　外一灰褐色
甑　　　　　　　　　　　内一灰褐色

7620　弥生後期　　底径－2．8　外一灰白色
甑　　　　　　　　　　　内一黄白色

7621弥生後期　　底径－5．2　外一黒灰色
製塩土器　　　　　　　　内一黒灰色

7622　弥生後期　　底径－5．8　外一淡赤色
製塩土器　　　　　　　　内一黒灰色

7623　弥生後期　　底径－4．8　外一時赤色
製塩土器　　　　　　　　内一黒灰色

7701？　　　　　脚径－10　　外一暗褐色
内一明褐色

7702　弥生後期　　底径－6．1　外一淡褐色
壷　　　　　　　　　　　内一黄灰色

鉢　比較的大きな平底を持ち、最大径は体上半部。口縁部は
強く屈曲して短く伸びる。端部は欠損。口綾部内面はパケ調
整。休部外面は上半横位の下半斜位の並行叩きの後に上半部
縦パケ。内面はナデ調整。
鉢上半部　ほぼ直立する休部と短く外反する口綾部。端部は
僅かに外方に摘み出す。外面は横位の並行叩きの後に口綾部
はナデ調整、体部下半は縦パケ。口綾部内面は横ナデ、休部
は下半に縦削りを施した後に全体を縦パケ。
鉢完形　底部は僅かに円盤状に突出し、休部は直線的に開き
口緑端部は丸く納める。外面ナデ調整、内面横パケの後に部
分的にナデ消し。
鉢完形　小さな平底を残し、休部は浅く内湾気味に立ち上が
る。口緑端部は四角く終わる。外面横位の並行叩きの後にナ
デ調整。内面ナデ調整。
鉢上半部　休部は内湾気味に浅く立ち上がり、断面半円形を
呈する。口緑端部は外方を斜めに落とし尖らす。外面措押さ
え、内面ナデ調整。
鉢完形　比較的大きな平底を持ち、休部は内湾気味に浅く立
ち上がる。端部は外方を斜めに落として尖らす。外面横位の
並行叩き、内面ナデ調整。
鉢上半部　休部は内湾気味に立ち上がり、口縁端部は単純に
四角く終わる。外面は横位の並行叩き、内面ナデ調整。
鉢上半部　休部は浅く内湾気味に立ち上がり、断面半円形を
呈する。端部は単純に四角く終わる。外面下半は縦削り。内
面は横パケ。
蓬上半部　張りの弱い休部から緩く屈曲して強く開く口綾部
端部は僅かに上方に摘む。口緑部内外面横ナデ、休部外面は
横位の平行の後に縦パケ。内面は指押さえを残す。
鉢上半部　内湾気味に立ち上がるの休部から緩やかに湾曲し
て外反する口綾部に至る。端部は丸く納める。調整不明。
鉢上半部　内湾気味に立ち上がる休部から強く屈曲して水平
に開く口禄部。端部は尖らす。口緑部内外面は横ナデ、休部
外面は横位の並行叩き、内面はナデ調整。
鉢上半部　頚部で僅かにくびれ、口綾部は外反しながら短く
延びる。端部は四角く終わる。外面調整不明。口綾部内面は
横パケ、休部は指押さえ。
鉢上半部　外傾する休部から緩く屈曲して短く開く口綾部。

1′－3mm大の石
英・長石多い。

1・、3mm大の石
英・長石

1血m大の長石

2へ一3mm大の石
英・長石多い。

1′－2mm大の石
英・長石多い。

2へ′4mm大の石

英多い。
1′、3mm大の石
英多い。

1mm以下の長石

1mm以下の石英
口緑端部外面は直立し、上端を摘み上げる。外面横位の並行　赤色粒多い。
叩き、内面ナデ調整。
鉢上半部　休部は内湾気味に立ち上がり、口綾部は上端を水　3′、4mm大の石
平に面取りし、僅かに内側に摘み出す。外面斜位の並行叩き　英多い。
内面調整不明。
杯部　杯中位で屈曲して外反気味に強く開く。下半外面は横　1′、2mm大の石
削り。他は調整不明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　英多い。
軸部　軸下端で段を形成した後に裾にむかって開く。杯部と　1mm以下の長石
の接合は差し込み法。内面絞り目顕著、他は調整不明。　　　石英少量　精良

な胎土
脚部　強く広がり、端部は僅かに肥厚し、断面形三角形状を　角閃石繍ノ‾多い
呈する。裾部に小円孔を穿ち内面は横削り、外面はナデ調整　雲母土器
甑底部　底径の極めて小さい尖り底を作り、底部中央に穿孔　2一一3mm大の石
外面は並行叩き、内面はナデ調整。　　　　　　　　　　　　英と雲母細粒
甑底部　底径の極めて小さい尖り底を作り、底部中央に穿孔　1へノ2mm大の石
外面調整不明、内面は削り。　　　　　　　　　　　　　　　英・長石多い。
製塩土器下半部　例杯形の脚台と張りの弱い休部。連続整形　2′－3mm大の石
で円盤充填。外面は脚上端に顕著な指押さえを残すほか、横　英多い。
位の並行叩き。休部外面ナデ、脚内面は指押さえ。
製塩土器脚部　倒杯形の脚部で休部の張りはよわそう。脚部　3′、4mm大の石
は比較的厚手。連続整形で円盤充填は上下二方から。脚部内　英多い。
外面ナデ調整。
製塩土器脚部　例杯形の脚部を持つ。連続整形で円盤充填は　2一一3mm大の石
上下二方から。休部外面は並行叩き、脚部内外面は指押さえ　英多い。
で脚端外面に叩き原体の押圧痕。
不明器種脚台部　大形の例杯形脚台で、余り高くない。端部　2へ′3mm大の石
は丸く納め内外面に指押さえ顕著。休部内外面はナデ調整。　英、1mm以下の
連続整形円盤充填か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲母多い。
壷底部　底部は円盤状に突出し、内湾気味に立ち上がる。外　2～4mm大の石
面下端に横位の並行叩きを残し、内面は磨き調整。　　　　　英多い。
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7703　弥生後期　　底径－4　　外一
鉢　　　　　　　　　　　内－

7705　弥生後期　　底径－2．8　外一黄灰色
鉢　　　　　　　　　　　内一淡橙色

7706　弥生後期　　底径－5．7　外一
蜜　　　　　　　　　　　内－

7707　弥生後期　　底径－4．4　外一淡灰褐色
鉢　　　　　　　　　　　内一時灰褐色

7708　弥生後期　　底径－4　　外一淡赤色
碧　　　　　　　　　　　内一黄白色

7709　弥生後期　　底径－4．8　外一
婆　　　　　　　　　　　内－

7710　弥生後期　　底径－5．2　外一灰黄色
蛮　　　　　　　　　　　内一時灰色

7711弥生後期　　底径－5．4　外一淡黄灰色

鉢底部　一旦やや突出気味に作った後に縁辺から余分な粘土
を削り取り、底部を薄くする。外面は横位の並行叩き、内面
は板状原体に依るナデ調整。
鉢底部　底径は小さいがやや突出気味。外面は縦パケ、内面
は指押さえ。
棄底部　底部は明瞭な平坦部を持ち、底面には並行叩き・パ
ケが認められる。外面縦パケ、内面削り。
鉢底部　しっかりした厚手の底部から直線的に立ち上がる。
外面は横位の並行叩きを一部ナデ消し、内面はナデ調整。
蜜底部　底部厚は壁厚程度の比較的薄手。外面磨き、内面は
削り。
碧底部　底部は明瞭な平坦面を持ち、縁辺も明瞭だが、薄手
外面縦パケ、内面削り。
窪底部　明瞭な底部平坦面を持つが、縁辺は鋭くない。外面

2・、3mm大の石
英と雲母細粒

1mm以下の長石
少量。
3一一4mm大の石

英・長石

2′、3mm大の石
は横位の並行叩きの後に部分的に強くナデ消す。内面は削り　英・長石多い。
碧底部　底面に明瞭な平坦部を持つ割りにはかなり薄手で、　2～3mm大の石

蛮　　　　　　　　　　内一淡黄灰色　やや内湾気味に立ち上がる。外面体下半部は横位の並行叩き　英
を残し、以上は縦パケ。内面は削り。

7712　弥生後期　底径－4．4　外一淡赤褐色　蛮底部　比較的厚手の底部。外面縦パケ、内面は削り。　　1～4m大の石
蜜　　　　　　　　　　内一黄白色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英・長石

7713　弥生後期　底径－4・4　外一黄灰色　婆底部　底部は弱く突出気味で底面は僅かに凸面となる。外1～4mm大の石
碧　　　　　　　　　内一灰白色　面横位の並行叩きの後に縦パケ、内面は削り。　　　　　　英・長石・赤色

粒
7714　弥生後期　底径－4．4　外一時赤褐色　喪底部　底面は明確な平坦部を持つが、かなり薄手で内湾気　3～4mm大の石

護　　　　　　　　　　内一黒灰色　味に立ち上がる。外面ナデ、内面は削り。　　　　　　　　英多い。
7715　弥生後期　底径－5．4　外一淡赤褐色　壷底部　底部は僅かに突出して比較的厚手。体下部の張りは1～2m大の石

壷　　　　　　　　　内一黄灰色　強い。外面下端に横位の並行叩きを残し、内面は削りの後縦　英・長石多い。
パケ。

7716　弥生後期　底径－4．9　外一赤黄色　碧底部　明瞭な底部平坦面を持つが、縁辺は鋭くない。休部　2～4mm大の石
護　　　　　　　　　内一淡赤黄色　は強く張る。外面横位の並行叩きの後に縦パケ、内面は削り　英・長石

後に部分的なパケ調整。
7717　弥生後期　底径－5　　外一淡燈色　垂下半部　底部は平坦面を持つものの、境界は不明瞭で比較　3mm大の石英・

壷　　最大径‾28内‾暗赤色　貴覧多ト悪霊票謂孟i旨㌍警下の内外面はナデ調整0　雲母細粒多い0

出土遺構　第3低地帯流路3（1）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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8201土師質小皿　径－8．4
高一1

8202　土師質小皿　径－8．2
高一1．7

8203　土師質小皿　径－8．8
高一2

8204　土師質小皿　径－9．1

8205　瓦器小皿

8206　土師器？

8207　土師質皿

8208　土師器皿

8209　須恵質杯

8210　須恵質杯

8211土師器杯

8212　土師器杯

内外一灰白色　体底部境は明瞭で休部は短いが強く開く。底部外面へ
ラ切り、他は横ナデ。

内外一灰白色　体底部境は明瞭で休部は短く立ち上がる。底部外面へ
ラ切り、他は横ナデ。

内外一灰白色　体底部境は明瞭で、休部は直線的に伸びる。底部外面
へラ切り、他は横ナデ。

内外一黄白色　体底部境はやや不明瞭。底部外面へラ切り、他は横ナ
高一1．6　　　　　　　　　　デ。
径－9．6　　内外一淡黒色　体底部境はやや不明瞭。底部外面指押さえ顕著、休部
高一2　　　　　　　　　　　横ナデ。内面ナデ調整。
径－8．8　　内外一黄白色　休部は中位で屈曲して上半は軽く外反する。底部外面
高一3．3　　　　　　　　　へラ切り後外周のみナデ。板目庄痕。小皿か？
径－14．1　内外一淡灰褐　体底部境は明瞭で休部は強く開く。底部外面へラ切り
高一2．9　　　　　色　　　他は横ナデ。
径－15．3　　内外一黒褐色　休部は直線的に開き、口縁端部は尖状。内外面ナデ調
高一2．8　　　　　　　　　　整。
径－14．2　　内外一淡灰色　全体に薄手。体底部境は明瞭で休部は直線的に開く。
高一5　　　　　　　　　　底部外面へラ切り、他は横ナデ。
径－14　　　内外一時灰色　全体に薄手。休部は直線的に開き、内外両横ナデ。
高一5．3　　口緑一黒色

内外一淡褐色　体底部境に接して小形の高台を付す。休部は直線的に
立ち上がる。底部外面へラ切り後ナデ、他は横ナデ。

内外一淡褐色　体底部境に接して小形の高台を付す。休部は直線的に
立ち上がる。底部外面へラ切り後ナデ、他は横ナデ。
内・外底面に「十」字墨書

－721－

1mm以下の石英・赤色
粒少量
1mm以下の石英

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英

砂粒を殆ど含まず

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英t雲母
少量
1mm以下の石英少量

砂粒を殆ど含まず

1mm以下の角閃石多い
石英少量　弥生後期雲
母土器に類似
1mm以下の雲母・角閃
石少量



出土遺構　第3低地帯流路3（2）
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

8213　土師質椀　　径－14．4
高一4．6

8214　土師質椀　　径－15．6
高一5．5

8215　土師質椀　　径－15．4
高一5．1

8216　黒色土器B　径－15．3
椀　　　　　高一5．3

8217　黒色土器A　径－14
椀　　　　　高一5

8218　黒色土器B　径一15．3
椀　　　　　高一5．6

8219　瓦器椀　　　径－15

8220　須恵質蜜

8221瓦質こね鉢　径－29．8

8222　瓦質こね鉢　径－34
高一12．4

8223　羽釜　　　　径－24．8

8224　羽釜　　　　径－30．6

8225　土鍋　　　　径－27

8226　土鍋　　　　径－48．6

8301須恵質蜜　　径－28

8302　須恵質婆　　径－28

内外一黄白色　口綾部は丸く納める。外面横ナデ、内面ナデ調整。

内外一淡黄灰　体上半部で緩く肥厚する。外面下半指押さえ、上半部
色　　　横ナデ。内面ナデ調整。

内外一灰白色　断面三角形の低い高台を付し、外面下半指押さえ、上
半部横ナデ、内面ナデ調整。

内外一黒灰色　口緑端部は丸く納める。外面下半指押さえ、上半横ナ
デ後横へラ磨き。内面へラ磨き。

外一時黄色　　口緑端部内面を小さく面取りする。底部外面へラ切り
内一黒色　　　後ナデ、高台貼付。外面下半指押さえ、上半横ナデ、

内面ナデ調整のちヘラ磨き。
内外一黒灰色　断面角形の低いがよく張った高台を付し、口緑端部は

内面を小さく面取りする。外面下半指押さえ、口綾部
のみ横ナデ後横へラ磨き。内面粗いヘラ磨き。

内外一黒灰色　外面下半指押さえ、口綾部横ナデ、全体に比較的丁寧
なヘラ磨き。内面密なヘラ磨き。楠葉系か

内外一時青灰　底部外縁に低いがよく張った高台を付す。底面部は体
色　　　部に比べて薄手。横ナデ。

内外一淡黒色　口綾部で短く外反して端部は摘み上げる。内外面ナデ
調整、一部に指押さえ残す。

内外一淡黒色　口緑端部はかすかに肥厚して丸く納める。休部下端へ
らけずり、下半の一部に格子叩き目を残し、他は横ナ
デ。内面ナデ調整。

内外一淡灰褐　口綾部は直線的に開き、端部は強く摘み上げる。口緑
色　　　部下に突出度の高い鍔を付す。端部は摘み上げる。口

綾部・鍔横ナデ、休部内面横パケ。
内外一時灰褐　口綾部は直線的に開き、端部は強く摘み上げる。口緑

色　　　部下に突出度の高い鍔を付す。端部は摘み上げる。鍔
接合部は指押さえ、他は横ナデ。

外一淡灰褐色　全体に薄手。口綾部は直線的に開き、端部は強く摘み
内一淡褐色　　上げる。口綾部横ナデ、休部外面縦はけ、内面横ナデ
内外一時灰褐　口綾部はやや肥厚する。口綾部横ナデ、休部外面指押

色　　　さえ、内面横ナデ。

内外一淡黒色　体部の張りは強い。口綾部は外反気味に開く。休部外
面擬格子叩き目を残し、内面は当て具痕を完全にナデ
消す。口綾部横ナデ。

外一銀灰色　　休部の張りは強い。口綾部は下半が直立し中位で屈曲
内一黒灰色　　して上半は外反する。端部は四角く終わる。口綾部横

ナデ、休部外面擬格子叩き目を残し、内面当て具痕を
完全にナデ消す。

砂粒を殆ど含まず

1血m以下の石英少量

1mm以下の石英

1mm以下の角閃石・雲
母多い。

1血n以下の石英・角閃
石多い。

砂粒を殆ど含まず。

2′、3mm大の石英

巨－2mm大の石英。

2一一3mm大の石英。

1皿以下の石英・角閃
石・赤色粒

1へ′2mm大の石英多い

1mm大の石英多い。

2一一6mm大の灰色粒多
い。

1′、2mm大の石英・黒
色粒多い。自然軸付着

出土遺構　木群4共伴（1）
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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8401土師器杯　　径－15．1
高一4．5

8402　土師器杯　　径－17．6
高一4

8403　土師器杯　　径一10．4
高一3．6

8404　土師器杯　　径－11．4
高一3．5

8405　土師器杯　　径－14．6
高一4．4

8406　土師器高杯　径－15．1

内外一黄燈色　底部はほぼ平坦で休部は直線的に立ち上がる。口繚端　1mm以下の石英・赤色
部は尖状。底部外面へらけずり、体部下半へラ磨き。　粒等
他は横ナデ。放射十二重螺旋暗文

外一時黄色　　底部はほぼ平坦で休部は直線的に立ち上がる。口縁端　砂粒殆ど混じえず
内一黒灰色

外一時黄色
内一黒灰色

内外一淡黄灰
色

内外一淡燈色

部は丸く納める。外面へラ磨き、口綾部・内面横ナデ
斜格子十三重螺旋噂文
体底部境は不明瞭で、休部は僅かに内湾気味に立ち上　砂粒殆ど混じえず
がる。口緑端部は丸く納める。外面へラ磨き、口綾部
・内面は横ナデ。放射十二重螺旋暗文
体底部境は不明瞭。休部は中位で一旦弱く屈曲して立　砂粒殆ど混じえず
ち上がる。口縁端部は丸く納める。底部外面はへらけ
ずり、他は横ナデ。
体底部境は不明瞭で、休部は僅かに内湾気味に立ち上1mm以下の石英等少量
がる。口綾部内面に痕跡的な屈曲部を持つ。底部外面
指押さえのち外面へラ磨き。内面底部指押さえ他は横
ナデ。

内外一燈色　　浅い皿状の休部、口綾部で短く屈曲して立ち上がる。1mm大の石英等多い。
横ナデ。放射暗文

－722－



出土遺構　木群4共伴（2）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　者

8407　土師器皿　径－21．2　内外一淡燈色　体底部境は不明瞭。口綾部内面は斜めに面取り。外面
高一3．4　　　　　　　　は底部をナデ、他はヘラ磨き。内面横ナデ。放射昭文

のみ残存
8408　土師器皿　径－21．6　内外一淡燈色　体底部境は不明瞭。口綾部は内面に弱く突出する。外

高一2．9　　　　　　　　　両へラ磨き、口綾部・内面横ナデ。放射暗文のみ残存
文

8409　土師器皿　径－21．8　内外一淡燈色　体底部境は不明瞭。口綾部は内面に弱く突出する。外
高一2．6　　　　　　　　両へラ磨き、口綾部・内面横ナデ。放射十三重螺旋暗

文
8410　土師器皿　径－23　　内外一淡燈色　体底部境は不明瞭。口綾部は内面に弱く突出する。外

高一3．6　　　　　　　　両へラ磨き、口綾部・内面横ナデ。放射十三重螺旋暗
文

8411土師器皿　径－23．2　内外一黄灰色　体底部境が不明瞭で口綾部を尖状に納める身部に強く
高一3．5　　　　　　　　張った高台を付す。身部外面へラ磨き、内面・脚部横

ナデ。斜格子十四重螺旋暗文。
8412　土師器椀　径－14．3　内外一暗褐色　全体に部厚で休部は直線的に開く。口緑端部は尖状。

高一5．8　　　　　　　　外面指押さえとナデ、内面横位の二枚貝条痕。
8413　土師器椀　径－16．8　内外一黄灰色　丸底で口綾部は僅かに内湾気味に立ち上がり、端部は

高一6．9　　　　　　　　尖状。口緑部摸ナデ、外面へらけずり、内面ナデと措
押さえ。

8414　土師器椀　径－19．3　内外一黄燈色　底部はほぼ平坦、休部は内湾して立ち上がり、口禄端
高一9．5　　　　　　　　部を外につまみだす。外面へラ磨き、内面横ナデ。放

射暗文
8415　土師器椀　　径－15．4

8416　土師器椀　　径－16．g
高一7．5

8417　土師器鉢　　径－28．6

8418　土師器球形　径－15
蜜　高一12

8419　土師器球形　径－15．6
蜜

8420　土師器球形　径－20．7
蜜

8421土師器長胴　径－23．3
蛮

8422　土師器長胴　径－22．4
護

内外一淡燈色　ほぼ半球形の休部に短く外反する口緑部を持つ。口緑
端部はつまみ上げる。口綾部・内面横ナデ、休部外面
粗い横パケと指押さえ。

内外一時灰褐　半球形の休部で口緑端部は丁寧に面取り。片口鉢　内
色　　外面粗いナデ調整と指押さえ。粘土帯接合痕良く残す

内外一黄灰色　深めの休部は内湾気味に立ち上がり、口緑端部は丁寧
に面取りする。片口鉢　口綾部横ナデ、休部外面指押
さえと縦パケ。内面中位は横パケ、下位は縦パケ。

内外一黄灰色　やや扁平な球状の休部にくの字に開く短い口縁を付す
口緑端部は尖状。口綾部外面横ナデ、休部縦パケ、口
綾部内面横パケ、休部指押さえ。

内外一暗褐色　球形の休部から緩やかに屈曲して弱く開く口綾部を持
つ。口緑端部は四角く納める。口緑部外両横ナデ、休
部は縦パケ。口綾部・肩部内面横パケ、以下は措押さ
え。

外一黄灰色
内一淡灰色

内外一淡黄灰
色

内外一淡黄灰
色

肩部以下が無いので蜜Bの可能性も残る。口綾部は外
反気味に強く開き、端部は面取り、弱く上へつまむ。
口綾部外面横ナデ、休部縦パケ。口綾部内面横パケ、
休部はナデと指押さえ。
長胴の休部から外反気味に開く口綾。頸肩境の屈曲は
さほど強くない。口緑端部は上につまみ上げる。口綾
部外面横ナデ、休部縦パケ、内面横パケ。
長胴の休部から外反気味に開く口縁。頸肩境の屈曲は
さほど強くない。口緑端部は上につまみ上げる。口綾
部外面横ナデ、休部縦パケ。口緑部内両横パケ、休部
はナデと指押さえ。尚同一個体と思われる体部下半片
に内面布目庄痕をとどめるものがある。

1mm大の石英・赤色粒
等含む。

砂粒殆ど混じえず

1mm以下の石英等少量

砂粒殆ど混じえず

砂粒殆ど混じえず

1′－3mm大の石英等多
い。
「－3mm大の石英・赤
色粒等多い。

1血m大の石英等多い。

1mm大の石英・赤色粒
等

1′、3mm大の石英等多
い。
2血m大の石英等

1mm大の石英等多い。

巨－3mm大の石英等少
量。

1′－2mm大の石英・赤
色粒等多い。

1へ・2mm大の石英等少
量。

1血m大の石英等多い。

出土遺構　第1低地帯流路6
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8501壷

8502　蛮

8503　鷲

8504　壷

内外一淡灰褐　壷肩部片、低い段を持ち、段直下に沈線二条。および
色　　　四条一組垂下沈線。

内外ユ淡灰褐　如意状に屈曲する口綾部、直下に並行洗練四条以上。
色　　　調整不明

径－19．4　内外一淡灰褐　如意状に屈曲する口綾部。休部は僅かに内湾気味。口
色　　綾部直下に五条の並行沈線を配す。調整不明

内外一黄灰褐　底部は明瞭な凹底で緩く外反気味に立ち上がる。外面
色　　　横位のヘラ磨き、内面下部に指押さえ残る。

－723－

2へノ6mm大の石英多い

1一一5mm大の石英多い

1′、6mm大の石英多い

1へ′3mm大の石英多い



出土遺構　第1低地帯流路5北半分下層

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝t＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8505　須恵器蓋杯　径－14
蓋

8506　須恵器蓋杯
蓋

8507　須恵器蓋杯
身

8508　須恵器蓋杯
身

850g　ハソウ

8510　高杯

高一3．8

径－13．7
高一4

径－12．6
高一4．1

径－11．3
高一3．4

径一12．2
体高一3．9

内外一淡灰色

内外一青灰色

内外一時青灰
色

内外一時青灰
色

内外一時青灰
色

内外一時青灰
色

頂部平坦面は比較的大きく箱形に近い。口禄部は弱く
肥厚して端部は尖状。頂部外面へら削り、他は回転ナ
デ調整。
頂部平坦面は比較的大きく箱形に近い。口繚端部は尖
状。頂部外面へらきり後ナデ調整、他は回転ナデ調整
比較的浅い。立上り部は内傾するが薄く高い。口綾部
と貼り付け整形。底部外面へら削り、他は回転ナデ調
整。
立上り部は僅かに内傾するが比較的高い。口綾部と貼
り付け整形。底部外面へらきり後ナデ調整。他は回転
ナデ調整。
ほぼ球形の休部で肩部下端に洗練二条を配して、上向
きの円孔一を穿つ。体部下半へら削り後、全体回転ナ
デ調整。
箱形の休部。体底部境と底部中位に段を持ち口綾部し
弱く外反して端部は丸く納める。脚部は長脚二段二方
透かし、中位に沈線二条。裾部にむかって緩やかに開
き、脚端は丸く納める。休部下面へら削り後脚部と接
合してナデ調整、他は回転ナデ調整。

8511有蓋高杯　径－11．8　内外一昔灰色　箱形の休部で立上り部は薄くやや小ぶり。脚部は低い
体高一3．5　　　　　　　が強く外反し裾部は短く開き、脚端は折り返して下に

つまみだす。休部下面へら削り後脚部と接合してナデ
調整。他は回転ナデ調整。

8512　鉢　　　　径－12．6　内外一淡青灰　円盤状の一回り大きな底部に僅かに開いて立ち上がる
高一14．4　　色～淡灰色　休部が乗る。口緑端部は面を成し、中位に洗練二条。

回転ナデ調整。
8513　窪　　　　径－13．4　内一時黄色　最大径の低い休部から緩やかにほぼ直立する口綾部に

高一15．6　外一時灰褐色　至る。口縁端部は弱く外へつまみだす。口綾部外面横
ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内面上半指押さ
え、下半へら削り、粘土帯接合痕顕著。

8514？　　　　径－27．4　内一時燈色　ほぼ直立する円筒形の休部。口緑部は丁寧に面を成し
外一明燈色　口緑部下の低い位置に突出度の高い厚手の鍔を付す。

口緑端部・鍔横ナデ、休部外面縦パケ、口綾部内面横
パケ、以下指押さえと縦パケ。

1～3mm大の石英。自
然軸付着

1へ′2mm大の石英少量

巨－2mm大の石英多い

2へノ3mm大の石英多い

1へノ2mm大の石英。自

然軸付着

1mm大の石英。自然軸

1′、2mm大の石英・黒
色粒

1～3mm大の石英・黒
色溶融粒多い。

1mm以下の石英・赤色
粒多い。

1′－2皿大の石英多い
器種不明　異形甑上半
部か？

出土遺構　第1低地帯流路5北部上部
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8515　土師器皿　径－17．9　内外一淡燈色　体底部境は明瞭。休部は強く外傾し、口綾部は僅かな1皿以下の石英・雲母
高一2．1　　　　　　　屈曲を持つ。底部外面へらけずり、休部外面へラ磨き　等

口緑部・内面は横なでのち放射暗文
8516　須恵器杯　　径－15．2　　内外一青灰色

高一3．3

8517　須恵器杯　　径－18．2　　内外一時青灰
高一5．8　　　　　色

8518　須恵器杯　　　　　　　　内外一淡青灰
色

8519　須恵器皿　　径－18　　　内外一淡青灰
高一2．2　　　　　色

出土遺構　弥生土器溜り5（1）

体底部境の屈曲は比較的明瞭。底部外縁のやや内側に
低い高台を付し、休部は外反して立ち上がる。底部外
面へらきり、他は回転ナデ調整。
体底部境の屈曲は明瞭。底部外縁のやや内側に低い高
台を付し、休部はほぼ直線的に外傾して立ち上がる。
底部外面へラ切りのちナデ、他は回転ナデ調整。
体底部境の屈曲は明瞭。底部外縁に接して低い高台を
付し、休部ま外債して立ち上がる。底部外面へラ切り
のちナデ調整。他は回転ナデ調整。高台内側に墨書有
り。
休部は僅かに反り気味に外傾して短く延びる。口緑端
部は尖状。底部外面へらけずりのちナデ、他は回転ナ
デ調整。

1mm以下の石英等

1mm以下の石英等
自然軸付着

1mm以下の石英・角閃
石等

1皿以下の石英・角閃
石等少量

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝t＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8601紳頚壷　　　径－10．4　　内外一明褐色　僅かに外反きみに立ち上がる頚部。口禄端部は尖状。　巨－2mm大の角閃石多
外面丁寧な縦パケ、内面顕著な指押さえ。　　　　　　い。雲母・石英少量

いわゆる雲母土器

－724－



出土遺構　弥生土器溜り5（2）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
．－llll．．・一一，1．－－h－．－．－．一一一－一一一一．－．－．－．．－－－一一一－一・一一－－一一．一・一・－－．－．・－一一一－．－－－一一1－－－－－－－－－－－一一一．－－－一一－－－－－．．－－－一一一．－－・．－－－一一・一－一一．－－－．．－－．－－－・－－－－－－－－．．－－一一－－－．－．－－－．
一一一一一一一一一一．．．一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．－．－．一一一．．－．．一一一一一一．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一

8602　細頸壷　　　径－7．8

8603　台付小壷

8604　広口壷　　　径－24

8605　広口壷

8606　長頸壷

8607　広口壷

8608　広口壷

8609　広口壷

8610　　　壷

8611

8612　短頸壷

8613　壷

8614　壷

8701蜜

8702　短頚壷

8703　短頸壷

8704　短頸壷

8706

内外一明褐色　僅かに外反きみに立ち上がる頚部。口縁端部は尖状。
外面パケ調整後上半部横磨き、下半部縦磨き。内面上
半顕著な指押さえ。下半縦磨き。

内外一黄白色　玉葱形の休部に細身の脚部を付す。頸部欠損。休部外
面上半縦パケ、最大径横磨き、下半箆削り。内面上半
顕著な指押さえ、下半横ナデ。

内外一明褐色　短い頚部から緩やかに開いて口綾部にいたる。口縁端
部は下に拡張して幅広の端面を持ち、沈線三条を施す
頚部下端には頂部を刻んだ突帯一条。頚部外面縦パケ
内面調整不明。

径－2g　　内外一明褐色　口綾部は僅かに外傾する頚部から緩やかに開き、端部
は短く上下に拡張する。端面は広いが文様はない。頚
部下端に突帯を一条。頸部外面縦パケ、内面横パケ。

径－12．8　内外一淡褐色　ほぼ直立する頸部から折れて短く開く口綾部。口緑端
部はかすかに上下に摘む程度。端面はパケ調整。頸部
外面縦パケ、内面横ナデ。

径－12．4　　内外一時黄色　短く開く口禄部。端部は下につまみだし、端面は横パ
ケ。口綾部内外両横ナデ。

径－16．6　　内外一時黄灰　短く直立する頚部から強く折れて短く開く口綾部。端
色　　　面は凹線一条。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、頸部

外面縦パケ、内面指押さえ。
径－15．4　　内外一淡灰褐　僅かに外傾する頸部から強く折れて水平に短く開く口
高一　　　　　　色　　綾部。端部はかすかにつまみ上げる。口縁端面、頚部

外面に円形刺突文を施す。口綾部横ナデ、頚部外面縦
パケ、内面指押さえ。

径－18．6　　外一淡灰褐色　やや外傾する長めの頚部から緩やかに屈曲して開く口
内一黒褐色　綾部。端部は単純に四角く終わる。内外両横ナデ、全

体にやや薄手。
径－17　　内外一淡黄灰　肩部は強く張り、口綾部は短い。口緑端部はかすかに

色　　つまみ上げる。口綾部横ナデ、休部外面縦パケ、内面
ナデ調整。

径－14．6　　内外一褐色　最大径は中位にあり、良く張る。口綾部は短く開き端

径一17

径－12．7
高一25．4

径－12．7
高一24．4

径－14
＿　高一25．7

径－15

8707　　　　　　　径－15．2

8708　壷

8801蜜 径－16

部はかすかに下につまみだす。口綾部内外両横ナデ、
休部外面縦パケ、内面上端指押さえ、以下は縦パケ。

外一淡橙色　ほぼ直立する頚部から口綾部は緩やかに開く。肩部上
内一黄白色　端に連続刺突文。頸・肩部外面縦パケ、内面指押さえ
内外一淡橙色　頚部は短く肩部上端に連続刺突文を施す。休部最大径

はほぼ中位で底部は単純な平底。肩部外面縦パケ、下
半はナデ調整。内面上半横削り、内面縦ナデ。

内外一暗褐色　休部は良く張り、口綾部は肩から緩やかに屈曲して一
旦直立した後に弱く外反する。端部は僅かに下に拡張
する。口綾部梼ナデ、休部外面ナデ調整、内面箆削り

内外一褐色　最大径は中位にあり、比較的良く張る。短く開く口綾
部を持ち、端部は僅かに下につまみだす。護との区別
が困難であるが、休部径に比して口綾部が著しく小さ
いので壷とした。口綾部横ナデ、休部外面調整不明、
内面上半指押さえ、下半縦ナデ。

内外一淡褐色　最大径を中位に持つ球形の休部と短く開く口綾部。端
部は単純に四角く終わる。口綾部内外両横ナデ、休部
外面縦磨き、内面上半指押さえ、下半縦ナデ。

外一淡褐色　休部最大径は上部にあるが、比較的良く張る。口緑部
内一黒灰色　は短く開き、端部は下につまみだす。口綾部横ナデ、

休部外面縦パケ、内面肩部上半指押さえ、中位縦パケ
下半箆削り。

内外一明褐色　最大径は上半にあり、休部は長日。内傾する極めて短
い頚部を経て口緑部にいたる。口禄端部は単純に四角
く終わる。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面
縦パケ、内面上半措押さえ、下半箆削り。

内外一淡褐色　最大径は中位にありゃや長日の休部。口綾部は直線的
に短く開く。口緑端部は四角く終わる。口綾部外面横
ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内面指押さえと
ナデ、下端のみ箆削り。

内外一淡黄灰　休部最大径は上半にあり、余り張らない。肩部上半縦
褐色　パケ、以下はナデ調整。内面肩部上半指押さえ、以下

はナデ調整。
内外一淡褐色　口綾部は一旦直立して外反きみに短く開く。端部はか
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1mm以下の角閃石多い
赤色粒、石英少量。

1mm以下の石英・雲母
少量

2・、4mm大の石英多い

1′、3mm大の石英多い

1へ′3mm大の石英。

1・、2mm大の石英・雲
母

1～3mm大の石英・雲
母

1mm以下の石英・角閃
石多い。いわゆる雲母
土器

2′、4mm大の石英多い

1・、3mm大の石英・雲
母

3′、4mm大の石英多い

3′、5mm大の石英多い

1・、3mm大の石英多い

2′－4mm大の石英多い

2′、5mm大の石英多い

2へノ4mm大の石英多い

3′、6mm大の石英多い

1へ・2mm大の石英多い

1′、2mm大の石英・雲
母多い。

1一、2mm大の石英・雲
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
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－－．1－－　．　－．t－1110－－－－－－・－－－一一．・－－－－一一．．－．．．一一－－－一・一日．一一一．－－－－－－．．－－－－－－－．．－－－－．－．－－－－－－－－．－．－－－－－－－－－－．－．－．－－．・1－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－．－－－－－－－．．－．．1－－－－－－－－1－L－1－－．－－．－　．　－

すかに下につまみだす。口綾部横ナデ、休部外面ナデ
調整、内面箆削り。

8802　蜜　　　　径－17．2　　内外一暗褐色　口綾部は短く外反して開き。端部はつまみ上げる。口
綾部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面箆削り。

8803　護　　　　径－18　　内外一淡燈色　休部は強く張り、口綾部は短いが強く開く。端部は弱
く上下につまみだす。口緑部横ナデ、休部外面縦パケ
内面箆削り。

8804　碧　　　　径－16．3　　内外一赤褐色　肩部上端は直線的に短く内傾して立ち上がり口綾部は
短く開く。口綾部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面肩
部上端ナデ調整、以下は箆削り。

8805　窪　　　　径－18．4　内外一淡黄褐　口綾部は一旦僅かに直立した後に短く直線的に開く。
色　　　端部はかすかにつまみ上げる。口綾部横ナデ、休部外

面ナデ調整、内面上端横ナデ、以下は箆削り。
8806　護　　　　　径－14．4　　内外－

8807　碧　　　　　径－15．3

8808　蜜

8901窪

8902　婆

8903　蛮

8904　婆

8905　護

8906　蜜

8907　蜜

9001蛮

9002　蓬

9003　護

9004　喪

9005　蛮

9006　蜜

口綾部は肩から緩やかに屈曲して、外反きみに開く
口緑端部は僅かに下に拡張する。最大径は上半部にあ
りゃや長日の休部。口綾部横ナデ、休部外面ナデ調整
肩部内面指押さえ、以下は箆削り。

内外一灰褐色　最大径は上半にあり、やや長日の休部。短く内傾する
頚部を経て短く開く口綾部にいたる。口禄端部は僅か
に下に拡張する。口稼部横ナデ、休部ナデ調整、肩部
内面指押さえ、以下は箆削り。

径－14．8　　内外一褐色　　口禄部は緩やかに屈曲して短く外反きみに延びる。端
高一25．1　　　　　　　　部はかすかに下につまみだす。口綾部横ナデ、休部外

面ナデ調整。内面上半指押さえ、下半は箆削り。
径－14．8　　内外一褐色　　休部最大径は中位にあり余り張らない長日の休部。口
高一24．6　　　　　　　　綾部は緩やかに屈曲して短く開く。端部は下に弱くつ

まみだす。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外面
縦パケ、内面上位指押さえ、以下は箆削り。

径－17．6　　内外一褐色　休部の張りは弱く、口禄部は直線的に短く延びる。端
部は僅かに下につまみだす。口綾部横ナデ、休部外面
縦パケ、内面箆削り。

径－16．2　　内外一淡黄褐　最大径は中位にあり比較的長日の休部。肩はかな
色　　　線的で口綾部は緩やかに屈曲して直線的に短く開

口綾部横ナデ、休部外面縦パケ、内面上半指押さ

り直
く。
えで

粘土帯接合痕顕著、下半は箆削り。
径－19．9　　内外一茶褐色　休部は余り張らず、口綾部は短く延びる。端部はかす

かに下につまみだす。口綾部内外両横ナデ、休部外面
ナデ調整、休部内面上半指押さえ、下端は箆削り。

径－14　　内外一暗褐色　口緑部は強く折れて短く開く。端部はつまみ上げる。
口綾部横ナデ、肩部内面指押さえ。

径－15．2　　内外一褐色　最大径は上半にあり、肩部は直線的。口綾部は鋭く折
れて短く開く。端部はつまみ上げる。口綾部は強い横
ナデ、休部外面上半縦パケ、肩部内面指押さえ顕著以
下は箆削り。

径－15．2　　内外一暗褐色　最大径は上半にあり、肩部は直線的。口綾部は強く折
高一30　　　　　　　　　れて短く開く。端部はつまみ上げる。底部は薄出の突

出した平底。口綾部は強い横ナデ、休部外面縦パケ、
のち下半縦へラ磨き肩部内面指押さえ顕著以下は箆削
り。

径－12．3　外一灰褐色　休部の張りは弱い。口綾部は短いが強く開き、僅かに
高一15．2　　内一褐色　　肥厚する。端部は単純に四角く終わる。口綾部横ナデ

休部外面縦パケ、内面上端指押さえ、以下は箆削り。
径－12．1　内外一淡褐色　休部の張りは弱い。口綾部は弱く開き。端部はかすか
高一15．6　　　　　　　　につまみ上げる。口禄部外両横ナデ、内面横パケ、休

部外面縦パケ、内面上半裸パケ、以下は箆削り。
径－13．5　　内外一淡黄灰　張りの弱い休部。口綾部は短く直線的に開く。端部は
高一19．7　　　　色　　単純に四角く終わる。口綾部外面横ナデ内面横パケ、

休部外面縦パケ、内面上端指押さえ、以下は箆削り。
径－11．7　　内外一淡燈色　休部の張りは弱い。口緑部は肩から緩やかに屈曲して

短く開く。端部は単純に丸く納める。口綾部横ナデ、
休部外面縦パケ、内面ナデ調整。

径一12．2　　内外一淡灰褐　休部の張りは弱い。口綾部は短く延び端部は単純に四
高一19　　　　　色　　角く終わる。口綾部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面

上端パケ調整、以下は縦ナデ。
径－13．g　　内外一時黄褐　休部の張りは弱い。口綾部は強く折れて直線的に開く
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母多い。

2′、4mm大の石英多い

1′－2mm大の石英・雲
母

1′－2mm大の石英・雲
母多い。

1′－3血n大の石英・雲
母多い。

1′－3mm大の石英多い

1mm以下の石英・雲母
多い。

1へ′2mm大の角閃石多
い。石英・赤色粒少量
いわゆる雲母土器
1血m以下の角閃石多い
石英・雲母少量。
いわゆる雲母土器

1mm以下の角閃石多い
石英・雲母少量。
いわゆる雲母土器

1～3mm大の石英多い

1皿以下の石英・雲母

巨－2mm大の石英・雲
母多い。

1′－3血m大の石英多い

1′、3mm大の石英多い
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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9007　蜜

9008　護

9009　碧

9010　蜜

gOll　蛮

9012　蜜

9013　蜜

9014　蜜

9015　碧

9101碧

9102　婆

9103　碧

9104　蛮

9105　婆

高一14・4　　　　色　　端部は単純に四角く終わる。口綾部横ナデ、休部外面
並行叩き後一部ナデ調整。内面上端指押さえ、以下は
箆削り。

径－14．5　内外一淡褐色　口綾部は緩やかに屈曲して短く延びる。端部は単純に
高一23・6　　　　　　　　四角く終わる。底部は極端な突出底。口綾部横ナデ、

休部外面縦パケ、内面指押さえとナデ調整。底部指押
さえ。

径－13・4　内外一淡褐色　休部の張りは弱い。口綾部は短く延び端部は単純に四
高一18・9　　　　　　　　角く終わる。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部外

面ナデ調整、内面縦パケ、下半の一部縦ナデ。
径－15・8　内外一淡灰褐　休部の張りは弱い。口綾部は短く開き、端部はかすか
高一20・2　　　　色　　につまみ上げる。口綾部横ナデ、休部内面上半指押さ

え後下半箆削り。
径－14・9　内外一時黄灰　口綾部は肩から緩やかに屈曲して短く延びる。端部は
高一20・2　　　　色　　単純に四角く終わる。底部は突出きみの上げ底。口綾

部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面指押さえ。
径－14　　内外一時黄褐　休部の張りは弱い。口綾部は肩から緩やかに屈曲して

色　　短く開く。端部は僅かに下に拡張する。口綾部横ナデ
休部内面上半指押さえ、下半は箆削り。

径－13・4　内外一淡橙色　口綾部は肩から緩やかに屈曲し、端部はかすかに下に
拡張する。口綾部横ナデ、休部外面縦パケ。

径－13・3　内外一時黄灰　口綾部は短く直線的に延びる。端部は四角く終わる。
色　　口綾部横ナデ、休部外面縦パケ、内面上半横パケ、下

半は箆削り。
径－13・2　外一時黄色　最大径は中位にあり、口綾部は短く直線的に延びる。

内一淡褐色　端部は僅かにつまみ上げる。口綾部外面横ナデ、内面
横パケ、休部外面縦パケ、内面上半指押さえ、下半箆
削り。

径－13．8
高一18．3

径－21．7

径－23．8

径－20
高一19．6

径－16．5
高一22．1

径－1g
高一22．7

9106　婆　　　　　径－23．6

9107　蜜　　　　　径－22．4

9108　婆

9109　蛮

9110　婆

径－18
高一20．2

径－18．1
高一22．1

径－21．8
高一22

内外一時灰褐　張りの弱い休部。口綾部は短く直線的に開く。端部は
色

内外一淡灰褐
色

内外一褐色

内外一灰褐色

内外一褐色

内外一明褐色

内外一淡灰褐
色

内外一褐色

内外一淡灰褐
色

内外一時黄灰
色

内外一灰白色

単純に四角く終わる。底部はやや突出し外周に指押さ
え顕著。口綾部横ナデ、休部外面ナデ調整、内面横パ
ケ。
口緑部は一旦はは直立し、上端を短く外に降り曲げる
口緑部指押さえと横ナデ。休部内面横パケ。
休部の張りは弱い。口綾部は短く外におり曲げる。僅
かに肥厚して端部は丸く納める。口綾部横ナデ、休部
内面、上端指押さえ、以下は箆削り。
張りの強い球形の休部。口綾部は短く開き、端部はか
すかに下に拡張する。底部は脚台状を呈する上げ底。
内外両ナデ調整。
最大径は中位にあり、張りは余り強くない。口綾部は
未自覚直線的に開き、端部は丸く納める。底部は上げ
底で外周に指押さえ顕著。口綾部横ナデ、休部外面並
行叩き後縦パケ、内面上半指押さえとナデ調整、下半
寛削り。
張りの強い球形の休部。口綾部は短く延び、端部はか
すかに下に拡張する。底部は脚台状を呈する上げ底。
内外面ナデ調整。
口禄部は肩から緩やかに屈曲して短く開く。端部は僅
かにつまみ上げる。口綾部横ナデ、休部外面ナデ調整
内面箆削り。
休部の張りは弱く、口縁部は肩から緩やかに屈曲して
短く外反する。端部は僅かにつまみ上げる。口綾部ナ
デ調整、休部内面箆削り。
張りの強い球形の休部。口綾部は短く開き、端部はか
すかに下に拡張する。内外面ナデ調整。
張りの強い球形の休部。口綾部は肩から緩やかに屈曲
して短く開く。内外面ナデ調整。
張りの弱い休部は上丹ですぼまらず、端部は僅かに外
におりまげて口綾部とする。端部は単純に丸く納める
口緑部外両横ナデ、内面横パケ、休部外面ナデ調整、
内面パケ調整、一部箆削り。

内外一暗褐色　薄手だが、鋭く突出する底部。外面縦へラ磨き。内面
箆削り。

外一灰褐色　外面並行叩き後縦パケ、内面箆削り。
内一灰色
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2一㌧3mm大の石英多い

1′、3mm大の石英多い

1′、3mm大の石英

1～2mm大の石英多い

1′、2mm大の石英。

1一一2mm大の石英・雲
母

1・、4mm大の石英・雲
母

1′、3mm大の石英多い

1′－3mm大の石英。

2へノ4mm大の石英多い

巨－4mm大の石英多い

1′－3mm大の石英多い

1へ′2mm大の石英多い

2′－3mm大の石英・雲
母多い。
1∴へ－3mm大の石英・雲
母多い。
1mm大の石英・雲母・
角閃石

1mm大の石英・角閃石
多い。雲母土器
1′、3mm大の石英・雲
母多い。
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番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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9203

9204

9205

g206

9207

9208

9209

9210

9211

9212

9213

9214

9215

9216

9217

9218

9219

9220　甑

9221甑

9222　甑

9301甑

9302　甑

9303　鉢

9304　鉢

9305　鉢

9306　鉢

9401鉢

9402　鉢

径－19．9
高一24．6

外一暗褐色
内一時黄色
外一時灰褐色
内一時灰色
内外一時燈色
内外一明燈色

外一浪燈色
内一灰褐色
内外一淡灰褐

色

内外一明褐色

内外一黄白色

僅かに凹み底。外面縦パケ、内面ナデ調整。

外面ナデ調整、内面箆削り。

底部は明瞭に突出する。
薄手だが、鋭く突出する底部。外面ナデ調整、内面下
端指押さえ、他は箆削り。
底部外周指押さえ顕著。外面箆削り、内面指押さえ

底面部は脚台状の上げ底。休部は強く張り、内外面ナ
デ調整。
薄手だが、鋭く突出する底部。外面縦へラ磨き。内面
箆削り。
底部は僅かに突出する。底部外周指押さえ、外面はナ
デ調整、内面ナデ調整。

内外一淡灰褐　壷底部か？休部は強く張る。内外面指押さえ顕著。
色

外一淡灰褐色　壷底部か？休部外面縦パケ、内面縦ナデ、下端は縦ハ
内一黄灰色
外一淡褐色
内一褐色
外一淡灰色
内一黒灰色
内外一黄灰色

内外一淡灰褐
色

内外一時灰褐
色

外一燈色
内一淡灰褐色
内外一灰黄褐

色
内外一黄白色

ケ。
外面ナデ調整、内面下端指押さえ、他はナデ調整。

休部の張りは弱い。外面縦パケ、内面箆削り。

小壷底部か？最大径は中位で強く張る。外面最大径横
パケ、下半は縦パケ。内面指押さえとナデ調整。
壷底部か？休部は強く張り、僅かに突出きみの平底を
持つ。外面ナデ調整、内面下端指押さえ、以外はナデ
調整。
休部は比較的良く張る。外面ナデ調整、内面縦パケ。
下端は指押さえ。
壷底部か？休部外面へラ磨き、内面縦ナデ。

最大径は中位で強く張る。外面縦磨き、内面パケ調整

砲弾形の休部に短い口綾部を付す。尖底。底部先端に
焼成前に一孔を穿つ。休部上端には二孔一組の円孔が
貫通する。口綾部横ナデ、休部外面縦パケ、内面上端
横パケ、以下は箆削り。

内外一明褐色　底部中央に焼成前の一孔を穿つ。外面ナデ調整、内面
箆削り。

内外一灰褐色　尖底を呈し、先端には焼成前に一孔を穿つ。内面下端
指押さえ。

径－24．1　内外一黄褐色　休部は深鉢形を呈し、平底を持つ。底部中央には焼成
高一25．4　　　　　　　　前に一孔を穿ち、口緑端の相対する二方に環状把手を

貼る。外面ナデ調整。内面上端指押さえ、下半は箆削
り。

径－22．8　内外一黄褐色　休部は深鉢形を呈し、平底を持つ。底部中央には焼成
高一22．2　　　　　　　　前に一孔を穿ち、口綾端の相対する二方に環状把手を

貼る。外面ナデ調整。内面上端指押さえ、以下は箆削
り。

径－32．8　内外一淡灰褐　浅い半球形の休部から緩やかに口綾部にいたる。端部
高一14．7　　　　色　　は僅かにつまみ上げる。口綾部横ナデ、休部外面籠臼

状の庄痕、内面箆削り後上半部横パケ。
径－30　　内外一褐色　休部の張りは弱い。口緑部は緩く屈曲して弱く開く。

端部は単純に四角く終わる。口綾部外面横ナデ、内面
横パケ、休部外面縦パケ、内面ナデ調整。

径－41．2　内外一時黄灰　浅い半球形の休部の上端を僅かに外に折り曲げて口緑
色　　部とする。端部下端を弱くつまみだす。口綾部外面横

ナデ、休部外面並行叩き、内面横パケ。
径一50　　内外一灰褐色　休部は上半部で比較的良く張り、緩やかに屈曲して強

く開く口縁部にいたる。端部は断面三角形状に肥厚し
端面に二条の凹線を施す。内外面ナデ調整。

径－13．8　外一灰色　　弱く折れて短く延びる口緑部を持つ。端部は僅かにつ
高一8．8　　内一黒灰色　まみ上げる。底部は弱い突出底。口綾部横ナデ、休部

ナデ調整。
径－19．8　内外一淡灰褐　休部は弱く張る。口綾部は緩やかに折れて短く延びる

－728－

1一、2mm大の石英・雲
母
1へ′3mm大の石英・雲
母多い。
2へノ4mm大の石英多い
1mm大の石英。

巨－3mm大の石英・雲
母
1′、3mm大の石英・雲
母多い。
1へ′3mm角閃石多い。
雲母・石英・赤色粒少
1へ一2mm大の石英

1～3mm大の石英多い

1′、3mm大の石英・雲
母
巨－3mm大の石英多い

1′、2mm大の石英・雲
母
2mm以下の石英・雲母

1′、3mm大の石英多い

1′－2mm大の石英多い

1′、3皿大の石英多い

2ノー3mm大の石英多い
赤色顔料塗布
1′、3皿大の石英。

1′－3mm大の石英多い

1′－2mm大の石英・雲
母多い。

2へノ4m山大の石英多い

1′、2皿大の石英・雲
母多い。休部部分的に
煤付着。
1′、3mm大の石英多い

2一㌧3mm大の石英多い

1へ′4mm大の石英・雲

母

1mm以下の石英・雲母

1～3mm大の石英多い
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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9403　鉢

9404　鉢

9405　鉢

9406　鉢

9407　鉢

9408　鉢

9409　鉢

9410　鉢

9411鉢

9412　鉢

9413　鉢

9414　鉢

9415　鉢

9416　鉢

9417　鉢

9418　鉢

9419　鉢

9420　鉢

9421鉢

9422　鉢

9423　鉢

9424　鉢

9425　鉢

9501高杯

高一11．g

径－7．3
高一4．1

径－15．6
高一10．1

径－18．5
高一8．5

径－16．8
高一8．1

径－17．8
高一7．g

径－18
高一9

径－18．5
高一8．4

径－19．6
高一7．8

径－7．6
高一3．7

径－10．8
高一4．5

径－12．6
高一5

径－12．8
高一5．6

径－14．3
高一5．6

径－14．6
高一5．7

径－14
高一7．1

径－14．8
高一8

径－15．8
高一8．5

色　　　端部は単純に四角く終わる。口綾部横ナデ、休部ナデ
調整、内面横パケ。

内外一淡燈色　休部は直線的に開き、口緑端部は四角く終わる。内外
面ナデ調整。

内外一淡燈色　休部は僅かに内湾気味に立ち上がり、口緑端部は丸く
納める。外面ナデ調整、内面横パケ。

内外一燈色　　やや突出きみの底部から休部は僅かに内汚して強く開
く。端部は丸く納める。外面上半横ナデ、下半並行叩
き、内面ナデ調整。

内外一淡灰褐　休部はほぼ直線的に開き、口緑端部は斜めに面取りす
色　　　る。口綾部横ナデ、外面縦パケ、内面ナデ調整。

内外一褐色　　やや突出きみの底部から休部は強く直線的に開く。口
緑端部は単純に四角く終わる。外両横ナデ、内面ナデ
調整。

内外一淡黄褐　休部は僅かに内湾気味に立ち上がり、口禄端部は丸く
色　　　納める。外面ナデ調整で部分的に並行叩き残す。内面

上半横パケ、下半ナデ調整。
内外一淡黄褐　休部は直線的に開き、端部は丸く納める。内面横パケ

色
内外一灰褐色　やや突出きみの底部から休部は強く直線的に開く。口

縁端部は単純に四角く終わる。外面上半横ナデ、下半
並行叩き、内面指押さえとナデ調整。

内外一明燈色　ミニチュアの鉢形土器。指押さえ顕著。

内外一時燈色　底部平坦面はやや不明瞭。休部は直線的に開き、口緑
端部は尖状。内外面ナデ調整。

内外一淡黄灰　休部は強く開き、口緑端部は尖状。内外面ナデ調整。
色

内外一淡燈色

内外一淡黄灰
色

内外一時燈色

外一黄白色
内一黒灰色

浅いポール状を呈する。底部はかすかに平坦面をとど
める程度。端部は丸く納める。内外面ナデ調整。
僅かに突出きみの平底から休部は内湾気味に立ち上が
る。口緑端部は尖状。外面ナデ調整、下端に並行叩き
内面パケ調整。
休部は内湾きみに強く開き浅い。口緑端部は尖状。内
外面ナデ調整。
僅かに突出気味の平底から休部は内湾気味に立ち上が
る。口緑端部は斜めに面取りする。内外面ナデ調整。

内外一淡褐色　僅かに突出きみの底部から内汚して立ち上がる。口緑
端部は丸く納める。外面下半指押さえ、他はナデ調整

内外一淡灰褐　明瞭に突出する底部から内湾きみに立ち上がる。端部
色　　　は簡単に四角く終わる。内外面ナデ調整。底部外面指

押さえ顕著。
径－15．2　　内外一淡黄燈　底部は僅かに突出きみで休部は内湾して立ち上がる。
高一6．7　　　　　色　　　口緑端部は丸く納める。外面部分的に並行叩き残す。

内面ナデ調整。
径－17．6　内外一時燈色　浅いポール状を呈し、口緑端部は斜めに面取りする。
高一7．4　　　　　　　　　底部は僅かに突出する。内外面ナデ調整。
径－23．2　　内外一淡灰褐　やや突出気味の底部から休部は内湾気味に開く。口禄
高－9．6　　　　　色　　端部は面取りする。外面ナデ調整、下端に並行叩き残

す。内面ナデ調整。
径－15．1　内外一時黄灰　浅いポール状を呈する。底部外面に部分的な箆削りを
高一6．2　　　　　色　　加え、丸底とする。口綾部は丸く納める。外面ナデ調

整、下端に寛削り、内面横パケ。
径－14．4　内外一濁燈色　浅いポール状を呈し、丸底。口縁端部は丸く納める。
高一5．5　　　　　　　　　内外面ナデ調整。
径－13．2　内外一淡燈色　浅いポール状を呈する。底部は並行叩きを加え丸く仕
高一5．5　　　　　　　　上げる。口緑端部は僅かに肥厚する。外面ナデ調整、

下半に並行叩き目、内面ナデ調整。
内外一淡灰褐　杯部は中位で鋭く屈曲して、上半部は外反する。下半
色　　　　　外面箆削り後へラ磨き。内面横磨き。脚部外面縦磨き

9502　高杯　　　　径－26 内外一淡褐色　杯部は中位で鋭く屈曲して、上半部は強く外反する。
口綾部は僅かに肥厚し、内面に凹線一条を持つ。脚部
は緩やかに外反し、裾部に小円孔を穿つ。杯部上半横
ナデ、下半外面寛削り、内面横磨き。脚部外面縦磨き

－729－

1′、4mm大の石英・雲
母多い
3へ′4mm大の石英多い

1′－3m血大の石英・雲
母

1′、3mm大の石英・雲
母多い。

1′、3mm大の石英多い

2′、4mm大の石英多い

2′－6m大の石英多い

1へ一2mm大の石英。

1へ′3mm大の石英

1′、2mm大の石英多い

1へ′2mm大の石英。

1mm以下の石英・雲母

2′－3mm大の石英多い

1′、5mm大の石英。

巨－3mm大の石英・雲
母
1∴へ－2血m大の石英・雲
母多い。

1′－3mm大の石英・雲
母

2mm大の石英。

1′、2mm大の石英

3一一6mm大の石英多い

1′－5mm大の石英・雲
母多い。

2一一3mm大の石英多い

1～2mm大の角閃石多
い。石英・雲母・赤色
粒少量。いわゆる雲母
土器。

巨－2血m大の角閃石多
い。石英・雲母少量。
いわゆる雲母土器。
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番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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9504　高杯

9505　高杯

9506　高杯

9507　高杯

9508　高杯

9509　器台

9510　器台

径－30　　　内外一燈色

径－22　　　内外一黄灰色

径－22　　　内外一黄灰色

内外一時黄褐
色

径－26　　　内外一淡褐色

径－30．2　　内外一淡黄褐
色

径－40．6
高一35．4

内面横削り。円盤充填法
杯中位で強く屈曲して上半部は強く外反する。口緑端
部は四角く終わる。外面上半放射磨き、他は横磨き。
杯中位で緩やかに屈曲して、短く開く口綾部に至る。
端部は尖状。内面上半横磨き、下半放射磨き。
杯中位で緩やかに屈曲して、短く開く口綾部に至る。
端部は尖状。外面下半箆削り後内外両横磨き。
脚部は緩やかに外反して脚裾に至る。外面へラ磨き、
内面下半横パケ。
杯部は中位で緩やかに屈曲して上半部は短く開く。口
縁端部は尖状。脚部は緩やかに外反して裾に至る。杯
部へラ磨き、脚部外面へラ磨き、内面指押さえ。円盤
充填法。
円筒形の軸部から受部は強く開く。口縁端部は断面三
角形に肥厚し、端面には洗練6条と円形浮文を配す。
受部外面縦パケ後粗い磨き、内面縦磨き。軸部外面縦
パケ、内面ナデ調整。裾部上端の四方には二段の円孔
を配し、外面縦磨き、内面横パケ。

内外一淡灰褐　受部は大きく開き、口綾部は大きく上方に拡張して上
色　　下端部には刻み目を付す。鋸歯文を施す。受部内外面

縦磨き。軸部は縦パケ後沈線と刺突文を配し、四方に
四段の円孔を穿つ。内面箆削り。脚部は内湾気味に開
き、脚端は肥厚し、端面に凹線二条。外面縦磨き、内
面横パケ。

出土遺構　第1低地帯流路5南半分下層（1）

1へノ2mm大の石英・赤
色粒
1′－3mm大の石英・雲
母多い。
1′－2mm大の石英・雲
母多い
1へ′3mm大の石英多い

1′、3mm大の石英・雲
母

1・～3mm大の石英。

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9601杯

9602

9603　杯

9604　杯

9605　杯

9606　杯

9607　杯

9608　杯

9609　椀

9610　杯

9611杯

9612　杯

9613　皿

径一17．2

高一6．4

径－17．6
体高一6．9

径－13．5
高一4．1

径－18．g
高一5．7

径－19
高一6．1

径－23．8
高一4．4

径－13．2
高一4

径－12．2
高一3．8

径－10．5
高一6．2

径－11．2
高一3．g

径－12．4
高一4．2

径－14．8
高一3．9

径－20．7

内外一淡黄灰
色

内外一淡黄灰
色

内外一淡燈色

内外一淡橙色
一一淡黄灰色

内外一黄灰色

内外一淡燈色

内外一淡褐色

内外一時橙色

内外一時黄色

内外一時燈色

内外一淡燈色

内外一時黄灰
色

内外一時橙色

体底部境は比較的明瞭で箱形に近い。口綾部はかすか
に肥厚して丸く納める。底部外面指押さえ後休部外面
へラ磨き。口綾部横ナデ、内面ナデ調整後二重螺旋十
放射暗文
体部はポール状を呈し、口緑端部は僅かに外へつまみ
だす。比較的高く、強く外反する脚部を持つ。休部外
面指押さえ後へラ磨き、内面ナデ調整後二重螺旋＋放
射暗文　脚部横ナデ。
浅いポール状を呈し、口綾端部は尖状。外面へラ磨き
口綾部横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
底部平坦面は小さく浅いポール状を呈する。口緑端部
は弱く外へつまみだす。外面へら削り後粗いヘラ磨き
内面ナデ調整後崩れた螺旋十放射暗文
浅いポール状を呈し、口緑端部は尖状。外面へラ磨き
口綾部横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
器高に比して口径がかなり大きい。浅いポール状を呈
する。口嫁端部内面を斜めに面取りする。外面へラ磨
き、内面ナデ調整後放射暗文
浅いポール状を呈し、口綾部はかすかに外反する。端
部は尖状。底部外面へら削り後外面へラ磨き、口綾部
横ナデ、内面ナデ調整後放射暗文
浅いポール状を呈し、口緑端部は尖状。外面指押さえ
口綾部横ナデ、内面ナデ調整のち放射暗文
小形の底部平坦面を持ち、強く内湾して立ち上がる。
口縁端部は丸く納める。外面指押さえとパケ調整。内
面ナデ調整。
ポール状を呈し、口綾部は尖状。外面下半指押さえ、
口緑部横ナデ、内面ナデ調整。
浅いポール状を呈し、口綾部は尖状。外面下半指押さ
え、口綾部横ナデ、内面ナデ調整。
浅いポール状を呈し、口緑端部は弱く内側につまみだ
す。内外面指押さえ。
体底部境は比較的不明瞭で外傾して短く延び、口縁端
部は内側に突出する。外面指押さえ後ナデ調整。内面
ナデ調整後三重螺旋十放射暗文

－730－

1mm以下の石英・赤色
粒極少量

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
少量
1mm以下の石英

1mm以下の石英極少量

1mm以下の石英・雲母
極少量

1血m大の石英・雲母多
い。

1血n以下の石英・赤色
粒少量
1′、2mm大の石英多い

1mm以下の石英・赤色
粒少量
1mm以下の石英多い。

1′、2mm大の石英多い
胎土4
1mm以下の石英極少量



出土遺構　第1低地帯流路5南半分下層（2）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
．－－－‘－　－　－－－－－－－　－．．．q－　－・－－－－－4．－．．．．．－．．．－．．－．lll－1111111－　，　一一・一一．・－－－　－－－－－－－－　－11－111－－－．・－－－－－－　－．・．－－．－1－－－－　－－－　－．・－．一一．．－．・．－－．・－－　－－・－，－－－－－．－・－　－－一・．・．・－　，　・1－－－－．．日．－－　－H一一．－．－・・－一一．・－－・－・－．・．－一一・－．．・－．・－・．－l・・－　－llll－　－lllll－．1－　－．．．－

－－－　－－　－－－－－．－．t．JllA　－ll．－　－　－－一．・．・．－．．・．－一一．－－．－－－1．－－　－－－　－　－－－－　－－－－・．－－－－　－．．－－－．．－－－　－－－．一一　－．．．－－．・－－－－－　－－－．・．－－－－－－－－・－．．・．一一一．－．・．－－．－－－－　－　－　－－．llll．1．－1－－－－　－－－－　－・－．・．－　－－．・．1－　－　－－－－　－　llt・－　－　－llll　，・．－．－・－－－　－

9614　皿　　　　　径－22．8
高一2．8

9615　皿　　　　　径－21．2
高一2．7

9616　皿　　　　　径－23．2
高一2．9

9617　皿　　　　　径－24
高一3

9701皿　　　　　径－22．2
高一2．5

9702　皿　　　　　径－22
体高一3．6

内外一時黄色　体底部境は不明瞭で強く外傾して短く立ち上がる。外
面へラ磨き、内面ナデ調整後崩れた二重螺旋十放射暗

内外一淡黄燈　体底部境は比較的不明瞭で緩やかに丸みを帯び口綾部
色　　　に至る。口緑端部は四角く終わる。外面指押さえ後パ

ケ調整。口綾部横ナデ、内面ナデ調整螺旋十放射暗文
内外一時黄色　体底部境は比較的不明瞭で緩やかに丸みを帯び口綾部

に至る。口綾端部内面に浅い沈線を配す。底部外面指
押さえ、外面ナデ調整、内面ナデ調整後崩れた螺旋十
放射暗文

内外一時黄色　体底部境は不明瞭で強く外傾して短く立ち上がり、口
緑端部は外へつまみだす。外面粗いヘラ磨き、内面ナ
デ調整後崩れた三重螺旋十放射暗文

内外一淡黄燈　体底部境は不明瞭で強く外傾して短く延びる。口緑端
色　　　部内面を小さく斜めに面取りする。外面へラ磨き、内

面ナデ調整後三重螺旋十放射暗文
内外一時黄色　体底部境は比較的不明瞭で外傾して短く立ち上がる。

口緑端部は丸く納める。外面へラ磨き、内面ナデ調整
後放射暗文　脚部は比較的高くよく張る。横ナデ

9703　皿　　　　　径－27．6′　　内外一淡橙色
体高一4．3

9704　小壷　　　　口径－7．7　内外一淡燈色
高一6．2

9705　飯蛸壷　　　径－5．9　　内外一淡黄灰
高一9．3　　　　　色

9706　碧　　　　　径－16．6　　内外一暗褐色

9707　窪

9708　碧

9709　碧

9710　碧

9711蛮

9712　鍋

体底部境は不明瞭で緩やかに口綾部に至る。口緑端部
は小さく面取りする。休部外面指押さえ後ナデ調整。
内面ナデ調整後放射暗文。脚部欠損
最大径の低いやや扁平な休部に短く開く口綾部を持つ
端部は尖状。内外両横ナデ。
釣鐘形　やや丸みを帯びた休部に方柱状の釣り手部を
付す。口綾部は肥厚する。内外面桔押さえ。
張りの弱い休部から緩やかに僅かに外傾する口綾部に
至る。口緑端部外面を面取りする。口綾部横ナデ、境
界部に指押さえ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内面
ナデ調整。

径－20　　　内外一黄灰色　張りの弱い休部と強く開く口綾部を持つ。端部は弱く
つまみ上げる。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休部
外面縦パケ、内面へら削り。

径－22　　　内外一淡褐色　張りの弱い休部と強く開く口綾部を持つ。端部は弱く
上下に拡張する。口綾部外面横ナデ、内面横パケ、休
部外面縦パケ、内面へら削り。

径－27　　内外一暗褐色　張りの弱い休部から鋭く折れて強く開く口綾部を持つ
口縁端部はかすかにつまみ上げる。口綾部外面横ナデ
内面横パケ、休部外面縦パケ、内面指押さえ。

径－30　　　内外一燈色　球形の休部と弱く短く開く口綾部を持つ。休部最大径
の二方に把手を付し、口禄端部は面取りする。口綾部
外面横ナデ、休部外面縦パケ、内面横パケ。

径－27．6　　内外一時黄色　球形の休部と短く開く口綾部を持つ。休部最大径の二
方に把手付し、口縁端部は面取りする。口綾部外面横
ナデ、内面横パケ、休部外面縦パケ、内面ナデ調整、

径－35　　内外一淡褐色　反球形の休部から緩やかに口綾部に至る。口緑端部内
面は面取りする。口緑部外両横ナデ、内面横パケ、休
部外面縦パケ、内面指押さえとナデ調整。

9801蓋杯蓋　　　径－14
高一3．3

9802　蓋杯蓋　　　径－15．2
高一4．4

9803　蓋杯蓋　　　径－13
高一3．3

9804　蓋杯蓋　　　径－13．1
高一3．4

9805　蓋杯蓋　　　径－12．8
高一4．4

9806　蓋杯蓋　　　径－12．9
高一3．7

9807　蓋杯身　　　径－12，9
高一3．5

内外一淡青灰　頂部平坦画は比較的広く、箱形に近い。口縁端部は丸
色　　　く納める。頂部外面へらきり後ナデ調整。頂部内面同

心円状当て具痕を残す。回転ナデ調整。
内外一昔灰色　頂部平坦面は比較的広く、箱形に近い。口緑端部は丸

く納める。頂部外面へら削り、他は回転ナデ調整。
内外一青灰色　頂部平坦面は比較的広く、箱形に近い。口緑端部は丸

く納める。頂部外面へら削り、他は回転ナデ調整。
内外一青灰色　頂部平坦面は比較的広く、箱形に近い。口綾部は僅か

に外反し、端部内面を弱く面取りする。頂部外面へら
削り、他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　頂部平坦面は頬小化し、全体に丸みを帯びる。口綾部
は僅かに屈曲し、端部は丸く納める。頂部外面へら削
り、他は回転ナデ調整。

内外一昔灰色　頂部平坦面は小さく、緩やかに丸みを帯び口綾部に至
る。端部は僅かに肥厚し、丸く納める。頂部外面へら
削り、他は回転ナデ調整。

内外一青灰色　全体に扁平で立上り部は弱く内傾して高い。口綾部と
貼り付け整形。底部外面へら削り、他は回転ナデ調整

－731－

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・雲母
赤色粒

1′、2mm大の石英極め
て多い。

1へ′4mm大の石英・赤
色粒多い。

1mm以下の石英極少量

1mm以下の石英

1′、2mm大の石英・雲
母多い。

1・、2mm大の石英多い

1へノ3mm大の石英・赤
色粒

巨－3mm大の石英多い

1mm大の石英・雲母赤
色粒

1mm大の石英多い。

1一、2mm大の石英・雲
母多い。

1′、2mm大の石英。黒
色溶融粒多い。

1mm以下の石英多い。

1一一2mm大の石英。

1・、5mm大の石英多い
黒色溶融粒

1mm以下の石英少量。

1へノ3mm大の石英・黒
色溶融粒多い。

1′、5mm大の石英・黒
色溶融粒



出土遺構　第1低地帯流路5南半分下層（3）
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番号　器種　　法皇　　　色　調　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝こ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9808　蓋杯身　　　径－12．6
高一3．5

9809　蓋杯身　　　径－12
高一4

9810　蓋杯身　　　径－12
高一4．2

9811蓋杯身　　　径－12．2
高一3．5

9812　蓋杯身　　　径－10．8
高一3．1

9813　　　　　　　径－11．2
高一3．5

9814　　　　　　　径－12．2
高一3．5

9815　　　　　　　径－12．8
高一4．3

9816　　　　　　　径－15．4

9817

9818　杯

9819　杯

9820　杯

9821杯

9822　杯

9823　台付き椀

9824　高杯

9825　高杯

9826　高杯

9827　高杯

9828　高杯

径－13．8
高一3．3

径－14．1
高一3．9

径－13．7
高一4．6

径－11．8
体高一4

径－9．3
体高一3．7

径－14．6
体高一3．5

内外一淡灰色　全体に扁平で立上り部は内傾するが長く延びる。口縁
部と貼り付け整形。底部外面へら削り、他は回転ナデ
調整。

内外一青灰色　底部平坦面は小さく全体にやや丸みを帯びる。立上り
部は内傾するが長い。口綾部と貼り付け整形。底部外
面へら削り、他は回転ナデ調整。

内外一時紫色　底部平坦面は小さく全体にやや丸みを帯びる。立上り
部は内傾して低く端部尖状。口綾部から折返しか？底
部外面へら削り、他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　小形の底部平坦面から強く外傾して直線的に立ち上が
る。立上り部は内傾して低く、端部尖状。口緑部から
折返し。底部へらきり後ナデ調整。他は回転ナデ調整

内外一青灰色　底部平坦面は比較的明瞭で小形の箱形を呈する。立上
り部は湾曲して低い。口綾部から折返し。底部外面へ
ら削り、他は回転ナデ調整。

内外一時灰色　底部はほぼ平坦で緩やかに丸みを帯び立ち上がる。口
綾部で外反し、端部は丸く納める。底部外面へらきり
他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　底部はほぼ平坦で緩やかに丸みを帯び立ち上がる。口
綾部で僅かに外反して端部は丸く納める。底部外面へ
らきり後ナデ調整。他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　底部は緩やかに丸みを帯び全体に半球形に近い。口綾
部は丸く納める。底部外面へらきり後ナデ調整。他は
回転ナデ調整。

内外一淡灰色　底部は緩やかに丸みを帯び全体に半球形に近い。口綾
部は丸く納める。底部外面へらきり後ナデ調整。他は
回転ナデ調整。

内外一淡青灰　体底部境は明瞭で箱形を呈する。休部はやや外傾して
色　　直線的に延び端部は尖状。底部外面へらきり後ナデ調

整、他は回転ナデ調整。
内外一時灰色　底部はほぼ平坦だが体底部境はやや不明瞭。口綾部で

弱く屈曲して直立する。口縁端部は尖状。底部外縁の
やや内側に高めの高台を付す。底部外面へら削り後高
台を付してナデ調整。他は回転ナデ調整。

内外一灰色　体底部境は明瞭で箱形を呈する。口綾部で弱く外反し
て端部は丸く納める。底部外縁のやや内側に強く張っ
た高台を付す。底部外面へら削り後高台を付してナデ
調整。他は回転ナデ調整。

内外一淡灰色　体底部境は明瞭。底部が以遠にほぼ接して低いが良く
張った高台を付す。底部外面へら削り後高台
ナデ調整。

内外一青灰色　底部はほぼ平坦だが体底部境はやや不明瞭。
にほぼ接して高台を付す。底部外面へら削り
付してナデ調整。

内外一淡青灰　底部はやや丸みを帯びるが体底部境は明瞭。
色　　　のやや内側に高台を付す。底部外面へら削り

付してナデ調整。
内外一淡青灰　体底部はほぼ平坦で内湾気味に立ち上がる。

を付して

底部外縁
後高台を

底部外縁
後高台を

脚部は体
色　　部に比して大形で内湾気味に開き、脚端は尖状。回転

ナデ調整。
長脚二段二方透かし。脚部は高く、強く外反して裾部
に至る。二段の長方透かしの間に沈線二条を施す。回
転ナデ調整

内外一淡青灰　脚部は弱く外反は身に延び、裾部は短く開く。脚端は
色　　屈曲して下に短く延びる。回転ナデ調整。

内外一黒灰色　体底部境は不明瞭で緩やかに立ち上がり、口縁端部は
丸く納める。脚部はやや低いが太目。中位に浅い洗練
一条を施し、脚端は下につまみだす。回転ナデ調整。

内外一青灰色　体底部境は不明瞭で緩やかに立ち上がり、口綾部で弱
く外反する。端部は丸く納める。脚部は外反気味に延
び裾部は短く開く。脚端は折返し、下につまみだす。
杯底部外面へら削り後脚部を接合してナデ調整。回転
ナデ調整。

内外一時青灰　体底部境は不明瞭で緩やかに立ち上がり、口綾部で弱
色　　く外反する。端部は丸く納める。脚部は外反気味に延

び裾部は短く開く。脚端は下につまみだす。杯底部外
面へらきり後脚部を接合してナデ調整。他は回転ナデ
調整。

－732－

1～3mm大の石英。黒
色溶融粒極めて多い。

1へノ2mm大の石英・黒
色溶融粒

1一一5mm大の石英多い
黒色溶融粒　自然軸付

着
1へノ2mm大の石英多い

1mm以下の石英極少量

1mm大の石英少量

1mm大の石英極少量

1～2mm大の石英極少
量

1mm大の石英

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英多い。

1′、2mm大の石英多い

1mm大の石英。

1′－2mm大の石英

1～3mm大の石英　黒
色溶融粒少量

巨－3mm大の石英少量

1～2mm大の石英多い

1mm以下の石英少量黒
色溶融粒少量　自然軸
「－2mm大の石英多い
瓦質状に表面いぶされ
る。
1′－2mm大の石英少量

1mm以下の石英多い。



出土遺構　第1低地帯流路5南半分下層（4）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
－－．，llll－lllllllll一　－．tlll一一lllllllltl－．llll1－－－AlllAL－－　t，　llllll．lr，rL－t－Nllrl，－L－q1－　－－－－－－1－－－－－．．．・－－－．一日－．．－－A－．4－．－－1－－－－－－－－－　－－－一．．－1－－．．．．．．－－・－－－－－．．・．－－．1－－－－－　－．．．．－－－．，－－．－－－・－．．・．－．・．．・一一．・－－－－－－．11，－．．．．－　－－－一一・・－．・－．．・．－．111－－－－－　－1．1－－－．．．．，．－－－－－・－－llllllllr－．－．1－　－－lll

－－－－－　－－－1－・－tl・．－L－llq－L，F，－－－－－－－－－　－－－．・－．・・－－－111－・－－－－　t，．－L－．1－－－－－－－－－－－－－－－11－　－－－－．－．－－－　－－．－．一一．－－－－－・－－－．・．．－－－・－－．・．－．一一．．・．・－－－　－・－－11－－－．・－－－・－－－－．・．－－．・－－・－．・－－．．・．・－　－．．・－一一H－．・．－－lllllll，・一一．－－－・－－llll－．1－－

9829　短頸壷蓋

9830　短頸壷

9831短頸壷

9832　ハソウ

9833　広口壷

9834　長頸壷

9835　長頸壷

9836　長頸壷

9837　蜜

径－11．2　　内外一淡青灰　ほぼ箱形を呈し、口緑端部は面取りする。頂部外面へ
高一3．4　　　　　色　　　ら削り、他は回転ナデ調整。
口径－6．8　内外一淡灰色　最大径の位置はやや高く、肩部は僅かに丸みを帯びる
高一7．3　　　　　　　　　肩部上端をつまみあげて口綾部とする。端部尖状。底

部外面へら削り、他は回転ナデ調整。
口径－8．2　内外一淡青灰　最大径の位置はやや高く、洗練一条を施す。肩部はほ

色　　　ぼ直線的で口緑端部は尖状。回転ナデ調整。
内外一灰色　　底部はほぼ平坦で肩部下端に二条の洗練を配す。中位

に上向きの円孔を穿ち、底部カキ目調整、他は回転ナ
デ調整

内外一淡青灰　最大径の位置はやや高く、肩部は僅かに丸みを帯びる
色　　　頚部は弱く外反して延びる。底部外縁の僅かに内側に

良く張った高台を付す。外面下半へら削り、他は回転
ナデ調整。

口径－12．8　内外一淡青灰　頚部は外反気味に立ち上がり、口綾部で屈曲して短く
色　　　水平に延びる。回転ナデ調整

内外一淡青灰　最大径は高く、肩部は僅かに丸みを帯びる。底部外緑
色　　　にほぼ接して良く張った高台を付す。外面下半へら削

り後ナデ調整。他は回転ナデ調整。
内外一淡青灰　最大径は高く、肩部は僅かに丸みを帯びる。底部外緑

色　　　にほぼ接して良く張った高台を付す。外面下半へら削
り後ナデ調整。他は回転ナデ調整。

口径－49．6　内外一淡青灰　口頸部は外反気味によく開き、口綾部は楕円形状に肥
色　　　厚する。頚部上半に列点文と洗練二条を配す。回転ナ

デ調整。

1～2mm大の石英　自
然紬付着
1～4mm大の石英

2′－3mm大の石英。自
然粕付着
1mm大の石英多い。

1へ一3mm大の石英。黒
色溶融粒

1mm以下の石英少量
黒色溶融粒多い。自然
軸付着
1・、2mm大の石英

2mm以下の石英多い。

1′、4mm大の石英多い
自然軸付着

出土遺構　第1低地帯流路5南半分上層
．－．－一日－●t■●一一一－一一一一一一‥一一一一一．－－－－一一一一一一－，一一．一一日一一－－．一一－－－－－－－－．一一－－．－－－－．－．－－．－－－．一一．一一－－－－．－－－－．一一一．一一一‥一一－．11－．－－－－－－．－一一－－‥一一一－●－－．一一－－●．一一
一－－一一●．－．．■・－－－－－－一一‥一一一一－－・－－－一一一－－－．一一一．一一．－－－．一一．－－－－－－．一一－．一一‥－．－．－．－－．一一－．－－．一一．－．一一－．－－一日－．－－一一．－．－．一一一．車－－．一・一一‥－．一一日一一一－－－－－－－－●一一一－1－－●一一一1－．

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9901土師器高杯
B

ggO2　須恵器杯

9903　須恵器杯

9904　須恵器杯

9905　須恵器小瓶

9906　須恵器棄

9907　瓶

9908　羽釜

径－14．6
高一5．4

径－12．6

径－11．8
高一3．5

径－13．8

径－24．8

内外一燈色　高い筒状の軸部を持ち、外面はへら削りで八角形に面
取りする。

内外一淡灰色　薄い底部は平高台状に僅かに突出し、内底面もそれに
対応して弱く窪む。休部はかすかに内湾気味に立ち上
がり、口禄端部は尖状。底部外面へらきり、他は回転
ナデ調整。

内外一淡灰色

内外一淡灰色

内外一時青灰
色

内外一時青灰
色
内外一青灰色

径－29．6　　内一黄灰色
外一暗褐色

薄い平底を持ち、休部は直線的に良く開く。口緑端部
は尖状。休部内外面回転ナデ調整。体側部外面に墨書
有り、判読不可。
薄い平底を持ち、休部はかすかに内湾気味に立ち上が
る。口緑端部は尖状。底面へらきり後ナデ調整。他は
回転ナデ調整。底部外面に墨書有り、判読不可。
頚部は外反気味に立ち上がり、口繚端部は面を成し、
外へつまみ出す。内外面回転ナデ調整。
弱く外傾して短く延びる頸部。口緑端部は外へ短く折
り曲げる。内外面回転ナデ調整。
弱く外傾して立ち上がる。底部は平坦で休部よりかな
り薄い。外面格子叩き目、内面ナデ調整。
ほぼ直立する休部から折れて弱く開く厚手の口綾部。
直下に突出度の高い鍔を付す。口緑端部は面取りして
弱くつまみ上げる。口綾部・鍔横ナデ、休部外面縦パ
ケ、内面横ナデ。

1mm以下の石英少量

1mm以下の石英少量

1mm大の石英

1mm以下の石英

1mm以下の石英少量

1mm大の石英

1～3皿m大の石英少量

1mm以下の石英・雲母
多い。

出土遺構　第2低地帯流路1（1）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二＝＝＝＝＝二二二二一一一一l　一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一一一一一一一一一．一一一一一一一一．一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　者

10101小形壷

10102　中形壷

口径－8・2　外一時灰黄色　口頸部　内傾気味に立ち上がる頚部上端を弱く捻りだして、1～3m大の石
内一時灰黄色　口綾部とする。端部は単純に丸く納める。内外面横方向のへ　英など多い。

ラ磨き。

口径‾12’2語＝琵詑　謂雷や豊号孟票曹宗去讐濡譜三監禁墓雫完裏芸鐙票？石
線を「八」字状に配する文様単位を持つが、小片のため、単
位数不明。内外面ナデ調整。

－733－



出土遺構　第2低地帯流路1（2）
－．一一一一－－－一一一一一－－－－－－－一一－－－一一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－一一－－一一一－－－－－一一一一一－－－－一一一－－－－－－一一一一－一一一－－－－－－－一一．－．．－－一一一．．－
．．－－－－－－－－一一－－－－－－－－－一一一－－一一一一－－－－－－－－－－一一－－－－－一一一一－－－－一一一一－－－－－－－一一一－一一－一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一－－－－－一一一－一一－－．．．一一一一．．．

番号　器種　　法量　　　色　調　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　備考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10103　中形壷　　　口径－12．9　外一淡燈色
内一頭燈色

10104　中形壷　　　口径－16　　外一白燈色
内一白燈色

10105　中形壷　　　口径－16　　外一黄白色
内一黄白色

10106　中形壷　　　口径－16．4　外一時灰黄色
内一時灰黄色

10107　中形壷　　　口径－16．1外一灰白色
内一灰白色

10108　中形壷　　　口径－18．2　外一黄灰色
内一黒灰色

10109　中形壷　　　口径－19．2　外一白煙色
内一白燈色

10110　中形壷　　　口径－18．4　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

10111　中形壷　　　口径－21．6　外一黄灰色
内一黄灰色

10112　中形壷　　　口径－22．2　外一褐色
内一褐色

10113　中形壷　　　口径－23．6　外一灰白色
内一灰白色

10114　中形壷　　　口径－15．8　外一褐色
内一褐色

10115　中形壷　　　口径－14．6　外一灰白色
内一灰白色

10116　中形壷　　　口径一17．4　外一灰白色
内一灰白色

10117　中形壷　　　口径－16．5　外一灰白色
内一灰白色

10118　中形壷　　　口径－20．4　外一灰白色
内一灰白色

1011g　中形壷　　　口径－25．8　外一時灰黄色
内一時灰黄色

10120　中形壷　　　口径－28．2　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

10121　中形壷　　　口径－15．1外一灰黄色
内一灰黄色

10122　中形壷　　　口径－14．0　外一灰白色
内一灰白色

10123　中形壷

10124　中形壷

10125　中形壷

10126　中形壷

10127　中形壷

10128　中形壷

口径－13．6　外一灰白色
内一灰白色

口径－11．2　外一淡灰色
内一淡灰色

口径－13．2　外一灰白色
内一灰白色

口径－17．0　外一灰白色
内一灰白色

口径－13．6　外一時灰色
内一時灰色

口径－14．6　外一灰白色
内一灰白色

口頸部　ほぼ直立する頚部から鋭く折れて、短く開く口綾部　3～4mm大の石
を持つ。全体に薄手の造り。頸部外面調整不明、他はナデ調　英など多い。
整。
口頚部　強く内傾する頸部と短く開く口綾部を持つ。端部は
単純に丸く納める。内外面ナデ調整。
口頸部　内頸する頸部と弱く開く口綾部を持つ。端部は四角
く終わる。外面ナデ調整、内面不明。
口頸部　内傾する頸部と短く開く口綾部を持つ。端部を強く
横ナデし平坦部を造り出す。頚部内面調整不明。他はヘラ磨
き。
口頸部　内傾して延びる頸部と短く外反する口綾部を持つ。
端部は単純に丸く納める。内外面の調整不明
口頸部　内傾して長く延びる頚部と短く開く口綾部を持つ。

1へ′2mm大の石

英など多い。
2′、3mm大の石
英など多い。
1、・2mm大の石
英・雲母細粒

2′－3皿大の石
英など多い。
1′－2mm大の石

端部はやや尖り気味に丸く終わる。内外面へラ磨きだが、頸　英など
部中位以下はやや粗い。
口頚部　僅かに外反気味に長く内径する頚部と短く開く口綾
部を持つ。全体に薄手で内外面の調整不明。
口頸部　内傾して延びる頚部と短く外反する口緑部を持つ。
端部はやや尖り気味に丸く終わる。内外面ナデ調整。
口頸部　内傾する頚部と短いが強く開く口綾部を持つ。端部
は丸く納める。口綾部外面はナデ調整、他は横方向のヘラ磨
き。
口頸部　内傾して延びる頚部と短く外反する口綾部を持つ。
端部は単純に丸く納める。内外面横方向のヘラ磨き
口頚部　弱く内傾して長く延びる頚部と短く開く口綾部を持
つ。口綾部の外反は弱く、端部は丸く納める。全体に薄手で
内外面ナデ調整。
口頸部　内傾する頸部と短く開く口綾部を持つ。口緑端部は
単純に丸く納める。他例に比べ低い位置、頸部上半に段を持
つ。内外面の調整不明。
口頸部　強く内傾して長く延びる頸部と短く開く口綾部を持
つ。全体に薄手で、端部は丸く納める。頸部上端に外傾接合
に起因する段を持つ。内外面ナデ調整。
口頸部　内傾する頚部とやや長めに延びる口綾部を持つ。全
体に薄手で、頸部上端に外傾接合に起因する段を持つ。外面
へラ磨き、内面ナデ調整。
口頸部　ほぼ直立する頚部とやや長めに延びる口綾部を持つ
全体に薄手で、頸部上端に低い段を持つ。内外面ナデ調整。
口綾部　口綾部直下に低い段を持ち、端部は丸く納める。内
外面ナデ調整。
口綾部　口綾部は強く開き、直下に低い段を持つ。外面横方
向のヘラ磨き、内面不明。
口綾部　口綾部は強く開き、直下に低い段を持つ。内外面横
方向のヘラ磨き。

2′、3mm大の石
英・花崗岩礫
1′－2mm大の石
英等
2mm大の石英・
雲母細粒

1へ′2mm大の石
英等
1へ′3mm大の石
英等

1′、3mm大の石
英・角閃石細粒

1′－2mm大の石
英など

1′、2mm大の石
英など

巨－3mm大の石
英など多い。
3一一4mm大の石

英など多い。
1・、3mm大の石
英など多い。
1′－2mm大の石
英など多い。

口綾部　比較的薄手で、口綾部直下に一条の沈操が巡る。口　1～3mm大の石
緑端部は丸く納め、内外面へラ磨き。　　　　　　　　　　英など
口頸部　内傾する頸部と短く弱く開く口綾部を持つ。口綾部1一一2mm大の石
直下に浅い沈線一条が巡る。外面横方向のヘラ磨き、内面不　英など
明。
口頸部　強く内傾する頸部と短く開く口緑部を持つ。口綾部　1mm大の石英な
直下には一条の沈線が巡る。外面横方向のヘラ磨き、内面不　ど多い。
明。　　　　　　　′

口頸部　内傾気味の頚部と短く開く口綾部を持つ。口禄直下
には一条の沈線が巡り、その部分から4条一組の垂下沈線が
斜方向に延びる。小片のため、文様単位数は不明。内外面の
調整不明。
口頸部　内傾気味の頸部の上端を弱く捻りだし、短い口綾部
とする。口禄直下には二条の沈線が巡るが始点と終点がずれ
互い違いとなる。頚部外面には三条一組の垂下沈線が見られ
るが単位数不明。内外面ナデ調整。
口頸部　口綾部は短く開き、頸部上半に二条の沈線が巡る。
外面横方向のヘラ磨き、内面不明。
口頸部　比較的厚手で、直立気味の頸部と短く開く口綾部を
持つ。頸部上端に二条の洗練が巡るが、始点と終点がずれ互
い違いになる。内外面ナデ調整。
口頸部　口綾部は短く弱く開き、頸部上半に二条の沈線が巡
る。内外面へラ磨き。

－734－

租粒の角閃石多
い。

1′－2mm大の石
英など

2′－4血n大の石

英など多い。
2′、3mm大の石
英など

1一一4mm大の石

英など



出土遺構　第2低地帯流路1（3）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－1．－－－－．．・－－－－－．－－－－・－－－－－－－－－－t－．1－．－1－－ll－t－－－．．－－－・－－－－－－．－．－－．－．．－－－・－－－－．－－－－－－－－－－．－1－．．－■一－－－－－－－－－一一－－－－－・一一一一．・－－－－－－・－－－・．．．－－－・－－－－－－－－－－－－・一一－－－－－－－　，
－．．・－－－・－－．・－－－－－－－－－－－－．．－－－ql．－．．．－一日ll－．－▼－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．－－－－－－．．－．－－－－－－－－．，1－．．－．－－．．－－－－－－－　，　－11－－－．．－－－－－　，　－－－・－－－．．・・－－－－－－－－－一一一一－－－－－・－－－．．－－－－－－－－

10129　中形壷　　　口径－13．4　外一黄灰色
内一黄灰色

10201　大形壷　　　　　　　　　外一淡燈色
内一淡燈色

10202　大形壷　　　口径－40．0　外一淡褐色
内一淡褐色

10203　大形壷　　　口径－36．9　外一褐色
内一褐色

10204　大形壷　　　口径－37．2　外一灰黄色
内一灰黄色

10205　大形壷　　　口径－42．2　外一淡褐色
内一淡灰色

10207　大形壷　　　口径－49．8　外一淡褐色
内一淡褐色

10208　大形壷　　　口径－36．2　外一灰白色
内一灰白色

10209　大形壷　　　口径－42．8　外一黄白色
内一黄白色

10210　大形壷　　　口径－44．0　外一
内－

10211　大形壷　　　口径一48．4　外一淡褐色
内一淡褐色

10213　中形壷　　　口径－16．2　外一灰白色
内一灰白色

10301　大形壷　　　口径－42．0　外一淡燈色
内一淡褐色

10302　大形壷　　　口径－46．4　外一淡橙色
内一黄灰色

10303　護　　　　　口径－20．8　外一淡橙色
内一白煙色

10304　窪

10305　婆

10306　窪

10307　蛮

10308　窪

10309　蛮

10310　護

10311　蜜

10312　護

10313　蜜

10314　窪

上半部

口頸部　外傾する頚部からその偉口綾部に続き端部は短く外
方に折り返す。口縁下に断面三角形で頂部に刻み目を付す突
帯を持つ。内外面調整不明。
口緑部　短いが強く開く口綾部を持つ。端部は断面四角形で
上下両端に刻み目を付す。口綾部直下には段を持つ。外面調
整不明、内面へラ磨き。
口綾部　短く弱く開く口綾部直下に低い段を持つ。内外面へ
ラ磨き。
口綾部　口綾部の開きは弱く、端部は四角く納める。直下に
は低い段を持つ。内外面へラ磨き。
口緑部　口緑端部は四角く納め、口綾部直下に低い段を持つ
内外面調整不明。
口綾部　短いが強く開く口綾部を持つ。端部は四角く終わり
口綾部直下に低い段を持つ。内外面へラ磨き。
口綾部　口綾部の開きは弱いが比較的長め。端部は四角く納
め、直下に外傾接合に起因する段を持つ。外面調整不明、内
面へラ磨き。
口綾部　短いが強く開く口綾部で、端部は四角く終わる。直
下に突帯状に角の隆起する段を持つ。内外面ナデ調整。
口綾部　口縁端部は四角く終わり、直下に外傾接合に起因す
る段を持つ。外面ナデ調整、内面へラ磨き。
口頚部　ほぼ直立する頚部と短く開く口綾部。端部は四角く
終わり、口禄直下には外傾接合に起因する段がある。内外面
ナデ調整。
上半部　強く内傾する頚部と短く開く口綾部を持つ。口綾部
直下には二条の沈線が巡る。肩・頸境界部には低い段と三条
の沈線が巡る。内外面ナデ調整。
口綾部　比較的薄手で、直下に突帯状に角の隆起する段を持
つ。内面へラ磨き、外面不明。
口頚部　外径する頚部から弱く開く口綾部に続く。規模の割
には薄手で、直下に低い段を持つ。内外面の調整不明。
上半部　ほぼ直立する体上半部から緩やかにS字状に屈曲し
て弱く開く口緑部を持つ。端部は断面四角形で下端に刻み目

1′、2mm大の石
英など

1へノ3mm大の石

英など

1′－3mm大の花
崗岩礫

1一一2mm大の石
英など
1′、3mm大の石
英など
2一一4mm大の石

英など
2′－3mm大の石
英など多い。
1一、2mm大の石
英など

2～3mm大の石
英・焼粘土塊

1′、3mm大の石
英など多い。

1′、4mm大の石
英など

1′、2mm大の石

英など多い。
2mm大の石英な
ど多い。
1mm大の石英な
ど多い。

を施す。外面縦位のパケ調整、内面ナデ調整で部分的に指押
さえを残す。

口径－23．4　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する体上半部から緩く折れて短く開く口縁1～2m大の石
内一淡灰色　　部を持つ。全体に薄手で口縁端面に刻み目を付す。内外面ナ　英など

デ調整。
口径一23．6　外一灰白色　上半部　ほぼ直立する体上半部と弱く開く口綾部を持つ。端　2～3mm大の石

内一灰白色　部は断面四角形で端面に刻み目を付す。内外面ナデ調整。　英・結晶片岩
口径－23．4　外一時灰褐色　上半部　弱く外傾する休部上端を短く外方に折り出して口緑1～2mm大の石

内一時灰褐色　部とする。外面斜位のパケ調整、内面ナデ調整で部分的に強　英多い。
くおよび砂粒の動きが見られる。

口径－23．4　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する体上半部から緩く折れて短く開く口緑1～2皿大の石
内一時灰褐色　部を持つ。端部は断面角形で下端に刻み目を付す。内外面ナ　英等

デ調整。
口径－22．6　外一黒灰色　上半部　ほぼ直立する体上部から緩く折れて短く開く口綾部1mm以下の石英

内一灰白色　　を持つ。端部は断面四角形、下端に刻み目を付す。　　　　少量
口径－10．3　外一淡褐色　上半部　ほぼ直立する休部上端を僅かに外方に折り曲げ、口　2～4m大の石

内一淡褐色　綾部とする。端部は断面四角形で、下端に細かい刻み目を付　英多い。
す。外面ナデ調整、内面不明。

口径－32．5　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する体上半部と弱く開く口綾部を持つ。口1～3mm大の石
内一時灰褐色　緑端部は断面四角形で下端に刻み目を付す。内外面ナデ調整　英

口径－26．4　外一時灰黄色　上半部　僅かに外傾気味の体上半部から緩やかに折れて弱く　1～3mm大の石
内一時灰褐色　開く口綾部を持つ。端部下半に刻み目を付す。外面は板状原　英等

体によるナデ調整。内面は指押さえを残す。
口径－24．6　外一黒灰色

内一灰白色
口径－21．0　外一灰白色

内一灰白色

口径－21．2　外一黒褐色
内一灰褐色

上半部　ほぼ直立する体上半部から僅かに外傾する口綾部を
持つ。端部は尖状で外面に刻み目を付す。内外面ナデ調整。
上半部　僅かに外傾して立ち上がる休部上端を弱く外方に折
り曲げ、口綾部とする。端部は断面四角形で端面に刻み目を
付す。内外面ナデ調整、部分的に指押さえを残す。
上半部　ほぼ直立する体上半部から緩やかに折れて僅かに開
く口緑部を持つ。端部は断面四角形、下端に小さく刻み目を
付す。内外面ナデ調整。

－735－

2mm大の石英多
い。
2mm大の石英・
赤色粒多い。

1′－3皿大の石
英多い。



出土遺構　第2低地帯流路1（4）
＝＝＝＝ここ＝＝＝＝ここ＝＝＝＝ここ＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二二＝二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一．．－．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．－一一一一一一一一一一一一．一一一一一

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考

10315　蜜

10316　碧

10401　碧

10402　窪

10403　護

10404　護

10405　護

10406　碧

10407　碧

10408　碧

1040g　婆

10410　蜜

10411　蜜

10412　蜜

10413　碧

10415　護

10416　蜜

10417　碧

10418　大形護？

10419　護

10501　蛮

10502　彗

10503　蜜

口径－21．0　外一黒灰色
内一黒灰色

口径－18．8　外一時灰褐色
内一灰白色

口径－17．6　外一灰白色
内一灰白色

口径－18．3　外一灰白色
内一灰白色

口径－20．1外一時灰褐色
内一灰黄色

口径－21．5　外一淡橙色
内一淡燈色

口径－23．8　外一時灰褐色
内一淡灰褐色

口径－20．0　外一黒灰色
内一灰白色

口径－25．4　外一時灰褐色
内一時灰褐色

口径－23．0　外一灰褐色
内一黒灰色

口径－22．8　外一黒褐色
内一時灰褐色

口径－18．2　外一灰白色
内一黄白色

口径－15．8　外一淡灰色
内一淡灰色

口径－20．0　外一白燈色
内一白燈色

口径－21．1外一灰褐色
内一灰褐色

口径－25．0　外一黒灰色
内一灰白色

口径一　　　外一淡燈色
内一淡燈色

上半部　ほぼ直立する休部上端を短く外方に折り曲げ、口綾
部とする。端部は断面四角形で、下端に浅い刻み目を付す。
内外面とも調整不明。
上半部　ほぼ直立する休部上端を弱く外反させ口綾部とする
比較的薄手で端部は尖状。口緑部内外面横位のパケ調整、休
部外面縦位のパケ調整、内面不明。
上半部　内傾気味に立ち上がる体上半部から鋭く折れて短く
開く口綾部を持つ。口綾部ナデ調整、休部不明。
上半部　ほぼ直立する体上半部から緩く屈曲して弱く開く口
綾部。端部は断面四角形で刻み目を付す。外面板状原体によ
るナデ調整、内面不明。
上半部　僅かに内湾気味の体上半部から緩くS字状に屈曲し
て短く開く口綾部を持つ。端部下端に刻み目を付す。
上半部　僅かに内傾気味の体上半と短く開く口綾部を持つ。
口禄端部に部分的に刻み目を付す。内外面ナデ調整。
上半部　僅かに内湾気味に立ち上がる体上半部から緩やかに
屈曲して短く延びる口綾部を持つ。端部は断面四角形で下端
に刻み目を付す。外面ナデ調整、内面不明。
上半部　体上半部から緩やかにS字状に屈曲して短く開く口
綾部を持つ。端部は断面四角形で端面に刻み目を付す。内外
面調整不明。
上半部　この時期の彗引こしては強く張る休部から緩やかに屈
曲して弱く開く口綾部を持つ。端部は断面四角形で、下端に
小さく刻み目を付す。外面ナデ調整、内面不明。
上半部　ほぼ直立する休部上端を弱く外方に曲げ口綾部とす
る。端部は尖状で外面に浅い刻み目を付す。内外面ナデ調整
口綾部　休部上端を僅かに外方に開き、口綾部とする。端部
外面に浅い刻み目を付す。
上半部　内湾気味に立ち上がる休部上端を僅かに外方に折り
出して、口綾部とする。端部は弱く肥厚し、外面に刻み目を
付す。内外面ナデ調整、部分的に指押さえを残す。
上半部　内汚気味に直立する体上半部から緩く折れて、短く
開く口綾部を持つ。端部は断面四角形で端面に刻み目を付す
内外面ナデ調整。
上半部　内湾気味に立ち上がる体上半部から弱く屈曲して、
開きの弱い口綾部を持つ。端部は短く外方に折れ、端面に刻
み目を付す。外面ナデ調整、内面指押さえを残す。
上半部　ほぼ直立する体上半部から鋭く折れる口綾部を持つ
端部には刻み目を施す。外面ナデ調整。内面には指押さえを
残す。
上半部　ほぼ直立する体上半部から鋭く折れて、短く開く口
綾部。端部には大きめの刻み目を付す。外面縦位のパケ調整
内面不明。
上半部　内汚気味に弱く開く体上半から鋭く折れて、短く開
く口綾部を持つ。口緑端部には刻み目を付す。内外面の調整

2′－3mm大の石
英多い。

2′、3mm大の石
英・赤色粒

1へ・2mm大の石
英・赤色粒
1へノ2mm大の石

英・赤色粒

1へノ2mm大の石

英など多い。
1一一2mm大の石

英

2一一4mm大の石

英・雲母細粒多
い。
3・、4mm大の石
英など

1′、4mm大の石
英多い。

2mm大の石英等

1′、2mm大の石
英多い。
1′－2mm大の石
英・長石・赤色
粒
1mm大の石英少
量

1′、3mm大の石
英など多い。

2′－3mm大の石
英など

1′－2mm大の石
英など

1へ一2mm大の石

英・赤色粒多い
不明。

口径－28・0　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する体上半部から鋭く折れて、短く延びる　3～5血皿大の石
内一時灰褐色　口綾部を持つ。端部は断面四角形で端面に刻み目を付す。外　英多い。

面ナデ調整、内面調整不明。
口径－34・8　外一時黄灰色　体上半部　比較的強く折れて短く延びる口綾部を持つ。端部1～2皿大の石

内一時黄灰色　は断面四角形で体上半部に外傾接合に起因する段を持つ。内　英等
外面横位のヘラ磨き。　口径の割に器高が低いことが予想で
きる。むしろ鉢か

口径－33・1外一灰白色　上半部　ほぼ直立する休部上半から弱く開く口綾部を持つ。　3～4皿大の石
内一灰白色　端部は尖状で休部上端に外傾接合に起因する段を持つ。外面　英・雲母細粒

調整不明、内面へラ磨き。
口径－20・2　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する厚手の休部上端を僅かに捻りだし、口1～3皿大の石

内一時灰褐色　綾部とする。端部は丸く納め、休部上半に段の痕跡的な緩い　英等
隆起を持つ。内外面ナデ調整。

口径－22・6　外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する休部上半と短く開く口綾部を持つ。端　2～4皿大の石
内一時灰褐色　部は断面角形。休部上半に段の痕跡的な屈曲部を持つ。内外　英等

面調整不明。
口径－19・8　外一黄灰色　上半部　やや内傾気味の休部上半から短く外方に折れる口緑1～2m大の石

内一黄灰色　部を持つ。端部は尖状で細かい刻み目を付す。体上半の比較　英等
的低い位置に段を持つ。内外面調整不明。

－736－



出土遺構　第2低地帯流路1（5）

番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
－　－　－　－　－　．・．l・．－　－　－．・．－，L　一一．．－111－．lqh．・－．・．・．－・－　－，－　－　－・．・l・．・．l・－　－　－　－　－　－1－・．．．・－　－　－1－　－　－1－　－　－　－　－1－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－1－1－．．ll　－　－　－　－　－　－　－・－　－　．．　dt．－・．ll・－　－J－－　－－．－　－　－．一一．・一一．・－　－．・．・・－　一一．．・．－　一一．．・－　－　－　－　－　－　－　．・．．．－　－．，　－．．・－－　－　－　－　－　－　－　－　－　t．・．．・．－　－　－・－　－　－　－　－

－　－　－　－．－　d－　－．・．－．．．・－　－・．．．－・．11－・－　．．．．－　－・－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－1－　－　－　－1－　－　－1－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－1－　－　－　－　－　－　－・．．．－．1－　－　－　　，　　－　－－　－－．．・－　－　－・－．．・．一一・．・．一一　－　－　－1－－　－　－・一一・－　－・－　－　－　－－　－．．・．・．一一　－111111111．－－．・－　－　－　－11．．－－　－－．．．．・－　－　　，　　－．－　－　－・－　－11，　－　．．t．

10504　碧

10505　婆

10506　窪

10507　蛮

10508　蜜

10509　碧

10510　碧

10511　蛮

10512　碧

10513　碧

口径－21．0　外一

内一

口径－22．8　外一淡燈色
内一淡燈色

口径－17．7　外一淡褐色
内一淡褐色

口径－20．0　外一

内一
口径－21．3　外一灰白色

内一灰白色

口径－20．8　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－23．5　外一時灰褐色
内一淡灰色

口径－22．8　外一灰色
内一灰色

口径－26．0　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－22．8　外一淡灰褐色
内一淡灰色

10514　突帯文系碧　口径－17．4　外一淡褐色
内一淡褐色

10516　碧

10517　碧

10518　碧

10519　碧

10520　蜜

10521　蛮

10522　護

10601　窪

口径－22．1外一時灰褐色
内一時灰褐色

口径－25．0　外一時灰褐色
内一時灰褐色

口径－26．2　外一時灰褐色
内一時灰褐色

口径－28．0　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－22．1外一時灰褐色
内一黒灰色

口径－22．0　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－26．6　外一淡灰褐色
内一黄灰色

口径－19．0　外一褐色
内一黄白色

上半部　外傾気味に立ち上がる体上半部と短く開く口綾部を
持つ。端部下半に部分的に細かい刻み目を付す。休部上半に
は外傾接合に起因する段を持つ。内外面ナデ調整、段部内面
には指押さえを残す。
口綾部　ほぼ直立する休部上半から緩やかに外反して短く延1～2mm大の石
びる口綾部を持つ。端部は丸く納める。休部上端に低い段を　英多い。
持つ。内外面調整不明。
口綾部　やや内傾する休部上半から緩やかに外反して短く延1～2mm大の石
びる口綾部を持つ。端部は断面角形で口綾部直下に段を持つ　英多い。
外面ナデ調整、内面不明。
口綾部　緩やかに外反し端部は断面四角形。端面に刻み目を
付す。口綾部直下に低い段を持つ。外面ナデ調整、内面不明
上半部　ほぼ直立する休部上半から緩やかに外反して短く延
びる口綾部を持つ。端部は尖状で細かい刻み目を付す。休部
上端に外傾接合に起因する段を持つ。内外面ナデ調整で、部
分的に指押さえをとどめる。
上半部　僅かに外傾気味に立ち上がる体上半部と短く開く口
綾部を持つ。端面に刻み目を付し、体上半中位に低い段を持
つ。段以高は内外面ナデ調整、以下は不明。
上半部　ほぼ直立する休部上半から僅かに開く口綾部を持つ
端部は断面角形で刻み目を付す。体上半中位に外傾接合に起
因する段を持つ。内外面ナデ調整、段部内面に指押さえを残
す。
上半部　ほぼ直立する休部上半から鋭く折れて、短く水平に
開く口綾部を持つ。口綾部は僅かに肥厚して端部断面四角形
休部上端に外傾接合に起因する低い段を持つ。口綾部ナデ調
整、休部外面斜位のパケ調整、内面不明。
上半部　ほぼ直立する休部から緩やかに外反する口綾部を持
つ。端部に刻み目を付し、休部上端に低い段を持つ。口綾部
ナデ調整、休部不明。
上半部　矢や胴張りの休部から緩やかにS字状に屈曲して短
く延びる口綾部を持つ。端部は断面角形で端面に刻み目を付
す。休部上半に低い段を持つ。外面段部以高ナデ調整、以下
へラ磨き、内面ナデ調整。
体上半部　体上半部はほぼ直立し、口綾部で緩やかに外反す
る。端部は断面四角形で端面に刻み目を施す。口綾部直下屈
曲部には断面三角形の比較的シャープな突帯を上方に向かっ
て引き伸ばし気味に付す。頂部には断続的に刻み目を施す。
内外両横なで
上半部　僅かに内傾気味に立ち上がる体上半部と短く開く口
緑部を持つ。体上半には外傾接合に起因する明瞭な段を持つ
口禄端部下半と段稜部に浅い刻み目を施す。
上半部　内傾気味の休部上半から、強く屈曲して短く開く口
綾部を持つ。休部上半には低い段を持つ。口緑端部と段稜部
に刻み目を施す。内外面ナデ調整。
口綾部　ほぼ直立する体上半から緩く折れて短く開く口綾部
を持つ。休部上端に比較的明瞭な段を持ち、口縁端部と段稜
部に刻み目を施す。内外面ナデ調整。
上半部　ほぼ直立する体上半部と緩く外反する口綾部を持つ
体上半には低い段を持ち、口緑端部下半と段稜部に刻み目を
施す。内外面ナデ調整。
上半部　僅かに外傾する休部上端を弱く外方に折り曲げ、口
綾部とする。体上半から口綾部にかけての外面に薄く粘土帯
を貼っており、その下端が段状を呈する。口緑端部外面と段
稜部に刻み目を施す。内外面ナデ調整。
上半部　ほぼ直立する休部上半から短く外反する口綾部を持
つ。体上半中位に外傾接合に起因する段を持ち、口縁端部と
段稜部に刻み目を付す。口緑部ナデ調整、休部不明。
上半部　僅かに胴張りの休部から緩やかに屈曲して短く開く
口綾部を持つ。休部中位と下なり低い位置に段を持つ。口縁
端部と段稜部に刻み目を施す。内外面ナデ調整で比較的指押
さえをとどめる。
上半部　ほぼ直立する休部から短く折れる口綾部を持つ。口
繚端部は断面四角形で、休部上端に太目のヘラ描沈線一条が
巡る。内外面調整不明。

－737－

2mm大の石英多
い。

2～3mm大の石
英多い。

2′、5mm大の石
英多い。

1へノ5mm大の石
英多い。

2一一3mm大の石

英多い。

2へノ3mm大の石
英等

1へノ2mm大の石
英多い

巨－2mm大の石
英等

1～2mm大の石
英等多い。

1一、2mm大の石
英等

1′、2mm大の石
英・雲母細粒

巨－3mm大の石
英・雲母細粒

1・、2mm大の石
英等多い。

2′、3mm大の石
英・角閃石細粒

2′、4mm大の石

英等多い。



出土遺構　第2低地帯流路1（6）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考

10602　碧

10603　碧

10604　婆

10605　碧

10606　碧

10607　大形碧

10608　碧

10609　碧

10610　蛮

10611　碧

10612　碧

10613　窪

口径－20．1外一時灰褐色　上半部　かすかに胴張りの休部から緩やかに屈曲して短く開　3一一4m大の石
内一時灰褐色　く口綾部を持つ。端部には刻み目を施し、口綾部直下にヘラ　英等多い。

捕沈線一条が巡る。内外面ナデ調整の後休部外面に粗いヘラ
磨き。

口径－21．4　外一淡灰褐色
内一淡灰色

口径－25．8　外一灰白色
内一灰白色

口径－25．8　外一灰白色
内一灰白色

口径－28．6　外一灰白色
内一灰白色

口径－38．6　外一灰白色
内一灰白色

口径－20．1外一淡灰色
内一淡灰色

上半部　ほぼ直立する休部から短く折れる口綾部を持つ。口
縁端部は断面四角形で、休部上端に太目のヘラ捕沈線一条が
巡る。内外面調整不明。
上半部　ほぼ直立する休部上半から緩やかに外反する口綾部
を持つ。端部には刻み目を施し、口綾部直下には板状原体端
部の連続押圧による沈線状の圧痕が巡る。内外面とも上記の
板状原体によるナデ調整。
上半部　ほぼ直立する休部から短く延びる口綾部を持つ。端
部は断面四角形で端面に刻み目を施し、休部上端に一条のヘ
ラ描沈線が巡る。外面ナデ調整、内面不明。
上半部　ほぼ直立する休部上半から緩やかに外反する口綾部
を持つ。比較的薄手で端部は断面四角形。端面に浅い刻み目
を付し、口綾部直下に細いヘラ描沈線一条が巡る。内外面ナ
デ調整
体上半部　僅かに内傾する体上部から強く折れて開く口綾部
を持つ。法皇の割には薄手で、体上半のやや低い位置にヘラ
描沈線一条が巡る。内外面横位のヘラ磨き
上半部　僅かに胴張りの休部から緩やかに屈曲して短く延び
る口綾部を持つ。端部下半に刻み目を施し、口綾部直下に二

3′－4mm大の石
英等多い。

1・、2mm大の石
英・砂岩系

3′、5mm大の石
英等多い。

2′－3mm大の石
英等多い。

2・、3mm大の石
英・結晶片岩

1へ一2mm大の石
英等多い。

条のヘラ描沈線が巡る。口綾部ナデ調整、休部不明。
口径－25．1外一時灰褐色　上半部　ほぼ直立する休部上端を弱く外方に折りまげて口綾　2～3mm大の石

内一淡灰色

口径－30．6　外一時灰色
内一時灰色

口径－28．4　外一淡灰色
内一淡灰色

口径－28．2　外一灰褐色
内一淡灰褐色

口径－21．1外一灰褐色
内一灰白色

10615　窪

10617　突帯文系護　？

外一灰白色
内一灰白色
外一時灰褐色
内一淡燈色

10702　突帯文系護　口径－25．8　外一灰白色
内一灰白色

10703　突帯文系碧　口径－20．0　外一灰白色
内一灰白色

10704　突帯文系碧　口径－23．0　外一時灰色
内一時灰色

10705　突帯文系碧　口径－24．2　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

10706　突帯文系護　口径－34．0　外一灰白色
内一灰白色

10707　突帯文系蜜　口径－22．0　外一
内－

部とする。端部は丸く納め、口綾部直下に二条のヘラ描洗練
が巡る内外面ナデ調整。
上半部　口綾部の開きは比較的弱く、端部は断面四角形で僅
かに肥厚する。口綾部直下に太いへラ描沈線二条が巡る。外
面ナデ調整、内面へラ磨き。
上半部　比較的薄手で、口緑端部は尖状。端部直下外方に刻
み目を施し、口綾部直下に二条のヘラ描洗練が巡る。内外面
ナデ調整。
上半部　僅かに外傾して立ち上がる休部上半から緩やかに屈
曲して延びる口綾部を持つ。端部は断面四角形で下端に細か
い刻み目を付す。休部上半に二条の細いヘラ描洗練が巡る。
内外面調整不明。
上半部　ほぼ直立する休部から短く開く口綾部を持つ。端部
は断面角形で端面に刻み目を付す。休部上半に三条のヘラ描
沈線が巡り、線間に二段連続刺突文を配する。内外面ナデ調
整。
体上半部　弱く胴張りの休部から緩やかに屈曲して口綾部に
至る。休部上端に三条のヘラ描沈線が巡る。内外面ナデ調整
口綾部は弱く外反し、端部は断面四角形。直下に断面台形の
低い突帯二条を殆ど接して付す。頂部には細い刻み目を施す
内外両横なで。
体上半部　内湾気味に立ち上がり、端部はほぼ四角形。口綾
直下に断面台形のシャープな突帯を付し、頂部に刻み目を施
す。外面なで調整、内面指押さえとなで調整。
体上半部　ほぼ直立して端部は丸く終わる。口緑直下に断面
台形の突帯を付す。端部外面と突帯頂部に細い刻み目を施す
外面横位の条痕、内面調整不明。
体上半部　ほぼ直立し、口緑端部は断面四角形。直下で殆ど
端部に接して断面三角形の突帯を付す。頂部に刻み目を施す
内外面調整不明。
体上半部　体上半部はほぼ直立し口綾部で緩やかに外反する
端部は断面四角形端面に刻み目を施す。口綾部直下に断面三
角形の低い突帯を付し、頂部には刻み目を施す。外面横なで
内面調整不明。
体上半部　外反気味に立ち上がり端部は丸く納め、外側に刻
み目を施す。直下には断面かまぼこ形の薄い突帯を付し頂部
には刻み目を施す。外面なで調整、内面不明。
体上半部　僅かに外反気味に立ち上がる。この部分では粘土
帯を内外二重に貼り、内側の上端を口緑端部とし、端面に刻
みを付す。外側の先端は直下で折れ、突帯状に突出する。先
端に刻み目を施す。内外面調整不明。

－738－

英・結晶片岩多
い。
2mm大の石英・
花崗岩礫

2一一4mm大の石

英等多い。

2mm大の石英多
い。

3～4mm大の石
英等多い。

2へ一3mm大の石

英・砂岩系多い
1へノ4mm大の石

英・角閃石細粒

1・、2mm大の石
英・赤色粒多い

1′、4mm大の石
英等多い。

1′、2mm大の石
英多い

1へ・3mm大の石

英・赤色粒多い



出土遺構　第2低地帯流路1（7）
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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10708　突帯文系蜜　口径－21．2　外一黄灰色
？

1070g　突帯文系婆　口径－23．2

10710　突帯文系蜜　口径－38．1

10711　突帯文系喪　口径－18．0

10712　突帯文系碧　？

10713　突帯文系瑳　口径－22．6

10714　突帯文系瑳　口径－33．4

10716　突帯文系碧　口径－21．4

10718　突帯文系蜜　口径－19．0

10719　突帯文系喪　口径－20．0

10720　突帯文系碧　口径－19．2

10801　縄文系浅鉢　口径－31．0

10802　縄文系鉢　　？

内一黄灰色

外一黒褐色
内一黒褐色

外一黒褐色
内一黒褐色

外一黒褐色
内一黒褐色

外一淡灰褐色
内一淡灰褐色
外一淡灰色
内一灰白色

外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

外一白煙色
内一白燈色

外一淡橙色
内一淡燈色

外一灰白色
内一灰白色

外一淡灰色
内一淡灰色

外一時灰色
内一時灰色

外一黒灰色
内一黒灰色

10803　縄文系浅鉢　口径－29．0　外一時灰褐色
内一時灰褐色

10804　鉢

10805　鉢

10806　鉢

10807　鉢

10888　鉢

10809　鉢

10810　鉢

10811　鉢

10812　婆

口径－23．2　外一黄灰色
内一黄灰色

口径－20．9　外一黄灰色
内一黄灰色

口綾部　強く内傾して端部で短く外反する。口綾部直下のや
や低い位置に断面三角形の低い突帯を付す。口禄端部と突帯
頂部には刻み目を施す。内外面なで調整。傾きから見てむし
ろ鉢か？
体上半部　僅かに外傾して立ち上がり端部は尖状。直下に断
面かまぼこ形の薄い突帯を付し、頂部に刻み目を施す。内外
面なで調整。
体上半部　僅かに外傾気味に立ち上がり、端部は丸く終わる
口縁端部直下に断面かまぼこ形の薄い突帯を付し、頂部には
大きめの刻み目を施す。内外両横なで
体上半部　ほぼ直立し、端部は丸く納める。端部にほぼ接し
て断面かまぼこ形の薄い突帯を付す。頂部には刻み目を施す
内外面調整不明。
口綾部　ほぼ直立し、薄手で端部は尖状。口緑直下に断面三
角形の突帯を薄く貼り、頂部に刻み目を施す。
体上半部　緩く外反して端部は丸く終わる。端部からやや離
れた位置に断面三角形の突帯を付す。頂部には細かい刻み目
を施す。突帯直下に三乗一組の垂下沈線文を配す外面調整不
明、内面横位の二枚貝条痕。
体上半部　体上半部はほぼ直立し、口綾部で緩く外反する。
端部は断面四角形。口緑直下の屈曲部に断面三角形の低い突
帯を付し、頂部には刻み目を施す。内外面調整不明。
体上半部　ほぼ直立して立ち上がり、口緑端部は尖状。端部
に接して断面三角形の突帯を付す。刻み目はない。内外面調
整不明。
体上半部　僅かに外傾気味に立ち上がり、口緑端部は尖状。
端部に接して薄く断面三角形の突帯を付す。刻み目はない。
内外面なで調整。
体上半部　僅かに外傾気味に立ち上がり、口緑端部は尖状。
端部に接して断面三角形の突帯を付す。刻み目はない。内外
面部分的に指押さえを残す。
体上半部僅かに外傾気味に立ち上がり、口縁端部は丸く納め
る。部分的に端部に接して断面かまぼこ形の突帯を付す。刻
み目はない。外面なで調整、内面部分的に指押さえを残す。
上半部　強く外反し波状口綾を呈する。波頂部は推定4箇所
で上面観方形。口緑端披頂部両側に凹みを持つ。内面に二条
のヘラ描沈線を施し、内外面はヘラ磨き。
上半部　内傾して立ち上がり、口綾部で短く外反する。端部
は丸く納める。波状口緑の可能性が高いが小片のため確定し
難い。内外面横位のヘラ磨き。
上半部　強く開き、口縁端部は僅かに肥厚気味に四角く納め
る。波状口緑を呈し、波頂部は推定4箇所。外面横位のヘラ
磨き、内面調整不明。
上半部　僅かに内湾気味に立ち上がり、口縁端部は丸く納め
る。外面にはヘラ描沈線で平行線、複線連弧文、連続山形文
を組み合わせた文様を描く。内外面横位のへラ磨き。
口緑・休部　体下半で強く開いた後、最大径以高で内湾する
端部は尖状。外面最大径下に連孤文を配す。外面横位の内面
縦位のヘラ磨き。

1mm以下の石英
少量

2mm大の石英等

2・、3mm大の石
英多い。

1′、3mm大の石
英多い。

1～2mm大の長
石・石英多い
1・、2mm大の石
英など多い。

2へ一3mm大の石
英多い

1へ′4mm大の石
英・赤色粒

「－4mm大の石
英・花崗岩礫

3′－4mm大の石

英・赤色粒多い

1′－2mm大の石
英等

2mm大の石英・
黒色粒

1mm以下の石英
等

2′－3mm大の石
英等

1mm以下の赤色
粒少量

1′、3mm大の石
英等

口径－20．6　外一時黄灰色　上半部　上半部はほぼ直立し、口緑端部は丸く納める。内外1～4mm大の石
内一黒灰色

口径－14．0　外一灰白色
内一灰白色

口径－19．0　外一淡褐色
内一淡褐色

口径－18．0　外一黄灰色
内一黄灰色

口径－21．6　外一黒灰色
内一黄白色

口径－35．0　外一淡灰色
内一淡灰色

面横位のヘラ磨き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　英等多い。
上半部　内湾気味に立ち上がり、口縁端部は丸く納める。内1～2mm大の石
外面調整不明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英・赤色粒
上半部　直線的に開き、口縁端部は丸く納める。内外面調整1～4mm大の石
不明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英等多い。
上半部　僅かに屈曲して開き、口緑端部は僅かに内側に張り　1～2mm大の石
出す。内外面横位のヘラ磨き。　　　　　　　　　　　　　英など
上半部　　僅かに内湾気味に弱く開き、口緑端部は断面四角　2～3mm大の石
形。内外面調整不明。　　　　　　　　　　　　　　　　　英・赤色粒多い
上半部　休部中位の最大径で屈曲し上半部は内傾する。口緑　2～3mm大の石
は弱く折れて短く延びる。端部は丸く納める。内外面横位の　英等
ヘラ磨き。

口径－32．5　外一淡灰褐色　上半部　この時期の蜜にしてはよく張った体上半部と、短く　1～2mm大の石
内一淡灰褐色　開く口縁部を持つ。端部は断面四角形。口綾部はナデ調整、　英等

休部内外面はヘラ磨き。

－739－



出土遺構　第2低地帯流路1（8）

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10813　碧　　　　　口径－25．1外一時黄灰色
内一時黄灰色

14

15

D7

D9

10

11

1081

1081

1090

1090

1091

1091

大

鉢

底

底

底

底

形碧　　　口径－34．8　外一灰白色

部

部

部

部

10913　底部
10914　蓋

内一灰白色
口径－28．8　外一淡灰色

内一淡灰色
底径－7．4　外一淡灰褐色

内一黒灰色
底径－9．0　外一灰白色

内一淡灰色
底径－6．8　外一灰白色

内一灰白色
底径－7．0　外一黄灰色

内一黄灰色
底径－5．2　外一灰白色
口径－24．0　外一黄白色

内一灰白色

上半部　この時期の蜜にはしては強く張る体上半部からS字
状に緩やかに屈曲して短く延びる口綾部を持つ。端部は単純
に丸く納める。内外面へラ磨き。鉢の一種と見るべきか
体上半部　直立する体上部から緩く外反する口綾部。端部は
丸く納める。外面縦位のヘラ磨き、内面横位のヘラ磨き
上半部　直線的に開き、口禄端部はやや尖状を呈す。内外面
なで調整。
体下半部　大形の平底で、体下半部に比べ底部は僅かに厚い
外面横なで、内面指押さえを残す。
体下半部　大形の平底で体下半部に比べ底部はかなり薄手で
ある部分的に指押さえを残す。
脚台　大形の例杯形の脚台を持つ。脚端は僅かに肥厚し、体

2一㌧3mm大の石
英等

1mm大の石英等

1・、4mm大の石
英等多い。
2へノ6mm大の安
山岩系風化礫
2′－3皿大の石
英等多い。
1′－3mm大の石

下半部の張りは弱い。脚部内面は指押さえ、他はなで調整。　英等
脚台　低い例杯形脚台状を呈す。脚端部は丸く納める。休部　3′、5m血大の石
・脚部内面はヘラ磨き、外面はなで調整と指押さえ。　　　　英等多い。
体下半部　僅かに上げ底状を呈し、全体に薄手。体下半は強　1mm大の石英・
下半部　裾部は緩やかに外反し、端部は丸く納める。外面横　2一一3mm大の石
位のへラ磨き、内面なで調整。　　　　　　　　　　　　　　　英・雲母細粒

出土遺構　弥生土器溜り3（1）
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番号　器種　　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

11001　弥生後期
広口壷

11002　弥生後期
広口壷

11003　弥生後期
広口壷

11004　弥生後期
広口壷

11005　弥生後期
広口壷

11006　弥生後期
広口壷

11007　弥生後期
広口壷

11008　弥生後期
広口壷

11009　弥生後期
広口壷

11010　弥生後期
広口壷

11011　弥生後期
二重口緑壷

11012　弥生後期
二重口禄壷

11013　弥生後期
広口壷

11014　弥生後期
二重口縁壷

11016　弥生後期
広口壷

口径－14．4　外一

内一

口径－20．4　外一淡褐色
内一淡褐色

口径－19．2　外一淡褐色
内一淡褐色

口径－12　　外一灰白色

内一灰白色

口径－17．4　外一淡燈色
内一淡燈色

口径一19．6　外一黄灰色
内一黄灰色
外一褐色
内一灰褐色

口径－25．1外一灰褐色
内一灰褐色
外一灰褐色
内一灰褐色

口径－22　　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－19．4　外一
内一

口径－22．5　外一
内一

口径－22．8　外一褐色
内一褐色

口径－26　　外一
内一

口径－37．4　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

広口壷口・頸部　直立する短い頚部から直角に折れて水平に
開く口綾部に続く。口禄端部は単純に四角く終わる。口綾部
内外面および頚部外面は横ナデ、内面は指押さえ
広口壷口頸部　僅かに外傾して立ち上がる頸部に大きく開く
口綾部を持つ。口緑端は上下に摘み出し、端面には二条の凹
線を施す。頚部外面から肩部は縦パケ、内面は横ナデ。
広口壷口頚部　直立する頸部から強く屈曲して水平に大きく
開く口綾部を持つ。端部上端は上方に摘み上げ、下端も僅か
に突出する。端面は僅かに外傾する。頸・肩部外面は縦パケ
ロ・頸部内面は横ナデ、肩部内面は指押さえを残す。
広口壷口・頸部　内傾気味に短く立ち上がる頸部と短い口綾
部。端部は素直に四角く終わる。頸部付け根に楕円形の刺突
文が巡る。口・頸部の内外両横ナデ、肩部内面は指押さえ
広口壷口緑　短い頚部から明瞭に屈曲せず口緑部に移行する
口緑はほぼ水平に開き、端部は素直に四角く終わる。拡張・
摘み上げはない
広口壷口綾部
が大きく開く。
広口壷口・頸部
大きく水平に開
弱く摘み出す。
広口壷口綾部

。頸部内面には指押さえを残し他は横ナデ
外傾する頚部から屈曲せずにほぼ水平に口緑
端部上端を弱く摘み上げる。内外両横ナデ。

外傾する頸部から明瞭な屈曲部を持たずに
く口綾部に続く。端部は下方に強く上方には
端面は二条の横ナデで緩く窪む。調整は不明
強く開く口綾の端部は単純に四角く納める。

内外面を局部的に強く横ナデして器表を波打たせる

2へノ3mm大の石

英・長石多い。

3′、4mm大の石
英多い。

1一、2血m大の長
石多い。

2一一3mm大の石
英少量

1一一3mm大の長
石・石英
2一一3mm大の石

英・長石多い。

角閃石細粒多い
雲母土器

広口壷頸部　直立する頚部の付け根に細い突帯を付し、その　角閃石細粒多量
上下を凹線状に窪め強調する。頸部外面は密な縦パケ、内面　雲母土器
はナデ、肩部内面には指押さえをとどめる。　　　　　　　17と同一個体？
広口壷口緑部　ほぼ水平に開く口縁端部に粘土紐を貼り弱く　2～3mm大の石
上方に拡張。内傾する外面に、鋸歯文を巡らす。横ナデ調整　英・長石
二重口緑壷口綾部　ほぼ水平に開く口綾部上端に粘土紐を足
して、内傾する二重口縁とする。拡張部外面には鋸歯文を巡
らし、下端に一条の凹線。横ナデ調整
二重口緑壷口綾部　口綾端部拡張部は、高く僅かに内傾する
外表は凹線状に強く横ナデする。内面には横パケと指押さえ
広口壷口綾部　口禄端部に粘土紐を貼り、上下に拡張する。　2～3mm大の石
端面は強く横ナデした後に鋸歯文を巡らす。横ナデ調整。　英・長石多い。
二重口緑壷口・頸部外反気味に開く口綾部端の上下面に粘土
紐を貼り付け、内径気味の二重口緑とする。口禄上端は尖り
気味に納める。拡張部外面には鋸歯文および二段に配した円
形刺突文を巡らす。口頚部内面は横パケ、他は横ナデ。
広口壷口緑部　分厚く大形の口綾部は外反気味に開き、端部　2′、3mm大の石
下方に弱く拡張する。端面には二条の凹線を施す。上端の内　英・長石多い。
側にも浅い凹線が巡る。内外両横ナデ　　　　　　　　　　　大形器台の可能
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出土遺構　弥生土器溜り3（2）

番号　器種　　　法量　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⊂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11017　弥生後期
広口壷

11018　弥生後期
広口壷

11019　弥生後期
広口壷

11020　弥生後期
広口壷

11021　弥生後期
小形直口壷

11024　弥生後期
護

11025　弥生後期
婆

11026　弥生後期
窪

11027　弥生後期
碧

11028　弥生後期
碧

11029　弥生後期
護

11030　弥生後期
蜜

11101　弥生後期
護

11102　弥生後期
婆

11103　弥生後期
蛮

11104　弥生後期
蛮

11105　弥生後期
蛮

11106　弥生後期
碧

11107　弥生後期
碧

外一明褐色　広口壷頸・肩部　直立する短い頸部を持ち、付け根に刷毛原
内一明褐色　体による連続刺突文を巡らす。頸・肩部外面は縦パケ。同内

面は横ナデ、口緑外面は横ナデ、外面は横パケ。
外一淡赤色　広口壷頸部　内傾する頸部を持ち外面には刷毛原体による
内一淡赤色　連続刺突文を二段に配する。外面調整不明、内面には絞り目

が顕著。
外一淡灰褐色　広口壷頸・肩部　強く張った肩部と短く直立する頸部を持つ

1へノ4mm大の石

英・長石多い。
雲母少量
2一一3mn大の長
石

2一、4mm大の石
内一淡灰褐色　頚部付け根には突帯を貼り、上端に刻み目を施す。肩部外面　英・長石多い

は縦パケ、内面は指押さえ、頚部は横ナデ。　　　　　　　雲母少量
広口壷頚部　頚部付け根に突帯を貼り、上端には刻み目を施　2～3mm大の石
す。頸部は横ナデ、肩部内面には指押さえをとどめる。　　英・長石
直口壷休部　体中位で強く屈曲して明瞭な稜を成す。肩部は　角閃石細粒多い
直線的で短く頸部はやや外傾気味に伸びるらしい。明瞭な平　雲母土器
底は持たない。肩部外面は横磨き、下半は斜方向の磨き。内
面は指押さえを顕著に残す。
蛮上半部　張りの弱い休部から弱く屈曲して外反気味に開く
口綾部を持つ。口緑端部は四角く終わる。口綾部外面は横ナ
デ、休部は縦パケ。口綾部内面は横パケ、休部はナデ調整。
蜜上半部　強く張った肩部から強く屈曲して直線的に開く口　3～4m大の石
綾部を持つ。口緑端部は上下に僅かに摘み出す。口綾部外面　英・長石
は横ナデ、休部は横位の並行叩きの後縦パケ。口綾部内面は
横パケ、休部は斜パケ。
護上半部　強く張った肩部から強く屈曲しやや外反気味に開
く口綾部を持つ。口禄端部は上端を僅かに摘み上げる。口線
外両横ナデ、休部縦パケ。口縁内面横パケ、休部縦削り。
碧上半部　張りの弱い肩部から強く屈曲して開く口綾部。
端部は下方に僅かに摘み出し、横ナデで、端面を形成する。
口緑内面上端に接する弓削1横ナデで、端部上端を強調する。
外面調整不明。内面は粗い横パケ。
蜜上半部　張りの弱い肩部から緩やかに屈曲して強く外反し
水平に開く口綾部を持つ。口緑端部は上下に僅かに突出する
口線内外面横ナデ、休部斜方向の並行叩きの後に最大径以下
に斜パケ、内面肩部上半に指押さえを残し以下はナデ調整。

外一淡褐色
内一淡褐色

体径－6．8　外一褐色
内一黒褐色

口径－14．9　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－14．9　外一横灰色
内一横灰色

口径－18．1

口径－21．3

口径－14

口径－12・8　外一赤褐色　婆上半部　殆ど張りの無い休部から僅かに屈曲して弱く開　3～4mm大の石
内一淡黄灰色　く口綾部に至る。口縁端部は丸く終わる。口綾部から体部外　英多い。

面は横位の並行叩きの後に指押さえと斜パケ。内面はナデで
部分的に指押さえ。
蜜上半部　張りの弱い休部は肩部で弱い段を持ち、口綾部は
緩く屈曲して短く開く。口緑端部は素直に四角く終わる。口
綾部外面は横ナデ、休部は斜方向の並行叩きの後に縦パケ。
口綾部内面は横パケ、休部はナデ調整。
蜜上半部　肩部から強く屈曲して外反気味に開く口緑部を持
つ。端部上半を摘み上げ、僅かに外傾する端面を持つ。端部
下端は弱い突出を持つ。外面調整不明。口綾部内面斜パケ、
肩部上半は指押さえ、以下は縦削り。
蜜上半部　張りの弱い肩部から緩やかに屈曲して開く口綾部
を持つ。端部は下方に僅かに摘み出す。口綾部外面は横ナデ
休部は横位の並行叩きの後斜パケ。口綾部内面は粗い横パケ
休部はナデ調整。
護上半部　張りの弱い休部から緩やかに屈曲して外反気味に
弱く開く口綾部を持つ。口緑端部は弱く下方に摘み出す。口
綾部外面横ナデ、休部は横位の並行叩きの後斜パケ。口綾部
内面は横パケ、肩部は僅かに指押さえをとどめる。

口径－12．6

口径－16．6

口径－15．5

口径－16．7

口径－18．6　外一赤褐色
内一赤褐色

口径－16．4

口径－14　　外一褐色
内一褐色

口径－15．8

窪上半部　張りの弱い休部と外反気味に開く口綾部端部は僅　2mm大の石英・
かに上下に摘み出し。外面は横位の並行叩き。内面は肩部中　長石
位以下縦削り、全体に指押さえ。
喪上半部　張りの弱い肩部から弱く屈曲して、緩く開く口綾
部を持つ。口繚端は、素直に四角く終わる。口綾部外面は横
ナデ、休部は横位の並行叩きの後斜パケ。口綾部内面は上端
を除き横パケ、休部は肩部上半に指押さえ、以下は縦削り。
蛮上半部　張りの掛1休部と外反気味に緩く開く口綾部。端　3m以下の石英

葦皆チ孟慧霊孟料冒警内外両横ナデ。休部外面横位の並行・長石多い0
葉上半部　強く張った休部から屈曲して弱く開く口綾部を持
つ。口縁端部は素直に四角く終わる。口綾部内外両横ナデ休
部外面横位の並行叩き、内面肩部上半指押さえ以下ナデ調整
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出土遺構　弥生土器溜り3（3）
－一一．－，－．一一－－－－－－－－一一－－－－－－－一一－－，－－一一－－－一一－－－－一一一－－－一一一－－－一一－－一一－一一‥－－－－－－－－－－－－一一一－－－一一一－－－－一一－－一一－－－，－一一．－－一一一．．一．－－

．－－，一一一．．－一一一一一一一一－－－－－－－一一一－一一－－一一一一－－一一一－－－一一一一一－一一一－一一－一一－一一一一一－－－－－－－－一一一－一一一－－一一－一一一一一一一一一一－－－一一一一一一一一一一．，－－－．一

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考

11108　弥生後期
碧

11109　弥生後期
碧

11110　弥生後期
蜜

11111　弥生後期

婆

11112　弥生後期
瑳

11113　弥生後期
蜜

11114　弥生後期
碧

11115　弥生後期
碧

11116　弥生後期
碧

11117　弥生後期
婆

11118　弥生後期
窪

11119　弥生後期
蛮

11120　弥生後期
窪

11121　弥生後期
鉢

11122　弥生後期
鉢

11123　弥生後期
鉢

生後期

生後期

生後期

11128 生後期

弥
鉢

弥
鉢

弥
鉢

弥
鉢

口径－15．6

口径－15．1

口径－24．4

口径－21　外一淡灰褐色
内一淡灰褐色

口径－14．5

口径－15．5

口径－14．4

口径－15．4

口径－16

口径－11．8　外一黄褐色
内一黄褐色

口径－10．g　外一灰白色
内一灰白色

口径－12　　外一淡黄褐色
内一淡黄褐色

口径－15．2　外一暗褐色
内一暗褐色

口径－18．2　外一灰褐色
内一灰褐色

口径－17．3　外一淡灰褐色
内一灰黄色

口径－14．6　外一灰黄色
内一時灰色

口径－16．6　外一
内一

口径－21．6　外一
内一

口径－24．1外一
内一

口径－20．2　外一
内－

護上半部　張りの強い肩部から屈曲して強く開く口綾部を持
つ。端部は下方に僅かに突出するが、ほぼ四角く終わる。口
綾部外面横ナデ、休部は横位の並行叩き。口綾部内面は横パ
ケ、休部は横削り。
瑳口緑・休部　張りの弱い休部から強く屈曲して短く外反気
味に開く口緑部を持つ。端部は僅かに下方に突出するがほぼ
四角く終わる。口綾部外面横ナデ、休部は横位の並行叩きの
後肩部のみ樅パケ。口綾部内面は横ナデ、休部は肩部上半に
指押さえ、以下は強い縦ナデ。
蛮口緑部　強く張った肩部から、緩やかに屈曲して弱く開く
肉厚の口綾部を持つ。口緑端部は下方に僅かに摘み出す。口
緑外面は横パケ、肩部覇者パケ。内面は横ナデ。
葉上半部　強く張った休部と緩く屈曲し短く開く口綾部。端1mm以下の石英
部は丸く終わる。口綾部内外両横ナデ。休部外面は縦パケ後・長石　雲母少
一部ナデ消し、内面は横削り。　　　　　　　　　　　　　量
謹上半部　強く張った肩部から緩やかに屈曲して強く外反す
るやや肉厚の口綾部を持つ。口緑端部は僅かに下方に摘み出
すがほぼ四角く終わる。口綾部外面は横ナデ、休部は不明。
口緑部内面は横ナデ、肩部には指押さえ。
瑳口綾部　緩く屈曲して短く外反気味に開く口綾部を持つ。
口線内面上端に接して強い横ナデを施し、浅い凹部を作る。
口綾部外面と肩部は横パケ、内面は弱い指押さえ。
護上半部　肩部から横く屈曲するやや肉厚の口緑部を持つ。
口緑端部は弱く上方に摘み上げる。内外面の調整不明。
碧上半部　直線的な肩部から強く屈曲して短く伸びる口綾部
を持つ。端部は素直に四角く終わる。口綾部内外面、休部外
面は横ナデ肩部内面には指押さえを残す。
護口綾部　強く張った休部から緩やかに屈曲し、僅かに開く
口綾部を持つ。端部外面に直立する平坦部を持つ。口線外両
横ナデ、休部縦パケを横ナデで部分的に消す。口縁内面横パ
ケ、休部ナデ調整。
喪口綾部　頸部で短く直立した後屈曲して開く。端部は上方
に肥厚し外面は内湾。内外両横ナデ。
二重口繚蜜口綾部　口緑拡張部は直立し外面に櫛描沈線を施
す。頚部で強く屈曲する。口禄拡張部外面を除き横ナデ。

二重口緑窪口綾部　口緑拡張部は直立し、外面は横ナデ。拡
張部下端も弱く突出する。

護上半部　直線的に内傾する肩部と強く屈曲して水平に短く
伸びる口綾部。口縁端部は上方に摘み上げる。口綾部内面は
強い横ナデ、肩部外面は縦パケ、内面は顕著な指押さえ。
鉢上半部　休部は直立し、口綾部で僅かに外反する。端部は
丸く終わる。口綾部外面は横ナデ、休部は樅パケ。口禄部内
面は横パケ、休部は縦削り野地部分的に指押さえ。
鉢上半部　張りの弱い休部から緩く屈曲して短く開く口繚部
を持つ。口緑端部は丸く納め、僅かに外方に膨らむ。口綾部
外面は横ナデ、内面は横パケ。休部外面は肩部以上はナデ、
以下は縦パケ。内面ナデ調整。
鉢完存晶　ほぼ直立する休部から僅かに屈曲して短く伸びる
口禄部を持つ。底部はほぼ丸底。外面底部付近は顕著な指押
さえ、休部は縦パケ、口綾部は横ナデ。口綾部内面は横ナデ
休部上端に横パケ、以下はナデ調整。底面は指押さえ。
鉢口綾部　僅かに内湾気味に弱く開き、屈曲部を持たない形
態。端部外側を斜めに落とすため、口緑端は尖る。外面下半
は縦削り、上半はその後縦パケ。内面指押さえと横パケ。
鉢口緑部　弱く開き口綾部を僅かに外方に摘みだす。端部は
一条の横ナデで凹面を形成。外面横位の並行叩きの後下半部
縦削り。内面調整不明。
鉢口綾部　殆ど張りの無い休部から屈曲して短く外に開く口
綾部を持つ。口禄端部は僅かに上下に拡張し、小さな平坦部
を持つ。外面は口綾部を含め横位の並行叩き。口綾部内面は
横パケ、休部は指押さえとナデ。
鉢口綾部　僅かに内湾し強く開く、比較的浅い形態。口禄端
部は僅かに内面に突出。外面上半指押さえ、下半縦パケ。内
面ナデ。

－742－

1mm以下の石英
・長石
2mm以下の石英
・長石
才の町II以降？
2mm以下の石英
・長石多い。
吉備系？
角閃石細粒多い
長石細粒少量
雲母土器
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

11129　弥生後期
鉢

11130　弥生後期
鉢

11201　弥生後期
鉢

11202　弥生後期
鉢

11203　弥生後期
鉢

11204　弥生後期
鉢

11205　弥生後期
鉢

11206　弥生後期
鉢

11206　弥生後期
鉢

11207　弥生後期
鉢

11208　弥生後期
鉢

11209

11210

11211

11212

11213

11214

11215

11216

口径－20．2　外一
内一

口径－18．2　外一

内一
口径－24．6　外一

内一

口径－26．8　外一
内一

口径－24．3　外一
内一

口径－26　　外一
内一

口径－44　　外一
内一

口径－20　　外一
器高一6．9　内－

口径－36．8

口径－44

口径－44

弥生後期

甑
弥生後期　　底径－5．5
甑
弥生後期　　底径－9．5

弥生後期

弥生後

弥生後

弥生後

弥生後

11217　弥生後

期

期

期

期

期

底径－6．5

外一
内一

外一

内一

外一

内－

外

内

外

内

外

内

外

内

外

内

鉢口緑部　僅かに内湾気味に直立する。口緑端部は外側を斜
めに落とす。外面は斜位の並行叩き。内面は斜パケ。
鉢口綾部　直線的に開き端部は丸く納め
え、下半横削り。内面一部指押さえ。
鉢口綾部　弱く内湾気味に立ち上がり屈
口繚上端は一条の横ナデで凹面を形成。
と一部指押さえ。内面斜方向のパケ。
鉢口綾部　僅かに内湾気味に弱く開き、
態。口緑端部は一条の横ナデで弱い凹面
も　横い凹部を持つ。外面上半指押さえ
内面は横パケ。
鉢口緑部　休部は弱く張り、口緑部は屈

る。外面上半指押さ

曲部を持たない形態
外面横位の並行叩き

屈曲部を持たない形
を形成。直下外面に
、下半は縦削り。

曲の後短く外に開く
口縁端部は弱く内外に摘みだす。外面調整不明。内面上半に
指押さえ以下はナデ。
鉢上半部　張りの弱い休部から屈曲した短く開く口綾部を持
つ。端部は下端を僅かに摘みだす。口緑部外面は横位の並行
叩き後横ナデ、休部外面は横位の並行叩き。
鉢上半部　浅目の休部と屈曲して短く伸びる口綾部を持つ。
口縁端部は一条の横ナデで、凹面を形成する。口綾部内外面
は横ナデ、休部外面は横位の並行叩き後斜パケ。内面は斜パ
ケ。
鉢口縁・休部　ほぼ直線的に開き口綾部で弱く内湾する。底
部は特に肥厚しないが比較的広い平坦面を持つ。口緑端部は
内面に僅かに突出。内外面指押さえとナデ。
鉢口綾部　僅かに内湾気味に弱く開き、屈曲部を持たない形
態。口禄端部は四角く納める。内外面の調整不明。
鉢上半部　直線的な休部と短いが強く外反する口綾部を持つ
端部は四角く納める。調整不明。
鉢上半部　張りの弱い休部から屈曲して短く外反する口綾部
に至る。口綾端部は一条の横ナデで凹線状に窪む。口緑部外
面は横ナデ、休部外面は指押さえ。

一時赤褐色　甑底部　尖り底で頂部に焼成前に円孔を穿つ。外面の調整不
一暗赤褐色　明、内面は縦パケと指押さえ。
－燈白色　甑底部　平底を持つ甑。底部中央に焼成前に円孔を穿つ。底
一時灰色　　部を含め外面は並行叩き。内面は強い指ナデ。

壷底部？大形の平底。外面は斜位の並行叩きの後に削り。内

底径－6　　外一
内一

底径－4．2　外一
内一

底径－3．2　外一黒灰色

面は磨き。
壷底部　僅かに平坦面を残すが非常に不明瞭な平底である。
内外面ナデ調整。
壷底部　円盤状に突出した底面から強く開き休部に続く。外
面縦パケ。
壷底部　極めて薄手の平底。外面は部分的に斜位の並行叩き
を残す。内面は指押さえ。内外面共に粘土接合痕顕著。
護底部　外面は横位の並行叩き、内面は削り。

鉢底部　底部は僅かに窪み底。外面は横位の並行叩き、内面
内一時灰褐色　はナデ調整。

底径－2．4　外一黒灰色
内一灰白色

11218　弥生後期　　底径－3．2　外一明燈色
内一明燈色

11219　弥生後期　　底径－2．9　外一淡橙色
内一淡燈色

11220　弥生後期　　底径－6　　外一褐色
内一褐色

11221　弥生後期　　底径－4．2　外一淡黄灰色
内－

11222　弥生後期　　底径－5．2　外一淡灰色
内一時灰色

11223　弥生後期　　底径－3．6　外－

11224　弥生後期　　底径－4．4　外一明燈色
内一淡灰色

11225　弥生後期　　底径－3．8　外一淡黄色
内一淡黄色

鉢底部　小形化した平底を突出気味に残す。休部は強く開き
外面斜位の並行叩き、内面ナデ調整。
鉢底部　底部は円盤状に突出し、弱く開いて立ち上がる。外
面横位の並行叩き。内面横位の断続パケ。
鉢底部　僅かに突出気味の小形化した平底を持つ。外面横位
の並行叩き、内面断続的な板ナデ。
護底部　底面t器壁共に薄手で外反気味に鋭く立ち上がる。
内面は底面指押さえ、以上は削り。外面の調整不明。
鉢底部？底部外周部が高台状に突出。底面は円盤充填。内面
はナデ。外面突出部は顕著な指押さえ。
喪底部　僅かに窪み底となる。外面縦パケ、内面は削り。

護底部　厚手の小形化した平底を持つ。外面縦パケ、下端付
近に斜位の並行叩きを残す。内面削り。外底面には叩き原体
圧痕。
喪底部　比較的厚手の底部。外面は縦磨き。内面下端は指押
さえ、以上は縦削り。
蓬底部　比較的薄手の小形化した底部。外面は横位の並行叩
きを縦磨きで消す。内面は縦削りと部分的に指押さえ。

－743－

角閃石細粒多い
雲母土器
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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11226　弥生後期

11301　弥生後期
高杯

11302　弥生後期
高杯

11303　弥生後期
高杯

11304　弥生後期
高杯

11305　弥生後期
高杯

11306　弥生後期
高杯

11307　弥生後期
高杯

11308　弥生後期
高杯

11309　弥生後期
高杯

11310　弥生後期
土製支脚

11311　弥生後期
土製支脚

11312　弥生後期
製塩土器

11313　弥生後期

底径－4．2　外一淡燈色
内一淡橙色

口径－17．4　外一時赤褐色
内一時灰褐色

口径－23．2　外一黄白色
内一時燈色

口径－24．9　外一灰白色
内一灰白色

口径－25．3　外一淡赤褐色
内一淡赤褐色

口径－26．8　外一灰白色
内一灰白色

口径－24　　外一黒褐色
内一黒褐色

脚径－20　　外一明茶色
内一明茶色

外一
内一

外一時赤褐色

護底部　底部は比較的薄手。休部の張りは弱い。外面縦パケ
内面は縦削りと指押さえ。
高杯杯部　杯底面は内湾気味に開き、中位で屈曲して上半は
弱く外反する。端部は丸く納める。口径の割りには深い杯部
を持つ。上半は内外共に横ナデ、下半外面は横削り、内面に
は指押さえをとどめる。
高杯杯部　杯底面は僅かに内湾気味に開き、中位で屈曲し、
上半は強く外反する。端部は丸く納め、内面端部直前に細い
凹線一条を巡らす。上半部外面はナデ後間隔を開けた縦磨き
で暗文風の効果を上げる。内面は横磨き。下半外面は横削り
で、内面は放射状磨き。
高杯杯部　ほぼ水平に開いた下半部が中位で強く屈曲した後
に強く外反して口緑に至る。端部は丸く納める。中位屈曲部
の粘土紐接合状態は他の多くの事例とはやや異なる。屈曲部
下端に沈線状の窪みが巡る。調整は不明。
杯底面は強く開き、中位で屈曲し上半は強く外反する。端部
はやや肥厚気味に丸く納める。上半の調整不明。下半は外面
横方向の削り、内面は横パケ後放射状のみがき。
大きく開いた杯底部は中位で強く屈曲した後に更に外反を強
め口禄に至る。端部は尖り気味に終わる。脚部は差し込み法
で接合され、内傾気味の比較的短い軸部と裾部とは明瞭な屈
曲部で区分され、脚裾は強く開く。脚裾上部に小円孔を穿つ
杯部の調整不明脚部外面は縦パケ、軸部内面は絞り目顕著
高杯杯部　杯底面は水平に近く開き、中位で鋭く屈曲して上
半の外反も強い。上半内面は3条の強い横ナデで、連続凹線

3′－4mm大の石
英、1mm程度の
長石・雲母多い
角閃石細粒少量
3′－4mm大の石
英・長石多い。

3′、4mm大の石
英多い。

3mm大の石英、
1mm以下の長石
多い。
砂粒を殆ど交え
ない精良な胎土
いわゆる水漉し
粘土か

角閃石細粒多い
雲母土器

文状に波打つ。外面も横ナデ、屈曲部以下の調整不明。
高杯脚部　僅かに外反気味に開く。脚端は強い横ナデで面取　2mm大の石英、
り。下端付近を除き外表は縦磨き、内面は横方向の削り。裾1mm大の角閃石
部に小円孔を穿つ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　多い。

雲母土器
高杯脚部　絞り込まれた上端部から外反気味に開き、明瞭な
屈曲部を持たず裾に至る。裾部には円孔を穿つ。軸上端は粘
土円盤を貼り付けるが、差し込み法である。外面の調整不明
内面は絞り目顕著。
高杯脚部　強く絞り込まれた上端から外反して開き明瞭な屈　2mm大の石英多

内一時赤褐色　曲部を持たずに脚裾に至る。裾上部に円孔を穿つ。外面は縦　い。

外一淡燈色
内一淡燈色

器高一8．5　外一時赤褐色
脚径－8．5　内一時赤褐色

底径－3．9　外一黒灰色
内一時灰色

底径－5．6　外一
内－

パケ、内面は絞り目顕著。内面上端に棒状器具の差し込み痕
がある。差し込み法接合
短脚の高杯軸部に似た形態。外表は指押さえ顕著でいびつ。
内面は絞り目目立つ。支脚としては異形である。把手と見る
意見もある。
ややいびつで裾の開いた円筒形を呈し、上端に斜めの平坦面
を持つ。外面はナデ調整で部分的に指押さえがある。内面は
指押さえと絞り目が目立つ。
製塩土器脚部　小形化した脚台部を持つ。内底面は粘土塊を
充填してふさぐ。休部はあまり張らない。脚部は内外面指押
さえ、休部外面横位の並行叩き。
鉢底部　低い台脚を持つ。脚部先端は尖り気味。内外面措押
さえ。休部はナデ調整。

2へ．4mm大の石
英粒、1mm以下
の雲母多い。
巨－2mm大の石
英・長石・雲母
多い。

出土遺構　水田1北半部
q－－一一．　－T一・一・－－－－－一一一一－－－－－－－－－．・．1．－－－－－－－－－－．－1－－－－－－－－－－．一一一一一一－－－－－－－．－－－一一－－－一一－－－．一一一－．．－－．．－－－－一一一．－－－－．・－．日．一一－－一一．．－．．．－－－一一・一－－．－－－－　，－．・・－一一－－－－一一．．－－－．　．　，－

－．一一．．　．　．一一．一一．・．・－－－－・－一一．－－－－－．．・－－－－－－，－－－．．－－－－－一一．－．－－日，－一一－一一一．－一一一－－－－－－－－．－．－－1－．．1－．．－－－－－－－－－一一－－．一一一一一－一・一－－一一一一－－－－一一一一．．・一一－－－－－一・一一．－．－－－J．－1－－－－－－－．－．1一

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－－．一llll，－－－－－－・．一－－　－－－－－－－－．－．．・．，，．．一一一－－．－－一一－－－．－－－－．－．一一－－－－－－－．－－－．1－－－－－－－－．．－－．－－．．－－－－－－－－－－－－－－．－一一－－．1－－－－－－．，－－．－－－－－－－．．・－－－－．一日．－－．－－．・－一一．－－．－－－－－ql，－－－－－．．
．．●－．－　．　－　．　，　－．．－．一一．一一．．－－－－－．1，－－－－－－－－－．－－－－－－．・一一－．．．1－－．1－－－－－－－－．．－．．一一一－－－－－．－．－－－－－－－－－－－－一一1－－－‥一一一一－－－－－－－－．．－．．．一－－－－－－－－－－一一・－－－－．一一一一．－－－一一．－－－一一．一・一－－－－－－－－－－

11401窪　　　　径－14．4　外一明褐色　張りの弱い休部から鋭く折れ、外反して開く薄手の口1～2血m大の石英・雲
内一淡橙色　緑部。口綾部・休部外面並行叩き、口綾部内面横はけ　母・赤色粒多い。

休部内面なで調整。

出土遺構　水田2北半部（1）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一　一一一一一一一1－－－－－－－－－「一丁＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
．－－－－．，一一－－－－－－一一－一一－－－－－－－－－－－一一一－－－－一一－－一一一－－－－－－－－－－一一一一一一－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一一一一－－－一一一一一一－－－一一．一一一，一一一一．一

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一1－－1－－－－－「∵＝∵＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝ここ二二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

11402土師器杯A慧二㌢も4　内外‾淡褐色慧賢誌彿讐？孟宗‡駄‡講腎駕悪乏霊品砂粒を殆ど含まず0
時文
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出土遺構　水田2北半部（2）

番号　器種　　　法量　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

11403　須恵器杯

11404　須恵器杯

11405　須恵器杯

11406　須恵器杯

11407　須恵器杯

11408　円面硯

径－11　内外一淡灰色　体底部境は明瞭で休部は直線的に立ち上がる。底部外
高一3．7

内外一昔灰色

内外一淡灰色

内外一青灰色

内外一青灰色

径－18．4　　内外一時青灰
色

緑のやや内側に低い高台を付す。底部外面へらきり後
へらけずり。他は回転なで調整。
箱形を呈し、底部外縁にほぼ接して低い高台を付す。
底部外面へらきり後へらけずり、高台を付して回転な
で調整。
底部外面へらきり後へらけずり、高台を付して回転な
で調整。
箱形を呈し、底部外縁のやや内側に低い高台を付す。
底部外面高台を付して回転なで調整。
箱形を呈し、底部外縁のやや内側に低い高台を付す。
底部外面へらきり後へらけずり、高台を付して回転な
で調整。
硯面は平坦で使用痕顕著、周囲に基地を巡らし、外縁
は外傾して立ち上がる突帯。脚部は大形の方形透かし

1mm以下の石英など

1mm以下の石英少量

1mm大の石英

1mm大の石英

2一一3mm大の石英多い

1皿以下の石英

出土遺構　第3低地帯最下層
●‾一一●－●，－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一一一－－－一一一－一一一－一一－一一－－－一一一一一－一一一一一－1－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－一一一－－－一一－一一－．－－．●●．．－一一一一一．一，．．
11‾l‾l‾ll‾l‾llllll1－1111－1－11－・一一一⊥・こここ‥こここここ＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
●－－．●●一一一一一一一一－一一一－一一一－一一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一－－－－－－－－－一一－－－－－－一一－－－－－一一一－－－－－－－－－－－．－，．－．－●●●一一●，－●●一一
一一．．－－－－－－－－－一一－－－一一一－－－－．－－－－－一一一－一一一一－一一一一一一一－－－－－－－－一一－－1－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一－－－－－－一一一－－一一－－－－－－－－－●．．－－－．．●一一一一－－－

11409　壷　　　径－21・4　内外一濁橙色　頚部は内傾し口緑部は短く外反して、粘土帯接合に起

11410壷　　径－19．6　内外一爛色憲孟詔票謂孟宗品習票夏警て、粘土帯接合に起

11411壷　　径－21．4　内外潤色雲孟監監哲ア認諾く外反して粘土帯接合

11412壷　　　　内外潤色詣雷吉最悪漂志望品芸謂芸iる段を持ち、断

11413婆　　　　内外一淡灰褐霊宝謡雲苦言言霊誌。端部下半に刻み。を付す。
色

11501　土師器皿A　径－18．8
高一1．9

11502　土師質椀　　径－14
体高一3．9
高台径－6．8

11503　黒色土器A　径－15．2

1皿m大の石英など少量

1・、3mm大の石英など
多い。
1′－5mm大の石英など
多い。
1へノ3mm大の石英多い

巨－3mm大の石英など
多い。

出土遺構　水田1南半部
＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝≡＝？1－1－－－－11－－11－1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l＿＿＿＿…＿＿＿＿
二二二‾ll二二二二Illllll‾l‾l‾ここ；こ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

番号　器種　　法量　　　色調　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　備考
，－●一一．．一一一一－－－－一一－一一－－－－－－－一一，－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－一一一－－－－一一一－一一一一－一一一一一一一一一一一…一一一一一－－－－－－－－一一－－－－一一一一－－－．－．－．一一－一
一一一一一－一一－－一一－一一－－－－一一－－－－一一－一一一－－－－－－－一一一一一一－－一一一－－－－一一－－－－一一一一一－一日一一一－－一一一一一一一－－－一一－－－－－－－－－－－一一一一一一一－－－”一一”●．－●

11414窪　　慧＝呈呂．2　内外‾淡灰色警品冒㌘完票品孟豊警？曹孟霊誌謂チ琵富舞霊品呈票の石英・赤
並行叩き後継はけ、内面樅はけ後上半部桔押さえ。

出土遺構　水田2南半部
●●一一一－－一日－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一－一一一－－－－－－－一一一．－一一一一一一一－一一－一一－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－一一一一一－一一－－一一一一一一一－－．－．一一●．－●●
一一．－．．●一－．－－－一一一一一一一－－－－－一一一－－－一一－－－－一一一一一一一一－－－－－一一一一－－－－－一一一－一一一－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一一．－●●

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考
，．－．－－－．－－－－－－一一－一一一一一一一一－－－－－一一一一一一一一一一一一－－一日一一一－－－一一－一一一一一一一一一一一一－－－一一一－一一－－－－－一一－一一一一一－－－一一－－－－一一－一一一一一－－－－．一一．．－．●－－●－．．．－．一一－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一一一一一一一－一一一－一一一一一－一一一一一－－－－－一一一一一一一一一－－－－－一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一●．－●－●●●－－●

11421円面硯　径－13　　内外一時青灰硯面は外周に向かって徐々に低くなり、緩やかに墨池　ト3m大の石英多い
色　　に至る。外縁は高い突帯を直立させ、外側には断面三

角形の突帯二条を配す。脚部には細身の方形透かしを
配す。

出土遺構　第4低地帯流路1
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝三三TTlll一一一Il－1－＿＿＿＿＿＿＿＿l＿＿＿＿
●．．－．．一一．．一一－－－一一－－－一一一一－－－－－一一一一一一一一一一一一－－一一一－－－－－一一一－－一一－一一一一－－－一一一一－－－－●一一－－－－－－一一一一一一一一一一－－－一一－－－一一－－－－一一●●一■－．一

番号　器種　　法皇　　　色　調　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備考
，－．－－●一一一－一一－一一－一一一－－－－一一－－－－－－－－－一一一一一一一－－－一一一－－－－－一一－－－－－－一一一一一－－一一－－－－－一一一一一－一一一－－－－－一一－－－－－－－－－一一－一一－－一一一－－．●，－－
－－一一－一一一一一一一－－一一一－－－－－一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一－－．－－－－－－一一－一一－－一一一一一一一一一一一一一一一一－一一－－－－－－－－一一－一一－－－－一一一一－－一一一－－－●－－－－●

内外一時橙色体底部境は明瞭で休部は強く外傾して短く立ち上がる1m以下の石英・雲母
口綾部で屈曲して端部は巻き込み。外面へラ磨き、口　赤色粒少量　胎土1
綾部・内面横ナデ。

内外一黄白色休部は弱く丸みを帯びて立ち上がり、口縁端部はやや1mm以下の石英多い。
肥厚する。高台は径が大きく安定している。外面下半

貯一興　等鎧毒毒翠等謡譜覧謂㌔緑端部馳1m以下の石英多い。

115。。芸恵器杯芸事岳鵠こ荒灰壷芸違孟志冒麗霞重さ主藍票慧二二三
色　　部は尖状。回転ナデ調整。
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出土遺構　水田3直上層
．　．　．　－－－．一－－－－ll．－－－－一ll．　－－－－－－－－・－－－－－－－－．．車．．．－一一－－－－・．一一一－－－・－－－．－．．－．－－－－－－．－．．．一一一．一一－－－－－．H．．一一一．－－－－－－－－－－－一一．一一一一．－－－－．．．一一－－－－－．－－－－一一－－－－－－－－．H4－．－－－　．　－－－－－．－．－

．　－ll，　－　．　－　．　－一一一－－－　．　－・●t．，　－－．．・－－　，　－－－　．　－－・－一・一・一－－一一一．－－－－－－－．－－．－－－．－－－．．一．－－－－－－－－一一．．－－－－－－－．．－－－－－．．．－．．一　，　－－－－一．．一J－－一一．・－－－．．・－－－－・－．一一一・－－一一－一一．－－．．．－－　．　－l・－－－－－一一－－　．　，

番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－－－－－－－－－－－lll－t－－－－－－●ll1－－－－．l・－－－－－－－－－－－・－－．・・－r－－－－－－－－．－一一．．－－一一－－－－－－－－．．－－．．－－－－－－－－－－－－．．一一一一－－－－－－－．．．－－－－－－－－－一一．－．．一一．．－－－－．．－－－－．－．－－－－・－－－－－－．－llllllq－－．－－－－－
－－－－－　－－－－－－－－－－－－－．－－－－　，　－－－－－－・－－－－－－－・・－－・．．・一－－－－－－－－－－．．－－－．－－－－－－．－・－－車－－－－－一・日・．－－1－－－－－．－－－－－－・－・一一・・一一－－－・－－．．－－－－・．．－－－－－－1－－－・－－－・・J，－－－－－，－－′－・・－－－●t．－．．．・．・．－－

11505　土師器杯　　径－13．8
高一3．4

11506　土師質椀　　径－16．2
体高一5．8
高台径一6．8

11507　黒色土器A　高台径－6．4
椀

11508　黒色土器B　高台径－6
椀

11509　土師質椀　　径－14

11510　黒色土器A　径－14．9
椀　　　　　体高一5．2

高台径－6．8
11511　黒色土器A　径－15．3

？椀　　　　体高一5．5
高台径－6．1

11512　黒色土器A　径－14
椀　　　　　体高一4．9

高台径一7

11513　瓦質土器こ　径－30．6
ね鉢

11514　瓦質土器こ
ね鉢

11515　瓦質土器こ　径－26．5
ね鉢

11516　長胴護　　　径－34．6

内外一白煙色　体底部境は比較的明瞭で、休部は強く外傾して直線的
に開く。口緑端部は僅かに肥厚し丸く納める。底部外
面へらきり後ナデ調整。他は回転ナデ調整。

内外一黄白色　比較的深めで、休部は丸みを帯びて立ち上がり、口禄

内一黒灰色
外一黄白色
内外一黒灰色

内外一灰白色

内一黒灰色
外一黄白色

内一黒褐色
外一灰白色で

一部黒斑
内一黒灰色
外一灰白色

内外一淡灰色

端部は小さく外反して尖状。高台径は大きく弱く張る
体部下半指押さえ、他は横ナデ。
低いが比較的径が大きくよく張った高台を持つ。

低く細身だがよく張った高台を持つ。休部外面へラ磨
き、内面不明
深めで休部は丸みを帯びて立ち上がる。口綾部は僅か
に外反して端部は弱く肥厚し丸く納める。比較的大き
く高い高台を持つ。内外面丁寧な横ナデ。
深めで休部は僅かに丸みを帯びて立ち上がる。口綾端
部は丸く納める。低いが、径は大きくよく張った高台
を持つ。内外両横ナデ後粗いヘラ磨き。
休部は丸みを帯びて立ち上がり、口綾部はかすかに外
反し、端部は丸く納める。高台径は比較的大きく、細
身だが高い。内外面へラ磨き、口綾部横ナデ。
休部は丸みを帯びて立ち上がり、口綾部にむかって暫
時肥厚する。口緑端部は丸く納める。高台径は大きく
低いが強く張る。外面下半指押さえ、上半横ナデ、内
面丁寧な指押さえ。
休部は弱く丸みを帯びて立ち上がり、口綾部で弱く折
れて外反する。端部はかすかにつまみ上げる。内外両
横ナデ、体部下半桔押さえ。

内外一淡黒色　底部外面へらきり後ナデ。休部下端へら削り、他は横
ナデ。

内一淡黒色　　体部はかすかに丸みを帯びて立ち上がり、口禄部で弱
外一淡灰色　　く折れる。端部は小さくつまみ上げる。内外両横ナデ

内一時灰褐色　ほぼ直立する休部から明瞭に折れる短く厚い口綾部を
外一時橙色　　持つ。口禄端部・内面横ナデ、外面指押さえ後継パケ

1m皿大の石英多い。

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量
1mm以下の石英・雲母
少量
1mm以下の石英少量

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英。
′

1mm以下の石英・雲母
少量

1へノ2mm大の石英多い

1～2皿大の石英多い

1′－2血m大の石英多い

巨－2mm大の石英・雲
母・黒色粒極めて多い

出土遺構　水田3直上層
＿．●一一．－－－－一一－，－－一一一一，一－－一一－一一－－－－－－一一一－－－－－一一一－－－一一－－－一一一一一一一一－一一一一－－一一－一一一－－－－－一一一一●一一一一一－－－－－－－－－－－－－－．．一一－．●．一一．一
一一，．●一一一一一一－－－一一一一一一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一一一－－－－一一一一一一一－－－－－－－－一一一一一一－－一一一一－－一一－－一一一一●－．．－．．－●一，－．．●一

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考
，－－－，－q－－一一一一－一一一一一－－一一－一一一－－－－－－－－－－一一一一一一一－－一一一－－一一一一一－一一－一一一一一－－－一一－－－－－－一一－－一一一一－－－－一一－－－－－－一一一一一－－●－●．●●－．－一一．－
＿＿．．－－●一一－一一一－－－－－－－一一一－－－一日一一一－－－－－－－－－－一一一－－－－一一－－－－－－一一一一一－－－－－－－－－－－一一一一一一－－一一一－一一一一一一一一一－－－－一一一一一－－●－－．，－●一一一．．●

11517　土師器杯

11518　黒色土器A　高台径－7．2
椀

11519　黒色土器B　径－15．4
椀

11520　黒色土器A　高台径－6
椀

11521　羽釜

内外一鮮燈色

内一黒灰色
外一黄白色
内外一黒灰色

′、暗赤色
内一黒灰色
外一黄白色
内一黄白色
外一暗褐色

11522　土師質椀　　高台径－6．8　内外一黄白色
11523　瓦質土器こ　径－28．2　　内外一淡害灰

ね鉢　　　　　　　　　　色
11524　瓦質土器こ　径－32．2　　内外一灰白色

ね鉢

出土遺構　第4低地帯流路2（1）

強く突出した平高台で、内面はこれに対応して窪む。
底部外面へらきり、他は回転ナデ調整。
径が大きく細身だが比較的高い高台を持つ。内面見込
み部分へラ磨き、外面横ナデ。
丸みを帯びて立ち上がり、口緑端部はかすかな肥厚す
る。外面へラ磨き、内面パケ調整後へラ磨き。
比較的径が大きく角形の安定した高台を持つ。内面見
込み部分に粗いヘラ磨き。
鍔の突出度は弱く、口緑端部から鍔先端にかけて緩い
凹面となる。口綾部・内面横ナデ、外面鍔下指押さえ
径が大きく比較的高い高台。僅かに外開き。横ナデ
休部は外傾して直線的に開き、口綾部で強く折れ僅か
に肥厚する。横ナデ
ロ縁部で弱く屈曲して端部はつまみ上げる。内外両横
ナデ、外面中位に指押さえ。

1mm大の石英多い。

1mm以下の石英・雲母
赤色粒
1mm以下の石英・雲母
少量
1血m以下の石英・雲母
赤色粒
1′－3mm大の石英多い

1∵－2mm大の石英少量
1′－2皿大の石英多い

1一一2mm大の石英。

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
一一●一一－．－．一一－・一一一一－－－．一－．－－－I－－一一－，－．－．一一一‥－－－－－．一一一．一一－・－－－－‥－．－－．－．－．－．－－．－．－．－1－．－－－－－．－－．一一‥一一－．一一．－．－・．－－．－．－－－－－－－．－．－．●．－．－－－－－．－－．－．－．－一一日－－l t－．　ll－．一一●●1－1■－
＿－－●＝●4－．●一一．－－－－－－－－．－．－．－－－－－・－．．－－－－－－1－．－－－－－－．－－．一一．車－．－．－．－－－‥一一－．一一－．－．－．－．－．－．－．－－－．－．－．－．－．－．－．－．－－．－1－．－．－－－．－－．－－－4－．－－．－－．－■＝■．　．t■．＝■1－1－．4■．t■一一．　－l t■．　l t■l t■

11601　土師器杯　　径－12
高一3．4

11602　須恵器小瓶　径－9．4

11603　長胴襲　　　径－32

内外一明橙色　全体的に薄手。平底から休部は直線的に開く。口緑端　1mm以下の石英多い。
部は尖状。底部外面ナデ調整。他は回転ナデ調整。

内外一時青灰　次第に外反を強めながら延び、口綾部は屈曲して立ち　1mm大の石英多い。
色　　　上がる。端部は尖状。内外面回転ナデ調整。

内外一灰褐色　厚手の短い口縁部。端部は弱くつまみ上げる。内外面　2－－4mm大の石英極め
横ナデ調整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て多い。

－746－



出土遺構　第4低地帯流路2（2）
●●－‾●－●－．．．．．一一●．●一日－．－．．一一－，－－－－－－－一一一一一－－一一一一－．一一－一一‥－．－．－．－一一一．－－一日－．－．－－－．一一一－一一－－－－一一一一一一．－．一一－－－．一一一－－－一一－－．一一一－－－一一一一●一一一．－－
●●●●．●，－－－－－－．一一一－－－－－－－一一一一－一一一－－－一一－一一一一一一一一一一一一－－－1－－－－－－－－－－－一一一－一一一‥－－一一一－－－一一一－－－－－－－‥一一一－一一一一－－一一一－－－－－一一一－●一一．．

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
．●．一一●●－．一日－．－－－－－－－．－．－－－－－－‥一一－一一一一－－一一一一－－－－－－一一‥－．一一．一一日－．一一．一一．－．－－－－．－．－．一一日一一一‥一一－．－．－－．－．－．－－－一一－－一一一一一一日－－－－一一一－一一－－一一一－－．●．－●－．
一一一一一－－．－－．●．－－一一一一一一一．一．．－－－－‥一一一‥－．一一一－一一日一一一一一一－－一一・一－．一一－．－－．一一日－－一一一一日－．一一．－－－－1－－．－－－－．－－－一一．一一．－－－－－－－－－一一一一一一一－－－‥－－－－－一一－．－●－

11604　羽釜　　　　　　　内外一淡灰褐　ほぼ直立する休部から折れて開く口綾部とその直下に1～3m大の石英・雲
色　　水平に強く突出する鍔を持つ。鍔は先端が弱く反り上　母

がる。内外両横ナデ。

11605　羽釜　　　径－25　　内外一黄灰色　な言わんする口綾部直下に突出度の低い鍔を持つ。口1～3mm大の石英極め
緑端部から鍔先端にかけて緩い凹面を成す。口緑端部　て多い。
尖状。内外面ナデ調整。

出土遺構　第4低地帯流路4
‾－．■4－1－．▼．－－．．．一一‥－－．－．－．－－一一－一一一－－－－－一一・一一一・一一一一－－一一．－．－－－．－－．－－．一一－－－－．－．－－－．一一一日－－一一－－．－－－．－－．■一一－一日－．－．－－－－－－－．一一－－－．－－－－－－一一－－－．－．一一t－．．．－
．－，－一日一日■t一－．一日－‥一一－－－－－－一一－－．－－－－．一一－－．－．－－－－一一‥－．－．－－－－一一一一一‥－．一一．－－－－－‥－．－．一一－一一日－．－．一一一－－－．一一日一一一一－．－．一一．－－－－－－一一－－‥一一一一一一．－－－－一一一日－－－一一－一一●t■．●

番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　備　考
－．■一日■－t■－t■1－4■．t－4－．1－t－4■．■t■4■．一一－－．．一一－．－－－－－－－一一．－．－．－．－．一一一一一．一一一．－－－．一一一．－－－一一一－1．－－－－．．－．－．－．－－一一．－・．－．－－一一一一．－．．一一・．．－－－．－－－－．－．－．－－1．．－－－－－－－－－－－－．－・．－－－－－1－－．－－●●．－－．一一日－
．－t車●．一日－．1－．－－・．－4－－－‥－．－－．－－－－．－－一一一．一一．一一日－－－一一－．－－－－－－－－－－．－－．－．－．－．－．－．一一．－－．－．一一－－－－．－．－．一一．一一．－－－－－－－一一．－．－－．－．－－－．一一．－－－－－－‥－－－一一一一．－－－－－－・●一・一日－．●

：：：：：：：：：？彗詰5：；：二：：：畳蕪蓋蓋昌蔓！窒黒蒜壷警警禦三三芋去：母
色　　比べて薄い。外面並行叩き後ナデ、内面ナデ調整。

出土遺構　第4低地帯流路5
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二「－一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‾‾‾‾‾‾l‾‾‾‾l‾‾‾一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1－－－－－－－二二二二ここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　備　考

11608　土師質小皿　径－8．4
高一1．9

11609　土師質小皿　径－7，4
高一1．5

11610　土師質杯　　径－15．4
高一3．7

内外一黄白色　休部は強く外傾して直線的に短く延びる。口緑端部尖
状。底部外面へらきり、他は回転ナデ調整。

内外一黄白色　休部は底部から短く引き出した程度。口緑端部尖状。
底部外面へらきり、他は回転ナデ調整。

内外一黄白色　体底部境は明瞭で休部は強く外傾して直線的に開く。
口緑端部は丸く納める。底部外面へらきり後ナデ、他
は回転ナデ調整。

11611土師質椀　高台径－6・2　内外一黄白色　高台径は比較的大きいが、低く細身。外面下端指押さ

11612　土師質椀　　径－14．4
体高一5．7
高台径－6

11613　土師質椀　　径－14．8
体高一4．4
高台径－5．6

11614　土師質椀　　径－15．4
体高一4．9
高台径－6．8

11615　黒色土器A　高台径－6
椀

11516　瓦器椀　　　径－14．8
体高一4．2
高台径－4．5

11517　瓦質土器こ　径－27
ね鉢

11518　瓦質土器こ
ね鉢

11519　内耳鍋

11520　羽釜　　　　径－33．6

え、他は横ナデ。
内外一黄白色　深めで休部は緩やかな丸みを帯びて立ち上がる。口綾

部で弱く外反して端部は丸く納める。高台径は比較的
大きく、やや張り気味で細身。外面下半指押さえ、上
半部・内面横ナデ。

内外一黄白色

内外一黄白色

内一黒灰色
外一時黄色
内外一淡黒色

内一灰白色
外一淡青灰色

内外一淡灰色

内外一淡燈色

内外一時黄灰
色

休部は緩やかに丸みを帯びて立ち上がり、口縁端部は
僅かに肥厚して丸く納める。高台径はやや小ぶりだが
安定している。外面下端指押さえ、他は横ナデ。
触狛ま緩やかに丸みを帯びて立ち上がる。口緑端部は
丸く納める。高台径は大きいがやや低い。外面下半指
押さえ、他は回転ナデ調整。
高台径は比較的大きいが、低く小ぶり。内外面へラ磨
き、特に見込み部分丁寧なヘラ磨き。
全体に浅く薄手。口禄端部は丸く納める。高台は低く
断面三角形状。外面顕著な指押さえ。口緑部のみ横ナ
デ。内面ナデ調整後同心円状の粗い暗文。
休部は僅かに丸みを帯びて立ち上がり、口綾部で弱く
折れて端部は小さくつまみ上げる。内外面横ナデ、部
分的に指押さえ。
底部は休部に比べてやや薄い。底部外面へらきり、休
部下端へら削り、他は横ナデ。
外傾する口綾部内面に楕円形の突出部を付し、中央に
円孔を穿ち吊り手部とする。指押さえ。
内傾気味の口綾部から少し下がった位置に突出度の低
い厚手の鍔を付す。口緑端部尖状、鍔先端は四角く終
わる。横ナデ。鍔直下指押さえ

1mm以下の石英・赤色
粒
1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英極めて
多い。

1mm以下の石英少量

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英・雲母
少量

1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英極少量
いぶし良好　和泉型か

1mm以下の石英。

1mm大の石英・雲母黒
色粒多い。
1mm以下の石英・赤色
粒多い。
1へノ2mm大の石英多い
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－●．，．．－．．．－．一一一●－．．．．一一一－－－－－一一－－－－，－－－－－－－－－一一－一一－一一－一一一－－一一一一－－一一－－－一一－－－一一一－一一－一一一－－－－－－一一一－－－－－－－－－－●－．．－●●－●一一－－
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
．一一．一一一●－－－．●一一一一－一一－－一一－一一一－一一一－－一一一一一一－－－－－－一一一一一一一一一一一一－－一一一－一一一一一－一一一－－－－－－－一一－－－－－－一一－一一一一一一一一一－－－－－－●●－－．．．－．一一
●－●－．－－．．．一一●－－－－一一一一一－一一－．一一－－－－一日－－一一－－－－一一一一一一一一一－一一一－－－一一一－－－－－－－一一－－－一一－－1－－－－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－－－一一一一■一一．．．．．．－

11701　土師質小皿

11702　土師質小皿

径
高
径
高

－1．2

－7．7

－1．9

‾冥　内外一撃灰褐　伊興蔓寧i摘み上げる。底部外面へラ切り後板目圧痕1m以下の石英・雲母
色　　他は横ナデ。　　　　　　　　　　　　　　　少量　　‾【／、｛T

内外一時黄色　休部は短く開き、底部外面へラ切りのち板目庄痕。他1mm以下の石英・雲母
は横ナデ。　　　　　　　　　　　　　　　　角閃石

－747－
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番号　器種　　　法量　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
一一一‥一一－－－－－－－一一一一一一一一一－－－－－一一一一一一一一一●■＝■－．．．一一．．．●●●一一t■●●●－1－－－－－－●一一一一－－－－－‥一一．一一1－－－－－－－－－－－－－－－－－．一一－－－－．一一一一一一－－－－－－．．－．
－－一一一一一一一－－－，－－－－－－－－一一－－－－一一一一一一一一一一一一1－－●－．－．－1．．．1．．■－．．．．．．■●．＝■－■1．．．■．P．－一一－一一－一一一一一一一一－－1．－－－日一一－一一－一一一一一一一一一一－－．．－．．－．●

11703　土師質小皿　径－7．5
高一1．2

11704　土師質小皿　径－8．3
高一1．6

11705　土師質小皿　径－8
高一1．5

11706　土師質小皿　径－7．7
高一1．6

11707　土師質小皿　径－8．3
高一1．6

11708　土師質小皿　径－8．7
高一1．4

11709　土師質小皿　径一g．2
高一1．3

11710　瓦器小皿　　径－8．4
高一1．7

11711　瓦器小皿　　径－8．7
高一1．8

11712　瓦器小皿　　径－9．6

高一2．2

11713　須恵質小皿　径－7．9

11714　台付小皿

11716　台付皿
11717　土師質皿

11718　土師質杯

11719　土師質杯

11720　土師質杯

11721　土師質杯

11722　土師質杯

11723　土師質杯

11724　土師質杯

11725　土師質杯

11726　土師質杯

11727　土師質杯

11728　土師質杯

11729　土師質杯

11730　土師質杯

11731　土師質杯

11732　土師質杯

11733　土師質杯

11734　土師質杯

11735　土師質杯

高一2．1

径－8
高一3．1

径－15．6
径－11
高一2．8

径－13．4
高一2．5

径－13
高一3．2

径－14．4
高一2．7

径－14．2
高一3．1

径－14．4
高一2．9

径－15．5
高一3．4

径－11．7
高一3

径－11．4
高一3．3

径－11．5
高一2．g

径－11．8
高一3．1

径－12．4
高一3．2

径－11．6
高一3．8

径－15．2
高一3．5

径－14
高一3．9

径－14．4
高一3．g

径－14．2
高一4

径－14．3
高一3．8

径－14．5
高一3．8

内外一灰白色　休部は短く開き、底部外面へラ切り。一他は横ナデ。

内外一淡褐色　休部は短く伸び、底部外面へラ切り。他は横ナデ。

内外一黄白色

内外一淡灰色

内外一淡灰黄
色

内外一淡黄褐
色

休部は短く開き、底部外面へラ切りのち板目圧痕。他
は横ナデ。
休部は短く開き、底部外面へラ切り。他は横ナデ。

休部は短く開き、底部外面へラ切りのち板目圧痕。他
は横ナデ。
休部は強く開き、底部外面へラ切り。他は横ナデ。

内外一淡灰褐　体底部境は比較的明瞭で休部は良く開く。底部外面へ
色　　　ラ切り。他は横ナデ。

内外一黒灰色　底部は緩やかに丸みを帯び、休部は短く
底部外面指押さえ顕著、口綾部横ナデ。
後磨き。

内外一黒灰色　底部は緩やかに丸みを帯び、休部は短く
底部外面指押さえ顕著、口綾部横ナデ。
後平行線暗文。

内外一黒灰色　底部は緩やかに丸みを帯び、休部は短く
底部外面指押さえ顕著、口綾部横ナデ。
後磨き。

立ち上がる。
内面ナデ調整

立ち上がる。
内面ナデ調整

立ち上がる。
内面ナデ調整

内外一時灰色　体底部境は明瞭で休部は内汚して立ち上がる。底部外
面糸切り、他は横ナデ。

内外一黄白色　立ち上がりの殆ど無い円盤状の休部に高い脚台を持つ
横ナデ。

内外一灰白色　強く開いた浅い皿に脚台を付す。横ナデ。
内外一暗褐色

内外一黄白色

内外一淡黄褐
色

内外一淡黄褐
色

体底部境は不明瞭で、休部は短く伸びる。口綾部は僅
かに肥厚する。底部外面へラ切り後ナデ、他は横ナデ
明確な底部平坦面は持たない。外面下半顕著な指押さ
え、上半横ナデ、内面ナデ調整。
比較的浅く、体底部境は不明瞭。底部外面へラ切り後
ナデ。他は横ナデ。
体底部境は不明瞭で、休部は良く開く。底部外面へラ
切り後ナデ、板目圧痕。他は横ナデ。

内外一淡黄色　体底部境は不明瞭で、休部は良く開く。底部外面糸切
り後外縁部のみナデ。他は横ナデ。

内外一黄白色　体底部境は不明瞭で、休部は良く開く。底部外面へラ
切り後ナデ、板目庄痕。他は横ナデ。

内外一黄白色　比較的浅く、体底部境は不明瞭。底部外面へラ切り。
他は横ナデ。

内外一灰色　体底部境はやや不明瞭で、底部外面へラ切り後ナデ板
目圧痕。他は横ナデ。

内外一灰白色　体底部境はやや不明瞭で、底部外面へラ切り後外縁部
のみナデ。他は横ナデ。

内外一明褐色　体底部境はやや不明瞭で、底部外面へラ切り後ナデ。
他は横ナデ。

内外一淡褐色　体底部境はやや不明瞭で、底部外面へラ切り後ナデ板
目圧痕。他は横ナデ。

内外一淡褐色　体底部境はやや不明瞭。底部外面へラ切り後ナデ・板
目圧痕。外面カキ目、口綾部・内面横ナデ。

内外一黄白色　比較的深めの器形。底部外面へラ切り後外縁部のみナ
デ、他は横ナデ。

内外一淡黄灰　比較的浅く、体底部境は不明瞭。底部外面へラ切り後
色　　　ナデ。他は横ナデ。

内外一淡灰黄　体底部境はやや不明瞭で口綾部は僅かに肥厚して、弱
色　　　く外反する。底部外面へラ切り後ナデ、板目圧痕。

内外一黄白色　体底部境は明瞭で休部は直線的に開く。底部外面へラ
切り後外縁部のみナデ。

内外一淡橙色　体底部境はやや不明瞭。底部外面へラ切り後ナデ。他
は横ナデ。

内外一淡灰色　体底部境は比較的明瞭で、休部は僅かに内湾気味に開
く。底部外面へラ切り後板目圧痕、他は横ナデ。

内外一黄白色　体底部境は明瞭で、休部は僅かに内湾気味に開く。底
部外面へラ切り後外縁部のみナデ、板目庄痕。他は横
ナデ。
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1mm以下の石英・雲母

1mm以下の石英・赤色
粒
1mm以下の石英少量

1mm以下の石英・雲母
赤色粒
砂粒を殆ど含まず。

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英等

1血n以下の石英

砂粒を殆ど含まず。

砂粒を殆ど含まず。

1mm以下の石英少量。
自然軸付着
1mm以下の石英・雲母
多い。
1血n以下の石英多い。
1皿以下の石英・雲母
多い。
砂粒を殆ど含まず。

1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英など多
い。
1mm以下の石英など多
い。
1mm以下の石英など多
い。
1mm以下の石英・赤色
粒など極めて多い。
1皿以下の石英・雲母
角閃石
1mm大の石英多い。

1mm以下の石英・雲母
角閃石
1mm以下の石英・雲母
角閃石
1mm以下の角閃石・雲
母・石英。
1mm以下の石英・雲母
・赤色粒・角閃石少量
1mm以下の石英・雲母
・角閃石
1皿n以下の石英・赤色
粒多い。

1mm以下の石英など少
量
1皿以下の石英など多
い。
1皿以下の石英多い。
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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11736　土師質杯

11737　土師質杯

11738　土師質杯

11739　土師質杯

11740　土師質椀

11741　土師質椀

11742　土師質椀

11743　土師質椀

11744　土師質椀

11745　　？

11746　土師質椀

11747　土師質椀

11748　土師質椀

11749　土師質椀

11750　土師質椀

11751　土師質椀

11752　土師質椀

11753　土師質椀

11754　土師質椀

11755　土師質

11756　土師質

椀

椀

椀

椀

椀

11757　土師質

11758　土師質

11759　土師質

11760　土師質椀

11761　土師質椀

11762　土師質椀

11763　土師質椀

径－15．7　内外一淡灰黄　体底部境は明瞭で、休部は僅かに内湾気味に開く。底
高一3．9　　　　　色　　部外面へラ切り、他は横ナデ。
径－14．4　内外一灰白色　体底部境は明瞭で、休部は直線的に良く開く。底部外
高一3．7　　　　　　　　　両へラ切り後板目庄痕、他は横ナデ。
径－14．5　内外一黄白色　体底部境は明瞭で休部は良く開く。口緑端部は丸く納
高一3．8　　　　　　　　める。底部外面へラ切り後板目圧痕。他は横ナデ。
径－14・1　内外一淡黄色　体底部境は不明瞭で、休部は良く開く。底部外面糸切
高一4．6　　　　　　　　　り。他は横ナデ。
径－14．8　内外一灰白色　比較的深めの椀で、口綾部は弱く外反する。外面下半
高一6．2　　　　　　　　指押さえのちヘラ磨き。内面へラ磨き。
径－15．3　内外一灰白色　口綾部を軽く外反する。やや張った高目の高台を付す
高一6．1　　　　　　　　外面下半の一部に指押さえを残すが総じて丁寧な横ナ

デ。内面ナデ調整。
径－15．6　内外一灰白色　口綾部は弱く外反し、高目の高台を付す。外面横ナデ
高一5．4　　　　　　　　　内面ナデ調整。
径－15．4　内外一淡燈色　口綾部は僅かに肥厚し、弱く外反する。断面三角形の
高一5．4　　　　　　　　低い高台を付し、外面下半指押さえ、上半横ナデ、内

面ナデ調整。
径－15・2　内外一黄白色　比較的薄手で、断面三角形の低い高台を付す。外面下
高一5．3　　　　　　　　半指押さえ、上半横ナデ、内面ナデ調整。

慧豊1内外璃黄色莞霊謂禁品晋空孟慧誇霊宝左豊壷筈讐ナデ

慧＝孟：も8　内外頂白色語監芸鑑三芸忘禁富譜芳鵠孟設掌享：漂
ナデ調整。

狂慧二芸芸謂彗蓋蓋箪憑葱誓監‡

狂慧二芸芸謂聾藁葺…蔓妻妾警萱重義芸芸
径
高
径
高
径
高
径
高
径
高
径
高
径
高

径
高
径
高
径
高
径
高
径
高
径

内面ナデ調整。
15・0　内外一淡黄色　口綾部はかすかに外反する。低いが良く張った高台を
4・9　　　　付し、外面横ナデ、内面ナデ調整。

；チ去6　内外‾瀬色謂警豊完E盟長森讐！ま語孟誓孟壷？ト面下端

；チ云9　内外‾淡燈色筈雪誓脚さえ、上半横ナデ、内面ナデ調整と脚
14・5　内外一淡黄色　口綾部は僅かに肥厚し、弱く外反する。外面下半ナデ
5・1　　　　　　　　調整、上半横ナデ、内面ナデ調整。

＝告8　内外‾琶黄褐詣軍票詣誓品孟：張りの掛高台を付し、外

＝；ヲi6　内外‾削色謂撃謂孟誓し、脚は丸く納める。外面横ナデ

＝；ヲ云5　内外‾黄白色欝警手で、断面三角形の低い高台を付す0内外面

＝；子も7　内外牒白色謂警鑑享詣笠竺する。外面脚さえ後上半部横
－15・5　内外一黄白色　休部はやや厚手。低いが良く張った高台を付し、外面

－5

－1

－5

－1

4．

．5

5

高一5．3

11764　黒色土器A　径－14．2
椀　　　　　高一4．3

下半指押さえ、上半横ナデ、内面指押さえとナデ調整
内外一黄白色　断面三角形の高台を付し、外面下端指押さえ、以上は

横ナデ、内面ナデ調整。
内外一黄白色　口綾部はやや肥厚し、端部は尖状。断面三角形の高台

を付し、外面横ナデ、内面調整。
内外一黄白色　口綾部はかすかに肥厚し、断面三角形の低い高台を付

す。外面横ナデ、内面ナデ調整。
内外一灰白色　やや厚手の休部で口綾部は弱く外反する。やや薄手の

高台を付し、外面横ナデのち粗い横へラ磨き。内面へ
ラ磨き。

語＝芸琶色　禁警漂讐欝篭吉富乱謂罪悪浣吾享㌘

－749－

砂粒を殆ど含まず。

1mm以下の石英など少
量。
1血n以下の石英・赤色
粒
1mm以下の石英少量

1mm以下の石英。

二巨、2mm大の赤色粒少
量

砂粒を殆ど含まず

1mm以下の石英・赤色
粒

1血n以下の石英。

1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量。形態・調
整は黒色土器Aと同じ
であるが、内面異化し
ていない。
1mm以下の石英多い。

殆ど砂粒を含まず

1mm以下の石英

1mm大の石英多い

殆ど砂粒を含まず

殆ど砂粒を含まず

1mm以下の石英など

殆ど砂粒を含まず

1mm以下の石英・雲母
赤色粒多い
1血n以下の石英など

1血m以下の石英・赤色
粒多い。
1血m以下の石英・赤色
粒
殆ど砂粒を含まず

殆ど砂粒を含まず

殆ど砂粒を含まず

1mm以下の石英・赤色
粒少量
殆ど砂粒を含まず
形態・調整とも西村・
瓦質土器に類似
1mm以下の石英・雲母
赤色粒少量
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番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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11765土師質椀　慧＝孟：も6　内外‾灰白色琵！詣㌫悪意露呈豊富冨雷撃謡讐慧誌禁票1m以下の石英多い。

11801　瓦器椀　　　径－15．4
高一5．3

11802　黒色土器A　径－14．9
椀　　　　　高一5．5

11803　黒色土器A　径－14．4
椀　　　　　高一5．2

11804　瓦質土器椀　径－14．6
高一5．2

11805　瓦質土器椀　径－14．8
高一5．2

11806　瓦質土器椀　径－14．5
高一5

11807　瓦質土器椀　径－14．4
高一5．1

11808　瓦質土器椀　径－15．3
高一4．8

11809　瓦質土器椀　径－14．9
高一4．5

11810　瓦質土器椀　径一14．1
高一4．5

11811　瓦器椀

11813　瓦器椀

11814　瓦器椀

11815　瓦器椀

11816　瓦器椀

11817　瓦器椀

11818　瓦器椀

11819　瓦器椀

はヘラ切り痕を残す。
内外一黒灰色　断面三角形の低い高台を付し

え、上半横ナデのち粗いヘラ
線暗文、他は細かい横へラ磨

外一暗黄色　　断面角形の低い高台を付す。
内一黒灰色　　磨き。内面ナデ調整後へラ磨
外一時黄色　　断面角形の良く張った高台を
内一黒灰色　　横へラ磨き、内面へラ磨き。

、外面下半顕著な指押さ
磨き。内面見込み部平行
き。
外面横ナデ後粗い横へラ
き。
付す。外面横ナデ後粗い

内外一時灰色　口稼部は短く外反し、断面角形の外反する高台を付す
口縁の一部　外面下端指押さえ、以上は横ナデ後粗い横へラ磨き。
黒色　　　　内面ナデ調整。

内外一灰白色　口禄部はやや肥厚し、端部内面に浅い沈線一条。外面
横ナデ後粗い横へラ磨き。内面ナデ調整。

内外一黒褐色　断面角形の低い高台を付し、外面横ナデのち横へラ磨
き。内面ナデ調整後粗いヘラ磨き。

外一時灰色　断面角形の低い高台を付し、外面横ナデ後横へラ磨き
内一黒灰色　　内面へラ磨き。
内外一時灰色　断面角形の低い高台を付し、外面横ナデのち粗い横へ
ロ縁一黒色　　ラ磨き。内面ナデ調整後柵かいへラ磨き。
内外一灰白色　断面角形の薄手で低い高台を付し、外面横ナデ、内面
口緑一黒灰色　ナデ調整。
内外一灰色　休部上半は比較的直線的に伸び、口綾部は僅かに肥厚
口縁一淡黒色　する。断面かまぼこ形の低い高台を付し、外面横ナデ

内面ナデ調整。
径－16．4　内外一黒灰色　断面三角形の低い高台を付し、外面指押さえ後ナデ調
高一5．6　　　　　　　　整。更に恥1ヘラ磨き。内面見込み部斜格子状暗文、

他は細かい横へラ磨き。
径一14．3　内外一黒灰色　断面三角形の低い高台を付し、外面指押さえ後ナデ調
高一5　　　　　　　　　整。口綾部横ナデ、更に中位に粗いヘラ磨き。内面見

込み部斜格子状暗文、他は細かい横へラ磨き。
径－15．6　内外一黒灰色　断面三角形の低い高台を付し、外面指押さえ顕著口禄
高－5．2　　　　　　　　部のみ横ナデ、内面見込み部螺旋暗文、他は細かい横

へラ磨き。
径－15　　内外一黒灰色　比較的浅い器形。口綾部は僅かに肥厚し、断面三角形
高一4．4　　　　　　　　の低い高台を付す。外面下半顕著な指押さえ、上半横

ナデ、内面見込み部平行線暗文、他は粗い横へラ磨き
径－15．4　内外一黒灰色　比較的浅い器形。口綾部は僅かに肥厚する。断面角形
高一4．9　　　　　　　　の低い高台を付し、外面下半指押さえ、口綾部横ナデ

のち粗い横へラ磨き、内面見込み部平行線暗文、他は
細かい横へラ磨き。

径－14．9　内外一黒灰色　口綾部は僅かに肥厚する。低いが良く張った高台を付
高一5．3　　　　　　　　し、外面顕著な指押さえ、口綾部横ナデのち粗い横へ

ラ磨き。内面ナデ調整後粗いヘラ磨き。
径－15．2　内外一黒灰色　浅い器形。口綾部は外反する。断面三角形の低い痕跡
高一3　　　　　　　　　的な高台を付し、外面下半指押さえ、上半横ナデ。内

面粗いヘラ磨き。
径－16．4　内外一黒灰色　浅い器形。口綾部は弱く肥厚し、断面三角形の低い痕
高一3．8　　　　　　　　跡的な高台を付す。外面下半指押さえ、口綾部横ナデ

11820　青磁小皿　　径－10．8
高一1．8

11821　青磁小皿　　径－13．2

11822　青磁小皿　　径－12．6
高一2．7

11823　青磁椀　　　径－16

11824　青磁椀

内面粗いヘラ磨き。
軸一灰黄緑色　底部は弱く上げ底状で軸かき取り。体中位で鋭く屈曲
胎土一時灰色　する。内面見込み部に棒状原体による連続山形文と箆

描文　岡安窯系
軸一灰黄緑色　体中位で屈曲し無文。岡安窯系
胎土一時灰色
軸一濃緑灰色　底部は上げ底状で軸かき取り。体中位で鋭く屈曲する
胎土一時灰色　内面見込み部に櫛描文と箆描片彫りで花文状施文。同

外周に圏線一条　龍泉窯系
軸一　緑灰色　内面に箆状工具による片彫りと櫛目による施文。龍泉
胎土一青灰色　窯系
軸一淡緑黄色　高台は比較的低い。高台外面まで施粕。下端はかき取

り。見込みは無文、外周に圏線一条。箆描文と櫛描連
続山形文。外面には櫛描平行線　岡安窯系

－750－

1mm以下の砂粒少量

1mm以下の石英。

1mm以下の石英など。
形態・調整西村・瓦質
土器に類似
2′－4mm大の石英多い

1血n以下の石英・雲母
少量

殆ど砂粒を含まず。

1mm以下の石英・雲母

少量
1mm以下の石英少量

殆ど砂粒を含まず。

1mm以下の石英多い。

砂粒を殆ど含まず。

砂粒を殆ど含まず。

砂粒を殆ど含まず。

1mm以下の石英。

砂粒を殆ど含まず。

砂粒を殆ど含まず。

砂粒を殆ど含まず。
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考
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11825　青磁椀　　　径－16．7　　紬一線灰色
高一6　　　胎土一灰白色

11827　青磁椀　　　径－16　　　軸一淡緑黄色
胎土一灰色

11828　青磁椀　　　径－16　　　軸一暗線灰色
胎土一灰色

11829　青磁椀　　　径－17　　　軸一淡緑黄色
胎土一灰色

11830　青磁椀　　　径－15．5　　軸一濁緑色
高一6．7　　胎土一灰色

11901　白磁椀　　　径－17　　　軸一乳灰色
胎土一灰色

11902　白磁椀　　　径－14．2　　軸一黄白色
胎土一乳灰色

11903　白磁椀　　　径－16．4　　軸一乳白色
胎土一灰色

11904　白磁椀　　　径－16．6　　軸一乳灰色
胎土一灰色

11905　青磁椀　　　　　　　　　軸一淡緑灰色
胎土一灰白色

11906　青磁椀

11907　白磁台付小　径－8．9
皿　　　　　高一2．6

11908　弥生前期蜜　径－24．2

11909　瓦質こね鉢　径－30．6
高一13．3

11910　瓦質こね鉢　径－33．6
高一13

11911　須恵質蜜　　径－27．2

11912　須恵質蜜　　径－23

11913　羽釜　　　　径－30．8

11914　羽釜　　　　径－27．2

11915　土鍋　　　　径－36．2

11916　土鍋　　　　径－37

軸一禄灰色
胎土一灰色
軸一淡青白色
胎土一乳白色
内外一淡灰褐

色
内外一黒灰色

内外一淡黒色

内外一灰褐色

内外一黒灰色

内外一淡黄褐
色

内外一暗褐色

内外一暗褐色

内外一黒褐色

11917　土鍋　　．径一45．2　　内外一暗褐色

11918　瓦質風字硯　　　　　　　黒灰色

削り出し高台。高台外面まで施軸。下端はかき取り
軸は厚く貴人著しい。
外面柿描平行線、内面箆描文。同安窯系

やや浅い器形。外面櫛描平行線、内面櫛描連続山形文
岡安窯系
外面柿描平行線。内面棒状原体の連続山形文と箆描沈
線　岡安窯系
削り出し高台。高台外面まで施軸。下端はかき取り。
内面見込み部外周に圏線一条
口縁部は薄く外へ引き出す。

口禄部は玉緑状に小さく肥厚する。貴人著しい。太宰
府白磁2類か
口緑部は玉線状にやや長く肥厚する。外面下半は露胎

口緑部は玉緑状にやや長く肥厚する。

高台は比較的高く露胎。内面見込み部外周に圏線一条

高台は比較的高い。外面下端および高台は露胎。

休部は強く開き、口綾部で短く外反する。高台内面お
よび下端は露胎。内面中位に圏線一条。
逆L字状の貼り付け口縁。内外面ナデ調整。無文。

口綾部で弱く外反する。一方に注ぎ口を持ち、外面ナ
デ調整と指押さえ。内面横ナデ
ロ綾部で折れて短く外反した後に端部を摘み上げる。
外面下端へらけずり、他は横ナデ。
張りの弱い休部から直線的に開く口綾部。端面は直立
して弱く摘み上げる。外面並行叩き後口綾部のみ横ナ
デ。内面ナデ調整。粘土帯接合痕顕著に残す。
口縁部は弱く開き、端部を強く摘み上げる。外面並行
叩き後口緑部のみ横ナデ、内面ナデ調整。
内傾する高い口緑部の直下に突出度の高い鍔を付す。
外面ナデ調整。鍔接合部は指押さえ。内面横パケ。
強く内傾する高い口緑部の直下に突出度の高い鍔を付
す。口綾部横ナデ、鍔接合部指押さえ、休部外面ナデ
調整。内面横パケ。
口綾部はやや厚手。口綾部横ナデ、休部外面上半指押
さえ、内面横ナデ。
半球形の休部に直線的に良く開く口綾部を持つ。口綾
部外面縦パケ後指押さえ。休部外面パケ調整。内面横
パケ。

1′、3mm大の石英・赤
色粒多い。
1血皿大の石英など

1mm以下の石英。

2′－6mm大の小円礫

1mm大の石英多い。

1mm大の石英多い。

1mm大の石英など多い

1mm大の石英多い。

口綾部はやや厚手で直立する端面を持つ。口綾部横ナ
デ、休部外面ナデ調整と指押さえ。内面横ナデ部分的
に横パケ。
周囲は丁寧に面取りし、凹面はよく摺減っている。凹　1mm以下の石英・雲母
面主軸線上に突帯剥離痕がある。

出土遺構　第4低地帯流路7（1）
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番号　器種　　　法量　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

12001　土師器杯　　径－12　　　内外一淡燈色
高一3．9

12002　瓦質土器椀　径－14．8　　口緑一淡黒色
体高一4．6　休部一灰白色
高台径－5．2

12003　土師質椀　　径－14．6　　内一一部黒斑
体高一5．1　外一淡黄灰色
高台径－6．2

体底部境はやや不明瞭で休部は外傾して直線的に開く　3皿以下の石英・赤色
口縁端部は尖状。底部外面へらきり後ナデ、他は回転　粒多い。
ナデ調整。
比較的浅く、休部は僅かに外反気味に開く。口緑端部　1mm以下の石英・雲母
は弱く肥厚して丸く納める。断面かまぼこ形の低い高
台。内外両横ナデ、内面不鮮明な放射状暗文
体部下位で屈曲して直線的に立ち上がる。口緑端部尖　1mm以下の石英多い。
状。高台径は大きいが、やや低い。外面下半指押さえ
上半横ナデ、内面見込み部へラ磨き、上半部横ナデ
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出土遺構　第4低地帯流路7（2）
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番号　器種　　　法皇　　　　色　調　　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　　　備　考

12004　瓦器椀　　径－16　　内外一黒灰色　休部は丸みを帯びて立ち上がり、口綾端部内面に小さ
体高一5．7
高台径－6

12005　瓦器椀　　　径－15．2
体高一4．9
高台径－4．2

12006　白磁椀　　　径－15．8

12007　白磁椀

12008　青磁椀

12009　羽釜　　　　径－26

く面取りし、浅い沈線を配す。高台径は比較的大きく
小ぶりだが安定している。休部外面指押さえ、口綾部
横ナデ後、上半部粗いヘラ磨き。内面ナデ調整後単列
螺旋十密を同心円状暗文

内外一黒灰色　休部は緩やかに丸みを帯びて立ち上がり、口緑端部は
丸く納める。高台は断面三角形で低い。休部外面指押
さえ顕著、口綾部横ナデ、内面ナデ調整後並行線十同
心円状暗文

軸一灰白色
素地一乳白色
軸一淡灰色
素地一乳白色
軸一濁緑色
素地一淡青灰

色
内一淡燈色
外一暗褐色

12010　羽釜　　　　径－25．6　　内外一灰褐色

12011　羽釜　　　　径－21．2　　内外一黄白色

12012　土鍋　　　　径－47．2　　内一灰白色
外一暗褐色

薄手で緩やかに丸みを帯びて立ち上がり、口綾部は小
さく外反する。端部尖状。内面は細かいパケ目文様
低い削りだし高台。外面輪花文を施し露胎、内面施軸
見込みに沈線一条
削りだし高台で底面露胎。見込みを四分割し陰刻三葉
形、渦巻き文をそれぞれ配す。

ほぼ直立する休部・口綾部のやや低い位置に突出度の
高い鍔を付す。口縁端部は尖状。鍔はやや下がり気味
口綾部・鍔横ナデ、鍔基部指押さえ、内面横パケ。
ほぼ直立する口綾部のやや下がった位置に鍔を持つ。
口縁端部から鍔にかけて凹面を成す。口綾部横ナデ、
鍔以下指押さえ。内面横パケ。
内傾する口綾部からやや下がった位置に厚手の鍔を付
す。口緑端部・鍔端部は凹面を成す。口綾部・鍔横ナ
デ、休部縦パケ、内面口綾部直下に狭く横パケ、以下
は指押さえ。

半球形に近い休部に短くやや厚手の良く開いた口綾部
を持つ。口緑端部は四角く終わる。口綾部横ナデ、休
部外面指押さえとナデ、内面横ナデ。

1mm大の石英少量
楠葉型か

1mm以下の石英少量
和泉型か

素地は完全に磁化、貫
入著しい。
素地は完全に磁化

1mm以下の石英・雲母
赤色粒

1mm大の石英多い。

1血山大の石英。雲母多
い。

1mm大の石英極めて多
い。

出土遺構　SXIIIll
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一Ⅰ一一一一一一一一一一一．一一一一一一一－一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一．一一一一一．一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

番号　器種　　　法皇　　　色　調　　　　　　　　形態および技法上の特徴　　　　　　　　　備　考
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12013　土師質小皿　径－8．2
高一2

12014　土師質小皿　径－7．8
高一1．7

12015　土師質小皿　径－7．6
高一1．7

12016　土師質小皿　径－7．6
高一1．7

内外一日燈色　比較的薄手。休部は内湾気味に短く伸びる。底部外面
へらきり、他は横ナデ。

内外一白煙色　比較的薄手。休部は直線的に強く開く。底部外面へら
きり、他は横ナデ。

内外一白煙色　比較的薄手。休部は直線的に強く開く。底部外面へら
きり、他は横ナデ。

内外一日橙色　比較的薄手。休部は僅かに内湾気味に短く伸びる。底
部外面へらきり、他は横ナデ。
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1mm以下の石英多い。

1mm以下の石英・赤色
粒多い。
1mm以下の石英・赤色
粒多い。
1mm以下の石英・赤色
粒多い。



付表3　石器観察表

第I期　竪穴住居出土石器

挿図　　図版　　出土地点　　　器　種
番号　　番号

製作手法　計　測　値　（mm）　残存　　　　　備　　　考
打　磨　礫　現長　現隔　現厚　重　度

554－1　340　SHIOI G21区　　磨製石鉄
〃　－2　　340　　〃　　〝　　　　石鎮
JJ－3　　3亜　　〝　　〃　　　　石鎮
〃　－4　　340　JJ　　〃　　　　楔形石器
JJ－5　　340　　〝　　〃　　　　楔形石給の削片

〝ー6　　340　　〝　　〃　　　楔形石器の素材
〝－7　　340　JJ　　〃　　　　削器
〃　－8　　340　JJ Jノ　　　　削器
〃　－9　　340　　〃　JJ　　　打製石斧
〃　－10　　340　　〝　　〃　　　　打製石斧
555－1　341　JJ　　〃　　　　打製石斧
〃　－2　　341　〝　JJ　　　石核

〃　－3　　341　〝　JJ　　　二次加工ある剥
片

結　　0　　55．5　9．8　4．5　3．9　完
サ　0　　　　26．018．0　5．0　1．5　完
サ　0　　　　29．217．3　4．2　1．7　完
サ　0　　　　52．9　48．814．5　34．3　完
サ　0　　　　3g．910．011．1　3．5　完
サ　0　　　　65．160．114．8　59．0　完
サ　0　　　　104　67．8　9．9　91．5　完
サ　0　　　　64．0　50．011．2　44．7　完
サ　0　　　　97．5　32．012．9　46．5　完
サ　0　　　　115　68．0　26．0192　完
サ　0　　　　49．5　60．219．6　46．2　半
サ　0　　　　50．3　83．120．0　83．1完
サ　0　　　　112　88．0　20．3150　完

4　　341　〝　　〃　　　　二次加工ある剥　サ　○
片

101　196　41．0　372

552－1　　　　〝　　〃　　　　不明石器　　　他　　　　0　83．3　90．0　40．7

完

′・⊥－タ

フ‘6

第I期　土坑出土石器
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（皿）残存　　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度
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556－

〃

ノ／

〃

〃

〃

1

2

3

4

5

6

SKIO3I21区
SKIO4I21区

ノノ　　ノJ

SKIO5I21区
JJ　　　　〃

SKIO8G20区

肖牒旨
石鍍
楔形石器の削片
石鍍
剥片
石錐

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

107　　63．9　19．8　156

18．118．8　3．0　0．8

26．5　9．2　5．0　0．9

23．015．0　4．6　1．1

52．5　95．0　16．0　58．2

39．0　53．1　8．0　15．3

完
半完　先端部欠損
也
フG

完
′－・⊥ゥ

プロ
也
フG

第I期　不明遺構出土石器
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（皿）残存　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度

557－1　342　鑑IOI H23区　　石銭
JJ－2　　342　　〃　GH23区　　石錐
〝－3　　342　JJ　　〝　　　　楔形石器¢消
〝－4　　342　JJ　　〃　　　　楔形石器
JJ－5　　342　　〝　　〃　　　　楔形石器
〝－　6　　342　　〝　　〃　　　　楔形石器
〃　－7　　342　　〝　　〝　　　　楔形石器
〃－8　342　　〝　JJ　　　楔形石器
11－9　　342　　〃　G23区　　磨製石包丁
〝　－10　　342　　〃　GH23区　　石鎌
JJ－11　342　　〃　H23区　　石核
〃　－12　　342　　〃　GH23区　　石核
〃　－13　　342　JJ　　〃　　　　剥片
558－1　343　双IO3GH22区　　石鍍
〃　－2　　343　JJ　　〃　　　　石鍛
〃－3　　343　　〝　　〝　　　　石錐
JJ－4　　343　　〝　　〃　　　　石錐
JJ－5　　343　　〝　　〃　　　　楔形石器
〃　一6　　343　JJ　　〃　　　　削器
〃－7　　343　JJ JJ　　　打製石包丁
〃　－8　　343　　〝　　〃　　　　石鎌
〃－9　　343　　〝　　〃　　　石鎌
559－1　344　JJ　　〃　　　打製石斧
〃－2　　344　　〝　　〝　　　　敲き石
〝－3　　344　　〝　　〃　　　　砥石
〃　－4　　344　JJ JJ　　　不明石器
553－1　　　双IO4I20・21　挟入石器

サ　0　　　　26．915．7　3．0　1．0　半完
サ　0　　　　41．5　49．0　9．018．3　完

叫片　サ　0　　　　49．214．913．5　7．1完
サ　0　　　　44．8　37．512．0　20．9　完
サ　0　　　　49．144．018．0　35．5　半
サ　0　　　　53．9　70．217．7　64．9　完
サ　0　　　　31．0　37．3　g．511．7　完
サ　0　　　　90．8　41．114．5　56．7　完
結　　0　　50．3　75．0　9．5　43．1半
サ　0　　　　74．5　74．9　9．5　79．0　半
サ　0　　　　44．9　45．016．5　28．7　完
サ　0　　　　68．190．0　34．1230　完
サ　0　　　　43．125．8　7．110．0　完
サ　0　　　　30．019．5　5．4　3．6　完
サ　0　　　　49．8　21．5　5．9　6．3　半完
サ　0　　　　57．6　46．013．6　32．9　完
サ　0　　　　28．018．5　6．3　2．9　半
サ　0　　　　41．5　49．411．6　31．2　完
サ　0　　　　61．0　岨511．0　29．0　三戸
結　0　　　106　54．512．2138　完
サ　0　　　　118　75．014．5137　半
サ　0　　　　141　64．011．8115　半
サ　0　　　　87．4　67．019．2130　半
サ　　　　0　69．4　55．9　53．1310　完
結　　　　0　69．0　66．8　24．1147　半
安　0　　　　107　35．917．6　86．6　完
サ　0　　　　48．3　37．5　8．514．8　半

－753－

基部欠損

基部欠損
打製石包丁転用



第I期　溝出土石器
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（nn）残存　　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　密　礫　現長　現幅　現曙　重　度
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560－1

／ノ　ー　2

ノノ　ー　3

〃　－　4

ノノ　ー　5

ノノ　ー　6

ノ1－　7

ノ／－　8

〃　－　9

〃　－10

〃　一11

〃　－12

ノ1－13

ノノ　ー14

ル　ー15

〃　－16

ノノ　ー17

1ノ　ー18

〃　－19

ル　ー

562－

〃　－

〃　－

〃　－

〃　－

Jノ　ー

〃　－

〃　－

／ノ　ー

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

346

346

346

346

346

346

347

347

347

347

347

348

348

348

348

348

348

348

348

SDIO2K17区
JJ K16区
JJ J16区
JJ　　　　〃

〃

〃

JJ

JJ

〃

〃

〃

〃

〃

K17区
J14区
J16区
K17区

JJ

J16区
K17区

ル

ル

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鍍
石鉄
石鉄
石錐
石錐
石錐
楔形石措
楔形石器

〃　J15区　　楔形馴 u片
JJ K17区　　石小刀
〝　JJ　　　肖塘旨
〝　　〃　　　　削器
〝　J15区　　削器
〝　K17区　　削器
〝　J15区　　別器
JJ K16区　　石鎌
〝　　〃　　　　打製石斧
〃　J16区　　打製石斧
〝　J15区　　打製石斧
〝　K17区　　打製石斧
JJ JJ　　　打製石斧

SDIO2J15区　　紡錘車
JJ K16区　　磨製紡錘車

JJ K17区　　敲き石
〝　K15区　　敲き石
〝　K16区　　横長剥片石核

SDIO3K16区　　挟入石器

〝　JJ　　　扶入石器

JJ JJ　　　楔形石器

JJ JJ　　　肖牒旨
〃　JJ　　　削器

〝　　〃　　　　打製石斧

〝　　〃　　　　打製石斧
〃　　〝　　　　石核

サ　0　　　　24．015．3　5．5　1．5
サ　0　　　　　29．117．2　4．9　1．5
サ　0　　　　17．115．9　3．9　0．7
サ　0　　　　　21．013．8　4．0　0．6
サ　0　　　　　22．618．0　3．2　1．0
サ　0　　　　31．5　21．0　4．8　2．6
サ　0　　　　　31．813．9　3．9　1．7
サ　0　　　　19．816．0　2．8　0．6
サ　0　　　　　22．514．0　2．5　0．7
サ　0　　　　　28．6　20．6　4．2　4．7
サ　0　　　　3g．0　42．0　6．110．7
サ　0　　　　69．0　74．016．161．5
サ　0　　　　32．0　48．511．2　21．4
サ　0　　　　　54．0　32．3　20．0　22．7
サ　0　　　　　42．0　24．0　5．2　5．6
サ　0　　　　　63．5　45．1　8．2　25．7
サ　0　　　　　75．158．311．149．3
サ　0　　　　　85．5　41．9　9．8　42．6
サ　0　　　　　91．0　39．5　9．6　47．8
サ　0　　　　　92．8　64．516．3　66．6
サ　0　　　　112　82．514．1153
サ　0　　　　　87．0　66．516．8103
サ　0　　　　84．0　45．019．6　76．6
サ　0　　　　54．9　67．516．0　54．7
サ　0　　　　　67．0　58．518．0　59．0
サ　0　　　　　93．5　77．214．9128
結　　0　　43．0　35．8　6．211．6
涜　　0　　53．0　27．2　9．013，5
秒　　　　0　90．5　43．5　棚．8　211
秒　　　　0　81．144．9　22．0103
サ　0　　　　　53．5106　19．0　g2．3
サ　0　　　　　47．3　73．412．2　50．1
サ　0　　　　86．166．314．0　85．8
サ　0　　　　64．3　79．8　25．3167
サ　0　　　　75．0　55．0　g．8　31．0
サ　0　　　　　78．9　6g．615．3101
サ　0　　　　　60．181．519．0　95．7
サ　0　　　　102　42．0　23．0103
サ　0　　　　　55．168．8　28．0132

凸
フG

半完
1＝シ
フ6

台
フG

亡ら■
フG

凸
フC

J＝シ
フ6

台
フ6

台
フG

半完
半完
半
亡！ブ

フG

半
半完
亡±：■
フG

凸
フ6

とら・
フ6

完
凸
フ6

半
半
半
半
半
半
亡シ
フG

半
t±プ
フC

J＝±■
フ6

完
半
半
Jヒシ

フG
J＝！タ

フ6
台

フC

半
半
J＝！プ

フG

基部欠損

先端部欠損
先端部欠損

先端部欠損

第II期　竪穴住居址出土石器（1）
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計＿測　値（皿）残存　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度
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565－

JJ

ノJ

〃

〃

〃

JJ

〃

566－

567

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

SHIIOI H2g区　　石鍍
〃　JJ　　　石鍍
〝　　〝　　　　楔形石器
〝　　〝　　　　楔形石器
〃　H28区　　楔形石詠硝
JJ　Ⅲ9区　　剥片

SHIIO2I28区　　石鉄
〝　　〃　　　打製石斧
〃　JJ　　　打製石包丁
〝　　〃　　　敲き石
JJ　　〃　　　　敲き石
〝　　〃　　　　砥石

SHIIO3H28区　　石鍍
〃　I28区　　石鍍
〝　　〃　　　　肖塘旨

〝　　〃　　　　敲き石

〝　　〝　　　　砥石

SHIIO4I蛇8区　　敲き石
SHIIO5I27区　　石鍍

サ　0　　　19．615．0　2．9　0．6　完
サ　0　　　18．716．0　2．9　0．6　完
サ　0　　　　81．0　83．5　30．0　212　完
サ　0　　　148　49．6　23．8　203　完

u片　サ　0　　　　57．7　30．012．5　20．5　完
サ　0　　　　60．1107　1g．0　86．8　完
サ　0　　　15．912．8　3．0　0．5　完
サ　0　　　111　93．4　27．5　349　完
サ　0　　　　70．4　39．5　9．2　35．0　半完
砂　　　　0159　54．7　44．7　377　半完
砂　　　　0　99．5　61．8　42．8　404　完
砂　　　　0　68．3　3g．6　28．5　82．7　完
サ　0　　　18．113．0　3．3　0．6　完
サ　　0　　34．815．0　2．6　1．3　半完
サ　0　　　　51．0　50．5　6．916．1半
砂　　　　0106　60．9　29．4　242　完
安　　　　0128　36．0　31．2181半
砂　　　　0112　81．3　72．5　877　完
サ　0　　　19．0　20．6　3．3　1．4　半

－754－

打製石斧転用か？

基部欠損



第II期　竪穴住居址出土石器（2）
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（mm）残存　　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度

〃　－　3

ノノ　ー　4

〃　－　5

〃　－　6

〃　－　7

ノ1－8

Jノ　ー　9

56ト10

〃　－11

J1－12

568－1

1／－　2

〃　－　4

ノノ　ー　5

Jノ　ー　6

〃　－　7

Jノ　ー　8

／ノ　ー　9

〝　　〃　　　　石錐

〝　　〝　　　石錐

〝　　〃　　　　削器

JJ JJ　　　砥石

SHIIO6I27区　　楔形石器

〝　　〃　　　　削器

JJ　　〝　　　肖原音

SHIIO6I27区　　削器
JJ　　〃　　　　敲き石
JJ JJ　　　砥石
〝　　〃　　　　磨石
JJ　　〝　　　　磨石

SHIIO7I27区　　石張
JJ　　〃　　　　削器
JJ　　〃　　　　二次加工ある剥

片
〝　JJ　　　砥石
〃　　〝　　　剥片
〃　JJ　　　剥片
JJ　　〃　　　剥片

〃－10　　　　SHIIO8I27区　　槍先形尖頭器
〃　－11

〃　－12

569－1

〃　－2

／ノ　ー　5

〃　－　6

〃　－　7

〃　－8

〃　－　9

J／ 10

569－11

ル　ー12

570－1

〃　－　2

ノノ　ー　4

〃　－　5

ノ／－　6

〃　－　7

ル　ー　8

／1－　9

〃　－10

Jノ　ー11

〃　－12

57ト1
〃　－2

ノノ　ー　3

JJ　－4

〃　－　5

J1－　6

〃　－　7

〃　－　8

ノノ　ー　9

ノJ

〃

〃

10

11

12

57ト13

J1－14

〃　－15

〃　－16

572－1

ル　ー2

〃　I26区　　石鍍
JJ　　〃　　　　肖児旨

JJ I27区　　砥石
JJ　　〃　　　　敲き石

SHIIOgI26区　　石鍍
〝　　〃　　　　石錐

SHIIlOI26区　　敲き石
SHII12I25区　　石鍍

JJ　　〃　　　　石鍍
JJ　　〃　　　　敲き石

SHII13I25区　　石鍍
〃　　〝　　　楔形石器

SHII13I25区　　磨石
SHII14I25区　　石錘

〝　　〝　　　　砥石

SHII15H20区　　石鉄
〝　　〝　　　　石錐

〃

〃

〃

楔形石器
削器
石核

SHII16G20区　　打製石斧
JJ JJ　　　石核

SHII17G20・21区　石鉄
JJ　　　〃　　　楔形石器
〃　G20区　　楔形石器
〃　G20・21区　楔形石錆の削片
〝　　　〝　　　石核
〝　G20区　　剥片

SHII19G20区　　石鍍
〃　JJ　　　石鍍
〝　　〃　　　　挟入石器

SHII20G20区　　石錐
JJ　　〃　　　　楔形石器

SHII22G20区　　石鍍
〝　　〝　　　　石鍍

〝　　〝　　　楔形石器

JJ　　〃　　　楔形石指の削片

〝　　〝　　　　削器

SHII22G20区　　肖牒旨

SHII23H19区　　石鉄

〝　　〃　　　　石錐
ノJ J／

SHII25H1g区
ノJ JJ

石錘
槍先形尖頭器
磨製石鍍

サ　○

サ　○

サ　○

結

サ　○

サ　○

サ　○

サ　〇

秒

砂
ヒ

他

サ　○

サ　○

サ　○

安

サ

サ

サ

サ

サ

サ

安

砂

サ

サ

砂

サ

サ

砂

サ

サ

ヒ

花
砂
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
黒
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
サ
雲
サ
緑

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

34．0　21．5　7．8　5．4　半
39．0　28．4　4．3　4．6　完
88．5　51．910．5　43．2　完

0　60．8　27．111．3　25．3　半
36．019．810．8　9．0　完
52．0　25．1　8．812．g　完
83．5　45．311．6　42．g　完
71．9　55．513．5　53．6　完

0　90．133．0　32．0104　完
0　60．8　35．9　35．5106　半
0115　88．5　56．3　877　完
0113　87．2　67．8　787　完

17．912．6　2．8　0．5　半完
50．8　35．1　7．015．2　完
41．3　43．914．416．5　完

0　62．9　38．0　30．8102　完
7．3　23．9　5．1　0．5　完

18．9　41．2　8．9　5．2　完
25．5　33．0　6．0　3．3　完
75．2　28．112．6　23．0　完
1g．512．8　2．6　0．6　半完
85．5　48．3　8．7　39．3　半

0157　67．5　56．2　718　完
0　52．8　49．131．199．4　半

30．g16．0　4．8　1．6　半完
47．g18．4　5．0　6．7　完

0　88．5　41．9　34．5185　完
15．412．9　3．8　0．6　半完
28．114．4　4．3　1．1半

0114　40．9　36．8　270　完
17．915．1　2．8　0．9　半
64．5　38．7　20．5　42．8　完

0　88．0　51．8　43．8　29g　完
61．0　35．4　30．0　66．9　半
80．9　65．9　31．4　261　完
28．017．9　3．g　1．4　半完
34．418．0　5．8　4．4　半完
21．914．013．3　4．8　完
51．3　59．514．0　53．0　完
60．0　51．9　23．5　82．1半
50．5　83．916．9　66．4　半
54．0　69．818．8　68．6　完
17．017．0　3．3　0．8　完
36．0　51．0　8．5　24．0　完
28．011．6　8．0　3．3　完
49．9　7．013．4　6．5　完
46．2　59．516．148．3　半
32．017．8　7．5　3．6　完
20．013．5　2．9　0．5　完
25．917．9　4．0　1．2　完
118　53．017．2128　完
32．8　26．3　5．8　4．3　半完
56．2　71．118．3112　完
32．123．0　6．4　4．6　完
18．013．0　3．0　0．7　半完
33．8　32．5　8．8　9．8　完
26．9　9．5　7．9　2．1完
55．0　47．8　6．8　21．4　完
4g．0　35．5　7．013．9　完
33．514．2　3．0　1．6　完
35．514．5　7．2　3．2　完
53．5　49．2　35．8　151完
34．5　27．5　4．8　4．0　半
31．512．8　4．1　2．7　半

－755－

部分的に火を受けている。

風化が顕著、旧石器か？
先端部欠損

先端部欠損

先端部欠損

旧石器の可能性あり。

削器転用
先端部欠損

部分的に火を受けている。



第I、I期　竪穴住居址出土石器（3）
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（血血）残存　　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現隔　現厚　重　度
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一．－－ll．－llll－llll－－－llll－・h－l・・．－・－－．1．－．．．．－－－－．．・．．・－－－－・－一一H．－1－11－，－－－－1－－・－－－－－－－－．lllll．1，．．．．．．．．．－H－－－－－－－－一－・．－－－－．－－－－．－－－－．1－．－－－－．－－－－－－．．・・－．・－－－．・・－．・一一　，　－．1，1．．．．－－－－．．・．・－一一－－－－－－－－－・－．．・・－．．．・，．－－－．・．－．・．－・．・．・－－－・一一・－－・－．・－－・・－－－．・．・．．．・－－－．・－l・－l・，　－－llll－－llll－－．－．．－－

〃　－　3

〃　－　4

〃　－　5

〃　－　6

ノノ　ー　7

〃　－　8

ノノ　ー　9

Jノ　ー10

ノノ　ー11

ノノ　ー12

〃／J

G17区
H17区

Jノ

〃

ノノ

I18区
H15区

JJ

石鉄
石核
石鉄

石鎮

肖牒旨

肖牒旨

砥石

石鉄

石錐

サ　0　　　　18．017．5　3．5　0．8
サ　0　　　　97．0　52．8　49．0　222
サ　0　　　　26．9　20．2　3．g　2．3
サ　0　　　　46．8　34．914．615．7
サ　0　　　　24．014．5　3．6　0．6
サ　0　　　　75．5　55．016．6　70．2
サ　0　　　　97．5　3g．414．6　57．6
他　　　　0　76．3　68．9　46．5
サ　0　　　　1g．011．9　3．6　0．5
サ　0　　　　32．513．0　5．0　2．7

半完　先端部欠損
完
半
半
半完　基部欠損
完
半
完
台
フG

完

第II期　土坑出土石器
．　．一・一・．1－．－．．ヽ●．－t●●一●－．tlll－th．一一．・．　．－．－1－－・h－t－．．－－1－－1．．●．－，1－－－1－－－1－－1－．　．　．－－・q．－－－．－－－－－－．－－－－－1－－－－－．．－－－－－．－．．－．－－一一一一一．－．．－－．－．－．．－．－．－－－－－－－－．一一一一－－－一一－－．・．．－－．一一－－．一一一一一－一日－．－．一°■－1－・．．4－，－．．t－－
●t●一一，一．●．　．　．．－1－●一日－．　．1－●－●－t－1－．－I．●－4－1－－．－1－，　．●．－．　．t－．　．●．t－t■－－－t－－－－－－－．－．－－－－一日－．－．－－．－－－．－－－．－－－．－．一一一－．－．－．．一－－－－．－．－．一一一．一一一．－．－．一一．－－．－．－－．－－－．一一日－－．－．－－．－．－．－・－．■．－一．．－1－－4－

挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（皿）残存　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度

573－1

〃　－　2

〃　－　3

ノノ　ー　4

〃　－　5

〃　－　6

Jノ　ー　7

〃　－8

〃　一　g

ノ1－10

〃　－11

SKIIO2Glg区
JJ　　　　〃

ノノ　　　　〃

Jノ　　　　ノノ

JJ　　　　〃

ノノ　　　　〃

ノノ　　　　〃

Jノ　　　　〃

〃　　　JJ

／J　　　　〃

JJ　　　　〃

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石錐

肖螺を

削器

石核

第II期　不明遺構出土石器

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

21．013．9　3．5　0．7　完
19．117．0　3．0　1．0　完
20．112．9　2．8　0．7　完
20．014．9　3．2　0．8　半完
30．012．0　4．0　1．5　完
26．5　21．5　3．9　2．1半完
30．5　21．8　5．3　3．3　完
22．9　21．5　5．0　1．g　完
82．8　38．011．5　29．2　完
97．170．122．4150　半
64．183．5　26．5125　半

先端部欠損

挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（mn〉　残存　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度
．－．‾‘．－．■－－－ll■一一●●－．・1－－－．－t－tt．一一一・－．一一4－－－．－．－－－．．－－－・．－－．－一一一一・．－－一一－一・一－．－．－－－．－・－・車．－．－－．一一．一一．－．－－－．－－－．－－－．．－．－－－－－一一．－．一－．－－．－．－－．－．－．一一－．．－．－－－．・．－．一．一一－－－．－．－．．－－一一一一．－－－－－．－－－－．■－．一一．一－－一°－－－－．t－

●－－－－■．．■－－－－．■t4－－－－－－－－．．－■．－t．－t一－°－－－．－．一一一－－－－－－－一一一一．－－－一一－．．－．－－．－－－．－．．－－．・－．．－．－－一一－．－－－1．．－．．－．．．－－一一一．－－．．一－－－－－．－－．－．－一一－．．－．．－．－－－．－－．．一－．－－－－．－．－－－．－．－－－－一一－－・－．．－．．－．－－．－．－．■．●t●－－－．－－－－－1－．－．－．．

564－1　　　SXIIOI F17区　　石鍍
〝　－2　　　　　〝　　〃　　　　石錐
〝　－3　　　　　〝　　〃　　　　削器
〃　－4　　　　　〝　JJ　　　石核

第II期　溝出土石器

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

28．3　23．8

39．5　29．5

75．0　50．0

53．160．0

4．9　3．2　完
5．9　5．1完
8．0　29．1完
32．9　94．3　半

挿図　　図版　　出土地点　　　器　種
番号　　番号

製作手法　計　測　値　（mm）　残存　　　　　備　　　考
打　磨　礫　現長　現幅　現厚　重　度

574－1　　349

Jノ　ー　2　　34g

〃　－　3　　349

〃　－4　　34g

〃　－　5　　349

〃　－　6　　34g

ル　ー　7　　349

〃　－　8　　349

ノノ　ー　9　　34g

Jノ　ー10　　349

〃　一11　　349

575－1　　350

575－　2　　350

〃　－　3　　350

〃　－　4　　350

〃　－　5　　350

ノ1－　6　　350

SD

SD

II

〃

JJ

〃

II

〃

〃

〃

ノノ

〃

ノJ

01I30区
H30区
G30区

JJ

13K16区
JJ

JJ

〃

JJ

〃

〃

JJ　　〃

SDII13K16区
SDII14K17区

〝　K16区

SDII20HlO区
〃　H9区

楔形石器
打製石斧
打製石斧
石錘
石鉄
石鉄
石錐
楔形石器
楔形石器
石鎌
打製石斧

砥石
石核
石鍍
削器
削器
磨石

サ　0　　　　45．0　46．015．0　30．5　完
サ　0　　　　50．5　34．310．011．7　半
サ　0　　　　105　73．8　24．1168　半
安　　0　　85．165．5　27．9172　完
サ　0　　　　35．0　20．9　4．2　2．7　完
サ　0　　　　33．618．9　4．1　2．6　完
サ　0　　　　33．9　28．0　4．3　2．6　完
サ　0　　　　76．0　40．8　21．0　75．1完
サ　0　　　　52．5　57．914．9　50．4　完
サ　0　　　　52．5　34．1　7．118．2　完
サ　0　　　　86．0　47．817．0　71．7　半
砂　　　　0　69．9　61．0　31．8134　半
サ　0　　　　72．3　52．2　25．8　97．6　完
サ　0　　　　51．013．5　6．6　3．6　完
サ　0　　　　90．140．812．5　47．3　完
サ　0　　　　58．5　65．0　24．0　47．8　完
砂　　　　0143　43．2　31．8　234　完

－756－

旧石器か。？

敲き石も兼ねる。



第1低地帯流路1出土石器
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「二一一一ーーーーーーーーーーーーーー＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿‾‾‾‾l‾‾‾ll‾‾1－1111－－－－1－11－－－1－－－－－111－1－－二一一二ここここここここここ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ここ

票　票　出土舶　器種　宕新品晶‰‰（㌔警　　備　考
121－1　351Ne区　　　　　剥片　　　　　安　○
〝－2　351Ne区、北区－1　　石核　　　　　チ　○

仁3．46m）
〝－3　351Ne区　　　　　　石鉄　　　　　サ　○
〃－4　351Ne区　　　　　　楔形石器の素材　サ　○
〝－5　351Ne区、北区南壁　　削器　　　　　サ　○

（北西堅）
〝ー6　351Ne区、北区－1　　削器　　　　　サ　○
〝－7　351Ne区　　　　　　扁平片刃石斧　安
〝車8　351Ne・H27区、第4層　砥石　　　　　砂

下位
122－1　351Ne・H27区　　　　分割礫　　　　サ　○

第2低地帯V‖層出土石器（1）
－●t■・－．．－．－－－－一一．－－－．一一．－－一一－－．一一一．－－．一一一・一・一一一一一．－．●．t■一．1－－
．．－●t■－－－－－－－－－－‥－．－－－一一．－．－．一一一一一．－．一一一－－．－－一一．■一．．－一

票　票　出土舶　器　種
．t■－1－－－．－－－．－－．－－－．一一．－．一一．－－－－1．．－－．－．－－－－一一．一一一‥－．－．一一－－．■．．－．●
q■．一一日－・－－－－．一一一一．－－．－．－1－－．－－－－－－－－．一一一一－．－．－－－－－●．．t－●1－－1

123－1　352　F20区、暗褐色粘土　磨製石筋
〝　ー2　　352　G18・祁区、∝層　　石鉄
〃－3　　352　軸区、11層下　　　石鍍
〃－4　352　才12区、8H層　　　石鍍
〝ー5　352　カ6区、11層下　　　石鍍

47．3　30．7　7．414．8　半
24．8　22．814．5　7．9　完

44．719．0　5．1　4．5　半
49．5　45．511．8　40．8　完
61．8　31．9　9．5　23．7　完

139　66．914．5166　完
0　　73．316．616．8　43．8　半

0120　63．5　54．1646　完

113　84．6　49．5　496　完

製作手法　計　測　値（皿）残存
打磨礫現長現幅現厚　重　度

結　　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○
サ　○

サ　○

サ　○
サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

JJ－6　　352　キ8区、8EF層間
〃　－7　　352　キ6区、11層上
〝　－8　　352　才12区8H層
JJ－9　　352　かキ、6・7区

〝　ー10　　352　カ10区、8G層
〃　－11　352　G18・かキ9区
〝　－12　　352　カg区、8H層下

〃　－13　　352　カ6区、10層
〃　－14　　352　姐0区、8G層
〝　－15　　352　カ10区、8G層
〃　－16　　352　カ10区、8G層下
〝　ー17　　352　カ5区9層

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鎮
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

〝ー18　　352　カ8区8D層　　　石鉄
JJ－19　　　　か10区、8G層　　　石鉄
〝－20　　352　G18・エ11区8D層　石鍍
〝ー21　352　かキ、6・7区　　　石錐
〝－22　　352　8G盾下　　　　　石錐
JJ－23　　352　G18・キ8区、8C層　石錐
〝ー24　　352　8H層　　　　　石錐
〝－25　　35211層下　　　　石錐
〝ー26　　352　G18・キ8区、8C層　石錐

123－27　　352　か11区、2層
124－1　352　キ10区、8G層下
〝－2　　352　カ10区、鍋層
〝　ー3　　352　カ5区12層
〃－4　　352　カ8区、8H層
〝　－5　　352　8G層
〃　－6　　352　エ12区、8H層

〝　－7　　352　舶区、8H層
〃　－8　　352　キ10区8G層下
〃　－9　　352　8H層
〝　ー10　　352　カ10区、8H層

〃－11　352　机0区8H層中
JJ－12　　35210層下

125－1　353　G18・キ7区
〃　－2　　353　8H層
〃－3　　353　8H層
〝　－4　　353　G18・キ7区、

粘質土
〃　－5　　353　8J層
〃　－6　　353　かキ、6・7区、10層

石錐
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器の素材
楔形石器の素材
楔形石錆の素材
石匙
石匙
削器
削器
肖塘昔

削器

肖牒旨

削器
サ　○

サ　○

48．015，9　3．5　4．7　半
36．019．5　5．1　4．0　完
38．3　26．5　6．1　5．4　半
19．122．0　5．0　2．2　半
27．714．0　4．0　1．0　完
26．512．9　4．5　1．3　半
31．816．9　3．2　1．7　完
26．918．3　3．4　1．1半完
32．9　22．1　5．4　2．5　完
2g．917．0　4．0　1．5　完
21．516．0　3．2　0．9　半完
22．114．0　2．8　0．7　完
24．118．5　3．0　1．0　完
25．818．3　4．0　1．3　半
23．117．5　3．4　1．3　半完
29．2　20．0　4．8　1．6　半
24．817．0　4．0　1．5　半完
29．017．8　3．3　1．0　完
17．011．1　3．0　0．4　半
31．2　31．0　7．2　5．5　半
33．5　29．8　6．3　4．5　半完
31．128．8　3．8　2．5　完
26．3　29．0　6．2　3．9　半
20．216．7　4．5　0．9　半完
76．9　57．114．0　52．5　完
38．123．111．010．2　半
35．124．9　5．1　5．4　完
33．5　42．810．517．5　完
41．8　48．311．2　27．3　完
45．0　57．0　24．9　71．1完
53．0　80．519．9109　完
53．2　90．412．8　96．2　完
45．0　82．012．9　63．1完
74．4　61．913．9　98．8　完
24．5　25．0　5．8　4．3　完
56．187．812．0　78．2　完
36．2　48．0　7．116．0　完
98．0　51．0　9．4　35．8　半完
47．0　31．8　8．0　7．8　半
78．140．9　8．2　26．4　半
88．4　40．316．5　55．1完
92．0　44．0　8．4　42．0　完
102　30．811．8　40．5　完

先端部欠損

先喘部欠損

先端部欠損

先端部欠損

先端部欠損

先端部欠損

100　48．510．6　60．2　完
95．4　45．013．7　59．2　完

－757－



第2低地帯Vll層出土石器（2）
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票　票　出土鮎　器種　宕謂篤志‰‰（㌔警　　備　考
〃－7　　353　カ5区、11層上

126－1　354　キ6区、11層
JJ－2　　354　8H層（8G直下層）
〝　－3　　354　8H層
〝－4　　354　カ9区、8G層
〃　－5　　3541区、大畦
〝ー6　　354　カ8区、8H層

126－7　　354　カ10区、8H層
127－1　355　キ5区、11層下
〝－2　　355　G18区、8I層
〝ー3　　355　G18・キ7区、8E層
JJ－4　　355　キ4区、11層下
JJ－5　　3551区、大畦
〝　－6　　355　カ2区11層下
〝－7　　355　キ6区、11層下
JJ－8　　355　8I層
〃　－9　　355　キ5区、11層下
JJ－10　　355　机0区、8H層
〃　－11　355　カ2区、11層下
〃　一12　　355　キ6区11層下

128－1　356　キ9・10区、貼層
〃　－2　　356　舶区8G層下
〃－3　　356　キ4区、11層下
JJ－4　　356　キ5区11層下
JJ－5　　356　8H層
JJ－6　　35610層下
〃　－7　　356　カ2区11層下

129－1　357　キ6区11層下
JJ－2　　357　カ10区8H層
〃　－3　　357　カ9区、8N層
11－4　　357　8G層
〝ー5　　357　カ10区、8H層
130－1　358　8H層
130－2　　358　椚区8N層
JJ－3　　358　ウ12区、8G層
〃　－4　　358　8H層
JJ－5　　358　才12区8H層
〃　－6　　358　8H層

削器

削器

肖牒旨

削器

削器

削器

削器

肖児昔

削器

肖牒旨

肖倍音

削器

削器

肖塘旨

削器

削器

削器

肖牒旨

肖牒旨

削器

削器

肖喘旨

削器

肖牒旨

削器

削器

削器

削器

肖喘音

別器

削器

削器

肖悼旨

肖慢旨

肖悼旨

打製石包丁

打製石包丁

打製石包丁

〝ー7　　358　キ9区8FG層間、灰　磨製石包丁

〃　－

ル　ー

133－

〃　－

134－

〃　－

ル　ー

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1

2

3

358

358

359

359

359

359

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

361

361

361

361

361

361

361

362

362

色砂層
キ10区8G層　　　磨製石包丁
キ6区、10層下　　磨製石包丁
キ6区11層下　　石鎌
オ12区8H層　　　石鎌
ウ12区8J層　　　石鎌

カ10区8GA層　　石鎌
カ10区811層　　　打製石斧

キ5区11盾下　　打製石斧
机0・11区、8H層　打製石斧
那区11層下　　打製石斧
れ2区8H層　　　打製石斧
カ2区11層下　　打製石斧
が区11層下　　打製石斧
姐0・11区、8H層　打製石斧
G18区、8I層　　　打製石斧
カ2区、11層　　　打製石斧
カ2区、11層下　　打製石斧
キ6区、11層上　　打製石斧
キ5区、11層下　　打製石斧
キ8区8H層　　　打製石斧
8H層　　　　　打製石斧
カ8区8H層　　　打製石斧
カ10区、8H層　　　打製石斧
カ9区8n層　　　打製石斧
大畦　　　　　打製石斧

サ　0　　　10156．012．156．6　完
サ　0　　　　71．0　40．0　9．9　41．8　完
安　0　　　　88．14g．9　9．9　64．9　完
サ　0　　　　91．8　50．115．3　47．3　完
サ　0　　　　98．0　49．0　9．5　59．3　完
サ　0　　　102　52．817．0　86．0　完
サ　0　　　11157．313．4　91．0　完
サ　0　　　113　62．012．3　78．2　完
サ　0　　　　77．153．9　7．5　38．5　完
サ　0　　　　60．0　52．911．0　37．6　完
サ　0　　　　62．5　50．116．0　36．4　完
サ　0　　　　6g．8　46．5　5．3　21．4　完
サ　0　　　　77．0　55．013．163．3　完
サ　0　　　　63．9　52．110．0　35．8　完
サ　0　　　　77．5　52．011．3　67．7　半完
サ　0　　　　63．0　42．512．0　33．7　完
サ　0　　　　73．0　43．513．0　35．9　完
サ　0　　　　58．146．811．118．5　完
サ　0　　　　59．0　43．013．4　37．9　完
サ　0　　　　77．0　49．813．9　40．5　完
サ　0　　　　73．6　48．117．0　84．1完
サ　○　　　　肌0　54．016．0　73．7　完
サ　0　　　　79．0　68．812．0　94．0　完
サ　0　　　　87．0　77．213．5121完
サ　0　　　　81．0　67．811．0　51．7　完
サ　0　　　　75．0　69．815．0　85．2　完
サ　0　　　100　84．012．5130　完
サ　0　　　　80．0　71．816．2　72．0　完
サ　0　　　　93．0　70．313．0　64．g　完
サ　0　　　　89．165．017．8　96．2　完
サ　0　　　　97．5　68．010．2　79．2　完
サ　0　　　11183．618．9115　完
サ　0　　　　77．0　87．015．2　86．0　完
サ　0　　　　93．8　51．711．141．5　半完
サ　0　　　　69．0　65．811．0　70．0　完
サ　0　　　　46．9　31．810．817．7　半
サ　0　　　　44．0　50．5　9．916．5　半
サ　0　　　　48．2　46．411．3　30．0　完
結　　0　　80．0　53．2　9．9　48．4　半

緑　　0　　73．159．0　7．0　40．9　半
安　　0　　74．0　62．0　8．0　49．0　半
サ　0　　　100　51．712．9　77．0　半完
サ　0　　　100　52．812．171．2　完
サ　0　　　110　61．015．8　98．0　半
サ　0　　　150　70．316．9168　完
サ　0　　　109　45．719．7108　完
サ　0　　　110　48．516．2102　半完
サ　0　　　113　48．017．2　94．5　半完
サ　0　　　　92．3　54．012．5　80．0　完
サ　0　　　　92．0　52－813．156，5　半
サ　0　　　　60．4　42．016．8　57．8　半
サ　0　　　　47．0　48．214．0　41・1半
サ　0　　　　91．147．0　25．1126　半
サ　0　　　　80．5　56．0　26．0131半
松　0　　　　36．9　37．6　27．0　32．3　半
サ　0　　　　76．3　55．613．5　71．g　半
サ　0　　　　94．2　53．915．0106　半
サ　0　　　　81．0　58．9　22．5120　半
サ　0　　　　99．2　65．0　34．9　223　半
サ　0　　　　77．3　73．013．0101半
サ　0　　　　63．2　79．819．0101半
サ　0　　　109　67．6　23．5164　完
サ　0　　　120　70．9　22．0　204　完
サ　0　　　148　99．0　24．6　339　完
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第2低地帯VIL層出土石器（3）
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挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（mm）残存　　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現隔　現厚　重　度
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〃　－

135－

〃　－

〃　－

ノノ　ー

ル　ー

ル　－

136－

〃　－

〃　－

ノノ　ー

137－

〃　－

JJ　－

Jノ　ー

ノ／　－

138－

〃　－

〃　－

139－

〃　－

139－

／／　－

ノノ　ー

〃　－

Jノ　ー

／ノ　ー

JJ　－

140－

Jノ　ー

〃　－

／ノ　ー

〃　－

ガ　ー

ガ　ー

J1　－

141－

／ノ　ー

〃　－

ル　ー

ル　－

〃　－

142－

ル　ー

〃　－

143－

〃　－

144－

ガ　ー

ガ　ー

145－

JJ　－

〃　－

〃　－

〃　－

〃　－

146－

ル　ー

Jノ　ー

〃　－

〃　－

〃　－

ノノ　ー

Jノ　ー

〃　－

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

362　キ10区、8G層下　　打製石斧
362　8G層　　　　　打製石斧
363　キ2区10層下　　打製石斧
363　m2区、8H層　　　打製石斧
363　　〝　〃　　　　打製石斧
363　8H層　　　　　　打製石斧
363　エ12区8H層　　　打製石斧
363　キ5区、11層下　　打製石斧
364　か5区11層　　　打製石斧
364　カ10区、8H層　　　打製石斧
364　舶区10層　　　打製石斧
364　8H層（8G直下層）　打製石斧
364　　〃　〃　　　　打製石斧
365　8G層　　　　　　打製石斧
365　8J層　　　　　　打製石斧
365　キ8区8G層下　　打製石斧
365　エ12区8H層　　　打製石斧
365　G18区、8I層　　　打製石斧
365　大畦　　　　　打製石斧
366　カ10区、8H層　　　大型蛤刃石斧

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

368

368

368

369

369

369

369

369

368

368

368

368

368

368

370

370

370

370

370

370

370

370

370

カ2区11暦下　　大型蛤刃石斧
カ8区8G層　　　大型蛤刃石斧

〃　〝　　　　磨製石斧
姐1区8G層　　　紡錘車
G18・かキ8区8EF層　紡錘車
椚区8G層　　　砥石
カ10区8H層　　　石錘

〃　〝　　　　石錘
舶区8G層下　　敲き石

肌5区12層　　　敲き石
が区11層下　　敲き石
カ5区、12層　　　敲き石
オ12区、8H層　　　敲き石
工12区、8H層　　　敲き石
机0区、鍋層　　　敲き石
カ2区10層下　　敲き石
カ9区8G層　　　敲き石
カ6区11層上　　磨石
肌0区、8H層　　　磨石
工12区8H層　　　磨石
カ10区8H層　　　扁平磨石

JJ　〃　　　　扁平磨石
8曙（8G直下層）　石皿
8G層
机0区、8H層
キ6区11層上

〃　Jノ

8H層
8H層
が区11層上
方10区8G層
舶区8G層下
G18区8I層
8G層下
方10区8G層
8J層
キ9区7A層
キ10区、7AB層
G18区、7B層
キ9区、7A層
キ9区7A層
キ11区7A層
キ9区7A層
キ9区7A層
オ5区6層下

石皿
台石
石核
石核
石核
石核
石核
不明石器
不明石器
不明石器
不明石器
装身具
不明石器
石鍍
石鉄
石鉄
石鉄
石錐
石錐
石錐
楔形石器
打製石包丁

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

安　○

結　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　〇

秒

砂

緑　○

結

結

サ　〇

秒

緑

結　〇

秒

安

サ　〇

秒

サ

砂

サ

サ

サ　○

閃

閃

砂

結

結

砂

砂

サ

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

流　○

安

安
砂

砂

若

松　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

90．0　74．919．5119　半
107　63．4　20．0177　完
101　66．0　21．5182　半
104　68．117．2116　半
93．2　60．516．2111　半
90．154．314．2　76．5　完
94．0　71．2　21．0109　半
89．0　67．124．8171　完
98．8　75．0　24．0　218　完
90．8　82．4　24．0153　半
95．8　79．0　23．0　225　完
136　93．3　31．2　442　完
84．0　74．7　30．0184　半
41．5　62．014．142．0　半
78．183．318．0　89．9　半
122　102　34．0　305　半
99．8　85．2　25．0186　半
111　95．0　24．0191　完
121104　22．0　231　完
72．6　76．0　35．2　316　半
32．0　67．5　54．1153　半
69．5　49．0　26．0　89．5　半
97．137．618．5109　完
65．6　38．5　7．8　29．1半
68．9　65．5　34．5　211　完

0　57．0　42．4　33．6101　半
96．0　54．914．0146　完
77．9　77．019．9171　完

0151　99．5　乳01273　完
0108　79．2　79．1911完

54．5　42．123．5　66．8　完
0　79．0　49．0　35．5　207　完
0　52．8　48．0　47．0167　完
0　69．0　63．0　60．0　367　完
0　93．8　80．174．0　784　完
0　65．0　58．0　51．0　257　完

73．0　67．0　26．0146　完
0　69．5　67．0　35．8　285　完
0　51．0110　64．1521　半

114　65．0　48．0　674　半
0147　66．815．2　229　完
0135　68．2　20．0　274　完
0111109　44．01479　半
0114　65．137．0　380　半
0171143　48．0　462　半

112　88．3　44．9　505　半
101118　43．4　552　完
97．5107　35．0　462　完
81．0　7g．0　33．0　26g　完
59．2　63．0　35．2135　完

0155　68．815．2　241　完
0104　60．016．4149　完
0　90．8　54．5　41．6195　半
0　93．0　51．5　51．0　268　完

25．0　9．8　3．5　1．4　完
47．0　57．0　26．0　70．1完
30．916．1　4．0　1．9　半完
15．415．5　3．7　0．6　半完
25．316．1　2．4　0．7　完
34．019．0　5．0　3．4　完
52．417．2　8．0　7．7　半
30．016．1　5．0　2．9　完
25．9　24．9　6．9　4．3　半
38．0　32．0　6．5　8．0　完
83．8　48．110．8　51．5　完
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使開痕が顕著に認められる
使開痕が顕著に認められる
使嗣痕が顕著に言盈わられる

使悶痕が讃著に認められる

先端部欠損



第2低地帯Vll層出土石器（4）
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一．．－．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一．．一一一一一．一一一一一．．－．－．．一一一一一一一一一一一．－．．一一一一一一一一一一一一－．一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．車．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

挿図　　図版　　出土地点　　　器　種　　石　製作手法　計　測　値（皿）残存　　　　備　　　考
番号　　番号　　　　　　　　　　　　　　材　打　磨　礫　現長　現隔　現厚　重　度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．－．．一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一・・・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‥一一・一．・一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・・一一一一一一一一一一一一一一一一‾

〝　－10　　370　キ9区7A層
〃　－11　370　キ9区、7A層
〃　－12　　370　キ11区78屑
〃　－13　　370　キ11区、7B層
〃　－14　　370　キ11区、7A層

打製石包丁
打製石包丁
打製石包丁
打製石包丁
打製石斧

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

サ　○

76．6　3g．010．2　40．4　完
76．8　50．115．0　51．3　完
82．9　44．315．2　55．6　完
42．3　41．3　9．218．0　完
58．9　56．918．9　77．4　半

－760－



付表4　玉類観察表
．－　．　－－－－－●－ll．1－－－－－－d1－－－－－－－．．－－－－－・－－．一一．－－．－－－－．－－－－－－－－．－．－．一一一．．一－．－－－－－－一一－－－一一．一一．．－－一一．－一一一．一．－－－－－．．－－－－－－－．．‥一一・一－－－－，－－．．－－－－．・．－－．・．－－－－　，　●l1－－－

f－－－－t．4t－t－－－－－■－－N4－－．－－－1－1．1－－－－．．－－－．－－－－－－－－－．－．－－一一－－．．－－－．1－．11，－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－．－－－－一一．－－－－－－－－．・．－－－・．．．－．－－－－－－－－．．一一－－．－－－－一一●．r－－－－－－tL●－ll．－－－．一

挿図番号　　出土遺構　　グリッド　　器　種　　現長（mm）現幅（mm）現厚（皿皿）重（g）　　石　材
P．1－－．l tl一一一一一－－－．　－h－－－－－－－．一－－－－－－q－‥－－－－一一一一一－－－．－．．一一一．－－－－．一一一．一一．．．－．．一一一一一一一－－．・一一－－一一．－．・一一・－－．　，一一－一一一．．－－－－．・－－－一一一－1－－－．・－一一一一一一一一．－－．一一一．・．11－－．　一・一lll－，

．【　4【．－●ll－．■●．－．ll一一一一一一日．一一．一一一一一．一一一一一一一一一・一一一一一一・一．－．．．一一．．－．．一一．一一一．一一．一一一一．－．一一一．－一一一．．一一一・一一一．．一一一一－一一一．－－一・一・一一一．－．・－－一・一．．．－．一日－．．一一一一一一．・．一一．・一一・・一一一．．．－．．．－．．－－－lll・．一一ll－

576－1　　SHIIO1

576－2　　　SHⅢ08
576－3　　　SKⅢ49　　　－
576－4　　SKⅢ4g隣接土壌
576－5　　　SDⅢ177
576－6　　　SDⅢ179

576－7　　第4低地帯涜路7

I26

F8

F8

G2

I2

Kll

勾玉
勾玉
石帯丸輔
碁石状石製晶
勾玉
管玉
管玉

14．2

33．5

26．0

15．0

31．0

31．0

10．5

8．5

17．5

38．2

15．0

19．3

13．0

6．0

4．0　　　0．7

12．0　11．0　石英
7．0　12．0　水晶
7．5　　2．0　水晶

10．2　　　9．0

8．0　碧玉
0．6　碧玉

付表5　鉄器観察表
．－－－－l・．．－llll－llI－－．－－1－－1－11－1－－－－－－llt－－－．－．t．1－－．－－1－－－－－－－－－－－－．．・．・－1－111．－1－－－・－・－1－－－－－．．．－－．－－1，．－－－－－－．－－－．・－－－－－－－－－．．・．．－．．．－．－－．－－－－－－－－－－－．H－－－．－・－・－・－－－－．・．一．．－H．－．．－　，　－－・－－－－－・－．・．－．・．・．－．1－－．．．－－－－－・－・－－－－－llllllllllr

－－－1－，－．　，　．t－q．t－1－．．．．・t－．・．－．－－－－－－－－－－－－－．－．－．．一－－－－－－－－－－－－．－－－，・－・－－－－－－・．・・－－－．・－．一一－－－－－．－，－11，－－1－－－1，1－－－．・・－－－－－－－．I．1－－－－1－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－．・・．－．・．・・．・，，　－．・・・－．・・．－－－－－－・－－．－－．－．．．－t・1－－－－－－－－－　，

挿図番号　出土遺構　グリッド　器　種　現長（mm）刃長（mm）茎長（mm）現幅（血m）　現厚くmm）重くg）　　備　考
－－1－－－－－t4．4qlll．10tl－－－tl－－－－－－－－－－－－－－－－．．．H．－．．．t－．h－111－－．・－－－－－－一一・－．．－，．一一－1－－1－－－－－－－－－－－－－一一一H－1－－．．－－－．．．．．・－－－－．－－－－－－．．・．．－－－．．－．－－－－．－－－－－－－－－－－－1．－．．．．－－．．．1111－－－－°－l．・，．．－－－－・・．．・・・－－．ll－－－－－ll・－－－－．－－－11－－－

l－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－．－．．－・t．・－．・－・－．－－－－－－－－－－－－一一車・－．1，1－111．－－－－・－－－－－－－－－－－．－・－－－－－・・－－－，－一一．・．－ll1－，，－－－－－－－．．・・－－－－－－－－・－一一H－一一一．一－－－－．．－．－1，－1－・一一．・－－－－－－－－・．・．・・．一－一・・・・一．・・，・－．・－－－－－－－－．・．－．・．－－．・．－．．

57ト1　　SHIIO1

577－2　　SHIIO1

577－3　　SHIIO1

577－4　　SHIIO1

577－5　　SHIIO2

577－6　　SHIIO2

577－7　　SHIIO3

57ト8　　SHIIO3

577－g SHIIO3

57ト10　SHIIO3

57ト11　SHIIO3

577－12　SHIIO3

577－13　SHIIO3

577－14　SHI105

577－15　SHIIO5

577－16　SHIIO5

577－17　SHIIO5

57ト18　SHIIO5
577－19　SHIIO6

57ト20　SHIIO6

577－21　SHIIO6

57ト22　SHIIO6

577－23　SHIIO6

577－24　SHIIO6

578－1　SHIIO7

578－2　　SHIIO7

578－3　　SHIIO7

578－4　　SHIIO7

578－5　　SHIIO7

578－6　　SHIIO7

578－7　　SHIIO7

578－8　　SHIIO7

578－9　　SHIIO7

578－10　SHIIO7

578－11　SHIIO7

578－12　SHIIO7

578－13　SHIIO7

578－14　SHIIO7

578－15　SHIIO7

578－16　SHIIO8

578－17　SHIIO8

578－18　SHIIO8

578－19　SHIIO8

578－20　SHIIO8

578－21　SHIIO8

578－22　SHIIO8

578－23　SHIIO9

578－24　SHIIO9

578－25　SHIIO9

578－26　SHIIlO

578－27　SHIIlO

肥8・29　鍍
Ⅲ8　　鍍
Ⅲ8　　鈍
Ⅲ9　　鈍
I28　　鎮
I28　　鍍
I28　　鍍
I28　　鍍？
Ⅲ8　　鍍
H28　　　刀子
I28　　不明
I28　　不明
I28　　不明
I27　　銭
I27　　　鍍
I27　　　鍍
I27　　　鈍
I27　　　不明
I27　　鉄
I27　　鍍
I27　　鍍
I27　　線
I27　　　鈍
I27　　　鈍
I27　　　鍍
I27　　銭
I27　　鍍
I27　　　鍍
I27　　鍍
I27　　線
I27　　鍍
I27　　　鍍
I27　　　銭
I27　　鍍
I27　　鍍
I27　　　鉄？

I27　　鎌
I27　　　不明
I27　　不明
I27　　鍍
I27　　鍍
I27　　線
I27　　鍍
I27　　線
I27　　鈍
I27　　不明
I26　　鈍
I26　　鎌
I26　　鈍？

I26　　鈍
I26　　不明

30．5

49．0

39．0

27．0

32．0

51．0

34．0

60．0

49．5

40．0

42．0

40．0

55．0

41．5

28．8

50．5

51．0

54．0

40．0

42．8

32．0

44．0

81．5

38．0

56．0

43．8

32．0

33．5

40．1

34．0

45．5

51．0

36．0

61．5

34．0

27．5

34．0

33．8

34．5

60．0

65．5

35．0

48．0

49．0

33．8

34．8

64．0

40．5

29．5

29．0

36．0

17．0　　13．5

32．5　　　27．5

30．0　　11．5

14．5　　　36．0

17．0　　　23．0

28．8　　14．0

37．0　　19．0

18．0　　　25．8

17．1　　23．0

26．0　　　8．0

37．5　　　8．0

36．9　　14．1

6．5　　　55．0

36．0　　　29．5
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11．0

10．0

11．8

11．0

16．8

20．8

18．5

6．8

17．9

19．7

11．8

14．3

14．2

14．8

11．0

9．5

26．0

12．0

15．5

22．0

15．0

9．0

21．0

17．5

12．5

11．8

14．0

14．0

13．5

16．8

21．5

20．0

13．0

19．5

19．0

16．0

28．5

30．0

18．0

18．8

14．0

22．8

18．9

13．8

9．3

13．0

20．0

17．5

14．0

19．0

1．5

2．1

3．0

3．0

2．8

2．2

3．5

2．8

6．4

6．1

3．3

8．0

3．0

4．0

5．1

3．9

4．0

2．2

2．5

3．0

2．0

4．5

4．8

3．0

4．0

2．0

2．0

3．2

3．3

2．3

3．3

2．0

2．0

2．1

3．3

1．0

5．5

4．5

4．0

3．0

2．3

5．0

3．1

2．0

4．0

6．0

2．0

4．0

2．6

7．2

2

2

3

2

4

5

6

11

3

10

12

5

8

4

3

4

5

8

3

4

4

2

8

8

7

4

3

3

3

4

6

7

6

5

4

3

2

8

12

10

8

4

10

8

4

3

12

5

4

3

8

茎

茎
先端

表面に木質が付着

茎



一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一．．一一．一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一h一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

挿図番号　出土遺構　グリッド　器　種　現長（m）刃長（m）茎長くm）現幅（m）現厚（皿）重（g）　　備　考
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l一一一二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一車．．一一一一一一一一一一一一－

579－1　SHII13

579－2　　SHII13

579－3　　SHII13

579－4　　SHII18

579－5　　SHII23

579－6　　SHⅢ01

579－7　　SHⅢ01

579－8　　SHⅢ06

579－9　　SHⅢ08

579－10　SHⅢ09

579－11　SHⅢ09

579－12　SHⅢ11

579－13　SHⅢ11

579－14　SHⅢ12

579－15　SHⅢ12

579－16　SHIⅡ12

579－17　SHⅢ12

579－18　SHⅢ18

I25

I25

I25

G20

H19

H29

H29

127

I26

I26

I26

I26

I26

I25

I25

579－19　SHⅢ25　　　　　BClト

579－20　SHⅢ52

579－21　SBⅢ101　　　　EF17

579－22　SBⅢ101　　　　EF17

580－1　STⅡI17

580－2　　STⅢ17

580－3　　SDⅢ05

580－4　　SDⅢ86

580－5　　SDⅢ86

580－6　　SDⅢ136

147－1　第1低地帯流路1

14ト2　第1低地帯浣路2
147－3　第1低地帯流路2

H6

H6

I22

HIg・10

HIg・10

G7

H25・26

H25・26

147－4　第1低地帯流路2
147－5　第1低地帯流路2H26
147－6　第1低地帯流路2
147－7　第1低地帯流路2
147－8　第1低地帯流路2

147－9　第1低地帯流路2
148－1　第1低地帯流路4
148－2　　第1低地帯流路4
148－3　第1低地帯流路4
148－4　第1低地帯流路4
148－5　第3低地帯水田2
148－6　第3低地帯流路3
148－7　　第4低地帯流路2
148－8　第4低地帯流路3
148－g　　第4低地帯流路6
148－10　第4低地帯涜路6
148－11　第4低地帯流路6
149－1　第4低地帯流路6
149－2　第4地帯流路6
149－3　　第4地帯流路7

M16

K17

K6

K6

K6

J16

M12

∴‥

鍍
鈍？
不明
鍍
鍛
鉄
鈍
鈍？
銑
鉄
不明
銭
刀子
銭
鎌
鋤先
不明
鈍
鎌
鋤先
不明
鈍
刀
刀
鋤先
不明
不明
斧
鎮

鉄
鉱
鉄
鉱
刀子
矛
鎌
鎌
鉄
鉱
錬
鎌
鉄
鉱
不明
鋤先
鍛
鉄
不明
不明
鎌
刀

36．0

39．5

55．0

42．0

41．5

20．4

37．0

49．0

36．5

28．0

46．0

21．0

g1．2

42．0

41．0

23．5　　18．5

20，0　　　29．0

7．5

15．8　　　　　3．0

11．02．8（刃部分）
41．9　　　　　7．5

14．0　　　　　5．8

6．8　　　　　2．0

17．5　　　　　2．5

10．8　　　　　3．8

9．5　　　　　3．5

16．5　　　　　3．0

11．3　　　　　2．9

11．8　　　　　6．0

25．5　　　　　2．0

15．0　　　　　4．0

12．5　　　　　4．5

24．5　　　　1．6

95．0　　　　　　　　　　　　　34．5

25．5　　　　　　　　　　　　11．2

118．0　　　　　　　　　　　　19．5

24．5　　　　　　　　　　　　　23．0

116．0　　　　　　　　　　　　　54．5

35．0　　　　　　　　　　　　　8．5

28．0　　　　　　　　　　　　13．0

184．0　146．0　　　38．0　　19．0

308．0　　240．0　　　68．0　　　32．0

54．0　　　　　　　　　　　　　41．5

29．5　　　　　　　　　　　　16．0

38．0　　　　　　　　　　　　　36．0

80．0　　　　　　　　　　　　　39．0

106．0

169．8

139．5

143．5

158．0

61．5

210．0

183．5

73．5

42．0

86．0

g5．5

66．0

188．8

93．0

37．0

115．5

75．0

196．5

41．5

250．0

70．8　　　99．0

49．7　　　89．8

45．0　　　98．5

107．0　　　51．0

53．5　　　8．0

133．5　　　76．5

24．0

29．0

7．0　　　88．5

48．5　　17．5

53．、0　　　40．4

31．0　　　6．0

4．5　111．0

195．0　　　55．0

－762－

29．0

28．0

24．0

7，0

11．0

23．0

25．8

32．8

27．0

6．0

13．5

32．5

27．0

26．0

17．5

49．5

14．0

10．8

6．0

22．0

39．0

23．0

6．9

10．0

4．0

1．5

27．3

3．9

2．3

5．0

7．0

12．8

5．0

2．0

3．0

3．7（上部）・2
．3（下部）

3．5

3．5

3．5

2．7

2．0

6．8

2．0

1．3

2．0

3．8

2．0

2．0

4．5

3．0

8．5

10．0

1．8

4．5

2．5

12．3

3．0

4．5

5

5

56

5

2

2

4

4

5

2

10

3

13

6

6

39

6

22

8

129

4

2

41

137

32

2

10

41

9

28

22

16

9

3

52

32

10

6

5

26

12

14

9

167

50

3

10

4

227

8

62

鉄斧もしくは素材

表面に植物付着

刃身部に木質が付着
表面全体に木質が付着

茎

茎
茎

鉄か？

把部に木質付着



付表6　鏡類観察表
．－－●一－－－－．一一－－－一一．一一4－－－－－・－－．．－－－．－．．．一一．．－－．．－．一－－－－一一－－－－－－，・1．－－－－．－－－．－－－－－－一一一一．－．－－－－－一一一．．一一．－－一・一一．－．・－－－一・一一一・一一一・－－－Jlll．1．－－－－－－－－T－－－．．－．－－一・一一－－，－－－一一－－－－TT，－．
－－－－－－－－－．－．t．一一－－－－－－－－－一一－－－．一一一．－．－－一一一－－－－－－．一一－一一一－－－－－一一．．－－一一－一一一．．・－．・．，1－－－－－－－－－－－－－－－－－．・．－－一一－－－－．・－－－－．．・－－－－－－．・．－．．－－一一－一・一一一一．・．－－・－－一一－－－－－．－．・一・一．－－－一

挿図番号　出土遺構　グリッド　器　種　面径（皿）現長（皿）現幅（加）現厚（m）重（g）　　　　備　考
一一一一1－－1－－－l・．一．一．．．－－－－－．－．．－－－－－－一一－一一．．－－一一－．．－－－・－－－－一一一－．－11－．－－－－－－－－－－－－－一一－一一一－．1－－－－－，－－－－－－．．．－－－一一一・－－．．－．－一－一一一．－－－－一一－一一一一，－－・－－－－－・－●・．－－．　．－－．－

－－－－－－－－－－－．．－－－－．一一－－－－－－－－－・．－Jlll－－－．－－－－・I．－－－・－一一－－－－－・－－－－－－－－－－．・．－．・・－－－－－－－－一一・・・一一・一・日．一－－－－－一一・－－－－－－－－－－．・．1－－－．－－－－－－．・－－－－－－－－一一・．・－－一日－．・・－－－一・一一一一－●．－．・・－－－－．－－．－．－＿＿

580－7　SHIIOg I26　　小形作製鏡　　　73．0　　　　　　　　　　3．9　　55鉦部欠損。幅広の平緑。斜行櫛歯文。

擬銘帯。6‾7弧の連弧文。器表に藁付
着。

580－8　SBⅢ62　　　G7　　　鏡片　　　104．5以上　16．0　　31．0　　2．5　1外縁部欠損。富文状の隆線。直行栢歯
文。内区欠損。材質は艮好。後漠舶載
鏡か？

58ト1　STⅢ15　　　J6　　　菊花乱島鏡　　108．2　　　　　　　　　　2．6　　92菊花・鳥・萩・草のレリーフ。

581－2　予備調査　　　　　　鏡片（無文）　130．0　　29．0　14．8　　　3　　3白胴質の鏡片の再利用か。先端部研
磨。切断面用の亥胤

付表7　鋼製品観察表
．－一一一．●一一一《－－－●－－－－．・．一－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－一一一一一一一一－－一一－－－一一一一一一一一一－－－－一一一－，－－－一一一一－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．一一－－．．一一一

．一一一－一一一一ll一一一一一一【－●．．一一一一一一一車．一一一一一一一一一一一一－．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

挿図番号　出土遺構　グリッド　器　種　現長（皿）刃長（m）茎長（m）現幅（m）現厚（m）重（g）　　備　考
一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．－．一・一一一一一．．一一一一一一一一．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
b一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

58ト3　　SHIIO3

58ト4　　SHIIO6

58ト5　　SHⅢ16

581－6　　ビット

581－7　　SDⅡI177

58ト8　　SDIⅡ181

149－4　　第2低地帯
149－5　　包含層
149－6　　包含層
149－7　　包含層

H28　　不明
I27　　　鋼鉄？
G21　　金銅製耳環
F17　　不明
J4　　　金銅製圭頭把

頭
I2　　　金鋼製？耳環
F18（4班）鋼鉄
J12　　　銅鈴
J13　　銅板
J13　　銅板

44．5

15．0

16．2

34．0

17．5

11．2

16．0

32．3

48．0

32．0　　　　　　　　　　　　　28．5

54．0　　　35．0　　19．0　　12．5

32．5　　　　　　　　　　　　　26．2

22．8　　　　　　　　　　　　　30．0

21．5　　　　　　　　　　　　52．5

2

5

3

3

29　　　6

5　　　1

8　　　3

5　　10

8

7　　　22

3　　　3

10

2　　10

5　　　8

付表8　古銭観察表
，tl一一．t－－－．1－1－．－－－－－－－－．．・－－－－．－－－－一一．．－．．－－－－．－－－－－－－．．．－．－．一一－－－－・．一車－－．－－－－－．一一一．・－－－．・－－・－－－－一一．・．．．－－．・－－－－一一．一．．．一一一．．・－．－－－－．－．一一．－－－－－－－－－－－．一一．・－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－●．－－．－

－－－－－－－－－－－1－－．■HF－－．－－－－－－一一．一一．・・－．－．－－－－－－－－－－．．－－．－－－－．．一－－－－－－　，　一一．－－．－－－・－－－－一細－．．－－－－－・－－．．－．・．．－．・一一－－－－－－．．・1．－－－－－－－－．．．一．．．－－．．．－－－－－－－－－－．－－－－－－－・．1－－．．．．－－－－－－．1－－．－－－－－－

挿図番号　　出土遺構　　グリッド　　銭　名　　現長（m）　初　銭　年　　　　　　　　　備　考
．－－－．．．ld1－－・．．t－－－．－－－－－－1－－－－－－－－－－．－－．－－－－－－－一一－．一一一一．－－－－－－－．－1－－．．－－－－－－－－一一．．－－－－‥．．－－－－・－－－．－．－．．－－－－一一．－－－．一車－－－一一－－一一－一一．・－－－・－－－－－－．・，　－－－－－－－－－－－・－－－．・，－－－－－・－－l11111，．－－－－

－t－－－t－t．－ll－tll．一．－．－－－1－－llll．．．－－－－－．－－－一一－－．．■－．．‥－．．一一．－．－－－－一一－－－．－－－－－．・．一一一一．－－－－－－－－－．一一一一一一一．－－．－・－－・－．・．車．－－．・－－－－－．・日．－－－－－－－－－－一一．－．．－－－－－－．－．．－－－－－－－－－－－－－・－・－．．．－●．－－－－－－－－－－－．－

582－1

582－2

582－3

582－4

582－5

582－6

582－7

582－8

582－9

582－10

582－11

582－12

582－13

582－14

582－15

582－16

582－17

582－18

582－19

149－8

149－9

149－10

149－11

149－12

149－13

SDⅢ04

SDⅡ104

SDⅢ71

SDⅢ75

SDIⅡ144・145

SDⅢ144・145

SDⅣ06

SDⅣ08

溝
SPⅢ33

予備調査

包含層

包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層
SXⅢ11

SXⅢ11

SXⅢ11
SXⅢ11

SXⅢ11

SXⅡIll

I26　　　祥符元年　　19．0以上100時
HI26　　至和元贅　　　　23．01055年
F13　　　嘉定通葉　　　　23．51213‾1216年
G2　　　　延喜適葉　　　　17．0　－907年
G5・6　　皇宋通贅　　　　24．01038年
G5・6　　大観道楽　　　　24．01107年
H18　　　嘩平元賛　　　　24．0　99時
H18　　　明道元葉　　　　24．81032年
G6　　　威乎元贅　　　　23．8　99時
H5　　　天繕通贅　　　　24．81071

皇宋通葉　　　　24．01038年
Ⅲ1　　輿寧元賛　　　　23．5106時
G6　　　照寧元葉　　　　22．8106時

輿寧元葉　　　　23．5106時
G6　　　元豊適薬　　　　21．0107時
G6　　　元豊通葉　　　　23．0107時
G6　　　紹聖元賛　　　　23．01094年
G6　　　元符通贅　　　　23．2109時
G6　　　祥符元葉　　　　23．8100時
M16　　　開元道楽　　　　23．2　845年
M16　　　淳化元菓　　　　23．8　990年
M16　　　至道元葉　　　　24．0　995‾997年
M16　　　無事元葉　　　　23．2106時
M16　　　元豊通棄　　　　22．51078年
M16　　　元祐通贅　　　　23．51086年

－763－

裏面に六・七・九のいずれか



瀬戸大橋建設に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告VII

下川津遺跡

一第2分冊－

1990・3

編集　㈲香川県埋蔵文化財調査センター

発行　香川　県教育委員　会
㈲香川県埋蔵文化財調査センター

本州四国連絡橋
印刷　有限会社　成　　光 甲

1

1

（、‥


